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産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会容器包装リサイクルワーキンググル

ープ（第４９回）

議事録

日時：平成２４年１０月１８日（木曜日）１５：００～１７：００

場所：全国町村議員会館 第１～第３会議室

議題

１．容器包装リサイクル法の義務量算定に係る量、比率について

２．その他

議事内容

１．容器包装リサイクル法の義務量算定に係る量、比率について

○影沼澤経産省リサイクル推進課長補佐 それでは、定刻になりましたので、これより

産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会第49回容器包装リサイクルワーキン

ググループを開催いたします。

本日は、皆様お忙しい中、また、雨の中ご参集いただきまして、まことにありがとうご

ざいます。本日全般の司会を務めさせていただきます、私、経済産業省リサイクル推進課

の影沼澤と申します。よろしくお願いいたします。

まず初めでございますけれども、経済産業省リサイクル推進課長より一言ごあいさつを

申し上げます。

○渡邊経産省リサイクル推進課長 渡邊でございます。皆様、きょうは天気が悪い中、

ご参集賜りまして、ありがとうございます。また、日ごろより、容器包装リサイクル法の

運用の中で、多大なるご協力、それからご指導を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

本日は、毎年ご審議いただいております、量と比率について、本日ご審議いただけると

いうことになっております。今後とも、私どもとしては環境省を初め関係省庁とも連携を

いたしまして、また皆様のご助言を賜りながら本制度の適切な運用に向けて努力してまい

りたいと思っておりますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。

○影沼澤経産省リサイクル推進課長補佐 それでは、委員の交代、資料の確認につきま

して、私から確認させていただきます。
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まずは委員の交代でございます。前回、昨年の審議会から交代のありました委員の皆様

について、私からご紹介させていただきます。委員名簿は資料２、あるいは座席表がござ

います。

まず、プラスチック容器包装リサイクル推進協議会会長といたしまして、河合義雄委員

にかわりまして小林三喜雄委員が、日本ガラスびん協会会長といたしまして、丸橋吉次委

員にかわりまして清水泰行委員、日本石鹸洗剤工業会理事・環境委員会委員長として、中

谷吉隆委員にかわりまして高橋不二夫委員が、日本プラスチック工業連盟専務理事として、

勝浦嗣夫委員にかわりまして水野靖彦委員が、社団法人日本印刷産業連合会常務理事とし

て、堀口宗男委員にかわりまして油井喜春委員、５名の方がそれぞれ就任されました。

また、オブザーバーといたしまして、一般社団法人日本化学工業協会常務理事といたし

まして、中田三郎様にかわりまして春山豊様に、一般社団法人日本アパレル・ファッショ

ン産業協会参事として、若宮英司様にかわりまして正戸健次様に、一般財団法人家電製品

協会環境担当役員会議委員長として、梅村博之様にかわりまして村松哲郎様に参加いただ

くこととなりました。

続きまして、配付資料の確認をいたします。本日の資料でございますけれども、お手元

にお配りさせていただきます資料１から３までに分かれております。資料の上から確認を

させていただきます。資料１は、本日の議事次第でございます。資料２は、委員名簿でご

ざいます。次に、資料３として、「再商品化義務量の算定に係る量、比率等について」。資

料３―１として、「再商品化義務量の算定に係る量、比率等の概要」。資料３―１（参考）

として、「紙製容器包装の再商品化義務総量について」。資料３―２として、「再商品化義

務量の算定に係る量、比率等（案）」。資料３―３として、「再商品化義務量の算定に係る

量、比率等の算定方法について」。資料３―４、「容器包装利用・製造等実態調査の結果に

ついて」。資料３―５、「容器包装廃棄物分類調査の結果について」。資料３―６、「再商品

化義務量の算定に係る量、比率等の単年度調査結果（参考）」でございます。そして、最

後に、オブザーバーの東京都環境局廃棄物対策部長の木村様からの提出資料をお配りして

おります。

ここで、資料２につきまして、訂正とおわびをさせていただきます。資料２でございま

すけれども、公益社団法人日本包装技術協会常務理事となっております酒井様の肩書きで

ございますが、こちらを常務理事から専務理事ということに訂正させていただきます。ま

たこの場でおわびをいたします。
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以上、資料ですが、過不足等がありましたら事務局までお申しつけください。よろしか

ったでしょうか。

また、本ワーキンググループの資料でございますけれども、原則すべて公開とさせてい

ただきます。会議終了後には、発言者名を示した議事録及び無記名の議事要旨を作成し、

会議後速やかに公開いたします。

なお、発言者名を示した議事録は各委員にご確認をいただいた上、ご了解をいただいた

上で公開をすることとなります。

続きまして、本日の出席状況についてご説明いたします。全委員数は31名でございます。

そのうち、本日まだおみえになっていない方もおりますけれども、全体で21名の委員にご

出席をいただく予定になっておりまして、定足数である過半数に達しておりますことをお

伝えいたします。

なお、中央環境審議会との連携を図るため、これまでと同様、本日も環境省のご担当の

方にも参加をいただいているところでございます。

それでは、これ以降の議事進行を郡嶌座長にお願いいたします。

○郡嶌座長 皆さん、こんにちは。それでは、早速でございますけれども、本日の議題

の１番目の問題、容器包装リサイクル法の義務量算定に係る量、比率についての審議を開

始したいと思います。

これらの数値は、特定事業者の方々が再商品化義務量を算定するために必要となる量及

び比率でありまして、容器包装リサイクル法の第11条、第12条及び第13条の規定に基づき

まして、主務大臣が定めるというようになっております。

その際、第44条に基づきまして、関係事業者、その他利害関係者の意見を聞くものとさ

れており、経済産業省ではこの意見聴取を本審議会の場でもご議論いただくということに

なっております。

それでは、資料３に基づきながら、事務局からの説明をお願いしたいと思います。よろ

しくお願いします。

○影沼澤経産省リサイクル推進課長補佐 では、私から説明をいたします。資料３でご

ざいます。再商品化義務量の算定に係る量、比率等についてでございます。こちらにつき

ましては、ただいま郡嶌座長からご説明のありましたとおりでございます。

本日のワーキンググループでお諮りする数値、この枠の中にあるものでございますけれ

ども、これがＡからＧまでの内容についてでございまして、それぞれが右でございますが、
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表番号資料３―２に対応するものでございます。また、これらの具体的な数値といいます

のは、毎年容器包装利用・製造等実態調査を経済産業省、農林水産省一緒にやっている調

査がございます。また、環境省様がやっております容器包装廃棄物分類調査というのがあ

ります。これらの結果に基づいて算定をしているものでございます。このため、毎年算定

される数値というものが若干数字に変更が出てくるものとなります。

それでは、本日のこれらの表の内容でございますけれども、具体的には資料３―１、あ

るいは３―２という資料がありまして、本日は主にこちらの内容に基づいて説明のほうを

いたします。

まず、資料３―１を確認いただきます。こちら、委員の方にはカラーで横の表でお配り

しております資料でございます。

この資料３―１の上の黒い枠で囲ってある中でございますけれども、実際に、例年求め

る必要がありますのが、表の一番上にあります個々の特定事業者の方が業種ごとに再商品

化義務量というものを算出する必要があります。そのためには、下の枠にあります計算式

でございますけれども、これに基づいて計算をすることになります。

その中身といいますのが、この計算式の左側でございますけれども、業種区分ごとの再

商品化義務量（Ⅰ）と書いてあるものでございます。こちらにつきましては、主務省令や

主務大臣が定める数値によって、各年度ごとに算定されるものでございます。

次に、数式の右の上です。個々の特定事業者の容器包装廃棄物の排出見込み量（Ⅱ）と

あります。こちらの数字は、個々の事業者がみずから算出する数値ということになります。

さらに、Ⅲに当該業種全体の容器包装廃棄物の排出見込み量とあります。こちらのほうが

先ほども紹介しました実態調査、あるいは分類調査において算出される数字でございます。

それぞれのⅠからⅢの算出の方法でございますけれども、それがこの表の下の段の部分

でございます。まず、このⅠでございますけれども、各年度ごとに算定される数字といい

ますのが、まず上の左からいいますと、平成25年度の分別収集総量というのがあります。

こちらは実際に平成25年度に市町村において収集される量というものでございます。これ

に特定事業者責任比率（Ａ）というのがあります。これが再商品化義務が負担されており

ます事業者ということになりますので、いわゆる再商品化義務を負わなければいけない数

値というのがありますので、そちらを掛けてまずは計算をされる。さらに上の右ですけれ

ども、こちらが再商品化の25年度の見込み量、再商品化事業者、いわゆるリサイクラーの

方の処理能力でございますが、これに特定事業者の責任比率というものを掛けて、このい
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ずれか、どちらか少ない量、再商品化義務総量（Ｂ）というものをまず求めることになり

ます。

さらに、この再商品化義務総量に対し、特定容器比率（Ｃ）とございます。これは容器

包装が容器と包装に分かれますけれども、容器と包装の割合というものを求めた数字を算

出しまして、それを掛けます。さらに、業種別の比率（Ｄ）でございますけれども、これ

は食品製造業とか小売業と全部で８つの分類がありますが、それぞれの業種別の比率とい

うものを求めます。最後に、業種別特定容器利用事業者比率（Ｅ）とございます。こちら

のほうは、いわゆる容器の利用事業者と製造事業者がおりますけれども、その割合という

ものを求めて掛ける数字でございます。これらの計算によりまして、Ⅰを求めることにな

ります。

さらに、Ⅱでございますけれども、こちらは個々の事業者がみずから実際に算出される

数字ということになります。これには２つの方法を設けております。１つが上の自主算定

方式と呼ばれるものでございまして、当該年度で販売する商品に用いるまたは製造等する

容器包装の全体の量でございます。全体から、みずからまたは他社への委託により回収を

する量については、控除可能な数値ということになっております。

さらに、一番下にその他容器包装廃棄物として排出されない量というものがございます。

容器包装廃棄物の対象は、家庭から排出されます一般廃棄物というものを対象としており

ますので、それ以外のものについては数式から控除をするということになります。

この算定でございますけれども、みずからその他容器包装廃棄物として排出されない量

というのが計算できない、難しいという事業者の方もおりますので、その方には、丸の２

つ目に簡易算定方式というのがありまして、こちらの計算式を用いていただくことになり

ます。これは一番下でございますけれども、事業系比率というものを別途、調査等に基づ

いて、国がお示しする数字があります。 100からこの数字を引いた比率というものを用い

て算定していただくということで簡易算定方式という方法がございます。

さらに、Ⅲでございます。これは実態調査、分類調査において算出される数字というこ

とになります。

こちらの表でございますけれども、ピンクの丸で表１―１から、表６まで番号が振って

あるのですが、こちらの丸のついている番号というのは、表の左下にあります資料３―２

の表番号と書いていますが、これらの数字が決まれば特定事業者の方が毎年の義務量を算

定することが可能になるということで、毎年国のほうが示している数字でございまして、
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本日の算定に係る量、比率というのはまさにこの数値に当たるものであります。

これらの数値というのが、では実際、どのようになったかというのが、続きまして、資

料３―２に基づいて説明をさせていただきます。資料３―１と比較してみていただきます

と、非常にわかりやすいかと思っております。

それでは、引き続き資料３―２について説明をさせていただきます。まず１番目に求め

られるのが、特定事業者責任比率（Ａ）というものでございます。この特定事業者責任比

率の算定の考え方ということでございますけれども、まさに今年度の容器包装利用・製造

等実態調査、今後は略しまして実態調査と呼ばせていただきます。さらに、容器包装廃棄

物分類調査、こちらも分類調査と呼ばせていただきますけれども、これらの結果に基づき

まして、比率を算定いたしまして、さらに、今年度の調査で算定した数値と、昨年度の調

査結果に基づく数値というもの両方をとりまして、その比率を平均することで算出する。

今年度分と昨年度分の数値を足して２で割るということで、この数字の比率というものを

算出しております。

その結果が表の１―１にあらわされている数値でございます。それぞれ分別基準適合物

ごとに６つの数値というものを出しております。このうち特定事業者責任比率、表のＡと

あるところでございますけれども、こちらが特定事業者の比率でございまして、いわゆる

小規模事業者というものを除いた数値ということになります。今年度の数値はガラスびん

（無色）が97％、ガラスびん（茶色）で82％、ガラスびん（その他の色）で93％、ペット

ボトルは小規模事業者がありませんので、こちらは 100％という数字になります。紙製容

器包装、プラスチック製容器包装につきましては、99％という数値をあらわしております。

また、この表の右のほうは、前年度に求めた特定事業者責任比率の数字も比較というこ

とで記載させていただいているところでございます。

次に、２．再商品化義務総量（Ｂ）に相当する数字でございます。こちらの算定の考え

方でございますけれども、これも品目ごとに再商品化見込み量と分別収集計画量の少ない

ほうを基礎として特定事業者責任比率を乗じて算出しております。

このうち、まず、表の１―２には、再商品化の計画、再商品化見込み量を記載させてい

ただいております。こちらの数字につきましては、５年間の数字というものを３年ごとに

見直すという形で数値を出しているものでございますけれども、このうち今回該当します

のが、真ん中に平成25年度と書かれてある数値でございます。こちらのほうが比較するの

に用いられる数値でございます。
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次に、２ページ目の一番上の表１―３に分別収集見込み総量を記載させていただいてお

ります。こちらにつきましても、平成25年度の数字を今回比較のために用いることにして

おります。これらの結果を表１―４というところにまとめておりまして、これによって、

Ｂの値を決めるということになります。まずみていただきますと、分別基準適合物の６種

類ごとに表をつくりまして、まず、平成25年度の分別収集見込み総量（ア）が表１―２の

数値、平成25年度の数値で、さらに再商品化見込み量というのが表の１―３の数値でござ

います。これらをアとイというようにして、いずれか少ない量を出したところこのような

数値になっておりまして、ガラスびん（無色）につきましては16万トン、ガラスびん（茶

色）も15万トン、ガラスびん（その他の色）が16万トン、ペットボトルが30万 6,000トン、

あと、紙製容器、プラスチック製容器包装というように続きます。

ここで注意していただきたいのは、紙製容器包装の３万 9,000トンという数字でござい

ます。これは下の括弧にありますが、分別収集見込み総量から環境省で調査いたしました

市町村独自処理の９万 4,000トンというのを差し引いた量でございます。この内容を説明

していますのは、資料３―１（参考）という資料がございます。こちらが紙製容器包装の

再商品化義務総量についての経緯と今回の算定についてまとめた資料でございます。紙製

容器包装につきましては、市町村分別収集量に占める市町村独自処理の割合が大きい等の

理由において、法施行当初より分別収集見込み量と指定法人の引き取り実績量の間に大き

な乖離がありました。このため、平成15年度からですが、指定法人が特定事業者の方から

過大な再商品化委託料を徴収しないようにということを目的といたしまして、分別収集見

込み量から環境省が調査されました市町村独自処理の見込み量を差し引いた量に基づいて

再商品化義務総量を算定することといたしております。

その下に出ている表なのですけれども、こちらが平成25年度分の環境省さんへ調査をい

ただいた数量でございまして、まさに紙製容器包装というところをみていただきますと、

分別収集見込み量が13万 3,000トンに対しまして、独自処理の見込み量として９万 4,000

トンという数値を算出されております。この９万 4,000トンという数字を再商品化義務総

量の、もう一度資料３―２のほうに戻りまして、適用した結果ということで出している数

値でございます。

次に、この算出した数量に特定事業者責任比率、表１―１で求めたＡの数値でございま

すけれども、このパーセンテージというものを掛けた結果が１―４の一番右にあります25

年度の再商品化義務総量（Ｂ）という数字で出ているものでございます。それぞれガラス
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びん（無色）からプラスチック製容器包装まではこのような数字を算出しているところで

ございます。

続きまして、３．特定容器比率（Ｃ）でございます。こちらの算定の考え方でございま

すけれども、それぞれ実態調査、分類調査に基づきまして、特定容器比率というものを算

定いたしまして、こちらもやはり昨年度の調査結果と合わせて平均することで算出してお

ります。ガラス製容器やペットボトルというのはいずれも特定容器のみであって特定包装

はないのですが、そのため本比率は 100％としております。

表２につきましては、紙製容器包装とプラスチック製容器包装の特定容器比率を求めて

います。それぞれ 89.15％、 93.91％というようになっております。こちらの数値でござ

いますけれども、 100からＣを引いた数字、紙製容器包装ですと 10.85％、プラスチック

製容器包装ですと6.09％と出ますが、こちらの特定包装に係る数値というものもあわせて

算出されることになります。

続きまして、３ページ目でございますが、業種別比率（Ｄ）の数値でございます。こち

らにつきましても、実態調査、あるいは分類調査の結果に基づきまして、かつ昨年度の調

査結果に基づく比率と平均することで算出するということになっております。業種の区分、

８つ分類がありますけれども、こちらで構成されているものでございます。

３ページと、あと４ページにも同じく続きがあります。ガラス製容器、ペットボトルの

ほか、４ページが紙製容器、プラスチック製容器と求めております。

細かい数字につきましては省略いたしますが、例えばガラス製容器の無色というところ

をみていただきますと、順番に食品製造業で 52.73％、清涼飲料製造業及び茶・コーヒー

製造業で 19.62、酒類製造業で 23.27、油脂加工製品等がなくて医薬品製造業で1.68、化

粧品・歯磨きその他の化粧用調整品で1.92、小売業がなく、その他の事業で0.78という数

値があります。これら縦にみたときに、１から８の合計の数字が最後すべて 100％になる

というようになっております。

それぞれの括弧書きの下段の数字が平成24年度、昨年求めた適用数値ということになり

ます。

続きまして、５ページに行きます。今度は業種別特定容器利用事業者比率（Ｅ）という

数字の求め方でございます。利用事業者と製造事業者の割合を求めるものでございます。

こちらにつきましても今年度の実態調査と分類調査の結果からこれらの比率を算定いたし

まして、さらに昨年度の調査結果と合わせて平均して算出しております。こちらの数値に
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つきましても、業種ごとに食品製造業からその他の事業まで求めている数字でございます。

例えばガラス製容器（茶色）というものをみますと、利用で 98.52、製造で1.48、同じく

清涼飲料製造業等でみますと 92.19と7.81という数字になっております。こちらの利用と

製造を合計した数字が 100％になるようにまとめられております。

同じく６ページ目につきましても、今度は紙製容器とプラスチック製容器もあわせて、

続きとなっております。

続きまして、事業系比率（Ｆ）でございます。これは簡易算定方式で用いられる数値で

ございます。こちらの求め方、考え方ですが、実態調査及び分類調査の結果において事業

系比率というものをまず算定いたします。さらに、昨年度の調査結果に基づきまして比率

というものを平均して算出しております。こちらのほうは５％未満の数字は切り捨てとい

うことで算出をいたしております。細かい数字につきましては、皆様みていただきますけ

れども、業種の区分ごとに例えばガラス製容器の無色ですと、食料品製造業は利用が５、

製造がゼロというような形で数字を求めているものでございます。

ガラス製容器とペットボトルが７ページでございまして、８ページ目には紙製容器とプ

ラスチック製容器ですが、こちらのほうの数値もあわせて示しているところでございます。

続きましてが、９ページ目に移ります。当該業種全体の容器包装廃棄物の排出見込み量

ということで、これがＧでございます。資料３―１にあります中ではⅢに該当する数字で

ございます。数式では分母になる数字になります。こちらの算出につきましても、考え方

としては実態調査、あるいは分類調査を合わせた結果に基づいて、当該業種全体の容器包

装廃棄物の排出見込み量というものを算定いたしまして、さらに、昨年度の調査結果と合

わせて排出見込み量というものを平均して算出しているものでございます。

その内容が表６に書いてあるところでございます。それぞれ食料品製造業からその他の

事業までの業種ごとに数値を求めております。それぞれ利用と製造等、輸入を含むという

意味での製造でございますけれども、数値を出しております。例えばペットボトルですと、

食品製造業につきましては利用が、これは単位がトンということになりますので、２万 4,

119トン、製造等につきましては２万 5,599トンということになります。

以上がこれらの数字でございますけれども、私が今説明した中で１ヵ所訂正があります

ので、そこをご確認させていただきます。表１―１、資料３―２の１ページに戻っていた

だきますけれども、ペットボトルの特定事業者責任比率で、私の説明で 100％というとこ

ろは小規模事業者が存在しない、そのために 100％と説明いたしましたが、実は算出の結
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果が 100％ではなく、99.8％になったということでございまして、それを四捨五入した結

果が 100％ということになりますので、大変申しわけないのですが、この場で訂正の上、

おわびをいたします。

資料３―２というのが、以上、説明したところでございますけれども、実は資料３―３

から３―６というのが今、説明いたしました資料３―１、あるいは３―２のバックデータ

といいますか、詳細な算定方法等を説明している資料でございます。こちらの内容につき

ましては、非常に細かい内容でございますので、今回の説明からは省略させていただきま

すけれども、またお時間がありましたらぜひご参考ということで、ご確認いただければと

思っているところでございます。

事務局からは以上でございます。

○郡嶌座長 どうもありがとうございました。それでは、早速皆さん方からのご意見、

あるいはご質問等をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

いつものようにご発言をされる方はプレートを立てていただきまして、こちらのほうか

らご指名をしますので、指名されましてからの発言をよろしくお願いしたいと思います。

どなたからでも構いませんので、よろしくお願いしたいと思います。どうぞ、木村オブザ

ーバー。

○木村オブザーバー オブザーバーで参加しております東京都環境局廃棄物対策部長の

木村でございます。

私のほうで自治体の立場から一言ご意見を述べさせていただきたいと思います。説明に

数字が必要なものでございますので、本日資料を配付していただいております。それをご

らんいただければと思います。

私からの意見は、昨年の福島第一原子力発電所の事故によりまして、放射性物質の拡散

と電力の逼迫が生じたことから、廃棄物の埋立量が増加しております。埋立処分場の延命

化を図るために一般廃棄物のうち容積比で５割を占めます容器包装廃棄物の再商品化義務

総量、リサイクルをぜひ上げていただきたいということで、事務局案よりも最大で５％高

めていただけないかというのが意見でございます。

現状といたしまして、東京都の埋立地、東京都の港のところに埋め立てをしているわけ

でありますけれども、上水スラッジというのは水道水をつくるときに出るスラッジでござ

いますが、従来、99％園芸の土ではけていたものが放射能によりまして、リサイクル率が

ゼロ％になってございます。それから、下水処理場で発生しました下水汚泥、全部焼却し
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ていますが、これも建設資材で70％リサイクルできていたものが全くリサイクルできなく

なったということでございます。それから、一般廃棄物、家庭ごみにつきましては、灰を

溶融して減容化していたわけでございますが、減容化するのに電気が必要だということで、

電力逼迫によりまして、灰溶融を一部とめております。

こういうもろもろのことで、合計いたしますと、事故が起きる前の22年度の67万トンに

対しまして、昨年度１年間では埋立量が80万トンにふえてございます。19％ふえたという

ことでございます。

放射能が降ったのは昨年の３月だけでございますが、いまだに川ですとか道路からはけ

た放射能がまだ浄水場、下水処理場の汚泥で集まりますものですから、放射能のレベルが

思ったほど下がっておりません。したがいまして、一般廃棄物のほうで、ぜひ埋立量を削

減する必要があると考えてございます。容器包装につきましては容積で２分の１、重量で

４分の１を占めておりますので、ぜひそこで減容、リサイクルをしていただきたいという

ことでございます。ほかにごみの減量施策さまざまありますけれども、あらゆるごみ減量

政策を講じて減らしていただきたいと思いますので、再商品化義務総量につきましては、

最大で５％上乗せをしていただければと思っております。

これはさっき資料３―１の方法で算定されるということでございまして、この算定で得

た量を基礎として主務大臣が定めるというようなことでございますので、数字としては出

てくるわけですが、ここに廃棄物処分の困難状況を勘案しました政策誘導的な要素を盛り

込まれるよう要望したいと思います。

以上です。

○郡嶌座長 ありがとうございます。花澤委員。

○花澤委員 今の東京都のお話とは別なのですが。

○郡嶌座長 別の話ですか。もしも東京都の話に関連した形でございましたら――また

後でも構いません。そうしたら、一括して事務のほうから答えていただきますので、どう

ぞ、花澤委員。

○花澤委員 今のご説明の表６、10ページのプラスチック製容器のところなのですけれ

ども、業種の区分の食料品製造業のところをみますと、利用が58万何千トン、製造等のほ

うが56万何千トンということで、製造した数量よりも利用数量のほうが大きくなっている。

その下の前年度の数字をみても同じように利用数量のほうが製造数量を上回っているとい

うこと。これはどのように解釈したらいいのですかというのが１つ目の質問です。
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もう１つは、対前年と比べて利用だと58万トンが前年は47万トン、製造のほうについて

も56万トンが前年は45万トンとかなり数字がふえているのです。これについてまだご説明

がないのですけれども、後ろのほうの資料の資料３―６の最後の９ページをみると、単年

度調査結果推移という表がありますけれども、これも食料品製造業のプラスチック製容器

の利用のところを例えばみていただきますと、24年度の調査結果だと67万トンで、前年度

23年度の調査結果だと49万トン、製造のほうも同じような数字です。67万トンと46万トン。

２つ目の質問は、非常に振れがあるということ。この２点についてどのように考えたらい

いかということをご説明いただきたいと思います。

○郡嶌座長 わかりました。ほかにございますでしょうか。百瀬委員、よろしくお願い

します。

○百瀬委員 チェーンストア協会からまいりました百瀬でございます。

先ほど東京都から出た、容器包装の廃棄物削減に向けてという発言に関連して、小売業

が進めていることについて発言させていただきます。これは小売業だけで進められること

ではなく、行政、それから消費者の皆様方と一緒に進める容器包装の使用削減による廃棄

物削減策についての現況と今後の取り組みです。

まず１つは、レジ袋の削減についての現況です。

レジ袋というのは容器包装の中では大変ささやかな重量だということはよく存じておりま

すが、私どもチェーンストア協会ではこのレジ袋利用削減のためにお客様と一緒に進めて

おり、成果を出しています。ですが、自治体によって、これらの削減への取り組みについ

ての考え方が随分異なっております。

レジ袋を容器包装の廃棄物の削減として、市民や事業者に対して一生懸命打ち出すところ

と、レジ袋をごみ袋に使用するので、削減してほしくはないというところがあるのです。

私ども小売業としては容器包装廃棄物の削減ということでレジ袋の使用削減を進めたいの

で、自治体の理解と協力を得て、推進を図っていければと思っております。

もう一点は、使用済み容器包装の店頭回収のことです。これは小売事業者はかなり回収

実績があり、再生資源化に貢献していますが、これらのことの実態調査がどうもされてい

ないのではないか。また、弊社の場合、１店舗で１年間に90トンですとか80トン回収して

いる店舗があります。それらの費用はすべて小売業がみずからの場所を使ってみずからの

労力でみずからの輸送手段を使って回収し、リサイクルしているわけです。それらの評価

が少し低いように思います。このあたりをもう少し評価していただきますと、我々はもっ
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と協力できるのではないかと思います。

また、環境省の方がいらっしゃいますので、提案とお願いなのですが、トレーなどプラ

スチック容器包装の店頭回収とリサイクルのための輸送に関しまして、廃掃法の縛りがご

ざいます。そのために、容器包装の中でも一番リサイクルしにくい「その他プラスチッ

ク」の店頭回収がまずできないのです。それも今後、事業者が一生懸命リサイクルしよう

と思っていますので、廃掃法の中でぜひリサイクル資源回収の輸送の特化というところを

設けていただければと思います。

以上でございます。

○郡嶌座長 意見がとまったようで……辰巳委員。

○辰巳委員 私は自治体の方に質問なのです。今、東京都からああいうご提案が出てき

ているのですけれども、たまたま東京都さんがここのオブザーバーで出席されているから

お出しになったのか、他の地方自治体さんも同じような状況なのか、それだけちょっとつ

いでにわかる範囲で、どこかの自治体さんからお願いしたいと思います。

○郡嶌座長 それはどっちで答えてもらったほうがいいのですか。

○辰巳委員 だれでも構いません。

○郡嶌座長 東京都ですか、両方ともですか。

○辰巳委員 どこでも。

○郡嶌座長 わかりました。後で。ほかにございますでしょうか。――そうしたら、こ

こで区切らせていただきまして、１つは東京都から出ましたご意見、それに加えた形での

辰巳委員からのご質問、それから、少し関連した形での百瀬委員からの、これはむしろ環

境省のほうにお願いだといったほうがいいのだろうと思いますけれども、自主的な努力と

いうことの評価をしてほしいという形と、みずからやっている自主努力の問題、それから、

それとは別個に花澤委員からのご質問という形で、大体２つのほうに分かれると思います

が、まずは事務局からご説明をいただきまして、その後、できれば辰巳委員のものにつき

ましては、東京都からもご意見をいただけたらと思います。そうしたら、事務局から。

○影沼澤経産省リサイクル推進課長補佐 まず、資料３―２の花澤委員からご質問があ

った点でございますけれども、資料３―２の10ページ目の表６でプラスチック製容器包装

の利用と製造の数字が利用のほうが製造よりも多いというところのご指摘でございます。

こちらにつきましては、私どものほうで容器包装利用・製造等実態調査を行っておりまし

て、その調査結果でこの内容を分析いたしましたところ、実は容器包装の中身のいわゆる
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利用と実際に製造して出荷されるタイミングというものが若干ずれがあるというところで、

利用と製造の数字が変わってきているというのが主な要因ではないかと分析しているとこ

ろでございます。

さらに、資料３―６、参考というところでお話をさせていただきました。こちらはプラ

スチック製容器包装ですか、資料３―６の一番最後の９ページになるかと思いますけれど

も、24年度の調査結果、あるいは23年度以前の調査結果の数値というものは非常に大きな

ずれがあるということでございます。こちらのほうもこの調査結果から分析いたしますと、

それぞれ各事業者の方に調査表をお送りして調査をしているのですけれども、実は容器の

利用の多い、利用上位企業と呼んでいますが、こちらの上位の企業のところの排出の見込

み量が23年度から24年度にかけて大きく増加したというのが主な要因ではないかと考えて

いるところでございます。

本件につきましては以上でございます。

○郡嶌座長 花澤委員、よろしゅうございますか。

○花澤委員 さっきのタイミングのずれだと、単年度調査結果推移というのをみても常

にこの３年間ぐらい利用のほうが製造よりも多いのです。だから、タイミングのずれだと、

あるときは逆転するとか、そのようなこともあるのではないかと思うので、私の理解は、

わからないのですが、要するに製造メーカーのほうでは、これは容リに使うものではない

と思ってつくっているものが、現場で我々製造業者のほうではそれを使っているというよ

うなことがあるのかな、ただ、それも私も調べたわけではないので何ともいえませんが、

ずれだけではちょっと説明しづらいのではないかと考えます。

もう１つは、分析は今ので結構なのですけれども、やはりこれだけぶれがあるというの

は何となくちょっといかがなものかと。かなりぶれが大きいわけですよね。少々のぶれは

当然調査ですから、悉皆調査ではないので、ぶれがあることは十分我々は承知するのです

が、ちょっとぶれが２～３割ということで、大き過ぎるのではないかというところが気に

なる点であります。

○影沼澤経産省リサイクル推進課長補佐 いろいろご指摘いただきましてありがとうご

ざいます。今後の調査業務をしっかり進めていく上で、ぜひご参考にさせていただければ

と思います。ありがとうございます。

○郡嶌座長 そうしたら、もう１つの件ですね。

○水信環境省リサイクル推進室係長 それでは、百瀬委員からのご要望ですとか、お話
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についてコメントさせていただきます。環境省リサイクル推進室容器包装リサイクル法、

食品リサイクル法担当の水信と申します。

まず、レジ袋の削減に当たっての自治体間の温度差があるということでございますが、

こちらは確かに廃棄物処理法上、こちらの事務が自治事務になっておりまして、こちらは

環境省、経産省から通知を出す、正式な見解を出すということは法律的には可能なのです

が、あくまで技術的な助言ということになっておりまして、そちらに対して対応するかし

ないかというのは地域の実情に応じて自治体が判断されるというのが自治事務ということ

で定められているということで、その地域の実情の中でなかなかお考えが違うとことが出

てきているのかなということではございます。

一方で、環境省、経産省を通じて統一の見解ですとか、国としてはこう考えるですとか

ということは容器包装リサイクル法の基本方針の中でこれまで定めさせていただいてきた

ところでございますので、そういった形でのあり方はできないかということで今後検討す

ることは可能かと考えております。

２点目としまして、店頭回収の実態調査がされていないのではないかということでご指

摘をいただきました。現在、環境省の中で店頭回収の法的なあり方について検討を進めて

いるということでございます。廃棄物処理法と一言で申し上げますが、こちら、一般廃棄

物になる場合は廃棄物対策課、産業廃棄物に当たると解釈される場合は産業廃棄物課、リ

サイクルを促進させるという場合はリサイクル推進室ということで、３課室にまたがって

おりますので、何とか統一の見解を、縦割りにならずにこの際まとめて出せないかという

ことでございますので、検討中でございます。いつどのような形で出せるかというのはこ

こでは申し上げられないのですが、いずれは何らかの形で汗をかいて頑張っていられる方

が報われる、評価される制度にしていくべきと考えておりますので、今後ともよろしくお

願いします。

○郡嶌座長 東京都のものに関して。辰巳委員でも構いません。

○水信環境省リサイクル推進室係長 では、続きまして、東京都の木村部長からコメン

トいただきました点についてお話しさせていただきます。

東京都さんからのご意見としては放射性物質に汚染された廃棄物の増加によって、当該

廃棄物のリサイクルが難しくなって、要するに、それらがリサイクルできずに埋立処分に

回ってしまうということから処分量が増加したという問題かと思います。こちらはホット

スポットを抱えられている部分、その土地を所管されている自治体の方は同様の悩みをお
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もちなのかなと考えています。

一方で、再商品化の義務総量算定方法というのは、分別の収集量と再商品化能力のバラ

ンスをとること等を目的として、容器包装リサイクル法において明文化されており、この

ように算定しますというようにつくられている制度なので、明文化された形で計算するよ

うに定められている以上、法律上の算定方式に当てはめずにこのご提案の方法によって算

定するというのは、直ちに行うのは困難であるかなということについてご理解いただきた

いと思います。

一方で、国としては、放射性物質に汚染された廃棄物の処理促進に係る各種支援、予算

措置ですとか、そういった形でこちらは支援させていただいているというのに加えて、容

器包装リサイクル法に基づくリデュース、リユースに対する対策強化、先ほどレジ袋のお

話がございましたが、リデュース、リユースの強化を通じて、そうした取り組みを間接的

に支援させていただきたいと思いますので、引き続き検討させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。

○郡嶌座長 ありがとうございます。今のにつきまして、もしも東京都さんからさらに

ご意見がございましたら。

○木村オブザーバー 法的なり算定の式の状況はわかりましたが、繰り返しますと東京

都の埋め立てが非常にふえているというご事情をご理解いただければと思っています。

それで、全国的な状況を私も定量的に把握したわけではございませんが、東京の場合、

上水スラッジと下水については、去年３月に放射能が出てから即埋立地にもってこようと。

市街地にある浄水場、下水処理場に置いておいたらまずいだろうということでもってきま

した。幾つかの自治体ですと、その敷地から外に出せないという状況もあるということで

すので、埋立地が埋まっていないところも逆にあるかもしれません。

あと、灰溶融につきましては、もともと溶融そのものがコスト高で溶融をやめていると

ころもございますので、あと全国どこでもあるということではございませんので、必ずし

も全国的な状況ではないかと思いますが、やはり電力が逼迫すると、ごみ処理にも影響が

あるということをご理解いただければと思います。

○郡嶌座長 ありがとうございます。そうしたら、織委員、よろしくお願いします。

○織委員 今の木村オブザーバーの意見に関連して、辰巳委員のところへの回答がどう

なっているのかよくわからない、私もそちらに絡んで、今の話は東京都さん――東京都で

はわからないのかもしれないので、佐々木さんのほうにお伺いすることなのかどうかなの
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ですけれども、自治体のほうでこういう現状があるので、商品化義務量の算定を変えてほ

しいというニーズがあるというように理解していいのかどうか。あるいは、これは東京都

単独というように考えていいのか。一方で、こういう話が出てくると、自治体でまだ独自

処理をしていて、そういった問題も抱えていながら義務量算定量を上げるというニーズが

単独で出ているのか、自治体全体として出ているのか、こういう場で、何か違和感を正直

覚えますので、その辺ちょっとどこが答えられるのかわからないですけれども、整合性の

あるお答えをしていただきたいと思います。

○郡嶌座長 どうしましょう。そうしたら、佐々木委員。

○佐々木委員 名前が出ましたので、十分な実情を知っているわけではないのですが、

先ほど東京都の木村部長から申されたように、自治体によって置かれている事情は相当違

います。上水スラッジ、あるいは下水の汚泥をどう処理するかということ。海面埋め立て

に入れようとして、結局反対されてできない。そのまま敷地内に置いているという自治体

も関東周辺では多うございます。

それで、全国的にみて、環境省が今、23年の廃棄物処理の統計が例年ですともうそろそ

ろまとまってくるのではないかと思いますが、埋立処分場は絶対量は減っているけれども、

ここのところ埋める量が減ってきたので、残余年数はふえているという傾向はずっと続い

てきているのですが、東日本大震災の影響がどのぐらい出るかというのは、被災地、ある

いは東日本、西日本とは全然事情が違いますので、統計上どのようになるかというのはま

だまだつかみ切れていないということが実態ではないかと思います。

もう１つ、義務量との関係で何か議論をしているかということなのですが、私ども毎年

国に対して要望をまとめておりますが、容器包装の義務量算定について、こうしてほしい、

ああしてほしいというより、むしろ役割を見直して、自治体の負担といいますか、そうい

ったものについて軽減をしてほしいということで、私も東京都さんのご提案をみて、こう

いうことも忘れてはいけないなということで、逆に我々のほうでも特に東日本の自治体に

実情を聞いてみたいと思っております。

お答えになったかどうかわかりませんが、そんな事情でございます。

○郡嶌座長 そうしたら、環境省から。

○水信環境省リサイクル推進室係長 では、佐々木委員の補足になってしまうのですが、

織委員の質問にお答えさせていただきます。

まず、放射性物質に汚染された廃棄物の増加によって、義務総量に対して手をつけると
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いいますか、そちらに措置をするというご意見を初めて東京都さんから伺ったと。それ以

外の自治体さんからは今のところ伺っていないという現状でございます。

それに対して、環境省として放射性物質に汚染された廃棄物の増加等によって埋立処分

量が増加しているということの認識はもっておりまして、例えばがれき処理の広域処理で

受け入れなければいけなかったものについては、新たにふえてしまった部分の廃棄物につ

いて量を算定して、そのふえた分について、新たに最終処分場をつくるときには国が補助

しますという制度をつくらせていただいたり、廃棄物の埋立処分量の増加に伴った支援策

というのはそういう形で対応させていただいていると。また、放射性物質に汚染された廃

棄物がふえてしまいましたということに対して、取り急ぎ自治体の方から意見をお伺いし

たところ、ニーズは２点ございました。まずは手っ取り早く高濃度の汚染物質のところと

そこまででないリサイクル可能なものについての仕分けが早くできるようなノウハウを教

えてほしいということで、仕分け方についてガイドラインを定めるというのが24年度事業

として今行われているところですので、間もなくまとまるということでございます。

あと、２つ目として、常時監視ができるようにしてほしいということで、汚染された廃

棄物がどのような形で線量が推移しているのかですとか、仮保管するにしても住民の方が

そこは不安だということで、お話、ご意見がございましたので、そこのところについてご

要望がある自治体の方には測定の費用を補助するということで、第一陣として 169の自治

体にそこの支援をさせていただいたということでございます。

以上です。

○郡嶌座長 織委員、よろしゅうございますか。――そうしたら、筑紫委員、よろしく

お願いします。

○筑紫委員 洋酒組合の筑紫と申します。

先ほどの私のお隣の花澤委員の質問、それに対するお答え、大変興味深くお聞きしたと

ころなのですけれども、これは悉皆調査ではないので、ぶれが出てくるということはよく

わかりましたので、全くの参考までなのですが、大体どの程度のカバレッジといいますか、

実態調査が総量の何％ぐらいをカバーしているのかということ。そこから推計値を出すと

いう、そのカバレッジがわかれば教えていただきたいというのが質問です。

これも全く参考までに、実態調査がそういうことで悉皆調査ではないわけですけれども、

今度は分類調査のほうも全体の何％ぐらいをカバーしているのか、その２つを教えていた

だきたいと思います。
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○影沼澤経産省リサイクル推進課長補佐 ただいま全体の何％の割合かということでご

指摘をいただいておりますが……。

○筑紫委員 全くの参考までですから。

○郡嶌座長 そうしたら、ほかの方でもしもさらなるご意見、あるいはご質問等がござ

いましたらお願いしたいと思いますけれども、よろしゅうございますか。

○影沼澤経産省リサイクル推進課長補佐 済みません、数値につきましては、また詳細

に調査をいたしまして、後ほど委員の皆様方にご回答をさせていただくということでよろ

しかったでしょうか。大変申しわけございません。

○筑紫委員 一言だけコメントいいですか。やはりそれぞれの事業者にとっては最終的

にはお金に絡んでくる話なので、それでお聞きした次第です。やはり数字の振れが大きい

と信頼性に影響してくると思いますので、どうぞよろしくお願いします。

○影沼澤経産省リサイクル推進課長補佐 承知いたしました。

○郡嶌座長 そうしたら、辰巳委員、よろしくお願いします。

○辰巳委員 今、いろいろな調査の量をお聞きしていたのですけれども、要するに容器

包装リサイクル法の大きな目的はやはり全体的にリデュース、それからリユースしていこ

うというようなことが前回みんなで話し合って決まっていると思うのですが、何となくふ

えていっているような。本当に容器包装リサイクル法がちゃんと動いていれば、どの容器

とかではなくて、総量が本来なら減っていかなければいけないのではないかと期待してみ

んなかかわってくださっているような気がするのですけれども、わかりませんが、何とな

くふえているのかなという気がしてしまって、そのあたりは調査をなさったときの印象で

も何でもいいのですが、お聞きできればと思いました。

○水信環境省リサイクル推進室係長 お答え申し上げます。確かにおっしゃるとおり、

容器包装リサイクル法制度の流れの前の段階で、環境基本計画、循環基本計画が策定され

ますが、その中でも２Ｒというのが非常に強く打ち出されているということでございます。

実際に、分類調査を環境省のほうでさせていただいていて、７つの都市が特にみずから

の予算で組んでやっていこうということで、強いメッセージをもって手を挙げて、調査を

やりますというときに特に私たちに参加させてくださいということでお話をいただいた自

治体もあるというような実情でした。その心としてはどういうことかというと、調査をし

て分類をする、または分別を啓発していくということをもって、ごみの総量が減っていく

というのが目にみえてわかるから、だからこそ費用をかけてでもそこは啓発していって、
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数字を見える化させていくのですと。だから費用をかけていても、そこの総収集量という

か、廃棄物の総量が減っていけば、それが成果なのですということで、特に積極的に協力

いただいた当初の７つの自治体さんからはお話をいただいた次第です。

ですので、ヒントとしてはそこにあるのかなと思っていまして、より効果的なリサイク

ル、リデュース、リユースというのもあるのですけれども、一方で、そうした市民の方に

対しても分別だったり、協力すればこれだけみんなでごみは減らせるのですよという形で

見える化していくことというのが非常に重要なのかなと思います。

以上です。

○辰巳委員 今のお話は、分別をすればごみが減るというのは、要するにリサイクルで

きる容器包装を別にすれば、当然市町村の一般廃棄物は減りますよね。そういうお話です

か。私がいっているのはそうではなくて、容器包装リサイクル法で仕組みを回したときに、

容器包装そのものがリデュースされていくのではないかと多分期待していたのです。事業

者の方にもお金がかかって大変だろうしとか。多分法律の中もそのように書いていたよう

な気がしたのですが、そうではないですか。もちろん埋め立てが減っていったりして、残

余年数がふえるからというお話ももちろんありますけれども。

○水信環境省リサイクル推進室係長 おっしゃるとおりごみの総量としては確かにその

部分は減るのですけれども、実際に容器包装を使うか使わないかというのは、まさに、事、

消費者の方のご意識にかかってきてしまっていまして、そこのところで使い捨てをしない、

一度使ってしまった容器、すぐに使われたものというのはできるだけリユースされればい

いのですけれども、なかなかそこが回っていない現状がある中、できるだけそうした形で

２Ｒにもっていくような方策を追加的に経産省、環境省を通じて検討していくべきなのか

なと考えております。

以上です。

○影沼澤経産省リサイクル推進課長補佐 容器包装の排出の削減ということで経済産業

省の担当として私からもコメントさせていただきます。

この取り組みといたしましては、前回の改正のときに容器包装を多量に、多く利用する

小売事業者の方を対象に定期報告制度というものを導入いたしまして、これまで小売事業

者の方を対象にこの制度につきまして進めてまいりまして、レジ袋等の容器包装の使用量

というものは着実に減少しているという数字の傾向がみられておりまして、取り組み自体

は着実に進められているのかなという認識でいるところでございます。
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また、私のほうとしては今後も容器包装の３Ｒのさらなる推進に向けてこの定期報告制

度などの既存の仕組みなども活用しつつ、関係省庁、あるいは関係する事業者の皆様方と

の連携を深めまして、今後も排出抑制に向けた取り組みを進めなければいけないと考えて

いるところでございます。よろしくお願いいたします。

○郡嶌座長 百瀬委員、今のに何かご意見ございますか。小売の実態の中から減量化の

取り組みというのがどうみえるのか。

○百瀬委員 先回の会議で報告された、一般家庭の廃棄物の容量の、前は60％が容器包

装といわれ、今50％といわれています。ということは、一般家庭の廃棄物が減って、その

減った分が容器包装なのかなと私は理解しています。そうすると、家庭から排出される廃

棄物の量が減り、尚且つその構成比の容器包装の割合も小さくなったのではないかと推測

できます。

この数字から判断すると、自治体は任意でこの制度に参加できるわけですよ。参加する自

治体がふえればふえるほど容器包装廃棄物の排出量の算定は多くなるわけですね。それか

ら、今まで容器包装の使用量を報告する義務を果たしていなかった事業者、フリーライダ

ーが、だんだん申請するようになってきたのでしょうか。そうなると、今度は容器包装の

使用量が増加していくようなことになるわけですよね。そういった状況をお聞きできなか

ったのですが、そうすると、辰巳委員が心配することなく、実は容器包装リサイクル法が

どんどん世間の中で進んでいるからこそ、この数字が実態に近くなったと捉えることがで

きるのでしょうか。そのあたりを教えていただければと思います。

○郡嶌座長 どれだけ数字に実態が反映されているかのあれですけれども。

○水信環境省リサイクル推進室係長 私のわかっている範囲のところだけで説明差し上

げたいと思います。

まず、ここ10年間の１日１人当たりのごみの排出量というのは、ご存じのとおり１キロ

グラムを切っておりまして、今まで 1,200、 1,300といわれていたものが減少しておりま

す。

その中で、平成５年、６年当時、容器包装リサイクル法制度が検討されていた当時はお

っしゃるとおり63％容器包装の率があったところなのですけれども、そこから平成25年の

中では、全体量が減る中で、さらにその中で５割ということで、容器包装の出てきている

廃棄物のもの自体は着実に減っているということで、かつ参加自治体の率から考えさせて

いただくと、着実にこれらも微増なのですが、増加している状況にあるというところでご
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ざいます。それらを勘案させてもらうと、百瀬委員おっしゃるとおりの状況になっている

のですけれども、それ以上の部分の精査のところがおっしゃるとおり行っていない。具体

的に申し上げると、参加していない自治体の構成としては、やはり大都市のところはある

程度浸透してきている一方で、人口20万人以下の自治体の方、自治体の部分について制度

参加がまだ未参加のところが率が多いということですので、そういったところについては

まだまだ検討課題かと考えています。

以上です。

○郡嶌座長 ありがとうございます。大体ご意見をいただいたようですけれども、ほか

にございますでしょうか。――もしもなければ先ほどからオブザーバーの方々を含めまし

て、委員の皆様方からいろいろなご意見をいただきました。本ワーキンググループとしま

しては、いただいた意見、今後の課題も含めてでございますけれども、それらに留意しな

がらということで、事務局から提出いただいた数値を了承していただけますでしょうか。

よろしゅうございますか。

（「異議なし」の声あり）

ありがとうございます。そうしたら、本委員会としましては、ただいまのご意見を踏ま

えた上での再商品化義務量の算定にかかわる量及び比率等の案を承認したということで、

今後の取り扱いにつきまして、事務局からご説明をお願いしたいと思います。

○影沼澤経産省リサイクル推進課長補佐 ありがとうございます。本日いただきました

ご意見等を踏まえまして、再商品化義務量の算定に係る量、比率等の案に関します容器包

装リサイクル法に係る省令、告示の一部改正をする改正案につきましては、この後、速や

かにパブリックコメントに付したいと考えているところでございます。

以上です。

○郡嶌座長 ありがとうございます。パブリックコメントに今から付されるということ

になりますけれども、その結果を踏まえた本ワーキンググループの対応につきましては、

私、座長のほうにご一任いただきたいと思いますけれども、よろしゅうございますでしょ

うか。

（「異議なし」の声あり）

ありがとうございます。それでは、パブリックコメントの結果は、追って事務局から委

員の皆様方にご報告をさせていただきたいと思います。

２．その他
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○郡嶌座長 これで、本日の議題の主なものは終わりましたけれども、あと30分ほど残

っておりますので、その他ということでもしもそれ以外に委員の皆さん方からきょうの議

題を離れた形でご意見等をいただけるということであればありがたいと思います。――な

ければ閉会にしますけれども、いかがでしょうか。そうしたら、百瀬委員、ありがとうご

ざいます。

○百瀬委員 ２つございます。１つは、私ども小売業は、さまざまな製品を販売して容

器包装にかかわっています。その中で、特に容器包装由来の ＣＯ２の発生を何とか抑えた

いと努力しております。方法としまして、まずは石油由来プラスチックではない、植物性

プラスチック容器包装の使用を年々ふやしております。また、それらがＬＣＡでもかなり

評価されるようになってきています。ぜひ「その他プラ」というところから、植物性プラ

スチック容器包装について、リサイクル委託料の考え方を改定していただければというこ

と。

２つ目は、容器包装のリサイクルの件で、プラスチック製の容器包装をとてもたくさん

使っています。植物性由来のものも使いますが、まだまだ石油由来のものがほとんどです。

これら「その他プラ」をいかにリサイクルするかということで、小売業が努力しています

が、現在の法律ではなかなか廃プラという扱いでリサイクルが進んでいません。ですから、

先ほど環境省からもお聞きしましたが、これを次回の審議会あたりでご検討いただければ

と思います。またプラスチック製容器包装のリサイクルの方法につきましては、 ＣＯ２の

発生の一番少ない方法を模索しております。容器包装リサイクル法の中で、低炭素社会を

目指すということがどうも抜けているようでございますので、ぜひこのあたりを入れてい

ただければと思います。

以上でございます。

○郡嶌座長 ありがとうございます。次回からという形にはいきませんので、将来的な

中で何らかの形でという課題にさせていただきたいと思います。

そうしたら、織委員。

○織委員 ほかの方がご意見がないようなので、私、きょうの議論でちょっと気になっ

たところがありまして、辰巳委員からいわれていた容器、製造量自体の発生抑制と容器包

装廃棄物の排出量の抑制というのが混同されているような気がしております。それで、容

器包装廃棄物にかかわる、あくまでも容器包装廃棄物リサイクル法ということになってお

りますので、２Ｒ自体は私も絶対進めていくべきだし、循環型経済に向かってやっていく
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べきだと思っていますけれども、そこら辺をここで議論していくのか、どうやって入れ込

んでいくのかという視点でごちゃごちゃのままではなくて、きちっと違いをわかりながら

廃棄物の発生量を抑えていくのか、そもそも製品なり、あるいは過剰包装といわれている

ものをどうやって抑えていくのかというのはやり方も違ってきますので、その辺きちっと

分けて議論できればいいなときょうの質疑応答を聞きながらちょっと思ったところであり

ます。それだけです。

○郡嶌座長 ありがとうございます。酒巻委員。

○酒巻委員 酒巻でございます。

今、織委員からもありましたのであれなのですけれども、先ほどの辰巳委員の意見の中

で、ちょうど関連するので、私どもの協会での調査でいきますと、平成14年度が分別収集

をやっている自治体さんが約９割に対して、今、平成23年度が99％になっているというこ

とで、量を減らすとか減らさないとかではなくて、当然分別が進めば量が普通にふえるの

であって、仕組みをいろいろつくったことによって、資源循環がどんどん進んでいるのか

なと私どもはとらえています。

ちなみに、きょうの義務量算定に係る量、比率についての議題がございましたので、ご

参考で今後の検討課題にしてもらいたいなと思うのが、もともと容リ法制度の根底にあっ

たのは、市町村が容器包装ごみを分別収集、処理、保管に関して、事業者に再資源化の責

務を課すと。それで市況変動があっても資源として循環させる。要は市町村が分別しても

ふん詰まりにならないようにしましょうと。これが容リ法のもともと根底にあった最初の

スタートだと私ども認識しております。

ちなみに、金属缶につきましては、例えばリーマンショック後で事業者と市町村と双方

話し合って、やはり市況変動に対応しましょうということで、入札を年１回から半期とか

四半期ごとに変えてきています。やはり状況の変動に合わせましょうということ。

ちなみに、きょうのお話で義務のある素材、これを今までどおり１年に一遍のままでい

いのかと。この辺を今後の検討課題にしたらどうかと思っていますので、ひとつご提案し

たいということでございます。

○郡嶌座長 ありがとうございます。我々がそろそろやっていかなくてはいけない検討、

そのもののうちの幾つかのご指摘をいただいていると思っていますけれども、ほかにござ

いますでしょうか。

（「なし」の声あり）
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なければ、そういうご意見をいただいた中で、どのようにこの審議会として取り上げて

いくかという意味での事務局から少し、もしもございましたらよろしくお願いします。

○渡邊経産省リサイクル推進課長 量、比率の問題を含め、きょういろいろご指摘をい

ただきましてありがとうございます。いただいた意見は、やはりこの制度そのものについ

てのものもかなり含まれていたかと思います。そういう意味におきましては、来年、また

見直しの時期が来ることになっておりますし、そういった中でこういった形で関係者の皆

様の声、問題意識を聞きながらよりよい制度にしていけるように環境省を初め関係省庁と

も相談しながら取り組んでいく必要があるかなと改めて感じたところでございますので、

こういう場であるとないとにかかわらず、日常的な中でも何か、あれっと思うようなこと

があれば随時私どものほうにご意見を賜れば非常に参考になると考えていますので、引き

続きご指導をよろしくお願いいたしたいと思います。

○郡嶌座長 ありがとうございます。それでは、本日の審議はこれで終了したいと思い

ますけれども、よろしゅうございますでしょうか。いろいろご意見をいただき、また、今

後のご示唆的なご意見もいただきまして、本日は雨の中、ご多忙の中をご出席いただきあ

りがとうございました。本日の審議はこれにて閉会とさせていただきたいと思います。ど

うもありがとうございました。

――了――

問い合わせ先

経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課

電話：03-3501-4978

FAX：03-3501-9489


