第４編 循環型社会・リサイクル

４ 循環型社会・リサイクル
4-1 循環型社会基本法
１ 循環型社会形成推進基本法

公布・施行：平成 12 年 6 月 2 日法律第 110 号

（１）法の目的
環境基本法の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公
共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循
環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総
合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目
的とする。

（２）循環型社会
循環型社会は「天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会」と定め、この社会を
実現するための考え方として以下の事項を示している。
①製品等が廃棄物等となることを抑制する。
②製品等が循環資源となった場合は、適正に循環的な利用が行われることを促進する。
③循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分（廃棄物としての処分）を確保する。
※ここでは、「①資源を利用しない、②資源を利用する場合は効率的に利用し、循環資源及び廃棄物にな
らないようにする、③循環資源は再使用、再生利用、熱回収を行う、④循環資源（利用できないもの）及
び廃棄物は適正処分する」という考え方により、大量生産・大量消費・大量廃棄の社会経済活動や国民
のライフスタイルの見直しを図り、循環型社会を目指すことを定めている。

（３）循環資源（廃棄物等）
廃棄物等は以下の２種類に分類される。
①廃棄物処理法で定める廃棄物
②一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品又は製品の製造、加工、修
理若しくは販売、エネルギーの供給、土木建築に関する工事、農畜産物の生産その他の人の活動に
伴い副次的に得られた物品
※循環資源とは「廃棄物等のうち有用なもの」であるが、全ての廃棄物等は循環的な利用が可能又は可能
性があることから、循環資源と廃棄物等は同様のものと考えてよい。このため、廃棄物等を循環資源とし
て捉えることが可能となった。ここに、廃棄物等を資源とする循環型社会の形成に必要な考え方が表れ
ている。
※②は物品の発生の仕方に着目して定めていることから、使用済物品、収集・廃棄物品、人の活動に伴い
副次的に得られた物品は、有価物や占有意思の主張によらず全て廃棄物等として含まれる。これより、
循環的な利用が行なわれる物品と処分が行なわれる物品について、その性状や特性に応じて環境保全
上の適切な対策が講じられなければならないことを明らかにしている。なお、人が管理し、制御し得る気
体（廃棄物等に該当するフロンや揮発した溶剤など）は本法の対象となる。

（４）循環的な利用（循環資源の循環的利用と処分の基本原則）
循環的な利用とは、「再使用」、「再生利用」、「熱回収」である。
※廃棄物等の発生抑制を最優先で実施した場合においても、廃棄物等を全く発生させないことは不可能
である。一旦発生した廃棄物等は循環的な利用や処分を行なっても、必ず環境への負荷を生じため、
環境負荷を低減する観点に立って優先順位が決められている。環境リスクの低減、最終処分場の逼迫
緩和なども理由として挙げられる。

（５）拡大生産者責任
本法では拡大生産者責任として、製品の耐久性、設計の工夫、材質・成分の表示等の責務や、循環資
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源になった製品・容器等の引き取り・引き渡し・循環的な利用を行なう責務を一般原則として明示している。

（６）循環型社会の形成に向けて
循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、技術的及び経済的に可能な範囲で、かつ、次に定
めるところによることが環境への負荷の低減にとって必要であることが最大限に考慮されることによって、こ
れらが行われなければならない。
この場合において、次に定めるところによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であると認めら
れるときはこれによらないことが考慮されなければならない。
①循環資源の全部又は一部についてのうち、再使用をすることができるものについては、再使用がされ
なければならない。
②循環資源の全部又は一部のうち、再使用がされないものであって再生利用をすることができるものに
ついては、再生利用がされなければならない。
③循環資源の全部又は一部のうち、再使用及び再生利用がされないものであって熱回収をすることが
できるものについては、熱回収がされなければならない。
④循環資源の全部又は一部のうち、上記による循環的な利用が行われないものについては、処分され
なければならない。
※循環型社会を実現する趣旨から、単に順序を定めるだけでなく順序によらないことが環境負荷の低減に
有効なときは、順序のままで良いか考慮することを求めている。

２ 資源の有効な利用の促進に関する法律
施行：平成 3 年 4 月 26 日法律第 48 号
基本方針：平成 18 年 4 月 27 日告示

（資源有効利用促進法）

最終改正：平成 26 年 6 月 13 日法律第 69 号

Reduce

（１）法の目的
事業者による製品の回収・リサイクルの実施などリサイクル対策を強化すると
ともに、製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制（リデュース）対
策や、回収した製品からの再利用（リユース）対策を新たに講じ、また産業廃棄
物対策としても、副産物の発生抑制（リデュース）、リサイクルを促進することによ
り、循環型経済システムの構築を目指すことを目的としている。

発生抑制

Reuse
再利用

3R

Recycle
再資源化

（２）適用を受ける事業場と事業場の責務
１０業種・６９品目（一般廃棄物及び産業廃棄物の約５割をカバー）を法律の対象業種・対象製品として、
事業者に対して３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の取組を定めている。
①特定省資源業種
副産物の発生抑制等に取り組むことが求められる業種
１
パルプ製造業、紙製造業
２
３
４
５

無機化学工業製品製造業、有機化学工業製品製造業
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業
銅・第一次精錬・精製業
自動車製造業

②特定再利用業種
精製資源・再生部品の利用に取り組むことが求められる業種
１
紙製造業
２
硬質塩化ビニル製の管・管継手の製造業
３
ガラス容器製造業
４
複写機製造業
５ 建設業
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③指定省資源化製品
原材料等の使用合理化、長時間の使用促進、その他の使用済み物品等の発生抑制等に取り組むことが求
められる業種
１
自動車
２
家電製品
３
パソコン
４
ぱちんこ遊技機
５
金属製家具
６
ガス・石油製品

④指定再利用促進製品
再生資源または再生部品の利用促進に取り組むことが求められる製品
１
自動車
２
家電製品
３
パソコン
４
ぱちんこ遊技機
５
複写機
６
金属製家具
７
ガス・石油製品
８
浴室ユニット、システムキッチン
９
小型二次電池使用機器

⑤指定表示製品
分別回収のための表示を行うことが求められる製品
１
スチール製の缶、アルミニウム製品の缶 ※飲料・酒類用
２
ペットボトル ※飲料・醤油・酒類用
３
塩化ビニル製建設資材
４
紙製容器包装 ※飲料用紙パックでアルミ不使用のもの及び段ボール製容器包装を除く
５
プラスチック製容器包装 ※飲料・醤油・酒類用のペットボトルを除く
６
小型二次電池

⑥指定再資源化製品
自主回収及び再資源化に取り組むことが求められる製品
１
小型二次電池
２
パソコン

⑦指定副産物
再生資源としての利用促進に取り組むことが求められる副産物
１
電気業の石炭灰
２
建設業の土砂、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木材

（３）指定再利用促進製品の判断基準（含有マークとグリーンマーク）
対象製品（７品目）の製品を製造又は輸入販売する事業者は、対象製品に含有される物質（６物質）を管
理し、含有基準値を超える場合に含有マーク（右下図）による情報提供等が必要です。
①対象製品（７品目）
イ．パーソナルコンピューター ロ．ユニット型エアコンディショナー
ハ．テレビ受像機 ニ．電気冷蔵庫 ホ．電気洗濯機 ヘ．電子レンジ
ト．衣類乾燥機
②対象物質（６物質）
イ．鉛及びその化合物 ロ．水銀及びその化合物 ハ．六価クロム化物
ニ．カドミウム及びその化合物 ホ．ポリブロモビフェニル（ＰＢＢ）
ヘ．ポリブロモジフェニルエーテル（ＰＢＤＥ）
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4-2 リサイクル実施法
１ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する
法律 （容器包装リサイクル法）
施行：平成 7 年 6 月 16 日法律第 112 号 最終改定：平成 23 年 8 月 30 日法律第 105 号
施行令：平成 24 年 10 月 19 日政令第 261 号 規則：平成 25 年 1 月 29 日環境省等令第 1 号

(１) 法の目的
容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品
化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じ
て、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健
全な発展に寄与することを目的とする。

（２）容器包装リサイクル法の概要
容器包装リサイクル法の特徴は、従来は市町村だけが全面的に責任を担っていた容器包装廃棄物の処
理を、消費者は分別して排出し、市町村が分別収集し、事業者（容器の製造事業者・容器包装を用いて中
身の商品を販売する事業者）は再商品化（リサイクル）するという、3 者の役割分担を決め、3 者が一体とな
って容器包装廃棄物の削減に取り組むことを義務づけたことである。
①消費者の役割「分別排出」
消費者には、市町村が定める分別ルールに従ってごみを排出することが求められている。そうする
ことで、リサイクルしやすく、資源として再利用できる質の良い廃棄物が得られる。また、市町村の定め
る容器包装廃棄物の分別収集基準にしたがって徹底した分別排出に努めるだけでなく、マイバッグを
持参してレジ袋をもらわない、簡易包装の商品を選択する、リターナブル容器を積極的に使うなどして、
ごみを出さないように努めることも求められている。
②市町村の役割「分別収集」
家庭から排出される容器包装廃棄物を分別収集し、リサイクルを行う事業者に引き渡たす。 また、
容器包装廃棄物の分別収集に関する５か年計画に基づき、地域における容器包装廃棄物の分別収
集・分別排出の徹底を進めるほか、事業者・市民との連携により、地域における容器包装廃棄物の排
出抑制の促進を担う役割を担う。
③事業者の役割「リサイクル」
事業者はその事業において用いた、又は製造・輸入した量の容器包装について、リサイクルを行う
義務を負う。実際には、容器包装リサイクル法に基づく 指定法人 にリサイクルを委託し、その費用を負
担することによって義務を果たしている。また、リサイクルを行うだけでなく、容器包装の薄肉化・軽量
化、量り売り、レジ袋の有料化等により、容器包装廃棄物の排出抑制に努める必要がある。

○容器包装リサイクル法の概要
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（３）改正容器包装リサイクル法の概要
第１６４回通常国会で改正法成立（平成１８年６月９日）し、平成１８年６月１５日に公布された。
施行期日平成１８年１２月１日 （最終施行）平成２０年４月１日
①容器包装廃棄物の排出抑制の促進
②質の高い分別収集・再商品化の推進
③容器包装廃棄物の円滑な引き渡しの促進
④事業者間の公平性の確保、容器包装の定義の改正
⑤自主回収認定の報告等、市町村分別収集計画の公表義務付け
⑥簡易算定方式の見直し、プラスチック製容器包装に係る燃料として利用される製品、ＰＥＴボトル区分
の見直し

○容器包装リサイクル法の主な改正点

○容器包装リサイクル法の容器包装

（４）事業者及び消費者の責務
事業者及び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑
制等の容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、分別基準
適合物の再商品化をして得られた物又はこれを使用した物の使用等により容器包装廃棄物の分別収集、
分別基準適合物の再商品化等を促進するよう努めなければならない。
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①容器包装の使用の合理化が必要な事業者
容器包装の使用量の多い業種であって、容器包
装の使用方法や代替手段を用いること等により容
器包装の使用の合理化を行うことが期待される業
種として、右記の「小売業」を指定する。【施行令第
５条】
これらの業種に対して、判断の基準となるべき事
項に基づく取組を求める。

１
２
３
４
５
６
７
８
９

各種商品小売業
織物・衣服・身の回り品小売業
飲食料品小売業
自動車部分品・附属品小売業
家具・じゅう器・機械器具小売業
医薬品・化粧品小売業
書籍・文房具小売業
スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業
たばこ・喫煙具専門小売業

②定期報告の義務対象者及び報告事項
・義務対象者【施行令第６条】→容器包装を多量に利用する事業者：年間使用量５０トン（※）以上
（※）自主回収量、事業費消量を除する前の使用総量。
プラスチック製容器包装（ペットボトル以外）、紙製容器包装、段ボール製容器包装及びその他の容器包装の
合計。

・報告事項（前年度における次に掲げる事項）【定期報告省令】
1.容器包装を用いた量
2.判断の基準に基づき実施した取組
その他の容器包装の使用の合理化に関し実施した取組
3.容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値（売上高、店舗面積等）
4.容器包装の使用原単位（1. を 3. で割った量）

２ 特定家庭用機器再商品化法

（家電リサイクル法）

施行：平成 10 年 6 月 5 日法律第 97 号 最終改正：平成 23 年 6 月 24 日法律第 74 号
施行令：平成 27 年 3 月 17 日公布 施行規則：平成 25 年 5 月 19 日経産・環境省令第 3 号

（１）法の目的
使用済み廃家電製品の製造業者等及び小売業者に再商品化の義務を課すことにより、廃棄物の減量
と再生資源の十分な利用等を通じて廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を図り、循環型社会を実現
していくことを目的とする。

（２）適用を受ける製品及び事業者
①対象の家電製品
○家庭用エアコン
○テレビ（ブラウン管式・液晶式・プラズマ式）
○電気冷蔵庫・電気冷凍庫
○電気洗濯機・衣類乾燥機
②上記４品目の家電製品の製造業者、輸入業者及び小売業者
家電４品目について、小売業者による引取り及び製造業者等（製造業者、輸入業者）による再商品
化等（リサイクル）が義務付けられ、消費者（排出者）には、家電４品目を廃棄する際、収集運搬料金と
リサイクル料金を支払うことなどをそれぞれの役割分担として定めている。

（３）適用を受ける事業者の責務
○製造業者等は引き取った廃家電製品の再商品化等（リサイクル）を行う場合、定められているリサイ
クル率（50～70％）を達成しなければならないとともに、フロン類を使用している家庭用エアコン、電
気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機（ヒートポンプ式のもの）については、含まれるフ
ロンを回収しなければない。
○小売業者による引取り及び製造業者等（製造業者、輸入業者）による再商品化（リサイクル）が義務
付けられている。
○消費者（排出者）には家電４品目を廃棄する際、収集運搬料金とリサイクル料金を支払う。
○国の役割としては、リサイクルに関する必要な情報提供や不当な請求をしている事業者等に対する
是正勧告・命令・罰則の措置を定めている。
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○そのほか、消費者から特定家庭用機器廃棄物が小売業者から製造業者等に適切に引き渡されるこ
とを確保するために管理票（マニフェスト）制度が設けられている。

○家電リサイクル法の仕組み

資料：環境省ホームページより（平成 27 年 7 月修正）

３ 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律
（建設リサイクル法）
施行：平成 12 年 5 月 31 日法律第 104 号 最終改正：平成 26 年 6 月 4 日第 55 号
施行令：平成 20 年 10 月 16 日政令第 316 号 施行規則：平成 22 年 2 月 9 日国交・環境省令第 1 号

（１）法の目的
資源の有効な利用を確保する観点から建設廃棄物の再資源化を行ない再使用していくため、また不
法投棄対策として建設工事発注者と受注者それぞれに適切な役割分担を求め、十分な解体工事の監
督を行わせる等を目的とする。

（２）適用を受ける事業者
建設工事発注者、受注者及び解体事業者

（３）特定建設資材と対象建設工事
【特定建設資材】

【対象建設工事】

コンクリート
建築物の解体工事 床面積８０㎡以上
コンクリート及び鉄からなる建設資材
建築物の新築又は増築の工事 床面積５００㎡以上
木材
建築物の維持修繕等の工事 請負代金１億円以上
アスファルト・コンクリート
工作物の解体工事又は新築工事 請負代金５００万円以上
※建設発生木材は、一定距離（半径５０ｋｍ）内にリサイクル施設がないなどリサイクルが困難な場合は適切な施設で縮減を行え
ば足りるとしている。
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（４）適用を受ける事業者の責務
使用されているコンクリート、アスファルト、木材（特定建設資材）を現場で分別することが義務付けられる。
分別解体することによって生じた特定資材廃棄物については、再資源化が義務付けられる。
適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者か
ら発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられる。

○建設リサイクル法の概要

資料：国土交通省ホームページ

４ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
（食品リサイクル法）
施行：平成 12 年 6 月 7 日法律第 116 号 最終改正：平成 25 年 12 月 13 日法律第 103 号
施行令：平成 19 年 11 月 16 日政令第 335 号 施行規則：平成 27 年 7 月 30 日環境省他令 1 号

（１）法の目的
食品循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の排出抑制及び減量に関し基本方針を定め、食品関
連事業者に対し、この法律に定める基準により再生利用等の実施を図ることを目的とする。

（２）食品と食品廃棄物等と食品循環資源
①食品
飲料品（薬事法に規定する医薬品及び医薬品外品以外のもの）
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②食品廃棄物等
食品が食用に供された後に廃棄されたもの
食品が食用に供されずに廃棄されたもの
食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの

③食品循環資源
食品廃棄物のうち有用なもの。

（３）食品関連事業者

【法第２条第４項】

食品関連事業者とは下表の者である。
食品の製造業
食品の加工業
食品の卸売業
食品の小売業

飲食店業
食事の提供を伴う沿海旅客海運業
食事の提供を伴う内陸水運業
食事の提供を伴う結婚式場業、食事の提供を伴う旅館業

（４）再生利用・熱回収

【法第２条第５項・6項】

自ら又は他人に委託して食品循環資源を下表の製品の原材料として「①利用すること、②利用するため
に譲渡すること」である。
肥料
飼料
メタン・エタノール

（５）事業者・消費者の責務

炭化の過程を経て製造される燃料及び還元剤
油脂及び油脂製品
熱回収（メタンと同等以上の高率でエネルギー回収ができる）
【法第４条】

事業者及び消費者は
①食品の購入又は調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生の抑制に努める
②食品循環資源の再生利用により得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するよう
努めなければならない。

（６）基本方針

【法第3条】

①食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量（以下「食品循環
資源の再生利用等」という。）を総合的かつ計画的に推進するため、政令で定めるところにより、食品
循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定める。
②基本方針においては、次に掲げる事項を定める。
・食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向
・食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標
・食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に関する事項
・環境の保全に資するものとしての食品循環資源の再生利用等の促進の意義に関する知識の普及に
係る事項
・その他食品循環資源の再生利用等の促進に関する重要事項

（７）食品廃棄物多量発生事業者の義務

【法第９条、令第４条】

①食品廃棄物多量発生事業者
食品関連事業者であって、その事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量が、当該年度の前
年度において生じた食品廃棄物等の発生量が１００[トン]以上である者。
※フランチャイズ事業の場合は、本部＋加盟者＝１００[トン]以上。

②定期報告
食品廃棄物多量発生事業者は、毎年度、主務省令の定めるところにより、食品廃棄物等の発生量
及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなけれ
ばならない。
※「食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令」より、所定様式「定期報告書」の報告
書を毎年度６月末日までに提出する。
平成25年9月11日省令改正：25年度以降の定期報告の様式を改正し、25年度以降を記入できるようにした。
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○食品リサイクル法の概要

資料：農林水産省ホームページ
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（８）食品循環資源の再利用等実施率の目標等（平成 27 年７月基本方針による）
①食品関連事業者の再生利用等への取組に格差が生じている現状を踏まえ、個々の事業者の取組状
況に応じた再生利用等の実施目標（基準実施率という）が、新たに設定した。
②食品関連事業者は、毎年、その年度の再生利用等実施率が、関連食品事業者ごとに設定されたその
年度の基準実施率を上回ることを求めている。

〇業種別の目標
食品リサイクル法に基づく「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針（以下「基本方針」）」で業
種別に再生利用等実施率が設定されている。これは、食品関連事業者に対して個別に義務づけるものではな
く、その業種全体での達成を目指す目標である。
【平成 31 年度までの再生利用等実施率の目標】
平成 27 年 7 月に公表されました基本方針では、平成

新たな目標（平成 31 年度）

31 年度までに業種全体で食品製造業は 95%、食品卸

実施時期

売業は 70%、食品小売業は 55%、外食産業は 50%を達成
するよう目標が設定されている。
食品関連事業者は、引き続き、別に定める基準実施率
に従って、食品リサイクルに取り組んでいく必要がある。

〇再生利用等実施率の計算式

これまでの目標

新たな目標

食品製造業

８５％

９５％

食品卸売業

７０％

７０％

食品小売業

４５％

５５％

外食産業

４０％

５０％

食品リサイクル法で食品関連事業者は、毎年、その年度の再生利用等実施率が事業者ごとに設定されたそ
の年度の基準実施率を上回ることを求められている。
【再生利用等実施率の計算式】
再生利用等実施率 ＝ その年度の（発生抑制量＋再生利用量＋熱回収量×0.95※＋減量量） ÷ その年
度の（発生抑制量＋発生量）
※熱回収については、省令に定める「熱回収の基準」を満たす場合のみ算入できる。また、食品廃棄物の
残さ（灰分に相当）率が 5%程度であり、この部分は利用できないことを考慮して 0.95 を乗じる。

〇基準実施率の計算式
基準実施率 ＝ 前年度の基準実施率＋前年度の基準実施率に応じた増加ポイント
※平成 20 年度からスタート
平成 19 年度の基準実施率は、平成 19 年度の再生利用
等実施率とします。ただし、平成 19 年度の再生利用等実施
率が 20%未満の場合は、20%として基準実施率を計算しま
す。

前年度の基準実施率区分

増加ポイント

２０％以上５０％未満

２％

５０％以上 80％未満

１％

80％以上

維持向上

（９）定期報告の項目
食品廃棄物多量発生事業者の定期報告の項目は次のとおりである。
①食品廃棄物等の発生量
③食品廃棄物等の発生原単位
⑤食品循環資源の再生利用の実施量
⑦食品廃棄物等の減量の実施量
⑨食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量
⑪食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生
利用等の変化状況
⑬熱回収により得られた熱量
⑮その他の食品循環資源の再生利用等の促進のため
に実施した取組

②食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値
④食品廃棄物等の発生抑制の実施量
⑥食品循環資源の熱回収の実施量
⑧食品循環資源の再生利用等以外の実施量
⑩食品循環資源の再生利用等の実施率
⑫特定肥飼料等の製造量
⑭判断の基準となるべき事項の遵守状況
⑯国が公表を行うことについての同意の有無
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５ 使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）
施行：平成 14 年 7 月 12 日法律第 87 号 最終改定：平成 26 年 6 月 13 日法律第 69 号
施行令:平成 26 年 4 月 23 日政令第 166 号 施行規則：平成 26 年 5 月 19 日経産・環境省令第 4 号

（１）法の目的
自動車製造業者及び関連事業者による使用済み自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を適正
かつ円滑に実施することにより、資源の有効利用を図ることを目的とする。

（２）適用を受ける事業者と責務
① 自動車製造業者等の責務
自動車製造業者等は、自動車の設計及びその部品又は原材料の種類を工夫することにより、自動
車が長期間使用されることを促進するとともに、使用済自動車の再資源化等を容易にし、及び使用済
自動車の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。（第３条の１）
② 関連事業者の責務
関連事業者は、使用済自動車の再資源化を適正かつ円滑に実施することにより、使用済自動車に
係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図るため、使用済自動車の再資源化に関
する知識及び能力の向上に努めなければならない。（第４条の１）
③ 自動車の所有者の責務
自動車の所有者は、自動車をなるべく長期間使用することにより、自動車が使用済自動車となること
を抑制するよう努めるとともに、自動車の購入に当たってその再資源化等の実施に配慮して製造され
た自動車を選択すること、自動車の修理に当たって使用済自動車の再資源化により得られた物又は
これを使用した物を使用すること等により、使用済自動車の再資源化等を促進するよう努めなければ
ならない。（第５条） 自動車の所有者は、当該自動車が使用済自動車となったときは、引取業者に
当該使用済自動車を引き渡さなければならない。（第８条） ※引渡し証明書の受領・保管

○自動車リサイクル法の概要

資料：経済産業省ホームページ
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６ 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律
（小型家電リサイクル法）
公布：平成２４年８月１０日 法律第５７号、施行：平成２５年４月１日
施行令２５年３月６日政令第４５号 基本計画：平成２５年３月８日公示
施行規則：平成２５年３月６日 経産・環境省令第３号

(１)法の目的
この法律は、使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収され
ずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずること
により、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済
の健全な発展に寄与することを目的とする。

（２）制定の背景
小型電子機器等に使用されるレアメタル等は、資源が偏在し供給国が限られるとともに、新興国等の需
要拡大などにより価格が高騰する場面もあり、供給についてのリスクが認識されている。この法律は、「使用
済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている
状況から、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な
処理及び資源の有効な利用の確保を図ることを目的としている。平成 13 年に施行された特定家庭用機器
再商品化法（家電リサイクル法）は、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、テレビなど、比較的大型の家電をリサイク
ルの対象としてきたが、小型家電リサイクル法は、買い替えサイクルが短い小型電子機器等を対象としてお
り、いわゆる「都市鉱山」を活用することを視野に入れている。

（３）対象の使用済小型家電製品
Nｏ

使用済小型電子機器等の種類

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
携帯電話端末、ＰＨＳ端末その他の無線通信器具
ラジオ受信機及びテレビジョン受信機（家電リサイクル法に掲げるテレビジョン受信機を除く）
デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具
デジタルオーディオプレイヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
パーソナルコンピュータ
磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置
プリンターその他の印刷装置
ディスプレイその他の表示装置
電子書籍端末
電動ミシン
電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
フイルムカメラ
ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具（家電リサイクル法に掲げる電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫を除く）
扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具（家電リサイクル法に掲げるユニット型エアコンディ
ショナーを除く）
電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具（家電リサイクル法に掲げる電
気洗濯機及び衣料乾燥機を除く）
電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
電気マッサージ器
ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
電気芝刈器その他の園芸用電気機械器具
蛍光灯器具、その他の電気照明器具
電子時計及び電気時計
電子楽器及び電気楽器
ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

※使用済み小型電子機器の再資源化の促進に関する法律施行令（平成25年4月1日施行）
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（４）各主体の責務
都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するよう必要な
措置を講ずることに努めなければならない。
①消費者の責務（第６条） 消費者は、使用済小型電子機器等を排出する場合にあっては、当該使用済
小型電子機器等を分別して排出し、市町村その他使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は再
資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない。
②事業者の責務（第７条） 事業者は、その事業活動に伴って生じた使用済小型電子機器等を排出する
場合にあっては、当該使用済小型電子機器等を分別して排出し、第十条第三項の認定を受けた者そ
の他使用済小型電子機器等の収集若しくは運搬又は再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう
努めなければならない。
③小売業者の責務（第８条） 小型電子機器等の小売販売を業として行う者は、消費者による使用済小
型電子機器等の適正な排出を確保するために協力するよう努めなければならない。
④製造業者の責務（第９条） 小型電子機器等の製造を業として行う者は、小型電子機器等の設計及び
その部品又は原材料の種類を工夫することにより使用済小型電子機器等の再資源化に要する費用を
低減するとともに、使用済小型電子機器等の再資源化により得られた物を利用するよう努めなければな
らない。
⑤再資源化認定事業者（第１０条） 使用済小型電子機器等の再資源化のための使用済小型電子機器
等の収集、運搬及び処分（再生を含む。以下同じ。）の事業（以下「再資源化事業」という。）を行おうとす
る者は、主務省令で定めるところにより、使用済小型電子機器等の再資源化事業の実施に関する再資
源化事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けなければならない。
※この認定事業者は廃棄物処理法で定める一般廃棄物、産業廃棄物の収集運搬業の許可や処分業の許可は不
要とされている。その他、メーカーには簡易解体設計や再生材の利用などを、小売店に対しては補完的に自治体
の回収に協力することなどを、それぞれリサイクルを促進させるような役割を求めている。

○ 小型家電リサイクル法制度の概念図

資料：環境省ホームページ
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