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第２回廃プラスチックに関する情報共有会議 議事録 

 

2021年 2月 10日（水曜日）、東京都環境局と廃プラスチック（特にオフィス・商業ビルを中心とした事業

系廃プラスチック）を扱う排出事業者（A 社、B 社）、中間処理事業者（C 社、D 社、E 社）、マテリアルリサ

イクル事業者（F 社、G 社）の方々との意見交換を行い、マテリアルリサイクルを進めるための課題解決を

目的とした情報共有会議を開催いたしました。第 1回（2020年 12月 9日開催）では、各事業者の状況把

握や課題整理を行い、第 2 回では、マテリアルリサイクルの将来像も含めた、より具体的な意見交換を行

いました。 

 

＜マテリアルリサイクルするために必要な分別や処理＞ 

※ オフィスビルや商業施設から排出される廃プラスチックのマテリアルリサイクルを進めるために想定さ

れる分別や処理方法について、以下の内容を事務局から提案し、その実現可能性や課題について各参

加者から意見を伺った。 

・ 脱炭素社会、持続可能な資源利用を実現するためには、2025～2030 年までといった目標年次を定

め、これまで熱回収（製紙燃料やセメント原燃料、廃棄物発電等）や単純焼却、埋立処分されていた

廃プラスチックについて、マテリアルリサイクル（水平リサイクル1またはカスケードリサイクル2）を行う資

源循環の高度化に向けた流れを加速させていく必要がある。 

・ マテリアルリサイクルの促進を図るためには、まず、排出元において可能な限り、分別を徹底すること

が重要。そのために求められる廃プラスチックの分別種別としては、「単一素材プラスチック」、「きれ

いなプラスチック」、「汚れたプラスチック」、「プラスチック複合材」の４分類とすることが考えられる。 

・ 加えて、一層の選別（樹脂別の選別を指す）や粉砕、洗浄、素材分析など中間処理工程の高度化を

図ることが重要である。 

・ また、汚れが多く付着しているなど高度選別を行っても再生樹脂にすることが困難な廃プラスチック

や、処理残渣物等についても、今後、2025〜2030年頃の社会実装が見込まれている、循環型ケミカ

ルリサイクル（ガス化や油化等による水平リサイクル）など革新的な技術・ビジネスモデルの利用を視

野に入れ、資源循環の高度化に向けた環境整備を目指す必要がある。 

 

（F社 コンパウンダー） 

・ 資料のような分別ができればマテリアルリサイクルは可能と思われる。しかし、どのような廃プラスチッ

クがどのくらい排出されることになるのか。また、分別ボックスを排出元に設置できるのか、それができ

ない場合はどこで分別してもらえるのかが課題となる。さらに、生分解性プラスチック3が混入してしま

うとマテリアルリサイクルできなくなる。 

・ 現時点では、オフィスや商業ビルから排出された廃プラスチックをマテリアルリサイクルするような事

                                              
1 元と同じ用途に戻すリサイクルを指す。（例：ペットボトル→ペットボトル） 
2 品質の低下を伴うリサイクルを指す。（例：ペットボトル→繊維） 
3 使用するときに従来のプラスチック同様の性状と機能を維持しつつ、使用後は自然界の微生物などの

働きによって生分解され、最終的には水と二酸化炭素に完全分解されるプラスチックを指す。 
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例は、ほとんどないだろう。今回参加したような事業者が連携し、事例を作ることができればよいので

はないか。 

 

（G社 コンパウンダー） 

・ 資料のような分別や処理ができればマテリアルリサイクルは可能と思うが、廃プラスチックはどの程度

排出されるのか。オフィスや商業ビルから排出された廃プラスチックのマテリアルリサイクルを経済的

に成り立たせるには、廃プラスチックの量が重要となる。 

・ （再生材がバージン材と比べてコスト高となる現状では）、経済的な意義を見出すことは難しいかもし

れないが、自治体や排出事業者、リサイクル事業者が協力し、社会インフラを整備していくということ

であれば、社会的意義は非常に大きいだろう。 

・ 最近では、日用品メーカーが店舗で回収し、マテリアルリサイクルするような取組が始まっている。ま

た、トレーサビリティにより素材の由来を購買層に提示することが可能となることで広告効果が付く場

合もあり、メーカーも協力的である。海外でプラスチックバンクが漁網対策としてブロックチェーンの仕

組み4を使っているように、国内でも、店舗もしくは個人で回収した廃プラスチックに対してポイントを

付与するような実証試験が始まりつつある。 

・ オフィスや商業ビルにおいて社会的意義としてリサイクルに取り組んでいく場合は、なぜ集めている

のか、最終的にどのような製品になるのか、フィードバックしなければ上手くいかないだろう。事例は

できつつあるため、協力させていただきたい。 

・ 集積や選別をどこで行うのかという問題もある。プラスチックは空気を運ぶようなものであるため、でき

るだけ排出場所の近くでないと成り立たない。自治体やリサイクル事業者が共同で集積や選別を行

う場所をつくり、選別されたものをリサイクル事業者の工場まで運ぶことができればよいのではないか。 

・ インセンティブも課題となる。どこがその費用を持つのか。自治体や外郭団体に協力してもらえれば、

安く取引できるのではないか。また、そこに集まる製品のメーカーにスポンサーになってもらい、分別

費を払っていただき、リサイクルを社会的に回していく方法が現実的ではないか。 

 

 

（A社 商業施設を主体とする排出事業者） 

・ 分別の種類については現場教育が必要になる。また、各店舗からの回収方法も検討しなければなら

ない。非常に狭いスペースで分別することになる。 

・ ４種の分別は可能かと思うが、現場に負担をかけることになると感じている。 

・ 現状は、プラスチックは廃プラスチック、ペットボトル、発泡スチロールの３つに分別しているが、案に

含まれている菓子袋などは雑芥に含まれている。飲料系の店舗が多い場合、透明なカップ類やスト

ローが「汚れたプラスチック」の中で非常に構成が高いと思われる。飲食店から排出される食材を入

れていた袋も雑芥に入っているだろう。 

                                              
4 ブロックチェーンとは、仮想通貨の取引記録を複数のコンピュータに分散管理し、データの改ざんを防

ぐ技術である。プラスチックバンクは、漁網等のプラスチックを回収して収集センターに持ち込むと仮想通

貨と交換できるサービスを提供している。 
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・ 単一素材プラスチックとして、PP バンドやストレッチフィルムなどは分別できている。しかし施設内の

店舗数も従業員数も多いため、廃棄物保管庫に分別指導員を配置し、現場をサポートしている。 

 

（B社 オフィスを主体とする排出事業者） 

・ 分別の実態としてはイメージに近い。オフィスで働いている人にとって手間をかけることは嫌がられる

が、目的がはっきり理論立てられていて意識付けをすることができれば、量が多くないこともあり、分

別に協力してもらえるのではないか。 

・ しかし経済的な持続性については敏感であるため、長期的に見て経済的に合理的なのか、二酸化

炭素の排出抑制の議論で出てくるような説明付けは必要だろう。経済的にも環境的にも利点がある

ことを見える化することが大事である。 

・ 単一素材プラスチックについては、各店舗に供給される流れに沿って、回収していく方が集まるので

はないか。 

・ 生分解性プラスチックについては、マテリアルリサイクルでの位置付けについて明確にする必要があ

るだろう。 

・ 収集運搬の拠点に関連して、最近はデベロッパーが再開発や大規模なオフィス建設を行う際、街全

体の環境も含めて、排出するだけではなく、循環を考える取組をしていくような士気は出てきている。

東京都の都市部については、開発行為とセットで進めていけばよいのではないか。 

 

（C社 都内の産廃中間処理業者） 

・ 高度選別については、単一素材プラスチックやきれいなプラスチックであれば、それほど難しくない

のではないか。きれいなプラスチックについては、容器包装プラスチックのリサイクルと同等である。 

・ 問題は汚れたプラスチックであり、マテリアルリサイクルに回しにくい軟質プラスチックが非常に多い。

硬質プラスチックと軟質プラスチックが混ざってしまうと、選別工程が非常に複雑になるだろう。 

・ しかし、費用とスペースを確保して選別工程を増やすことができれば選別できるだろう。残渣は発生

するため、残渣が単純焼却や埋立処分となると全体のリサイクル率が低下する可能性がある。 

・ 現状は水を使った選別は工場の立地や費用的に厳しく、風力選別のみでサーマルリサイクルに極

力回している状況である。 

 

 

（D社 都内の産廃中間処理業者） 

・ 情報提供として、環境省ではバイオプラスチック5のロードマップを作成しており、堆肥化やバイオガ

ス化などの受け皿があるような用途に対して増やしていくべきだという議論があった。 

・ 事業系プラスチックの量については、23 区では可燃物が 90～100 万トンあると予想され、プラスチッ

クも数十万トンあると思われる。ただ、事業系プラスチックの場合、きれいなプラスチックと汚れたプラ

                                              
5 生分解性プラスチックとバイオマスプラスチックの総称を指す。バイオマスプラスチックとは、原料として

再生可能な有機資源由来の物質を含み、化学的または生物学的に合成することにより得られるプラスチ

ックである。 
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スチックなどを分別してもビル清掃員がまとめてしまったり、収集運搬業者もパッカー車で一緒に回

収してしまったりなどの難しい面がある。 

・ また、ビルが並んでいても収集運搬は個別契約のため、効率的回収ができているとはかぎらない。

近隣のビルをまとめることができれば、収集運搬の効率が上がり、量も集めやすくなるだろう。 

・ 高度選別は可能と思われるが、どこで行うのか課題となる。容器包装リサイクルの工場が考えられる

が、都内にはないため、郊外までの運搬コストがかかってしまう。近場の中間拠点で集め、大型車で

郊外の拠点まで運搬するような仕組みが考えられるのではないか。まずは東京都と実証を行い、課

題抽出や費用検証をできればよいのではないか。 

 

（E社 都内の産廃中間処理業者） 

・ 世界的には、混載で一括回収して巨大な選別配送センターで選別するような取組、シングルストリー

ム6が多い。業界紙の記事では、アメリカのシングルストリームでは再資源化率が 8.4％とされているが、

日本の分別回収では再資源化率は 84％、サーマルリサイクルを除くと 24％である、と記載されてい

たと記憶している。 

・ 分別回収は再資源化率では効果があるが、コストは高くなる。一般家庭と違い産業廃棄物ではコスト

面が非常に問題となるため、ある程度はシングルストリームの要素も入れていくことがよいのではない

か。巨大な選別配送センターを都内の中間処理業者がどこまで担えるのか検討する余地がある。 

・ 高度選別は物理選別とセンサー選別の組み合わせになると思われる。実証を行うのであれば、入力

側と出力側の品質をしっかりおさえてもらえれば、中間処理業者での検証や準備ができる。曖昧な

部分をなくしていくことが大事である。 

 

＜想定される課題とその解決の方向性＞ 

※ 事務局から提案した分別や処理方法を将来的に実現していくために想定される課題について、各参

加者から意見を伺った。 

 

（事務局：分別の程度や収集運搬の課題も含めて、どのようなものを集めていくことが必要か？コンパウン

ダーとして何かご意見などはあるか？） 

 

（F社 コンパウンダー） 

・ 弊社では、オフィスや商業ビルから排出される廃プラスチックを受け入れた実績はないため、回答は

難しいが、以前、産廃中間処理業者が選別した PPバンドを買い取っていたことはある。 

・ 単一素材プラスチックとしてハンガー等の製品は、パッカー車に入っても後から選別できるのか。パ

ッカー車の中で割れてしまうのかもしれないが、後から選別できるのか検討が可能ではないか。経済

の合理性を考えながら進めるべきであるが、実験してみないと分からないことも多い。 

 

                                              
6 紙類やガラス、プラスチックなど全ての資源ごみをまとめて回収し、自治体の選別施設で機械選別ある

いは手選別を行うリサイクル方式を指す。 
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（G社 コンパウンダー） 

・ ビジネス感覚では量が確保できないという話も出たが、東京都がプラスチック戦略をもとに前向きに

マテリアルリサイクルの推進を進めることは、非常に望ましいのではないか。今回のような資料がある

のであれば、例えば 10年後にゴールを設定し、そこを目指して一個一個目標を作っていけばよいの

ではないか。 

・ 容器包装メーカーの自主的な取組も進んでいるが、やはり経済的には難しい。今回のような取組を

始めていき、様々な企業が参加できるようになればよいのではないか。ぜひ前向きに進めて欲しい。 

・ きれいなプラスチックと汚れたプラスチックは分かれていた方がよいが、現実的には難しいだろう。し

かし、集める仕組みとしてインフラ整備を自治体と企業が協力する可能性はあるのではないか。まず

は分別できたものから取組を始め、徐々にアイテムを増やしていってもよいのではないか。 

 

（事務局：分別されたまま収集運搬するような方策は考えられるか？） 

 

（D社 都内の産廃中間処理業者） 

・ 排出事業者と収集運搬業者の両者にメリットがあれば、分別されたまま収集運搬する方法として、資

源回収便を別に設けることができるのではないか。排出事業者は分別の手間と保管場所が必要なこ

と、収集運搬業者は車両を増やさなければならないことがデメリットとなるが、いち早く取り組んだ事

業者にインセンティブがあればよいのではないか。地方では難しいが、東京都のような量が多い自治

体では資源回収便が成り立つ。 

・ また、都内は大型ビルが多いが、大型ビルには圧縮機を置いている場合があり、自力で圧縮するこ

とができる。いままで処理費がかかっていたものが、処理費がかからない、または有価になれば排出

事業者にメリットが出て、収集運搬業者側にとっても新たなビジネスチャンスになる。 

・ 商業ビルのテナントから出てくるポリエチレン袋など、まずは誰が見ても分かりやすいものから取り組

んでいくことができればよいのではないか。 

 

（事務局：再生樹脂を製品化する上で、どこまで素材を分別しなければならないのか？） 

 

（F社 コンパウンダー） 

・ オレフィン系やスチレン系、エンジニアリングプラスチック系など大きく分けることができ、系列ごとに

固まる時間が異なるため、それらが混ざると特に問題となる。同系列であれば相溶化剤を添加するこ

とで解決できることもある。 

・ 再生樹脂を利用する製造事業者に対して品質保証をしていかなければならず、製品化の際に割れ

てしまうようなことがあればコンパウンダーの責任となる。再生樹脂を安心安全に、製品に使ってもら

うために、どうしても使えない廃プラスチックは出てしまう。 

 

（G社 コンパウンダー） 

・ 容器包装リサイクルの工場では素材が混ざっていることが前提のため、ある程度のことを予想してリ
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サイクルしている。ただし、グレードは落ちてしまう。 

・ 水平リサイクルは難しいがカスケードリサイクルであれば使えるような、材料の幅を持たせて取り組ん

でいる。 

 

（事務局：排出事業者と中間処理業者の両方で洗浄する工程を提案しているが、中間処理業者での洗浄

工程がある場合でも、排出事業者での洗浄は必要か？）  

 

（G社 コンパウンダー） 

・ 排出事業者での洗浄が無い場合、再生樹脂に加工しても品質の保証は難しくなるのではないか。し

かし、どの工程で洗浄するのかという観点だけであり、人間が動くか機械が動くかとなるためコストは

変わらないだろう。 

・ ヨーロッパではインフラを大きくして大量に集めて合理的にリサイクルしているが、日本では排出事業

者、個人ともに意識が高いため、大型の洗浄施設は必要ないかもしれない。 

・ 大きな商業施設ではマテリアルリサイクルがされている場合があるが、その取組内容や数字は中々

出てきていない。それらがモデルとして明らかになってくると、量的な問題なども見えてくるのではな

いか。 

 

（D社 都内の産廃中間処理業者） 

・ 家庭では容器の洗浄や分別ができているが、会社ではできていない。個人が会社でも家庭と同じよ

うに洗浄や分別ができれば、後段の処理効率は変わってくるのではないか。 

・ 洗浄されていれば回収する側も手を挙げやすくなる。 

 

（事務局：排出事業者側での洗浄は可能か？）  

 

（B社 オフィスを主体とする排出事業者） 

・ 日本の企業オフィスに限れば、みんなが洗って捨てているのに自分だけ洗わないという考えは、あま

り生じないだろう。オフィスビルの規模や単一企業の場合、雑居している場合、シェアオフィスの場合

など、事業形態は様々であるが、取り組みやすい事業形態、人々から取り組んでいければよいので

はないか。 

 

（A社 商業施設を主体とする排出事業者） 

・ 商業施設の場合は来店者が廃棄する飲料容器を洗浄することは難しいだろう。 

・ 従業員に対しては、教育によって洗浄できる可能性はある。 

 

以上 

 



今後の産廃系プラスチックの処理・リサイクルの方向性について 

廃プラ種類 排出場所 性状 2020 年（現在） 
リサイクルへの課題 

（第 1 回会議後の意見など） 

プレコンシューマ材 

（単一素材、単品回収可） 

工場、建設現場 

（新築） 

・工場端材、新築時の建設廃

棄物等 

・材料リサイクル 

・RPF、フラフ燃料 

 

ポストコンシューマ材 

(ミックスプラ、複合素

材) 

店舗等 商品等の包装材、梱包材（ス

トレッチフィルム、PP バン

ド、ビニール袋、傘袋、ハン

ガー、発泡スチロール等） 

〇分別ができている場合 

・リユース 

・材料リサイクル 

〇分別ができていない場合 

・カスケードリサイクル 

・RPF、フラフ燃料 

・単品で分別排出は可能だが、素材別の分別による負

担増、保管場所の確保、効率的な収集運搬（物流）が

課題 

・各施設と処理事業者の契約状況を本社側が把握して

いない 

オフィスビル等 ・生活系混合廃棄物（弁当ガ

ラ、プラカップ、カトラリー

類等） 

・文具類 

・什器類 

・電子機器類 

〇受け入れ量の多い順 

・焼却発電 

・セメント原料、RPF、フラフ燃料 

・カスケードリサイクル 

・弁当ガラ、プラカップ等のうち軽くすすいで汚れが

落とせるものは、事業所内で洗浄後、分別回収するこ

とが有効 

・オフィスでの分別意識は家庭での取組と比べて低い

傾向。また、従業員等が、樹脂種別に分別することは

困難 

ペットボトル ・カスケードリサイクル（ボトル to

繊維等）が多い 

・カスケードリサイクルから、水平リサイクルを目指

す必要 

共通（店舗等、オフ

ィスビル等） 

  ・材料リサイクルに適した品質レベルが分からない 

・事業化のための回収量確保、効率的な収集運搬 

・紙類や金属等の異物の混入 

・回収時に混合され、飲食残渣等の汚れが付着、拡散 

建物解体・リフォー

ム現場 

建設混合廃棄物（壁紙、配

管、什器等） 

 ・木くず、金属類、土砂等の付着、PVC の混入 

OA、家電（個別法で

の回収・処理）のリ

サイクル工場 

・廃プラスチック、金属くず

などの複合材 

・処理残渣物 

 ・家電リサイクル４品目はメーカーが回収し、リサイ

クルルートで処理 

自動車解体工場 ・処理残渣物  ・自動車リサイクル法ルート 

資料１ 



（注）都は、これまで、店頭回収されたペットボトルや、事業活動に伴い排出される使用済小型電子機器等について「再生利用指定制度」を活用し、リサイクル

を促進している。 

 

 

水平リサイクル 

カスケードリサイクル 

◆廃プラ樹脂のモノマー化 

（革新的技術の社会実装が課題）       

 

◆既存のケミカルリサイクル 

（高炉還元、アンモニア原料化等） 

◆ボトル to ボトル 等 

 

 

◆容リ法プラの材料リサイクル 

◆ペットボトル→繊維 等 

材料  ケミカル  

＜材料リサイクル・ケミカルリサイクルに関する概念の整理＞ 



分別区分 単一素材プラスチック きれいなプラスチック 汚れたプラスチック プラスチック複合材

区分説明

・汚れなし、単一素材、
素材の由来がある程
度わかるもの

・ある程度の量が出る
もの

・個々の種類毎に分別
する

・単一素材プラスチック
が混ざっているもの

・プラスチックのみで構
成されている製品、ま
たは部位

・個々のものに注目す
ると量がそれほど出な
い

・主にに食品や食品残
渣、土などで汚れたプ
ラスチック

・プラスチックのみで構
成されていないもの

・プラスチックと他の素
材が容易に分離できな
い製品、または部位

例

・ハンガー
・クリアファイル
・PPバンド
・ストレッチフィルム 等

・PETのラベル
・お菓子の外袋
・洋服等の外袋
・ボールペンのキャップ
等

・弁当ガラ
・使用済菓子類包装

・使用済プラスチック容
器
・ラップ 等

・什器類
・OA機器等
・小型電子機器

・ボールペン、蛍光ペ
ン

写真例
ハンガー

ｸﾘｱﾌｧｲﾙ 緩衝材
（単一素材）

ｽﾄﾚｯﾁﾌｨﾙﾑ お菓子の外袋

弁当ガラ等汚れたプラ
スチックの混合物

ボールペン

小型電気機器

什器類

緩衝材（複合素材）

オフィス・店舗系廃プラスチックの将来的なリサイクルフロー図（案） 分別区分の内訳
資料２



単一素材
プラスチック

マテリアルリサイクル
（水平※2またはカスケード※３）

破砕・異物除去
（簡易処理）

破砕・異物除去・選別
（高度処理※1）

熱回収
（製紙燃料・セメント原燃料）

熱回収（廃棄物発電）
単純焼却

オフィス・店舗系廃プラスチックの将来的なリサイクルフロー図（案） 2020年（現在）

破砕・異物除去
（簡易処理）

きれいなプラスチック
(複数素材混合)

汚れたプラスチック
(弁当ガラ等)

プラスチック複合材
(什器類、電子機器類等)

店舗、オフィスビル等分別

埋立処分

※１高度処理は、レアメタル及び金属を選別する施設

※２水平リサイクルは、ペットボトルからペットボトルのようにもとの容器と同じ用途で使うリサイクル

※３カスケードリサイクルは、元の製品の品質には戻らず、品質の低下を伴うリサイクル

破砕・異物除去
（簡易処理）



きれいなプラスチック
(複数素材混合)

汚れたプラスチック
（弁当ガラ等）

単一素材
プラスチック

マテリアルリサイクル
（水平リサイクル）

破砕・異物除去

2025～30年社会実装化を目指す

循環型ケミカルリサイクル

（モノマー化・ガス化・油化によ
る水平リサイクル）

プラスチック複合材
(什器類、電子機器等)

異物除去 破砕・異物除去

素材分析・物性分析

高度選別※

PP・PE・PS単体

粉砕・洗浄・乾燥

高度選別※

マテリアルリサイクル
（カスケードリサイクル）

残渣
（選別不可）

PP・PE・PS単体

赤字：新たな処理工程

熱回収（製紙燃料・セメント原燃料）

店舗、オフィスビル等分別

オフィス・店舗系廃プラスチックの将来的なリサイクルフロー図（案） 2025～2030年（将来像）

高度選別※

PP・PE・PS単体

粉砕

※高度選別は、PP,PE,PS単体に選別することを指す

粉砕・洗浄・乾燥

破砕



廃プラスチックの排出状況と材料リサイクル促進に向けた論点の整理表 

現在の排出状況 材料リサイクルの促進に向けた論点（2025～2030年の実現を視野） 

店舗等 

➢ 単品で分別排出は可能だが、素材

別の分別による負担増、保管場所

の確保、効率的な収集運搬（物

流）が課題 

➢ 単一素材であることが多い製品でかつ、製品で判別できるもの（例：PET ボトル、発砲スチロール、PP バンド等）

のみ分別する。それ以外の混合廃棄物は一定の分別を行い、きれいな廃プラについては材料リサイクル（カスケ

ード利用）、汚れた廃プラは熱回収を行う。 

➢ 資源として有価取引する物流の構築（例：帰り便との連携） 

※ 店舗で販売する総菜等の容器についても「リユース」の推進により廃プラを削減するとともに、ペットボトルやその

他容器包装の店舗回収を促進 

➢ 各施設と処理事業者の契約状況

を本社側が把握していない 

➢ 電子化等の推進により、本社において各施設の排出先、排出状況等を把握 

オフィス

ビル等 

➢ 弁当ガラ・プラカップ等のうち軽くす

すいで汚れが落とせるものは、事

業所内で洗浄後、分別回収するこ

とが有効 

➢ 汚れてない廃プラ（例：ペットラベルのラベル、包装材、クリアファイル等）は材料リサイクルルートに回す 

➢ 軽くすすげば汚れを落とせる廃プラは事業所内で汚れを落とし、きれいなプラスチックとして分別・排出する資源

循環ルートを構築 

➢ 弁当容器や飲料カップについては「リユース」を推進し、使い捨てプラを削減 

➢ オフィスでの分別意識は家庭での

取組と比べて低い傾向。また、従

業員等が、樹脂種別に分別するこ

とは困難 

➢ 排出側における廃棄物分別ルールの明確化（例：きれいなプラスチック、汚れたプラスチック、PET等）と従業員に

向けた普及啓発 

※ 材料リサイクルに適した品質や分別方法について、排出事業者向けに情報発信 

※ 製造業者に単一素材の製品の開発、製品の樹脂素材の開示を促す 

※ 排出事業者が分別しやすい製品の開発 

共通 

➢ 材料リサイクルに適した品質レベ

ルが分からない 

➢ 樹脂の種類ごとに分別されたものは水平リサイクル、樹脂の種類ごとに分別されていないものも材料リサイクル

（カスケード利用） 

➢ 複合材や多層フィルムは、現状は熱回収による処理を行っているが、将来的には油化・ガス化等の循環型ケミカ

ルリサイクルを目指す 

※ 中間処理業者において、混合廃棄物として焼却に回っている廃プラについても、高度分別や洗浄工程を加えるこ

とにより、材料リサイクルを推進 

➢ 事業化のための回収量確保、効

率的な収集運搬 

➢ きれいなプラスチックは資源として有価取引が可能な場合があることから、動脈物流（帰り便との連携など）も活

用した収集運搬の効率化 

➢ 現状は、排出元での分別を細分化するか、混合プラで排出し中間処理業者が高度選別を行うか、体系的な整理

が出来ていない。（ごみの性状、排出場所の特徴、回収拠点（スペース確保）、効率的な運搬方法、リサイクル施

設の立地などの組み合わせに応じて、最適なリサイクルルートの構築が必要） 

➢ 「再生利用指定制度」の活用によりリサイクルを促進 

➢ 紙類や金属等の異物の混入 ➢ 製品や容器の単一素材や易分別性に配慮した製品の開発 

➢ 排出側における廃棄物分別ルールの明確化（従業員等に向けた分かりやすい普及啓発） 

➢ 回収時に混合され、飲食残渣等の

汚れが付着、拡散 

➢ きれいなプラスチックと汚れたプラスチックが混ざらないような収集運搬の開発・工夫 

 

資料３ 


