経済産 業省 告 示第一 号
○環
境 省
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項 の規 定に 基づ き︑ 使 用済小 型電 子機 器等 の再 資源 化の 促進 に関 する基 本方 針を 定め たの で︑ 同条 第
三 項の 規定 に基づ き公 表する ︒
平成 二十五 年三 月六日

使 用済 小型 電子機 器等 の再資 源化 の促 進に関 する 基本方 針

我が 国に おい て は︑ 今後 の我が 国経 済社 会の 持続 的な 発展 を可 能に するた め︑ 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 循環 型社会 を構 築し てい くこ とが 喫緊 の課 題で ある︒ しか

し ︑小 型電 子機 器 等が 使用済 みと なっ た場 合に は︑ その 相当 部分 が一般 廃棄 物と して 市町 村に より 処

分さ れて おり ︑そ の場 合に 回収 され てい るも のは︑ 鉄や アル ミニ ウム 等一 部の 金属 にと どまり ︑金 や
銅な どの金 属は 大部分 が埋 立処 分され てい る︒

新 規の 最終 処分 場の 立地 が困 難と なる 中で ︑残 余容量 は減 少が 続い てお り︑ 使用 済小 型電 子機器 等
の 再資源 化を 行う ことで ︑廃 棄物の 最終 処分 量の削 減が 期待さ れて いる ︒

さら に︑ 再資 源化 の工 程の 中で 使用 済小 型電 子機器 等に 含ま れる 有害 物質 が適 切に 処理 され ること
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と なり︑ 環境 管理の 改善 効果 も期待 され る︒

また ︑資 源採 掘 時に は︑ 岩石︑ 土砂 を含 めた 廃棄 物の 発生 やエ ネル ギー消 費等 ︑多 量の 物質 ・資 源

が 関与 して お り︑ 資源 採掘 時の 環境 負荷を 低減 する 観点 から も︑ 再生 資源 の十 分な利 用を 図る こと が
重要 であ る︒

主要 な資 源の 大部 分を 輸入 に依 存し てい る我 が国 にとっ て︑ 資源 の確 保は 重要 な課 題で ある ︒金属

の 中に は産 出国 の偏 在性 が高 い鉱 種も あり ︑主 要生 産国 の輸 出政策 等に より ︑供 給リ スク や価 格乱 高

下の リス クを 常に 抱 えてい る︒ また ︑新 興国 の経 済成 長等 を背 景とし て多 くの 金属 の価 格が 高騰 する

な ど︑ 資源 確保 の 重要 性が 高ま ってお り︑ 使用 済小 型電 子機 器等 につ いて も再資 源化 の促 進が 求め ら
れて いる ︒

こ の よう な状 況の 中で ︑我 が国 にお ける 生活 環境の 保全 と国 民経 済の 健全 な発 展を 長期 的に確 保す

る ため には ︑使 用済 小型 電子 機器 等に 含ま れる 金属 その 他の資 源の 十分 な利 用を 図っ てい くこ とが 重
要であ る︒

本 基本 方針 は︑ こ のよ うな認 識の 下に ︑使 用済 小型 電子 機器 等の 再資 源化を 総合 的か つ計 画的 に推

使 用済小 型電 子機 器等の 再資 源化の 促進 の基 本的方 向

進す るため ︑必 要な 事項を 定め るもの であ る︒
一

使 用済 小型 電子 機器 等に つい ては ︑資 源性 を有 する こと から︑ 広域 的か つ効 率的 な回 収が 可能 に
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二

な れば ︑規 模の 経済 が 働い て︑採 算性 を確 保し つつ 再資 源化 する こと も可能 であ る︒ そこ で︑ 本制

度は ︑関 係者 が 協力 して 自発 的に 回収 方法や リサ イク ルの 実施 方法 を工 夫し ながら ︑そ れぞ れの 実
情 に合 わせた 形で リサ イクル を実 施する 促進 型の 制度と して いる︒

物流 や 中間 処理 にお いて 規模 の経 済を 働か せ︑ 効率 的に収 集と リサ イク ルを 実施 する ため には︑

回収 量を 確保 する こと が非 常に 重要 であ る︒ その ため には ︑消費 者及 び事 業者 は適 正な 排出 を行 う

こ と︑ 市町 村は 分別 収集 を行 うこ と︑ 小売 業者 は消 費者 の適 正な 排出に 協力 する こと ︑製 造業 者は

解体 しや すい 設計 を 行う こと 等に よって 再資 源化 に要 する 費用 を低 減す ると ともに 再生 資源 を利 用

す るこ と︑ 国 は制 度の 円滑 な立 上げ と運用 に向 けて 分別 収集 や再 資源 化の 促進 のため に必 要な 資金

の確 保 等を 行い ︑市 町村 が主 体と なっ た回 収体 制を構 築す るこ と︑ 都道 府県 は市 町村 に対 し必要 な

協 力 を行 うこ とな ど︑ 関係 者の 適切 な役 割分 担の 下で それ ぞれが 積極 的に 参加 する こと が必 要で あ
る︒
使 用済 小型 電子機 器等 の再資 源化 を実施 すべ き量 に関す る目 標

使 用済 小型 電子 機 器等 の再 資源 化を実 施す べき 量は ︑市 町村 又は 認定 事業 者等に より 回収 され 再

資源 化を 実 施し た量 で計 算す るも のと し︑ 平成二 十七 年度 まで に︑ 一年 当た り十 四万 トン︑ 一人 一

年 当 たり に換 算す ると 約一 キロ グラ ムを 目標 とす る︒ なお︑ この 一年 当た り十 四万 トン とい う目 標

は ︑平 成二 十三 年の 一年 間に 使用 済み とな った 小型 電子 機器等 の重 量約 六十 五万 トン を基 礎と する
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三

と ︑回収 率が 約二 十パー セン トとな る︒

この 目標 は︑ 目 標の 達成 状況 ︑社 会経済 情勢 の変 化等 を踏 まえ て適 宜必 要な 見直し を行 うも のと

地 方公 共団体 の取 組

理票 をい う︒︶ の交 付等︑ 廃棄 物処 理法に のっ とって 処理 を委託 する こと が必要 であ る︒

当 する 場合 には ︑ 産業 廃棄 物管 理票 ︵廃棄 物処 理法 第十 二条 の三 第一 項に 規定 する 産業廃 棄物 管

年法 律第 百三 十七 号︒ 以 下﹁ 廃棄 物処理 法﹂ とい う︒ ︶第 二条 第四 項に 規定 する産 業廃 棄物 に該

れ ばな らな い︒ なお ︑使 用済 小型 電子 機器 等が 廃棄 物の 処理 及び 清掃 に関す る法 律︵ 昭和 四十 五

定 事 業者 その 他使 用済 小型 電子 機器 等の 再資 源化 を適 正に 実施で きる 者に 引き 渡す よう 努め なけ

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 ︑認

収 集若 しくは 運搬 又は再 資源 化を 適正に 実施 できる 者に 引き 渡すよ う努 めなけ れば なら ない︒

別し て排 出し ︑市 町 村そ の他 認定 事業者 から 委託 を受 けた 小売 業者 等の 使用 済小型 電子 機器 等の

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

消 費者 及び事 業者 の取 組

使用 済小型 電子 機器等 の再 資源 化の促 進の ための 措置 に関 する事 項

す る︒

１

２

使 用済 小型 電子 機器 等の 相当 部分 が一 般廃 棄物 とし て市 町村 によ って 処理さ れて いる こと から
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︑ 市町 村が 主体 とな っ た回 収は 使用 済小型 電子 機器 等の 再資 源化 の前 提と なるも ので あり ︑で き

る限 り多 くの 市 町村 の参 加が 必要 不可 欠であ る︒ 市町 村が まず は本 制度 に参 加す ること ︑地 域に

根 付い た 回収 業者 の有 効活 用を 図る こと など によ り安定 的か つ効 率的 な収 集を 行う こと ︑回 収し

た使 用 済小 型電 子機 器等 を認 定事 業者 に引 き渡 すこ とを 通じ て︑有 害物 質を 適正 に管 理し つつ ︑

規模 の経 済を 確保 した 効率 的な 再資 源化 が実 現さ れる ︒市 町村 は︑使 用済 小型 電子 機器 等の 回収

が 最終 処分 量の 削減 や有 害 物質 処理費 の削 減等 につ なが るこ とも 踏ま え︑ 適切な 回収 の推 進に 努

める 必要 があ り︑ こ れら の市 町村 の取組 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 保と いう本 制度 の目的 を達 成す ること が可 能とな る︒

市町 村 は︑ 住民 の意 識向 上を 図る ため ︑住 民に 対し て回収 につ いて 周知 を行 うと とも に︑ 住民

が 簡 便に 使用 済小 型電 子機 器等 を排 出で きる 環境 を整 える よう︑ 回収 の方 法や 回収 拠点 の設 置数
︑ 設置の 場所 などに 配慮 するこ とが 必要 である ︒

さら に︑ 使用 済小 型電 子 機器 等の 中には ︑鉛 など の有 害物 質を 含有 する もの がある こと に鑑 み

︑ 市町 村は ︑国 内 外で の環 境汚 染を 防止す る必 要が ある ︒特 に︑ 認定 事業 者以 外の 者に引 き渡 す

場合 には ︑ 使用 済小 型電 子機 器等 が海 外に 輸出 され︑ 輸出 の相 手国 や再 輸出 先の 第三 国で 不適正

に 処 分さ れ環 境汚 染を 引き 起こ して いる との 事例 も指 摘され てい るこ とに 十分 留意 し︑ 当該 引渡

先 が適 切か 否か につ いて ︑自 らの 責任 で確 認し ︑処 理の 状況 につい て住 民へ の情 報提 供に 努め る
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３

４

こ とが求 めら れる︒

都道 府県 は︑ 管内 の 市町 村に 参加 や連 携を 呼び かけた り︑ 市町 村に おい て取 り組 みや すい 回収

方 法を 助言し たり する など︑ 市町 村の回 収に 協力 するこ とが 期待さ れる ︒

また ︑ 認定 事業 者及 び認 定事 業者 から 委託 を受 けた 者は ︑廃 棄物処 理業 者と みな され ︑廃 棄物

処理 法の 規制 が適 用さ れる こと から ︑使 用済 小型 電子 機器 等の 収集︑ 運搬 及び 処分 に当 たっ ては

︑ 認定 を受 けた 再資 源化 事 業計 画を逸 脱し た収 集︑ 運搬 など の違 法︑ 脱法 行為が 行わ れる こと が

ない よう ︑廃 棄物 処 理法 に基 づき ︑廃棄 物処 理業 者の 指導 監督 権限 を有 する 地方公 共団 体は ︑こ
れ らの 者に対 して 改善命 令等 の適 切な指 導監 督を行 うも のと する︒
小売 業者の 取組

市 町 村が 主体 とな った 使用 済小 型電 子機 器等 の回 収に 加え ︑小 売業者 が補 完的 に回 収に 協力 す
る ことで ︑効 率的な 回収 を実現 でき る場 合もあ る︒

そこ で︑ 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︑ 小売業 者は ︑市 町

村 の回 収ボ ック ス の設 置に 協力 した り︑認 定事 業者 から 委託 を受 ける こと など によ り︑回 収に 協
力す るこ とが期 待さ れる︒
製 造業 者の取 組

小 型電 子機 器等 の製 造業 者は ︑解 体し やす い設 計を 行う こと や原 材料 の種類 をで きる 限り 統一
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５

す るこ と等 のい わゆ る 環境 配慮 設計 を行う こと によ り︑ 再資 源化 に要 する 費用の 低減 に努 める 必
要が ある︒

さ らに ︑ 再資 源化 によ り得 られ た資 源が 適切 に利 用さ れ︑そ れに より 再資 源化 事業 がよ り一 層

促進 され るため には ︑再 資源化 によ り得ら れた 資源 の積極 的な 活用に 努め る必要 があ る︒
認 定事 業者の 取組

認 定事 業者 は︑ 使用 済小 型 電子 機器 等につ いて 再資 源化 を担 う中 核的 な主 体と して︑ 継続 的︑

安定 的及 び高 度に 再 資源 化を 行い ︑より 多く の資 源が 回収 され るよ う︑ 責任 をもっ て再 資源 化事

業 に取 り組 む こと が求 めら れる ︒認 定事 業者 は︑広 範囲 の市 町村 等か ら使 用済 小型 電子 機器等 の

適切 な 価格 での 引渡 しを 受け ︑認 定を 受け た再 資源 化事業 計画 に従 って ︑認 定事 業者 自ら 又は 委

託 に より 適正 に再 資源 化を 実施 する こと とな るが ︑国 への 報告等 を通 じて ︑再 資源 化の 実施 の状

況 を明 らか にし ︑事 業の 透明 性を 確保 する 必要 があ る︒ また ︑回 収量 を確保 し︑ 効率 的な 再資 源

化を 実施 する ため には ︑ 市町 村の 参加促 進が 必要 であ るこ とに 鑑み ︑認 定事 業者は ︑認 定計 画に

記 載さ れた収 集区 域内の 市町 村に 本制度 への 参加を 積極 的に働 きか ける ことが 重要 である ︒

また ︑認 定 事業 者が 市町 村か ら使 用済 小型 電子 機器 等の引 渡し を受 ける 場合 にお いて ︑認 定事

業 者 が実 施す る再 資源 化事 業が 全体 とし て十 分な 利益 を確保 でき た場 合に は︑ 市町 村と の使 用済

小 型電 子機 器等 の取 引価 格へ の反 映等 を通 じて ︑利 益の 一部 を市町 村へ 還元 する よう 努め る必 要
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６

が ある︒
国の取 組

国 は︑ 制 度の 円滑 な立 上げ と運 用に 向け て市 町村 に対 する財 政等 の支 援を 実施 した り回 収方 法

や認 定 事業 者と の契 約に 関す るガ イド ライ ンを 定め るこ と︑都 道府 県と 連携 して 説明 会を 開催 す

るな ど市 町村 に対 して 積極 的に 本制 度へ の参 加の 呼び かけ を行 うこと ︑市 町村 参加 状況 に関 する

要 因分 析を 行い 必要 な対 策 を講 じるこ と等 を通 じて ︑で きる 限り 多く の市 町村の 参加 を促 進す る

よう 最大限 努め る必要 があ る︒ また︑ 小売 業者に 対し ても︑ 協力 を呼 びかけ る必 要があ る︒

ま た︑ 国は ︑ 適正 な分 別排 出の 促進 のた め︑ 本制 度に参 加す る市 町村 や小 売業 者を 周知 し︑ 国

民に 使 用済 小型 電子 機器 等の 再資 源化 の重 要性 につ いて普 及啓 発を 行う とと もに ︑処 分方 法が わ

か ら ない ため に︑ 又は 特別 な理 由な く使 用せ ずに 家庭 に保 管して いる 使用 済小 型電 子機 器等 につ

い ても ︑適 正な 形で 分別 して 排出 する よう ︑国 民に 呼び かけ る必 要が ある︒ 携帯 電話 端末 など の

重要 な個 人情 報を 多く 含 む機 器に ついて は︑ 個人 情報 漏え いに 対す る不 安か ら︑使 用済 みと なっ

た 後も 家庭 内に 保 管さ れて いる 場合 も多く ︑国 が市 町村 や認 定事 業者 に対 し適 切な 個人情 報保 護

対策 を求 め るこ とで ︑こ れら の機 器に つい ても 国民が 安心 して 排出 でき るよ うに する こと も重要
で ある ︒

さ らに ︑国 は︑ 使用 済小 型電 子 機器等 の再 資源 化の 実施 の状 況に つい て情 報を収 集・ 整理 し︑
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四

国 民に 対し て分 かり や すく 情報 提供 してい くと とも に︑ 使用 済小 型電 子機 器等か らの 資源 の回 収

など 再資源 化に 関する 技術 開発 及び実 用化 に向け た取 組を 支援し てい く︒

ま た︑ 国 は市 町村 等と 協力 し︑ 違法 な不 用品 回収 業者 に対し ︑取 締り の強 化等 継続 的な 対策 を

実施 す ると とも に︑ 海外 にお ける 不適 正な 処理 を防 止す るため ︑廃 棄物 処理 法及 び特 定有 害廃 棄

物等 の輸 出入 等の 規制 に関 する 法律 ︵平 成四 年法 律第 百八 号︶ の更な る適 正な 施行 ︑運 用等 を実
施 する︒

環境 の保 全に 資 するも のと して の使 用済 小型 電子 機器 等の 再資源 化の 促進 の意 義に 関す る知 識の
普 及に 係る事 項

使用 済 小型 電子 機器 等の 再資 源化 の促 進は ︑再 資源 化によ って 得ら れた 資源 の利 用と あい まっ て

︑ 資 源エ ネル ギー 投入 量の 削減 ︑廃 棄物 の減 量︑ 環境 に影 響を及 ぼす おそ れの ある 物質 の環 境へ の

排 出の 抑制 等を 通じ て︑ 環境 への 負荷 の少 ない 循環 型経 済社 会シス テム を構 築し てい くと いう 意義
を有 する︒

か かる 意義 を有 す る使 用済 小型 電子 機器等 の再 資源 化の 促進 のた めに は︑ 広範 な国 民の取 組が 必

要で ある こ とに 鑑み ︑国 及び 地方 公共 団体 は︑環 境の 保全 に資 する もの とし ての 使用 済小型 電子 機

器 等 の再 資源 化の 促進 の意 義に 関す る知 識に つい て︑ 環境教 育・ 環境 学習 や広 報活 動等 を通 じ︑ 広
く国 民へ の普 及啓発 を図 ること が必 要であ る︒

- 9 -

五

具 体的 には ︑国 及び 地 方公 共団 体は ︑使用 済小 型電 子機 器等 の再 資源 化の 実施状 況や ︑再 資源 化

によ り得 られ た 資源 がど のよ うに 利用 されて いる かを 情報 発信 する こと によ り︑関 係主 体の 協働 の

下 で︑ 既 存の 取組 とも あい まっ て我 が国 全体で 使用 済小 型電 子機 器等 の回 収量 を増 加さ せ︑再 資源
化へ の取 組を推 進す るた めの意 識の 普及・ 醸成 を図 るもの とす る︒

前 各号 に掲げ るも ののほ か︑ 使用 済小型 電子 機器等 の再 資源 化の促 進に 関する 重要 事項

本 制度 は︑ 収集 され た使 用 済小 型電子 機器 等の 再資 源化 を促 進す るた めに ︑廃棄 物処 理法 の特 例

措置 を講 ずる もの で ある が︑ 使用 済小型 電子 機器 等と して 収集 され たも ので あって も︑ 製品 とし て

そ のま ま使 用 する こと が可 能な もの につい ては ︑循 環型 社会 形成 推進 基本 法︵ 平成十 二年 法律 第百

十号 ︶ 第七 条の 考え 方に 基づ き︑ 再使 用す るこ とも可 能で ある ︒た だし ︑実 際に は中 古利 用に適 さ

な い もの が中 古利 用の 名目 で輸 出さ れる こと によ り︑ 海外 におけ る環 境汚 染を 引き 起こ すこ とが な

い よう にし なけ れば なら ない ︒さ らに ︑中 古利 用が 可能 なも のを再 使用 する 場合 であ って も︑ 海外

にお ける 不適 正な 処理 が 伴う など環 境へ の負 荷の 低減 にと って 有効 であ ると認 めら れな い場 合︑ 個

人 情報 保護 の観 点 から 適切 では ない 場合︑ また ︑安 全上 の問 題が ある 場合 もあ ること から ︑こ れら
の点 に十 分に配 慮し つつ︑ 適切 に再 使用を 実施 する必 要が ある︒

ま た ︑国 は︑ 使用 済小 型電 子機 器等 の排 出後 のフ ロー につい て︑ 定量 的に 把握 する よう 努め なけ

れ ばな らな い︒ 排出 後の フロ ーの 把握 に当 たっ ては ︑認 定事業 者や 市町 村か らの 報告 に加 えて ︑再
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六

使 用さ れて いる 量や ︑ 認定 事業者 以外 の者 によ って 再資 源化 され てい る量︑ 使用 済み であ りな がら
家庭 内に保 管さ れてい る量 につ いても ︑可 能な限 り把 握す る必要 があ る︒

な お︑ 認 定事 業者 又は 認定 事業 者か ら委 託を 受け た者以 外の 者が ︑使 用済 小型 電子 機器 等を 収集

し︑ 再 資源 化す るに 当た り︑ 当該 使用 済小 型電 子機 器等が 廃棄 物と 判断 され る場 合に は︑ 市町 村か

個人情 報の 保護に 関す る事 項

個人 情報 の保護 その 他の使 用済 小型 電子機 器等 の再資 源化 の促 進に際 し配 慮すべ き重 要事 項

らそ の処 理に 係る 委託 を受 けて いる 等の 廃棄 物処 理法 の規 制の 枠内で 実施 する こと が必 要で ある ︒

１

使 用済 小型 電 子機 器等 の中 には ︑個 人情 報が 記録 されて いる もの もあ るた め︑ 個人 情報 の保 護

に配 慮 する 必要 があ る︒ 特に ︑他 の品 目に 比べ て多 量かつ 重要 な個 人情 報を 含む 可能 性が 高い パ

ー ソ ナル コン ピュ ータ や携 帯電 話端 末・ ＰＨ Ｓ端 末に つい ては︑ 十分 な配 慮が 必要 とな る︒ そこ

で ︑パ ーソ ナル コン ピュ ータ や携 帯電 話端 末・ ＰＨ Ｓ端 末に つい ては ︑消費 者及 び事 業者 が排 出

する 段階 で︑ 自ら 個人 情 報の 削除 に努め ると とも に︑ 回収 や再 資源 化の 段階 で個人 情報 の漏 えい
の 防止 の措置 を講 ずる必 要が ある ︒

具体 的に は ︑ま ず︑ 市町 村や 小売 業者 が︑ 消費 者に 対して 個人 情報 を削 除し た上 で排 出す るよ

う 周 知し ︑ボ ック ス回 収を 行う 場合 は鍵 付き のも のを 使用す る︑ ステ ーシ ョン 回収 を行 う場 合は

監 視員 が立 ち会 うな どの 盗難 防止 対策 や︑ 個人 情報 保護 に係 る管理 体制 ︵責 任の 明確 化︑ 職員 研
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２

修 ︑委 託先 を含 めた 管 理の 実施 等︶ の整備 など ︑十 分な 個人 情報 保護 対策 を実施 した 上で 回収 を

行う もの とす る ︒ま た︑ 認定 事業 者及 び認定 事業 者か ら委 託を 受け た者 は︑ 収集 ︑運搬 及び 再資
源 化に 際して ︑適 切な 個人情 報保 護対策 を講 ずる ことが 必要 である ︒

なお ︑ パー ソナ ルコ ンピ ュー タに つい ては 資源 の有 効な 利用 の促進 に関 する 法律 ︵平 成三 年法

律第 四十 八号 ︶に 基づ く自 主回 収が ︑携 帯電 話端 末・ ＰＨ Ｓ端 末につ いて は携 帯電 話事 業者 等に

よ る自 主回 収が 行わ れて い るこ とから ︑こ れら の取 組も 併せ て消 費者 に周 知する こと で︑ 個人 情

報が 記録さ れて いる使 用済 小型 電子機 器等 の回収 を一 層促進 する こと も可能 であ る︒
有 害物質 等の 発生の 抑制 等に 関する 事項

使用 済 小型 電子 機器 等の 再資 源化 の過 程に おい ては ︑廃棄 物処 理法 ︑労 働安 全衛 生法 ︵昭 和四

十 七 年法 律第 五十 七号 ︶等 の関 係法 令を 遵守 し︑ 有害 物質 等の発 生の 抑制 を図 ると とも に︑ 周辺
環 境への 影響 を防止 しな ければ なら ない ︒
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