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本日の内容

1. 循環型社会形成に関して
・法体系
・推進基本計画
・経団連循環型社会形成自主行動計画
・日薬連循環型社会形成自主行動計画

2. 日薬連循環型社会形成自主行動計画
・フォローアップ調査結果（2018年度実績）
・プラスチック関連対策について
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循環型社会を形成していくために必
要な3R（リデュース・リユース・リサイ
クル）の取り組みを総合的に推進

循環型社会形成推進基本計画

環境基本計画

循環型社会形成に関連する法体系

資源有効利用促進法

循環型社会形成推進基本法

環境基本法

廃棄物処理法

容器包装リサイクル法

食品リサイクル法

建設リサイクル法

自動車リサイクル法

家電リサイクル法

小型家電リサイクル法

1994.8施行

2001.1施行
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循環型社会形成推進基本計画
第一次循環型社会形成推進基本計画（2003年3月14日閣議決定）
第二次循環型社会形成推進基本計画（2008年3月25日閣議決定）
第三次循環型社会形成推進基本計画（2013年5月31日閣議決定）
第四次循環型社会形成推進基本計画（2018年6月19日閣議決定）

http://www.env.go.jp/recycle/circul/keikaku.html

第四次循環型社会形成推進基本計画より抜粋5

http://www.env.go.jp/recycle/circul/keikaku.html
http://www.env.go.jp/recycle/recycle/circul/keikaku/pam4_J.pdf


産業廃棄物最終処分量の削減を中心とした3Rの推進

1997年：廃棄物対策に係る「環境自主行動計画」を策定（35業種の参加）
1999年：第一次目標「2010年度の産業廃棄物最終処分量を1990年度実績

の75％減」の設定
2007年：「環境自主行動計画〔循環型社会形成編〕」への改編

第二次目標「2010年度の産業廃棄物最終処分量を1990年度実績
の86％減」の設定
業種別独自目標の策定（最終処分量以外の目標を設定）

2010年：第三次目標「2015年度の産業廃棄物最終処分量を2000年度実績
の65％程度減」の設定

2016年：「循環型社会形成自主行動計画」を策定
第四次目標「低炭素社会の実現に配慮しつつ適切に処理した産業廃
棄物の最終処分量について、2020年度に2000年度実績比70％程
度削減を目指す。」の設定

経団連循環型社会形成自主行動計画
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経団連循環型社会形成自主行動計画
2016年度以降の計画

 2016年度以降も、循環型社会の形成を目指し、自主行動計画を継続
 名称を「循環型社会形成自主行動計画」に変更して継続

産業界全体の目標：産業廃棄物最終処分量の削減努力の継続
『低炭素社会の実現に配慮しつつ適切に処理した、産業廃棄物の最終処分量に
ついて、2020年度に2000年実績比70%程度削減を目指す』

個別業種ごとの目標：資源循環の質向上に向けた取り組み促進
 業界ごとの特性や事情等に応じた独自の数値目標の設定
 できる限り、資源循環の質の向上に向けた数値目標への移行
 数値目標の設定が難しい場合は、資源循環の質の向上に資する定性的な目

標の設定

業種別プラスチック関連目標（2018年度より追加【新規】）
 海洋プラスチック問題の解決やプラスチック資源循環の推進に貢献する目標の

設定
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経団連循環型社会形成自主行動計画

 2017年度産業廃棄物最終処分量実績(32業種の合計値)：約484万トン
⇒ 2000年度実績比約73.9%減

 41業種が業種ごとの特性・実情等に応じた独自目標を掲げて取り組みを実施
 20業種が43の「業種別プラスチック関連目標」を表明

2018年度FU調査結果(2017年度実績)

産業界全体の目標：産業廃棄物最終処分量の削減
第四次目標『低炭素社会の実現に配慮しつつ適切に処理した、産業廃棄物の最
終処分量について、2020年度に2000年実績比70%程度削減を目指す』

詳細:
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https://www.keidanren.or.jp/policy/2019/032.html
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日薬連の取り組み経緯
日薬連は、

1997年より経団連環境自主行動計画(循環型社会形成編)に参加
2015年度までは製薬協環境安全委員会が取りまとめを実施、2016年度からは、
日薬連環境委員会に設置したWG（循環型社会形成自主行動計画WG）が主
体となって対応
直近では第4期自主行動計画（2011年度からは2015年度）を達成
2016年度からは2020年度を目標年度とした第5期自主行動計画を実行中

日薬連循環型社会形成自主行動計画の目標策定
循環型社会形成自主行動計画の進捗把握・推進を目的に、例年、
 日薬連傘下4団体（製薬協、GE薬協、OTC薬協、日漢協）の会員企業

を対象に廃棄物の発生・処理状況等の調査を実施
 調査結果をもとにフォローアップ報告書を作成し、経団連に提出
 調査結果を報告書として取りまとめ会員企業に配信・共有

経団連循環型社会形成自主行動計画への対応
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日薬連循環型社会形成自主行動計画

2020年度の廃棄物発生量原単位を2000年度を基準に50%程度改善する
2020年度の廃棄物再資源化率を55%以上にする

数値目標（統一目標）

加盟企業の資源循環の質を高める3R取り組み状況を定期的に把握し、事例など
の情報共有化を通じて各社の更なる取り組み推進を図る

定性目標

2016年度以降の自主行動計画

【産業界全体の目標】低炭素社会の実現に配慮しつつ適切に処理した産業廃棄
物の最終処分量について、2020年度に2000年実績比70％程度削減する

数値目標（独自目標）
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2.日薬連循環型社会形成自主行動計画
・フォローアップ調査結果（2018年度実績）
・プラスチック関連対策について
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FU調査：回答提出状況

製薬協 GE薬協 OTC薬協 日漢協
2019年度調査 51/72** 30/32 6/6 6/6****
2018年度調査 59/70* 32/35*** 6/6 6/6****
2017年度調査 60/72* 32/34*** 6/6 6/6****

91社/112社
カバー率：82.6%（前年度カバー率：92.2%）
カバー率算定根拠：日本における医薬品売上高（政府統計の総合窓口『用途別医薬品売上高
の状況』（2017 年度実績））に対する調査回答企業の医薬品売上高の占める割合より算出
〔2019年3月29日更新データ〕

*： うち3社は日化協報告
**： うち2社は日化協報告
***： うち1社は製薬協にも報告
****： うち2社は製薬協にも報告
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最終処分量

【結果】2018年度最終処分量5.5千トン ⇒ 目標達成
（前年度比15.5％減、2000年度比81.4％減）

【産業廃棄物最終処分量削減目標】2020年度において、2000年度比70％程
度削減する(8.8千トン以下に削減)

2016年度以降の自主行動計画：数値目標（統一目標）
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最終処分量:廃棄物種類ごとの内訳

上位3品目で全体の74％
昨年より汚泥と廃プラスチックの割合が逆転
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最終処分率

【結果】2.5% ⇒ 前年度比0.5ポイント改善
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【結果】214.6千トン ⇒前年度比1.1%増、2000年度比43.2%減
廃棄物発生量は横ばい状態

廃棄物発生量
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廃棄物発生量:廃棄物種類ごとの内訳

上位5品目で全体の81％
（発生割合は昨年とほぼ同じ）
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2020年度の廃棄物発生量原単位を2000年度を基準に50%程度改善する

【結果】発生量原単位1.9トン/億円：2000年度比55.8%減
⇒ 目標達成

2016年度以降の自主行動計画：数値目標（独自目標）

廃棄物発生量原単位

発生量原単位は2013年度より、ほぼ横ばい18



2020年度の廃棄物再資源化率を55%以上にする
2016年度以降の自主行動計画：数値目標（独自目標）

【結果】再資源化率 64.2% ⇒ 目標達成
（前年度比4.1pt増、2000年度比230％）

再資源化量・再資源化率
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処理フロー

（単位：千トン）

34.2% 0.7%

65.1%
直接再資源化量 処理量 減量化量 処理後残渣量 直接最終処分量

72.5 自社処理 8.7 8.1 0.5 1.5
委託処理 129.5 63.1 66.4

合計 138.2 71.2 66.9

再資源化量
63.0 29.7%

1.9%
自社内再利用 0.2 最終処分量

有価物 49.7 4.0
無償譲渡 4.3

有償資源化 81.5 総最終処分量
合計 135.7 5.5

63.9% 2.6%

発生量
212.2

総再資源化量
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廃棄物の発生抑制（リデュース）の取り組み 再利用（リユース）の取り組み

循環型社会形成に向けた取り組み実施状況調査結果
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廃棄物の再生利用（リサイクル）の取り組み その他資源循環の質を高めるための取り組み

循環型社会形成に向けた取り組み実施状況調査結果
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プラスチック関連対策について

近年、海洋プラスチック問題への関心が国際的に高まるなか、 政府は2019 年の
Ｇ20 大阪サミットにおいて、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚
染をゼロにまで削減することを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を共有。

【政府】

政府の検討に対応し、 「『プラスチック資源循環戦略』策定に関する意見」をとりまと
め、「プラスチック対策をより一層意識したかたちで、『経団連循環型社会形成自主
行動計画』の充実に向けた検討を行う」旨を表明。
プラスチッ ク関連対策に係る業種別取組目標（業種別プラスチック関連目標）
の設定要請。

【経団連】

2019年度に新たな目標を設定。（製薬協、GE薬協、OTC薬協、日漢協）
・目標年度：2030年度
・目 標：廃プラスチック再資源化率を65％以上とする。

【日薬連】
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2030年度廃プラスチック再資源化率設定
2030年度廃プラスチック再資源化率目標：65％（ペナルティーなし）

１．環境省のマイルストーン
製品容器包装の6割をリサイクル又はリユース

２．2018年度実績（日薬連）：58.73％
３．今後10年間の

廃プラスチック再資源化技術の向上、処理環境の改善を期待&ﾁｬﾚﾝｼﾞ（5％）

（60％）

日薬連 廃プラスチック再資源化率推移
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ご清聴ありがとうございました
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