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東京都議会で

リチウムイオン電池対策・太陽光発電パネルのリサイクルを質疑

６月の都議会定例会代表質問で公明党の谷村孝彦氏（当協会顧問）がリチウムイオ
ン電池について、９月の都議会定例会代表質問で自民党が太陽光発電とそのリサイク
ルについて、小池都知事に質問したのでその議事録を掲載する。

 協会　事務局

【令和４年６月７日】
 ○谷村孝彦君（公明党）
2 月 21 日に、新装となった町田市の廃

棄物処理施設において、リチウムイオン
電池が原因と思われる火災が発生し、臭
気を伴う煙が周辺に広がりました。

国の調査では、令和 2 年度にリチウム
イオン電池など二次電池の破損による収
集車両、ごみ処理施設の火災等は 9,732
件に上っております。

リチウムイオン電池は、家電量販店
等の窓口回収と、自治体の不燃物収集や
清掃事務所等での拠点回収などがあり、
JBRC という電池メーカー等が出資する組
合が引き取り、リサイクルしております。
しかし、JBRC は製品のままでは引き取ら
ず、自治体の拠点回収でも排出ルールが
守られないなど課題が顕在化しておりま
す。

都民に、リチウムイオン電池の危険性
と安全な廃棄の方法を十分周知するとと
もに、電池が内蔵された製品をそのまま回
収する仕組みを都が主導して構築すべき
であります。知事の見解を求めます。

 ○小池都知事
リチウムイオン電池の回収等について

のご質問でございます。
希少金属を含む製品等のリサイクル促

進は、資源の乏しい我が国におきまして極
めて重要です。現在、こうした取組を行う
市区町村の清掃リサイクルの現場におき
ましては、リチウムイオン電池やこれを内
蔵する製品の破損に起因する火災が多発
しており、その対策は急務でございます。
その要因としては、排出方法が分かりにく
いことや回収拠点が少ないことから、他の
ごみと一緒に廃棄されることなどがござい
ます。このため、今後、都は、市区町村と
連携をいたしまして、より身近な場所で電
池内蔵製品等を回収するなど、収集時な
どの安全性も確保できるルートを確立い
たします。あわせて、分別の重要性等の
周知徹底を図りながら、この拡大に取り組
んでまいります。

また、パラジウムなどを多く含みますパ
ソコン等のリサイクルを促すレアメタル緊
急回収プロジェクトにおきましても、電池
内蔵製品等の回収を進めます。

こうした、住民の利便性を高める取組
を展開し、より安全で持続可能な資源利
用を推進してまいります。

【令和 4 年９月 28 日】（速報版）
 ○三宅正彦君（自民党）
太陽光発電設備の設置義務化について

伺います。
都が実施したパブリックコメントでは、

東京都議会質疑

条例改正に賛成が全体の 56％を占めた一
方、反対が 41％に上ったことは無視でき
るものではありません。いまだ日当たりの
悪い住宅も全ての新築住宅に義務化され
る、この制度で再エネ賦課金が大幅に上
昇するといった誤解に基づく意見や、設置
後の維持管理に不安があるといった意見
が噴出しており、制度内容が都民に十分
に理解されているとはいい難い状況にあり
ます。

都は、こうした状況を真摯に受け止め、
都民が不安を抱くことのないよう、これま
で以上に適切な情報発信や丁寧な説明を
行っていくことが不可欠であると考えます
が、見解を伺います。

 ○環境局長
太陽光発電設備への理解促進について

でございますが、カーボンハーフの実現
に向け、新制度を実効性のあるものとする
ためには、制度に対する都民の正しい理
解と共感を得ることが重要でございます。
そこで、都は、都民目線の Q&A や新制度
を分かりやすく解説したリーフレットの作
成、新制度に関する電話窓口の臨時設置
等、様々な手段で情報発信を行ってまい
りました。今後は、太陽光発電設備の設
置からメンテナンスまでのライフサイクル
全般に対応するワンストップ窓口を設置
するほか、業界団体と連携したセミナー等
を実施してまいります。また、年代別など
ターゲットに応じて SNS 等多様な媒体を
活用し、きめ細かな情報発信を行ってま
いります。こうした取組によりまして、太
陽光発電設備の設置に向けた機運の醸成
を図り、円滑な制度導入に向けて万全を
期してまいります。

 ○三宅正彦君（自民党）
住宅用の太陽光パネルは、通常、屋根

の上に設置されており、高所かつ狭い場
所での撤去作業となることや、一件当たり
の排出量が少なく、収集運搬等が非効率
になることから、費用が割高でリサイクル
されないことも多いと聞いています。

都は、こうした課題を踏まえ、住宅用の
太陽光パネルが適切にリサイクルされる
仕組みを構築していくべきと考えますが、
見解を伺います。

 ○環境局長
住宅用太陽光パネルのリサイクルにつ

いてでございますが、2030 年半ばに見込
まれる大量廃棄に備え、都内約 7 割の住
宅用パネルを資源として循環利用させる
リサイクルの仕組みを早期に確立すること
が重要でございます。

首都圏では、事業用パネルのリサイク
ルは既に複数の施設で実施されておりま
して、住宅用パネルについても、こうした
施設等を活用していくことが有効でござ
います。

そこで、都は、住宅用パネルのリサイ
クルルートの確立に向け、建物解体、収
集運搬、リサイクル等の関係事業者で構
成する協議会を立ち上げました。今後は、
パネルの収集運搬を実際に行い、効率
的な運搬方法、素材別リサイクル等の検
証、取り外し作業マニュアルの策定などを
行ってまいります。

こうした取組と併せまして、都民への
分かりやすい情報発信を行い、太陽光パ
ネルの高度循環利用を進めてまいります。
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建設廃棄物委員会主催

令和４年度�建設廃棄物・四団体合同施設見学会・勉強会
【（一社）東京建設業協会・（一社）東京建物解体協会・（一社）東京都中小建設業協会】

�○ エム・エム・プラスチック㈱�富津プラスチック資源化工場を見学
�○ 太陽光パネルの３Ｒ推進・建設リサイクルの取組をテーマに勉強会を開催

東京都産業資源循環協会は、令和 4 年 10 月 13 日㈭に「建設廃棄物・四団体合同施
設見学会・勉強会」として、3 年ぶりに施設見学会を再開し完全実施した。午前にエム・
エム・プラスチック株式会社（千葉県富津市）を見学し、午後は、エッサム神田ホール
２号館（千代田区内神田）にて東京都環境局より講師を招き勉強会を開催した。参加者は、
当協会と（一社）東京建設業協会、（一社）東京建物解体協会、（一社）東京都中小建設
業協会の四団体の会員と事務局で施設見学会 26 名、勉強会 35 名で開催された。

 （事務局長　鈴木 眞吾）

◆ エム・エム・プラスチック㈱

エム・エム・プラスチック㈱ 富津プラ
スチック資源化工場は、（2006 年 4 月準
備会社設立）2009 年本社工場を富津市
に事業費 60 億円で建設稼働し、プラス
チック素材にリサイクルする工場として千
葉県で最大規模、全国でも有数の規模を

持つ施設である。家庭から排出されるプ
ラスチック製容器包装をリサイクルし、
高品質な物流パレット（MMP パレット）
を製造 ･ 販売している。MMP パレットは
独自のサンドイッチ成形技術により製造さ
れ、従来のパレットと同等の強度を保ち、
資源を有効活用し、CO2 排出量及びコス
トの削減を実現している。

集合写真

まず、富津プラスチック資源化工場に
ついて、森村 努 代表取締役社長（株式会
社 市川環境ホールディングス 執行役員）
よりご挨拶があり、会社説明及び工場沿
革について概要説明があった。本工場は、
房総半島の西、アクアラインを使えば都
心から 1 時間ほどの東京湾に面した千葉
県富津市に立地し、敷地面積 54,947.75
㎡、東京ドーム 1 個分相当あり、工場の
建屋屋上および構内遊休土地に太陽光発
電パネルを設置している。当社は、容器
包装リサイクル事業をメインとし、原料の
ペレットから最終製品であるパレットまで
製造販売している工場である。一般的な
木製の代替であるワンウエイパレットが主
流であるが、当工場では、サンドイッチ成
形技術（特許取得）により繰り返し何度
でも使用し長期保管ができるので自動倉
庫等に活用される。サンドイッチ成形パ
レットとは、中に挟み込むコア層に品質の
不安定なリサイクル材（容器リサイクル
プラスチックなどの再生材）を入れ、スキ
ン層に安定したリサイクル材（バージン樹
脂同等品質の産業廃棄物系プラスチック）
で周囲を覆い、包み込むことで従来のバー
ジンパレットと同等の強度・品質を持ち、
容リプラ再生材の特有な臭気を封じ込め、
顧客のニーズに合わせて着色ができる点
を特徴としている。容器包装のビジネス
としては、施設能力 27,000 ｔに対し年間
16,000 ｔのプラごみを受入れ目標として
安定的に操業している。

環境省では、プラスチック資源循環戦
略を進め、2022 年 4 月からはプラ新法が
施行され東京都でもプラスチックのリサイ
クルについて強烈なメッセージを発信し
ている関係で多くの自治体からの問い合わ
せを受けている。そんな中、現状ではこ

れ以上の余力はなく、将来的にはもう1 つ
容器包装ラインを増設する考えを持って
いる。

工場設備や事業全体の流れについては、
DVD の視聴から以下のとおり説明があっ
た。
１．選別ライン能力：3.73t/h
⑴ 赤外線選別機（マルチソーター）はプ

ラスチックを PE,PP,PS,PVC などの素
材ごとに選別する装置で、5 台の赤外
線選別装置を設置し、精度の高い単
一素材選別を行う。

⑵ 浮遊選別機
水（比重 1.0）に浮遊させ、プラ

スチックごとの比重の違いを利用し
て素材を選別する装置で、浮いた PP

（0. 91）や PE（0.92 ～ 0.97）の素
材がマテリアルリサイクルされる。

⑶ 比重選別機
浮遊選別機と同様に水を用いてプ

ラスチックごとの比重の違いを利用
した選別を行う装置で、浮遊選別機
よりも高い精度の選別を行う。

２．破砕機能力
乾式破砕機 1 基（2.75t/h）、湿式洗浄

破砕機２基（1.00t/h、1.20t/h）
３．造粒機能力

単軸押出機 1 基（0.85t/h）、リングダ
イ式造粒機 1 基（1.41t/h）、2 段式単軸押

［建設廃棄物委員会］  
  四団体合同施設見学会・勉強会

エム・エム・プラスチック社の会議室にて
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出機 1 基（1.10t/h）これらの機器で原料
製造を行う。
4. 成形機能力

型締め圧：２基 1600t（射出成形機）
プラスチックパレット製造設備：サン

ドイッチ成形装置は、コア層をスキン層
で挟み込むサンドイッチ成形技術のうち
MMP 技術（※）により、容器包装リサイ
クル原料から作られた再生材のような強
度の弱い再生材をコア層、品質の安定し
た再生材をスキン層の原料に使用してパ
レットを製造する装置である。バージンプ
ラスチック材料 100% のパレットと同等の
品質・強度を確保することが可能である。

※ Master Mold Plate 技術の略。本技術では、多

点ゲート方式ではなく1 点ゲート方式を採用す

ることで、より安定した品質を確保できる。

５．選別ラインの流れ
⑴ 選別工程は、プラスチック（PE,PP,PS）

をマルチソーター（５台）で単一素材
ごとに高精度選別する。

⑵ 選別工程後の破砕・造粒工程では、
乾式破砕機、浮遊選別機、洗浄脱水機、
乾燥機、造粒機を経てペレットや減容
品とする。

６．成形ラインの流れ
破砕・造粒工程後は、コア材（容リプ

ラ再生材）、スキン材（安定品質の再生材）
として投入、成形ラインへ流れ射出成形
機、溶着機、グロメット圧入機、ロゴ印刷
機を経てパレットとして再生され、品質試
験を行い外部販売される。
７．使用するだけでエコロジー＆エコノミー

MMP パレットは、容器包装プラスチッ
クを主原料にすることで、業界トップクラ
スの低コスト・高品質・高耐久の環境に
優しいパレットを実現している。

◆ 四団体合同勉強会

午前中に施設見学の
行程を終え、午後から
はエッサム神田ホール 2
号館（千代田区内神田）
に移動し、15 時より四
団体合同勉強会を開催
した。当協会建設廃棄

物委員会の高橋委員長より、本日は、四
団体合同で３年ぶりの施設見学会を無事
に終えることができた。今後も、四団体で
さらに交流を深めていきたい。これより開
催する勉強会では、東京都から講師を招
き２テーマご講演いただく、また、「産廃
業界ＤＸ東京モデル」を進めるにあたり、
関係団体や東京都とも連携・協力が必要
となるため本日の講演でご説明させてい
ただきたいと挨拶した。

本日の最初の講演は東京都環境局資源
循環推進部計画課課長代理（資源ロス担
当）岩崎貴信氏より、「太陽光発電設備の
３Ｒ推進について」ご講演いただいた。

（住宅用）太陽光発電設備の３Ｒ推進に
ついて

●「CO2 実質排出ゼロ」に向けて
・気候変動と資源利用

2015 年パリ協定：気温上昇を 2℃より
十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする。

しかし、現在に至るまで
温室効果ガス排出量は
増え続け地球の平均気
温は既に 1.1℃上昇、異
常気象の頻発している
状況である。また、国連
専門機関の世界気象機岩崎氏

高橋委員長

関（ＷＭＯ）は、地球の平均気温が 2022
年－ 2026 年までの間で一時的にも産業
革命前より1.5℃上昇してしまう可能性は
50% あると警鐘を鳴らしている。

IPCC の 1.5℃特別報告書によると、世
界の平均気温の上昇を工業化以前と比
較して「プラス 1.5℃」にとどめるには、
2030 年 の CO2 排 出 量 を 2010 年 比 で
45％程度削減、2050 年前後に実質ゼロ
とする必要がある。これには、非常に急速
で広範囲に及ぶ前例のない変革が必要と
なる。このような世界的な流れがあり、東
京都においても 2050 年に CO2 実質排出
ゼロに貢献する「ゼロエミッション東京」
を実現することを宣言している。そのため
には、2030 年までに 50% 削減する「カー
ボンハーフ」を表明し取組を進めている。

東京の CO2 排出量を分析すると都内の
CO2 排出量の部門別構成比は、運輸部門
や産業部門の割合より業務部門 41.2%、
家庭部門 32.3% であり、都内 CO2 排出量
の 7 割超が建物由来である。そのため東
京都では、新築住宅への導入設置義務化
を始めたところである。
● 新築住宅への導入設置義務化

新たな取組を都民に向けアナウンスし
た中でたくさんの不安を抱く意見を頂いて
おり、反対意見の中でどのような意見があ
るか紹介された。

＊ 東京都ホームページ：太陽光発電設置「解体

新書」・Q ＆ A｜東京都環境局 （tokyo.lg.jp）

都は、解体業者、収集運搬業者、リサ
イクル業者、メーカー、メンテナンス業者
等で構成する協議会を本年 9 月に立ち上
げ、既存の事業用ルートを活用することで、
住宅用太陽光発電設備のリサイクルルー
トの確立に取り組んでいる。

● リサイクルの実施
〇  太陽光発電設備高度循環利用推進

協議会：立ち上げの経緯
■ 背景・現状

2012 年の固定価格買取制度開始以
降、パネル設置が急速に拡大したところ
であるが、事業用太陽光パネルは、既に
廃棄実績があり、リユース・リサイクル
ルートが存在している。ただ、パネル寿
命は 20 ～ 30 年とされており、現在は、
住宅用太陽光パネルの廃棄の実績はほと
んど無い状況である。しかし、設置済の
太陽光パネルは約 608 千 kW（2019 年
度段階）あり、2030 年代半ば以降に大
量廃棄を迎えるため、しっかりと準備し
ていくことが必要である。これまでも東
京都では、太陽光パネルのリサイクルに
ついて、有識者や専門家で検討され共同
研究などもされてきた中で課題やそれに
対する検討もされてきたので、それらを
関係業界の皆様と実証していくため立ち
上げたのが今回の協議会である。
〇 今年度協議会で実施する事項
1 リサイクルの実施：住宅用太陽光パ

ネルの撤去案件を掘り起こし、実際
にリサイクルを行い、課題やノウハ
ウを蓄積していく。

2 マニュアルの作成・周知：解体業者
等や収集運搬業者向けに、住宅用太
陽光パネルのリユース・リサイクル
に必要となる作業について分かりや
すく伝えるマニュアルを作成し、協
議会メンバーを通じて関係者への周
知を図る。

3 情報提供・周知等：住宅用太陽光パ
ネルを廃棄する際に、リユース・リ
サイクルを行うことを促すための普
及啓発用リーフレットを作成して周

［建設廃棄物委員会］  
  四団体合同施設見学会・勉強会

［建設廃棄物委員会］  
  四団体合同施設見学会・勉強会
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知することや、住民向け相談窓口の
立ち上げを検討する。

おわりに、「2050 年 CO2 実質排出ゼロ」
を実現するためには、再生可能エネルギー
の普及拡大が不可欠である。大量に導入
される太陽光パネルの高度循環利用を進
めていくことが重要である。今後、廃棄
される太陽光パネルについては、確実に
リサイクルルートに乗ることができるよう
に都民への周知や関係する皆様と協力し
ながら取り組んでいきたいと講演を締めく
くった。

次に、産業廃棄物対策課課長代理（指
導担当）須田邦義氏を講師に招き、「建設
リサイクルの取組について」ご紹介いた
だいた。

建設リサイクルの取組について 

● 建設リサイクル法について
最初に、経済産業省循環経済ビジョン

2020 より、建設リサイクル法の位置づけ
と関連法についてご説明いただいた。
● 建設リサイクル法の仕組み

続いて、環境省「建設リサイクル制度
の施行状況の評価・検討に関する資料」
から建設リサイクル法の仕組みや建設廃
棄物に係る処理責任について解説いただ
いた。また、都の計画や指針等については、

「東京都建設リサイクル推進計画（R4 年
4 月）」から「東京都建
設リサイクルガイドライ
ン」の中の東京都環境物
品等調達方針や東京都
建設泥土リサイクル指針
等に至る体系を解説いた
だき、都の建設リサイク

ル推進組織の建設資源循環への取組状況
や個別計画の方針を説明いただいた。そ
の中には、公共工事における再生砕石の
利用促進や再生骨材コンクリートについ
ても設計段階から使用を検討し用途に対
応した再生骨材コンクリートを使用すると
ともにガイドラインに基づき利用促進する
ことが盛り込まれ建設工事での有効利用
を引き続き促進していくこととしている。

最後に、排出指導の取組について再資
源等の推進として、建設リサイクル法の
仕組みと都における事務分担や立入検査
の実績、再資源等の推進についての取組
実績をご説明いただいた。また、東京都
環境局ホームページ掲載の建設工事・解
体工事に伴い発生する産業廃棄物の適正
処理に必要な知識をまとめたリーフレット

（※）を紹介された。
※ 東京都環境局ホームページ：kensetsuR4.pdf 

（tokyo.lg.jp）

今後も引き続き建設リサイクルに係る
取組を継続してまいりたいと講演を締めく
くった。

第２部には、当協会建設廃棄物委員会
建設混合廃棄物分科会でシステム構築Ｗ
Ｇリーダーの谷口敏幸氏から、ＤＸ推進「東
京モデル」の概要と今後の展開について
講演いただいた。

産業廃棄物業界のＤＸ推進【東京モデル】
について

はじめに、東京モデル構築にあたる推
進体制を紹介し、ＤＸ推進に向けた取組
目標としては、現場の事務作業をアナロ
グからデジタルへ変革していくことを目的
として実施することとしている。各社で同
一品目でありながら違う品目名称で取り扱須田氏

うため人手が掛かり非効
率な作業となっている品
目名称を統一し、すべて
の一連の業務をデジタ
ル化し効率化を目指して
いく。ＤＸ化への取組は、
契約事務を始め、現場

搬出から処理工程を経て請求に至るまで
をデジタル化したシステムを構築し生産
性を上げていく。すべてタッチパネルで入
力できるプロトタイプが来年 1 月に完成予
定であり、さらに実際操作する従業員の
意見を反映し開発を進めていく。もっと魅
力ある職場にして若い人にも来てもらえる
業界に転換していかなければならないと
の思いで取り組んでいるのが事業系事務
の合理化である。

システム構築の課題にあたっては、関
係する公益団体や建設業界、一都三県の
処理業界にもご相談し検討を進めている
ところである。最後に、産廃業界のＤＸ推
進には、山あり谷ありで高い壁も乗り越え

ていかなければならない。まずは、「東京
モデル」構築を目標に皆様のご指導と知
恵を頂きながら精進して参りたいと講演
を終えた。

最後に、当協会の木
村専務理事より、各テー
マの講評をいただいた。
今後も四団体が団結し
て、四輪駆動で建設廃
棄物の３Ｒに努めていき
たいと挨拶され合同勉
強会を閉会した。

本日の施設見学会・勉強会をすべて終
え、3 年ぶりに四団体で懇親会が開催され
た。東京建設業協会の大竹利幸環境部会
長から開会のご挨拶を頂き、開催された
懇親会は、四団体の参加者が賑やかな雰
囲気の中、参加者同士の交流を深め、東
京都中小建設業協会の朝倉副会長の中締
めをもって盛況のうちに閉会した。

谷口氏

株式会社�中特ホールディングス
代表取締役　橋本 � 福美

賛助会員 グループ会社（廃棄物処理業）の経営・管理

〒 745-0801	 山口県周南市大字久米３０３４－１
☎		０８３４（２５）０６０６

木村専務理事

［建設廃棄物委員会］  
  四団体合同施設見学会・勉強会

［建設廃棄物委員会］  
  四団体合同施設見学会・勉強会
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令和４年１０月３日（月）、東京都庁第一本庁舎５階の大会議場において、

令和４年度東京都功労者表彰式が執り行われ、当協会の鈴木宏和会長は、永年

にわたる数々の功績により「東京都功労者表彰（環境功労）」を受賞されました。

令和４年度　東京都功労者表彰
当協会 鈴木会長が受賞

■ 環境功労
（廃棄物の発生抑制や資源リサイクルの推進、廃棄物の適正処理等に貢献し、

その功績が特に顕著な者。関係団体の役員として在職することで、関係企業
の育成及び産業の振興に努め、顕著な業績を残した者。）

 鈴木 宏和 一般社団法人 東京都産業資源循環協会　会長

【あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に終止符を打つ】
□ 1.1 2030 年までに、現在１日 1.25 ドル未満で生活する人々と定義されている極度の貧困を

あらゆる場所で終わらせる。
□ 1.2 2030 年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、全ての年齢の男性、

女性、子供の割合を半減させる。
□ 1.3 各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、2030 年まで

に貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。
□ 1.4 2030 年までに、貧困層及び脆弱層をはじめ、全ての男性及び女性が、基礎的サービス

へのアクセス、土地及びその他の形態の財産に対する所有権と管理権限、相続財産、
天然資源、適切な新技術、マイクロファイナンスを含む金融サービスに加え、経済的
資源についても平等な権利を持つことができるように確保する。

□ 1.5 2030 年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性（レジリエンス）を構築し、
気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的ショックや災害に
対する暴露や脆弱性を軽減する。

□ 1.a あらゆる次元での貧困を終わらせるための計画や政策を実施するべく、後発開発途上
国をはじめとする開発途上国に対して適切かつ予測可能な手段を講じるため、開発協
力の強化などを通じて、さまざまな供給源からの相当量の資源の動員を確保する。

□ 1.b 貧困撲滅のための行動への投資拡大を支援するため、国、地域及び国際レベルで、貧
困層やジェンダーに配慮した開発戦略に基づいた適正な政策的枠組みを構築する。

SDGs と言われても一体なにをしたらいいのだという声を聞く。そこで、広報委員
会では、毎月、SDGs の目標を一つずつ取り上げ意見交換することとした。17 回連載
予定である。

目標 1� 貧困

• 日本や先進国、開発途上国とでは、それぞれ貧困の水準が大きく違う。
• 都内の最低賃金は 2022 年 10 月から時給 1,072 円 (7.3 ドル )。でも生活は厳し

いなあ。
• シングルマザー、シングルファザー、身障者、老後に不安のある高齢者、就業機

会を求めている外国人など、貧困層になりかねない人々の雇用を進めていこう。
• 非正規雇用を正規雇用に代えていこう。
• お近くのこども食堂を支援しよう。フードバンク、フードドライブへ食材の提供

を進めよう。
• 交通遺児の支援団体や国際的 NGO などへの募金に協力しよう。
• 開発途上国の学校に、日本の机やいすを修繕して送っている自治体に協力しよう。
• 都市鉱山を活用すれば、開発途上国における搾取による天然資源開発を減らすこ

とができる。
• 企業の利益を高めて納税額を増やすことにより、日本国の財政を豊かにして、国

が社会保障の充実や国際支援をできるようにしよう。

SDGs への取組
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PFOS 及び PFOA 含有廃棄物の処理に関する
技術的留意事項が策定された

最近、日本国内の米軍基地周辺の河川などで有機フッ素化合物 PFOS が高濃度で検
出され、河川→浄水場→飲料→健康影響が懸念されている。また、当協会機関誌第
３８４号（令和４年９月１日発行）の 22 ページでは、PFOA を題材にした映画を紹
介した。

これら PFOS 及び PFOA の処理に関する技術的留意事項を、令和４年９月に環境省
が策定したので、ここにその概要を記述する。この概要の作成に当たっては、技術的
留意事項の一部の記載内容についての環境省への確認を含め、（公社）全国産業資源
循環連合会の日浦氏の協力をいただきました。

 専務理事　木村 尊彦

PFOS 及び PFOA 含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項　

 令和４年９月
 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

１　背景と目的
POPs 条約（2001 年採択）は、残留性有機汚染物質（POPs）の製造・使用の原則

禁止（特定の目的・用途は禁止の除外）、適正な管理、廃棄物の適正な処分等を規定
している。ペルフルオロ（オクタン－１－スルホン酸）（PFOS）とその塩、ペルフル
オロオクタン酸（PFOA）とその塩及び関連物質は、この条約の対象になっている。
条約の附属書の記載では、主な用途は次のとおりである。

PFOS とその塩は、撥水撥油剤、界面活性剤。
PFOA とその塩及び関連物質は、フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤等。
我が国の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化学物質審査規制法）で

は、PFOS 又はその塩と、PFOA 又はその塩を第一種特定化学物質に指定し、製造及
び輸入の許可制、使用の制限等の措置を講じている。当該物質の使用製品を業として
取り扱う場合には技術上の基準に従わなければならず、譲渡、提供する場合は告示で
定める表示義務が課されている。（PFOA 関連物質は 9 月現在、今後第一種特定化学
物質に指定される見込みである）。

条約では、これらの物質を含む製品及び物品の廃棄に当たり、POPs の特性を示さ
なくなるように破壊又は不可逆的に変換されるような方法で処分されることを規定し
ている。

本技術的留意事項は、PFOS 含有廃棄物及び PFOA 含有廃棄物を適正に処理するた
めに必要な保管、処理委託、収集運搬及び分解処理に関する手法に関する技術的な留
意事項を記述するものである。脱水等の分解を行わない性状で埋立処分されることは、
POPs 条約に照らして不適切である。

２　対象
PFOS 等及び PFOA 等を含有する泡消火薬剤や原体、洗浄・清拭等を行わなかった

容器等、洗浄・清拭等を行った際に排出される洗浄水や拭き取った布等。
製造、使用、廃棄等の段階から排出される廃液、残さ、汚泥等。
フッ素化合物等の製造工程で、副生成する物質。
化学物質審査規制法の表示義務が課せられる（消火器、消火器用消火薬剤及び泡

消火薬剤を譲渡、提供するときは、設備・機器所有者、点検業者、解体業者、消防機
関等は、容器、包装、送り状に環境汚染を防止するための措置等に関する事項を表示
しなければならない。）が、表示がない場合においても、使用のおそれがある廃製品
であれば製造元等に含有の有無を確認する必要がある。

３．１　保管
掲示板に、PFOS 含有廃棄物又は PFOA 含有廃棄物の保管場所である旨を表示する。
他の物が混入するおそれがないように仕切りを設ける。
定期的に保管状況の目視による監視を行う。
屋内に保管し、床面をコンクリート又は合成樹脂被覆とする。等

３．２　保管容器
次の要件を満たす保管容器を用いる。密閉できる。収納しやすい。損傷しにくい。
保管容器には、PFOS 含有廃棄物又は PFOA 含有廃棄物である旨を表示する。等

４　委託処理
収集運搬又は処分を委託する場合は、PFOS 含有廃棄物又は PFOA 含有廃棄物の取

り扱いに関して十分な知識及び技術を有する者であることを確認する。
排出事業者はあらかじめ処理業者に以下を通知する。PFOS 含有廃棄物又は PFOA

含有廃棄物であること、数量、種類・性状、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項。
製品安全データシート（SDS）を把握したうえで、WDS ガイドラインを使用して

処理業者に知らせる。等

５　収集運搬
可能な限り分別して保管（運搬）容器への収納作業を行う。
積込み及び積卸しに当たっては、運搬容器を損傷しないように注意深く荷役を行

う。
内容物の漏洩及び容器の損傷等の有無を目視により確認する。等

６．１　分解処理方法
確認試験を事前に実施し、分解効率 99.999％以上であること（99.9999％が望ま

しい。）、管理目標値（排ガス、廃水（洗煙排水等の水処理設備への導入前の発生水）、
残さ中の PFOS 等及び PFOA 等の濃度、排ガス中のフッ化水素濃度）を達成している

PFOS・PFOA 含有廃棄物の処理 
に関する技術的留意事項
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ことを確認する。これらのデータは 3 年間保存する。
焼却処理（PFOS 含有廃棄物は約 850℃、PFOA 含有廃棄物は約 1,000℃（約 1,100℃

を推奨）が該当する。
大気への放出や公共用水域等への排出に関しては、別途それらの基準を遵守する。

６．２　分解処理時の遵守事項
囲い、仕切り、流出防止堤等の措置を講ずるとともに、定期的にその管理状況の

目視による監視を行う。
PFOS 等及び PFOA 等の熱分解により強い腐食性を有するフッ化水素が副生成する

から、時間当たり投入量の設定に際しては、留意が必要である。

６．３　処理施設の構造
外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に PFOS 含有廃棄物又は PFOA 含有廃棄

物を燃焼室に投入することができる供給装置が設けられていること。
PFOS 含有廃棄物は約 850℃、PFOA 含有廃棄物は約 1,000℃（約 1,100℃を推奨）

の状態で焼却することができるものであること。燃焼ガスが 2 秒以上滞留できるも
のであること。

床又は地盤面は、PFOS 含有廃棄物又は PFOA 含有廃棄物が浸透しない材料で築造
され、又は被覆されていること。

環境省の燃焼実験で使用した焼却施設は、PFOS 含有廃棄物ではロータリーキルン
炉、ロータリーキルンストーカ炉、PFOA 含有廃棄物ではロータリーキルン炉であっ
た。

フッ化水素を含む排ガスについては、アンモニア水や消石灰等の噴霧などにより
中和処理を行うことができる湿式スクラバー等の排ガス処理設備が必要である。廃水
が生じる場合も、アルカリ中和等で処理できる排水処理設備を有することが必要であ
る。等

６．４　処理施設の維持管理
PFOS 含有廃棄物又は PFOA 含有廃棄物の混焼率が高いほど排ガス、廃水及び残さ

中の PFOS 等及び PFOA 等の濃度は高くなる。混焼率３％（重量ベース）程度が上限
の目安となる。

施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、3 年間保存する。
等

７　その他
廃棄物処理法第 15 条許可対象施設で分解処理を行うことが望ましい。そうでない

場合は、許可対象施設と同等の能力があることを確認する。

PFOS・PFOA 含有廃棄物の処理 
に関する技術的留意事項

故高橋俊美氏は、平成 16年、東京産業廃棄物協会（当時）の理事に選任され、
6年後の平成 22年から令和 2年まで 10年間に渡り、当協会の会長の任に当た
られました。
協会会長を退かれた後は、自らが創業した高俊興業株式会社の経営に専念され

ておられましたが、本年 9月 14日、72年の生涯を閉じられました。
会長に在任中の事ですが、協会を取り巻く環境は順風満帆とは言えず、財政基

盤も放置しておけば、崩壊する兆しがみられました。
そうした状況にあって、収支を改善すべく、理事会、各部会、各委員会に積極

的に関与され、それぞれの問題について関係者と協議し、改善点を見出し、策を
施されました。当然ですが、それらの実現には旧習を打破する必要もありました。
実現のため、関係者との調整を自らなさり、協会の総意を取り付け、見事に解決
して頂きました。
また在任中には、日本列島は大きな自然災害に見舞われました。発生した膨大

な災害廃棄物は、一義的には一廃であり、この処理には廃掃法の壁も存在してい
ました。こうした諸問題を解決するには官民あげての協力が必要でした。その中
で中心的な役割を協会が担えたことは、協会の大きな社会貢献でもありました。
54年前、青森県五所川原の高校を終え、それこそ裸一貫で事業を起こし、度

重なる苦難をも乗り越え、ご自身の産廃事業を発展させるとともに、業界が発展
しなければ、自身の事業の発展もないという強い信念のもと奮闘されてきた姿が
偲ばれます。
ご冥福をお祈り申し上げます。

故 高橋 前会長を悼む
 一般社団法人 東京都産業資源循環協会
 会長　鈴木 宏和
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「マネジメントゲーム研修」開催
青年部（矢部 部長）は、令和 4 年 10

月 5 日㈬ 9 時よりエッサム神田ホール
1 号館（千代田区神田鍛冶町）において、
GOLGO 社労士事務所 木村正士氏を講師
に招き「マネジメントゲーム研修」を開
催しました。

マネジメントゲーム（MG）とは、昭
和 51 年に西順一郎氏がソニー CDI で開
発した経営教育ツールです。

この研修では、ひとりひとりが社長
になって会社を経営するゲームを行い、
1 期ごとに本格的な決算から経営戦略立
案、次の期の経営戦略などを計画し実行
するという流れとなり、短時間で 1 年
間の経営を体験し、経営の感覚を身に付
け、経営の理論を学びます。

ゲーム内では、原材料の購入、機械
設備の導入、人材の雇入れ、教育、研究
開発、広告宣伝、製造、市場での販売（入
札による自由競争制！）といった意思決
定をプレイヤー自身が選択し、実行しま
す。ゲーム内での意思決定の結果はその
まま会社の業績となって自分に返ってく
るため、みんなが必死に儲けようと知恵
を絞って市場が形成されます。

各自が実際の意思決定を経て、その
結果を受け止め、自発的に次はどうした
ら儲けられるかを考える中で経営に関わ
る様々な要素を学ぶことができます。

本来は 2 日間の研修となり、5 期の経
営を体験するのですが、今回は 1 日で 3
期の経営を体験しました。研修時間も長
くなりかなり皆さまお疲れのようでした
が、1 日の研修でも十分効果のある研修

となりました。
5 人 1 組でグループとなり、順番に

カードを引いて指定された項目の中から
何を行うか選択し意思決定を行います。
初めは慣れることに必死となり、ゲーム
を進めることで精一杯でしたが 2 期目
からは戦略的に販売や生産を強化するな
ど、各自が戦略を立て実践しておりまし
た。各テーブルが市場となり、それぞれ
のテーブルの特徴が表れるところもこの
ゲームの魅力でもあります。1 期終了ご
とに決算を行いますが、集計もかなり大
変で数字が合わず苦戦しましたが、最後
は経常利益として結果が表れるので、満
足した結果を得られる方もいれば、残念
と肩を落とされる方もおられました。

研修会場（上）と会社経営ゲームの様子

女性部（野村 部長）は、令和 4 年 9
月 29 日㈭ 14 時よりエッサム神田ホー
ル１号館２階多目的会議室（千代田区鍛
冶町）において、 参加 21 名にて臨時総
会を開催しました。

第１号議案　女性部規約変更について
「第４条　資格」について
「第５条　役員」について
「第６条　選任方法」について
議長（野村部長）より、本日の出席者、

委任状の合計が女性部員の過半数（会員
総数 36 名 / 出席者数 21 名）であるこ
とが報告され、本総会の成立を宣言しま
した。議案説明、質疑応答が行われ、議
案に反対の提案等が行われなかったため
採決を行ったところ、全員一致で可決し、
議長が閉会宣言を行い臨時総会は終了し
ました。

その後全体会が開かれ、10 月の施設
見学会及び今年度の今後の活動について

話し合いが行われました。
 10 月 東港金属株式会社　千葉工場と

ReSACOリサイクルセンターの見学
 11 月 関東地域協議会 女性部会
 12 月 協会理事による講演・全体会
 2 月 芝田弁護士による勉強会「パワ

ハラ・セクハラについて」
 4 月 未定（体験学習または施設見学）

を予定しています。
4 月の勉強会は、女性部以外の会員企

業の皆様に広く参加していただけました
ら嬉しく思います。

 （株式会社 ハチオウ）

女性部 臨時総会 報告

臨時総会の様子

研修を通じて、意思決定の重要性を
改めて感じ、日々時間が過ぎていく中で、
判断がいかに重要かを感じました。また、
ルールを理解することやゲームの中で解
らない事も多々ありましたが、その際は
考えをもってすぐに講師に聞くことも重
要だと認識できました。

グループでのコミュニケーションも
図れ、また様々な考え方も学ぶことがで
き大盛況で終えることができました。

表彰では計算力部門で 1 位岩瀬、2 位
佐治、3 位吉村、4 位山本となり、自己
資本部門では 1 位吉村、2 位山本、3 位
村松、4 位佐々木となりました。

 （㈱ 浜田　吉村 洋一  記）
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理 事 会 ・ 委 員 会 報 告

法制度検討委員会（白井 委員長）

開催日時：  9 月9日㈫ 14 時～ 場所：  協会会議室 出席委員：  9 名
議題及び内容：  

①	積替え保管について
神奈川方式について、神奈川県・東京都からの聞き取りを行った結果の報告があった。
廃棄物処理法における、積替え保管業の新設についての要望案を全産連へ提出す

る運びとなった。要望最終案に関しては次回委員会にて諮ることとした。

②	新たな検討テーマについて
新たな検討テーマの決定は次回委員会へ持ち越しとなった。1 つのテーマについて、

年 3 回の委員会でまとめることとした。

次回開催日：  11月15日㈫ 14時～　協会会議室

第７８回 理事会

開催日時：  10 月11日㈫ 15 時 30 分～ 17 時 24 分 場所：  協会会議室
出席者：  理事 18 名　／　監事 2 名
議題：

１．決議事項
（１） 新入会員の承認
（２） 賀詞交歓会（令和５年１月２７日（金））の実施の可否

２．協議事項
（１） 地区別懇談会
（２） 東京都「産業廃棄物処理施設検討会（仮称）」について

３．報告事項
（１） ７，８，９月の月次会計報告及びマニフェスト販売状況
（２） ７～９月の事業報告について
（３） 産業廃棄物処理業者に対する行政処分
委員会・部会報告

次回開催日：  第７９回理事会　12月14日㈬ 医療廃棄物委員会（五十嵐 委員長）

開催日時：  10 月18日㈫ 15 時～ 場所：  協会会議室 出席委員：  11 名
議題及び内容

①	神奈川県・東京都協会医療廃棄物部会・委員会調査結果と緊急要望について
新型コロナウイルス第 7 波の感染拡大による業務への影響を受け、東京都と神奈川

の協会連名で、全国産業資源循環連合会に対し、環境省への要望を 8 月 31日付で
提出した。今後、連合会で内容を調整して環境省へ提出することになった。

②	一都二県医療廃棄物合同懇談会（東京・神奈川・静岡）の報告について
9 月15 日に神奈川県で開催された。新型コロナによる感染性廃棄物の増量、物価

の上昇、大規模災害時の協力体制などについて話し合った。今後、話し合った内容を
要望書にして、一都二県へ提出することとした。

③	医療廃棄物排出事業者向けセミナーについて
今年度は開催なし、来年度開催することになった。

次回開催日：  11月28日㈪ 15時～　協会会議室

建設汚泥・再生砕石分科会（細沼 リーダー）

開催日時：   10 月17日㈪ 14 時 30 分～ 場所：  協会会議室 出席委員：  5 名
議題及び内容：

●	（公財）産業廃棄物処理事業振興財団との意見交換会
建設汚泥と再生砕石の再生品認証事業について説明いただいたうえ、意見交換を

行った。本認証は、再生品の製造段階で有価物該当性が認証されることから、都内で
製造された再生品を都外で大量に利用されるようなケースでは有効になる。また、再生
品の利用先工事が決まっていなくても申請でき、その場合、申請後に当財団から発出さ
れる「申請受理書」をもって申請者が再生品を利用する施工会社や工事発注者へ営
業ができることから、再生品の利用促進に繋がるものと考えている。との説明があった。

メンバーからは需要があれば進んでいくので、公共工事の発注仕様に再生品を使う
よう盛り込んでいけたら広がっていくのでは、との意見があった。

次回開催日：  未定



20 第 39巻第 9号　通巻第 387 号 21とうきょうさんぱい　令和 4年 12月 1日号

重要

安全衛生ご担当者様へ

今年度も例年通り１１月に「安全衛生現状調査票」を全正会員様にお送りい
たしました。
まだご提出されていない会員様は是非ともご提出をお願いいたします。

提出締切　　１２月２１日（水）

東京都内の産業廃棄物処理業における労働災害件数（死亡・休業４日以上）は、
令和３年１月～１２月は１１６件で全国ワースト１でした。
東京都協会の令和４年度目標は、この件数を６７件まで削減することです。
目標にむかって全会員が力を合わせましょう。
そのための一つが、この「安全衛生活動現状調査票」の提出です。

『安全衛生規程の作成について』
これは令和４年度の【重点実施事項】となっております。
機関誌３８６号（令和４年１１月１日発行号）の P10 ～ 11 に全国産業資源循
環連合会の「安全衛生規程作成支援ツール」を使った簡単な作成方法のご案
内を掲載しています。
こちらを参照して安全衛生規程を作成願います。
そして、「安全衛生規程作成」の欄に○をつけてご提出くださいますようお願
いいたします。

安全衛生活動現状調査票
ご提出のお願い！

何処で 何をしている時 何がどうした 改善事項

１

粗大ごみ回収
先現場で

粗大ごみの積み
込みを2t 平ロ
ング車で行って
いる時、

パワーゲートを作業員が声
掛けをせずに操作してい
た為、別の作業員が気付
かず転倒してしまいそうに
なった。

必ず操作する場合は声掛
けの徹底を行う。

２

廃棄物収集
現場で

廃棄物をパッ
カー車にて回収
している時、

廃棄物の入っている袋が
回転盤にて圧迫された時
に顔に向かって中身が飛来
した際、鋭利な物だったら
と危険に感じた。

回収する際は様々な状況
を予測し、回転盤に顔を
近づけずに距離を置くな
どの対応を行う。

3

回収先現場で 小学校の食品リ
サイクルのルー
ト回収を行って
いる時、

バックにて回収場所に進行
しようとした所に、児童が
急に走ってきたので危険を
感じた。

子供の行動は時に大人の
考えを超えてくる場合が
ある為、必要以上の危険
予測等を常に持っておく。
同乗者がいる場合は降り
てバックの誘導をさせる。

4

廃棄物回収現
場で

大型車両のバッ
ク誘導をしてい
る時、

停止指示したが、運転手
が窓を開けていなかった為
に、停車が遅れた。

運転手は必ず窓を開ける。
運転手が見える位置を維
持しながら誘導を行う。

5

廃棄物分別
作業現場で

分別作業中に 廃油が作業現場の床に染
みわたっていて靴裏に付
着し、滑って転倒しそうに
なった。

常に現場環境を綺麗に保
ち、細かいところまで意識
をする。

6

廃棄物積込
み作業現場
で

積み込み済み
のカゴ台車を運
んでいる際、

段差を乗り越える際の衝
撃により積み込んでいた荷
物が荷崩れを起こしそうに
なり、通行人に当たりそう
になった。

無理に多く積み込むこと
はせず、重いものは下、
軽いものは上など積み方
を工夫し安定して運べる
状態を維持するよう徹底
する。

「ヒヤリ・ハット」の事例がございましたら、協会までお寄せください。

161
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株式会社昌和プラントは本社が横浜市、
工場が愛川町にある神奈川県の会社です。
愛川町は神奈川県の中央部にある自然豊
かな町ですが、当社施設はその町の小さ
な工業団地の一角にあります。

昭和４８年設立、当初は産業廃棄物の
収集運搬会社として始まり、現在は収集
運搬に加え産業廃棄物・特別管理産業廃
棄物の積替え保管施設、中間処理施設を
営んでいます。
「お客様のご要望にできる限り対応す

る」会社を目指しており、急な回収依頼
や少量の回収依頼、様々な廃棄物の処理
等小さな会社だからこそフットワークの軽
さを活かして対応できると思っています。
処理に関しても、少量多品種・処理困難
な廃棄物の処理に特化するため、バッチ
式の処理設備に改修しました。車両もバ
キュームダンパー車、平ボデー車等タン
クからの回収にもドラム缶・ポリ容器等の
回収にも対応できる車両を揃えておりま
す。

敷地面積も処理設備も小さい会社です
ので、全てを自社で完結するというのは難

しく、長年の営業で培った同業者のネッ
トワークを大切にしています。弊社で処
理できる廃棄物、焼却すべき廃棄物、他
の処理方法で処理すべき廃棄物、これら
を同時に回収し積替え保管施設を利用し、
効率よく処分場に運搬し処理をお願いし
ています。

会社としては来年５０周年を迎えます
が、中間処理施設としては、まだまだ歩み
始めたばかりです。少しずつ処理経験を
積みながら進歩を続け、いつか歴史を感
じさせるような処理会社になれればいい
なと思います。

積極的に環境問題に取り組まなくては
いけない時代ですが、「ISO１４００１」「優
良産廃処理業者認定」の取得等できると
ころから始めていますが、今後は SDGs を
はじめ様々な課題にも取り組んでいかなく
てはいけないと思っています。

まだまだ成長途中の会社ですが、神奈
川県で廃棄物の処理に困った時には、ぜ
ひ当社を思い出していただければと思い
ます。

 （代表取締役　廣木 直江） 

産 業 資 源
循 環 情 報

No. 38

株式会社 昌和プラント

神奈川県にある廃液処理会社

厚木工場 運搬車両
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I.� � インボイス制度
II.� � 売掛金の貸倒損失

梅 澤　 隆
顧問　公認会計士

I.� �インボイス制度

Q 消費税のインボイス制度が話題になっておりますが、その概要はどのようなものです
か。

A 令和 5 年 10 月1日より「適格請求書等保存方式」（いわゆるインボイス制度）が導入
されます。
適格請求書発行事業者が交付する「適格請求書」が仕入税額控除の要件になります。

Q 適格請求書とはどのようなものですか。
A 記載事項

①　適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②　取引年月日
③　取引内容
④　税率ごとに合計した対価の額（税抜き又は税込み）及び適用税率
⑤　税率ごとに区分した消費税額
⑥　書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
特別な請求書の内容ではありません。相手先の名称がある、そして税率ごとの消費税

の額が記入されたものです。
なお、不特定多数の者に対して販売を行う小売業、飲食業、タクシー業者等の「適格

簡易請求書」もあります。
ただ、どちらも請求書発行者の登録番号が入ります。

Q 適格請求書発行事業者とはどのようなものですか。
A 適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。

適格請求書発行事業者となるためには税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申
請書」を提出して、登録を受ける必要があります。

登録することにより、登録番号が得られ、公表されます。

Q 登録の手続きはどのようになっていますか。
A 登録申請は令和 3 年 10 月1日から開始され、令和 5 年 10 月1日からの登録を受ける

ためには、半年前の令和 5 年 3 月 31日までに登録申請を行う必要があります。
したがって、登録の手続きは早期にする必要があります。

Q 免税事業者はどのような対応をとることになりますか。
A 免税事業者（基準期間の課税売上が 1000 万円以下の事業者）の対応はいろいろ考え

られます。
課税事業者となることを選択する場合、この場合には事業者には消費税の納税が今後

発生することになります。取引先側では、課税仕入れとしての取り扱いがなされ、取引の
継続が図れると思われます。

免税事業者のままを選択する場合、消費税の納税はありません。しかし適格請求書を
発行する事ができません。したがって、取引先では課税仕入れとして扱われず仕入税額
控除ができなくなるため、取引の継続が難しくなる可能性もあります。

Q 免税事業者からの課税に係る経過措置とはどのような内容ですか。
A インボイス制度開始後は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れは、原則

として、仕入税額控除の適用を受けることができません。
ただし、制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額相

当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
令和5年10月1日～令和8年9月30日
　　　免税事業者等からの課税仕入れにつき８０％控除可能
令和8年10月1日～令和11年9月30日
　　　免税事業者等からの課税仕入れにつき５０％控除可能
この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区

分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を置け
る旨（80％控除・50％控除の特例を受ける課税仕入れである旨）を記載した帳簿の保存
が必要です。

したがって、今後インボイス制度の適用開始で、仕入業者選定に際し大きな影響があ
るものと思われます。

Q インボイス制度での売手・買手の留意点を教えてください。
A 売手（適格請求書発行事業者）には原則、以下の義務が課せられます。

○  適格請求書の交付・・取引の相手の求めに応じて、適格請求書を交付すること。
○ 適格返還請求書の交付・・返品や値引きが生じた場合
○ 修正した適格請求書の交付・・交付した適格請求書に誤りがあった場合
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○ 写しの保存・・交付した適格請求書の写しを保存すること
ただし、公共交通機関である船舶、バス、又は鉄道による旅客の運送とか自動販売機

等による譲渡の場合には交付義務が免除されています。
　買手の留意点

仕入税額控除の要件・・一定の事項を記載した帳簿及び適格請求書等の保存が仕入
れ税額控除の要件となります。

課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。
簡易課税制度を選択している場合
この場合、課税売上高から納付する消費税額を計算することから、適格請求書などの

請求書等の保存は、仕入税額控除の要件とはなりません。

Q 税額計算の方法はどのようになりますか。
A 令和 5 年 10 月1日以降の売上税額、仕入税額の計算は「積上げ計算」又は「割戻し計算」

を選択できます。
「積上げ計算」適格請求書に記載された消費税等の合計額に78/100をかけて消費税

額を算出する方法。すなわち、個々の請求書を集計して消費税を計算します。
「割戻し計算」税率ごとに区分した課税資産の譲渡等の税込価額の合計額から算出し

たそれぞれの課税標準に78/100をかけて計算する方法。すなわち、帳簿で集計された
取引額から、消費税がいくらになるのかを、計算式で割り戻す方法で、現在一般的に行
われている方法です。

なお、売上税額を「積上げ計算」より計算する場合には、仕入税額も「積上げ計算」
により計算しなければなりません。

II.� 売掛金の貸倒損失

Q 当社は取引先 S 社に対し売掛金が 200 万円あります。しかし、1 年以上にわたり回収
ができません。そこで、S 社と金銭消費貸借契約を結び、経理上、売掛金から貸付金
に振り替えることを検討しています。  
貸倒れの可能性もあり、検討すべきことがあれば教えてください。

A 法人の有する債権について、貸倒れが生じた場合、所得の計算上損金の額に算入します。
債権が貸倒れとなっているのかは、事実認定の問題です。そこに恣意性が入ることも

あり、税法は貸倒損失について規定を設けています。
① 貸金等の全部又は一部の切捨てをした場合の法律的な貸金等の消滅に係る貸

倒損失の損金算入
② 貸金等につき、債務者の資産状況等から見て、その全額が回収できないこと

が明らかになった場合の損金算入を要件とした貸倒れ

③ 一定期間取引停止後、弁済がない場合の売掛金等について、備忘価額を控除
した残額の貸倒れ

この規定では債権の範囲が異なります。
①、②では貸金等としています。これには売掛金、貸付金その他債権が含まれます。
③の規定では「その債務者に対して有する売掛債権（売掛金、未収請負金、その他こ

れらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない）について」とし
ております。

貸付金の貸倒れは①、又は②の規定で処理されることになります。
①は法律上の貸倒れと言われ、会社更生法等の法的手続きがなされ場合を想定して

います。
②は事実上の貸倒れと言われ債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収で

きないことが明らかになった場合に、法人が貸倒れとして損金経理をすることができる
ものです。

したがって、貸倒れとしてのハードルがかなり高いものです。
③は形式上の貸倒れと言われ、売掛債権については一定の事実が発生した場合には、

損金経理を条件に備忘価額を残して貸倒れをすることできます。
したがって、貸倒れとしてのハードルは①②より低いものとなります。

本ケースの場合、売掛金の回収が長期間滞ったため、債権者が回収策の一環として売
掛金相当について準消費貸借契約を結んだものです。

問題はこの場合にも③の取り扱いが受けられるか否かです。
本来の債権が売掛金であっても、準消費貸借契約を締結した場合、その性格は法律的

には貸付金に変わるとみられます。
したがって、1年以上の長期にわたり弁済がない事だけで、③を適用して貸倒れ処理

が認められることにはなりません。

債権が回収可能であるならば、債権に対する金利を確保し、債務者の支払い能力を
考慮して時間がかかりますが回収のための、準消費貸借契約を結ぶことは得策でありま
す。

もし、回収が困難な場合、税務的な対策だけを考慮するならば、売掛金としておくほ
うが良いかもしれません。
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２０２２年９月の新聞では、「映画で学ぶ難民問題」という見出しで、ミャンマーの
ロヒンギャや、クルド人をめぐる問題を扱った映画などを４回にわたって紹介していた。

そこで、ここ数年の間に僕が見た映画から、移民・難民問題を扱った映画を紹介しよう。
このうち「はじめてのおもてなし」は、9 月の新聞でも取り上げていた。
 専務理事　木村 尊彦

 ■「ブルックリン」（２０１５）
１９５１－２年頃、母と姉と別れて、職を求めてアイルランドから N.Y. ブルック

リンに移住する女性。アイルランドはラグビー＆狭い地域社会、ブルックリンは野球
＆開放的で前向きな社会、と対比される。

娘を送り出す前日の夜、母親は娘をぐっとハグして「私は疲れたからもう寝る。」
と言って、二人は静かに離れていくのであった。

 ■「イン・ザ・ハイツ」（２０２１）
ドミニカ共和国やプエルトリコ、キューバ

などの中米カリブ海からの移民が集まる町が
N.Y. の 168th. ストリート駅近くにある。仲
の良い家族と元気な地域コミュニティが描か
れた映画。主人公の名前ウスナビは、祖国を
離れて N.Y. に来た時に見た米軍艦の側面に書
かれた文字 US  NAVY からつけられた。スタ
ンフォード大学に入った女性が盗難事件で人
種差別的扱いを受けたリ、不法移民の１０代
の若者の将来への不安も盛り込まれている。

 ■「市民」（２０１６）
アフリカから難民としてハンガリーに来た黒人男性５５歳。市民権を得るために

は、ハンガリー成立の歴史、マジャール人の起源、ハンガリー憲法などを勉強して試
験に受からなければならない。3 人の面接官との口頭試問には更問もあって、通り一
遍の知識では受からない。

映画で　知る　移民・難民問題

投稿 映画のあとの監督との Q&A では、市民権を得られるのは 2％もいない、市民権が
あれば、ヨーロッパ中を自由に移動でき、給料の高い職にもつけるが、何よりも強制
送還される不安から解放されることの方が重要だ、と言う。難民たちは自分の責任で
難民になったわけではない。難民を生み出している国にこそ手を差し伸べてその国を
よくしていく以外にない、と言う。

 ■「希望のかなた」（２０１７）
シリアのアレッポからの難民の若者がフィンランドまでたどり着く。石炭運搬船に乗っ

て。難民収容所に入れられるが、強制送還されそう
になるので収容所を脱出。ひろわれたところが怪しげ
なレストラン。魚の缶詰をふたを開けただけで出した
り、日本人団体観光客がやってくるとワサビが山盛り
になったスシと日本酒が出てくる。この難民は妹に再会できるか？彼らの未来は？

 ■「はじめてのおもてなし」（２０１６）
硬い髪のナイジェリア難民の青年。ＩＳに家族全員

を殺され、地中海を船で渡ってイタリア経由でドイツの
ミュンヘンにたどり着く。その青年を受け入れるドイツ
人家族。両親、息子、娘、それぞれが弱点、弱みを持っ
ていて周囲を巻き込んで衝突も起こすが、青年がその家
族を修復する。

投稿：映画で知る移民・難民問題

 ■「クローゼットに閉じ込められた僕の
奇想天外な旅」（２０１８）

ムンバイの母子家庭で育った青年。
パリに行きたがっていた母が亡くなった
ので、遺灰を封筒に詰めて、パリに行く。
パリの家具売り場のタンスの中で眠って
しまったら、タンスごとロンドンに運ば
れ、難民扱いされて、バルセロナに送ら
れる。そこを脱出し、・・・し、リビア
の近くの海で難民に助けられる。そし
て、・・・。という話を、盗みを働いた
子供たちに、刑務所に行きたくなければ
毎日学校に通うように、と話して聞かせ
る。
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 ■「１２カ月の未来図」（２０１７）
パリ郊外の荒れた中学校。生徒の態度はがさつで、教室内の私語はうるさく、授

業に集中せず、宿題は大嫌いという集団。移民の多い子供たちは、問題の多い家族か
ら支援も得られない。その中学校に１年間だけ赴任するよう教育大臣から勧められた
エリート中年独身男性教師。これらの問題児とエリート教師の共通点は何か？

 ■「奇跡の教室　受け継ぐ者たちへ」（２０１４）
一クラスに２９もの人種・民族がいっしょに学ぶパリの高校。当然宗教が異なり、

同じ宗派でも宗教への関わりに濃淡があり、日々の関心事はバラバラ。服装の趣味も
千差万別。でも勉強ができないこと、授業に集中できないこと、将来なりたいことが
はっきりせず希望を持っていないことは共通している。こういう荒れた、覇気のない
教室の担任を任されたベテラン女性教師。一人ひとりの個性に向き合い、なぜこうも
行動が不安定かを理解しようと努め、生徒にある学習を提示する。

 ■「レ・ミゼラブル」（２０１９）
ビクトル・ユゴー著「レ・ミゼラブル」の舞台となった地区と

同じ貧困地区。アフリカ系の仕切屋集団、アラブ系の移民集団、
ロマ集団が一髪触発の状況で対立する。そこを警戒する 3 人のポ
リス。一人のポリスは「おれが法律だ！」と言い、もう一人が「今
日は人生最悪の日だ！」と言う。騒ぎを起こした子供たちにどう
向き合うか？観客にも投げかけられる。

 ■「判決、ふたつの希望」（２０１７）
ベイルートに住むレバノン人が、パレスチナ難民にヘイト・クライ

ムを発したので、パレスチナ人がレバノン人を殴り、けがをさせ、裁
判になる。世論もレバノン人とパレスチナ人を分断することになる。
双方の弁護士も、父親と娘との対決となる。

 ■「声優夫婦の甘くない生活」（２０１９）
ソ連が崩壊して、ロシアの地のユダヤ人夫婦は、イスラエルに移住。60 歳を過ぎ

た夫はなかなか職が見つからない。一方、妻はくよくよしても仕方がないと思うのか、
新しい環境に適応していく。夫婦は何を夢見てイスラエルに来たのでしょうか？

投稿：映画で知る移民・難民問題

（令和 4 年 11 月 9 日現在）

月 日 曜日 行事予定 備考

12

13 火 中和・脱水分科会　施設見学会 会員企業（神奈川県
川崎市）

14 水
広報委員会　１０：００～ 協会会議室

三役会議　／　常任理事会　／　第７９回理事会 協会会議室

15 木 女性部　幹事会　／　勉強会 協会会議室

16 金 青年部　幹事会 協会会議室

28 水 ＜協会仕事納め＞

1

6 金 ＜協会仕事始め＞

11 水
広報委員会　１０：００～ 協会会議室

三役会議　／　常任理事会　／　第８０回理事会 協会会議室

12 木 建設汚泥・再生砕石分科会　１５：００～ 協会会議室

13 金 全産連　；　理事会　／　新年賀詞交歓会 Web 開催若しくは 
明治記念館（港区）

19 木 女性部　幹事会 協会会議室

24 火 青年部　幹事会 協会会議室

27 金 賀詞交歓会 ホテル椿山荘東京

表紙の言葉
●今月の写真：  ［生まれ変わる公共トイレ］七号通り公園トイレ（渋谷区）

トイレに関する欧米のとある調査によると「60%
がトイレのレバーを足で踏んで流し、50%がトイ
レットペーパーでドアを開き、40%がお尻でドアを
閉め・・・」るのだとか。この結果に着目して生まれ
たのがボイスコマンド式のトイレです。「ハイ、トイ
レ、ドアを開けて」「水を流して」などと話しかける
と音声認識システムによって非接触で全ての行動が可
能な、その名も「Hi Toilet」。雪国のかまくら

4 4 4 4

みたい
な外観で、どうやって入るのかと思ったら、左の写真
のとおり、入口側は半球型となっていました。

●参照：「THE TOKYO TOILET」（日本財団）　☞https://tokyotoilet.jp 
●撮影者： 塩沢 美樹（機関誌編集担当）



32 とうきょうさんぱい　令和 4年 12月 1日号

と う き ょ う さ ん ぱ い

発 行 人	 鈴 木 宏 和	
企画・編集	 広 報 委 員 会	
発 行	 一般社団法人	東京都産業資源循環協会
	 〒 101 − 0047	 東京都千代田区内神田 1− 9− 13柿沼ビル 7F
	 TEL	 03（5283）5455（代表）	 FAX	 03（5283）5592
	 https://tosankyo.or. jp		 E-mail ; info@tosankyo.or. jp

第 39 巻 第 9 号 通 巻 第 387 号
令和 4 年 12 月 1 日発行

１９７２年１０月２８日に日中友好の
証として、日本に初めてパンダが来日
して今年は５０周年記念の年になりま
す。田舎の子供であった私はカンカン、
ランランに一目会いたくて、恋焦がれ
たヒーロー・ヒロインそのものでした。

その後、大きくなって初めてパンダ
を見た時、憧れの「白と黒」のモフモ
フは、実際は「茶色と黒」でびっくり
したことを覚えています。パンダの白
い毛は季節や食べる竹の種類で茶色っ
ぽくなるみたいですね。

現在、日本には、上野に５頭、白浜
に７頭、神戸に１頭の計１３頭のパンダ
が飼育されています。これは、中国を

除けば世界一だそうです。今が一番の
見時ですね。

せっかく上野に可愛い盛りのシャオシャオとレ
イレイがいるので今年の夏は動物園に通いまし
た。シャオシャオとレイレイの観覧の抽選は休日
ともなると倍率が高く、最高３５０倍の日もあっ
たようですが、その難関をかいくぐり４回抽選に
当選しました。

１回の観覧時間は２分間。パンダは１日のほと
んどを寝て過ごすことが多く、２頭のわちゃわ
ちゃに出会えることは物凄く確率は低く、３回は
寝ている姿にしか会えなかったのですが、４回目
にしてようやく可愛く木登りをしたりする姿にお
目にかかれました！

いやぁ、本当に可愛かったです。「綺麗な白と黒」
のモフモフでした。

２頭もそろそろ親離れの時期が来ると思うの
で、観覧に抽選もなくなったことだし、その前に
また上野に行ってこよう。シャンシャンも中国に
帰還する前にもう一度会ってこよう。

 （大熊猫大好き　小熊）

「木枯らしや目刺しに残る海の色」
「羅生門」、「芋粥」、「蜘蛛の糸」な

どの小説で有名な明治生まれの小説
家芥川龍之介が、晩秋に長崎の友人
が送ってくれた目刺しを見て、春の
海を懐かしんだ俳句です。毎年冬が
近づいてくると、寒がりの私は、春
夏の頃が恋しくなります。

さて、本号より「SDGs への取組」
のコーナーで、新シリーズを始めま

した。１７の目標を毎月一つずつ木村
専務の取り纏めにより、広報委員メンバーが
それぞれの視点を発信します。

世間でよく見聞きする SDGs への取組は、や
やもすると自社が現在既にやっている事を題
材にして、自社のイメージ戦略や広告に活用
されがちです。

困っている現実に何ができるのか？未来の
世代に何を残せるのか？ 

私達は、どれ程現実が厳しいのかを知り、
それを企業も個人も責任ある一社として一人
として受入れ、大きく変わらなければならな
い筈です。

改めて基本を学び、現世代として未来に向
けた、２０３０年までに達成しなければなら
ない必須の状態と、そのハードルがどれ程に
高いのかを知り、その到達に向けて自分達が
最大限に出来る事は何か？考え直す事が叶え
ば、結果として、それが必ずその会社の発展や、
その人の成功に繋がるのだと思います。

現状の延長線ではなく、思い切った事業転
換や企業改革に挑戦しましょう。

さもないと、貧困や飢餓は無くならず、ま
た、未来の子孫たちは豊かな四季を感じられ
ず、私たちが享受している恩恵にも授かれな
くなるかもしれません。 （森）
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