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一、都市化のもたらすゴミの都市包囲問題

（一）中国は今まさに都市部集中への急速な都市化の過程を経験中

中国主要都市群及び人口フローマップ 2007-2016年都市化率棒グラフ
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急速な都市化がゴミの爆発的増加という発展圧力をもたらし、中国は今まさに地域中心都市への人
口の急速な集中の過程を経験している。

2007年 2016年

45.89%
57.35%1.83億人が都

市部へ流入

一、都市化のもたらすゴミの都市包囲問題

（一）中国は今まさに都市部集中への急速な都市化の過程を経験中



（二）都市化は人々の消費習慣を変えると同時に、ゴミの排出量を増やした

一、都市化のもたらすゴミの都市包囲問題

2007-2016年中国の都市+県のゴミ収集輸送量棒グラフ
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（三）ゴミの都市包囲は多くの大中都市の発展のボトルネックになっている

用地選定
が難しい

コスト
が高い

能力
不足

三大ボトルネック

一、都市化のもたらすゴミの都市包囲問題

主要大都市ゴミの発生と処理能力棒グラフ
（北京、深圳、広州、重慶、成都、西安、寧波）
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Ps.2015年末時点で、全国施設の都市と県のゴミ無害化
処理能力は75.8万トンで、そのうち衛生埋立50.2万トン、
ゴミ焼却23.5万トンで、約2.13:1の比率。

ゴミ収集輸送量（万トン/年） 処理能力（万トン/年）



二、循環経済体系の構築は国家戦略



ゴミ埋立には大量
の土地が必要

長期堆積のゴミ
は分解しにくく、
環境が汚染され
る

和

ゴミ焼却はフラ
イアッシュとダイ
オキシン問題を
もたらす

（一）無害化ゴミ処理にも環境問題は存在

ゴミ堆積と埋立
は浸出液処理
問題をもたらす

二、循環経済体系の構築は国家戦略



（二）循環経済は中国発展の必然的選択である

2007年、党の十七大は資源節約と環境保護の基本
国策を堅持し、エネルギー資源節約と生態環境保
護に役立つ法律と政策を整備し、科学的合理的エ
ネルギー資源利用体系を構築し、提高エネルギー
資源利用効率を向上することを打ち出した。初めて
循環経済を国家戦略のレベルまで引き上げた。

2008年、全国人大は『中華人民共和国循環経済促
進法』を発布施行した。

2013年，国務院が『循環経済発展戦略及び短期行
動計画』を発表

二、循環経済体系の構築は国家戦略

減量化、再利用、資源化は全プロセス管理制御理
念であり、消費の減量とゴミの排出削減を推進し、
廃棄物利用水準を引き上げる。



（三）中国の再生資源回収利用体系は概ね確立

中国再生資源利用量の変化

2016年、中国再生資源業界の就業人
口はすでに2000万人を超えている。

再生資源利用量は増加し続け、2008年、
中国再生資源利用量は2億トンを超え
た。2016年、再生利用量は3億トンを超
え、そのうち回収量は2.56億トン、輸入
量は0.59億トンである。

1. 産業は大規模化を形成

二、循環経済体系の構築は国家戦略

国内回収+輸入（万トン）



2016年、全国
輸入くず鉄は
216万トンで、
そのうち日本
からが186万ト
ン、総量の86 %
前後を占める。

二、循環経済体系の構築は国家戦略

（三）中国の再生資源回収利用体系は概ね確立

1. 産業は大規模化を形成

くず鉄（万トン）

国内回収量 輸入量



2016年 、全
国輸入非鉄
金属廃棄物
は 527.5万ト
ンで、輸入金
額は 84億ド
ルに達する。

二、循環経済体系の構築は国家戦略

（三）中国の再生資源回収利用体系は概ね確立

1. 産業は大規模化を形成

廃棄非鉄金属（万トン）
国内回収量 輸入量



2016年，全国
輸入廃棄プラ
スチックは735
万トンで、日
本からの輸入
が総量の 1%
前後を占める。

二、循環経済体系の構築は国家戦略

（三）中国の再生資源回収利用体系は概ね確立

1. 産業は大規模化を形成

廃棄プラスチック（万トン）

国内回収量 輸入量



2016 年 、 全
国輸入古紙
は2850万トン
で、前年同期
比 3%前後減
少。

二、循環経済体系の構築は国家戦略

（三）中国の再生資源回収利用体系は概ね確立

1. 産業は大規模化を形成

古紙（万トン）

国内回収量 輸入量



2. 新型回収利用モデルが形成されつつある

インターネット+モデル、リバース・ロジスティックスモデ
ル。ゴミ分別収集輸送、前処理、再生資源利用とごみ
分別処理の二つのシステムの融合、分別処理、統合

計画。

二、循環経済体系の構築は国家戦略

（三）中国の再生資源回収利用体系は概ね確立
分別収集輸送――分別品種とセットになった収集輸送体系を確立

二つの体系の連結――再生資源利用と調和した分類回収体系を確立

収集段階：ごみ分別関連のマークを整備し、ゴミ収集コンテナ、中継地などを整備
輸送段階：密封性がよく、マークが目立ち、省エネ・環境保護の専用収集輸送車両な
どを配備
環境保護要求を満たし、分別ニーズにあった有害ゴミ収集輸送システムを確立する

再生資源回収量ネットワークを合理的に配置
ごみ分別と再生資源回収機能を兼ね備えた回収場所と中継地を
構築
再生資源回収利用情報化プラットフォームを構築

危険廃棄物処理施設の建設を加速
生ゴミ、厨房ゴミ処理施設の建設を推進
大型リーディング企業の育成を加速し、再生資源の大規模化、専門化、ク
リーン化処理と高付加価値利用を推進する

分別処理――ごみ分別とリンクした最終処理施設を整備する

ゴミ焼却、厨房ゴミ資源化利用、再生資源回収利用、ゴミの埋立、有害ゴ
ミの処理が一つになった都市ゴミ同時処理利用基地の構築を模索する

統合計画――ゴミの同時処理利用基地の構築を模索



3.国家政策が再生資源業界の「国家モデル地区」を生み出す

循環化改造モデルパーク

都市鉱山モデル基地

厨房モデル都市

再製造モデル基地

循環経済モデル都市

全国配置図

二、循環経済体系の構築は国家戦略

（三）中国の再生資源回収利用体系は概ね確立



三、今後五年間の業務重点



（一）ゴミ強制分別、循環利用、同時処理が業
務の方向性である

党の十九大報告は、生態文明体制改革の加速、グ
リーン発展の推進、グリーン生産と消費の法律制度
と政策志向の確立の加速、グリーン低炭素循環発展
の経済体系の確立、整備を打ち出す

1

2 党中央国務院が『生態文明制度改革全体実施案』を
印刷配布

3 国弁が『生活ゴミ分別制度実施案』を印刷配布

4
発展改革委が『循環発展牽引行動』『資源循環利用基
地指導意見』を印刷配布

三、今後五年間の業務重点



（二）ゴミ強制分別政策

分別品種

三、今後五年間の業務重点

生ゴミ
Perishable waste

資源ごみ
Recyclable

廃電池（ニッケルカドミ
ウム電池、水銀電池、
鉛蓄電池など）、廃蛍光
管（蛍光灯管、省エネラ
ンプなど），廃温度計、
廃血圧計、廃薬品及び
その包装物、廃ペンキ、
溶剤及びその包装物、
廃殺虫剤、消毒剤及び
その包装物、廃フィルム
及び廃印画紙など。

関連業者の食堂、
ホテル、レストランな
どから発生する厨房
ゴミ、自由市場、農
産物卸売市場で発
生する野菜・果物ゴ
ミ、腐肉、骨、卵の
殻、内臓など。

古紙、廃プラスチッ
ク、廃金属，廃包装
物、使用済み衣料、
廃棄電器電子製品、
廃ガラス、廃PTP複
合素材包装など。



推進手段

三、今後五年間の業務重点

（二）ゴミ強制分別政策

分別推進主体 中央政府 地方政府

主体責任を明確化
生活ゴミ分別作業に対する指導を強化
し、段階的にゴミ分別実施状況を評価
指標に盛り込んでいく。

主体責任をしっかりと担い、建立協調体制を確
立し、生活ゴミ強制分別実施状況の監督検査
と業務評価を強化する。

法規体系を整備

生活ゴミ分別方面の法律制度の整備を
加速し、関連都市の生活ゴミ強制分別
要求の明確化を推進する。

地方性法規、規則を打ち出し、生活ゴミ分別指
導目録を発表する。生活ゴミ分別及び拠点建
設の関連標準を整備し、法に則り生活ゴミ強
制分別を推進し、徴収制度を確立整備する。

政府支援を拡大

中央インフラ投資誘導促進効果を発揮
し、税制優遇、投資補助、融資利子補
給などの方式を採用し、関連都市の生
活ゴミ分別収集輸送処理施設の建設を
支援する。

資源総合利用に対する国の税制優遇政策を
厳格に遂行し、地方財政はゴミ分別収集輸送
処理システムの建設運行を支援し、土地の保
障、追跡支援と運用補助などを強化する。

社会に参加を呼びか

ける

国民教育を強化し、全学生のゴミ分別
と資源環境意識の向上に力を入れる。

社会に評価結果を公表し、要求に従って分別
を行っていないものには法に則り処罰を与え、
メディアの力を十分に発揮し、良好な社会世論
を形成する。



実施区域

計46都市

全直轄市、省会都市、計画単列市。

第一期の生活ゴミ分別モデル都市：河北省邯鄲市、江蘇省蘇州

市、安徽省銅陵市、江西省宜春市、山東省泰安市、湖北省宜昌

市、四川省広元市、四川省德陽市、チベット自治区日喀則（シガ

ツェ）市、陝西省咸陽市。

三、今後五年間の業務重点

（二）ゴミ強制分別政策



（三）禁止輸入洋ゴミ政策
現行の『輸入禁止固体廃棄物目

録』『輸入制限類の原料として

使用可能な固体廃棄物目録』を

調整し、改訂した。

今後、生活汚染源の廃プラス

チック（8品種）、未選別の古紙（1

品種）、廃棄繊維原料（11品種）、

バナジウムスラグ（4品種）など4

項目24種の固体廃棄物は、『輸

入制限類の原料として使用可能

な固体廃棄物目録』から『輸入禁

止固体廃棄物目録』に加える。

1.调整輸入廃棄物管理目録

三、今後五年間の業務重点

番号 税関商品番号 廃棄物名 略称

六、プラスチック廃棄くず及び加工くず（8品種）

53 3915100000 ポリビニルの廃棄くず及び加工くず ポリビニルの廃棄くず及び加工くず、PTP
複合フィルムは含まない

54 PTP複合フィルム

55 3915200000 ポリスチレンの廃棄くず及び加工くず ポリスチレの廃棄くず及び加工くず

56 3915300000 ポリ塩化ビニルの廃棄くず及び加工くず ポリ塩化ビニルの廃棄くず及び加工くず

57
3915901000 ポリエチレンテレフタラートの廃棄くず及

び加工くず

PETの廃棄くず及び加工くず、廃PETボト
ルは含まない

58
廃PETボトル（ベール）

59
3915909000 その他プラスチックの廃棄くず及び加工

くず

その他プラスチックの廃棄くず及び加工く
ず、廃棄光ディスク粉砕物は含まない

60 廃棄光ディスク粉砕物

八、回収（シュレッダー）紙及びボール紙、廃棄特殊紙（1品種）を含む

68 4707900090 その他回収紙及びボール紙（未選別の
シュレッダー古紙を含む）

その他古紙

九、廃棄繊維原料及び製品（11品種、未分別）

81 6310100010 新しいまたは未使用の繊維材料製の分
別済み布くず

繊維材料製の布くず

十、バナジウムスラグ（4品種、未分別）



（三）外国からのゴミ輸入禁止政策

2.『輸入制限類の原料として使用可能な固体廃棄物環境保護管理制度』を改訂

三、今後五年間の業務重点

2017年10月23日『管理規定（2017年）』意見募集稿を公布し、2015年に公布した『管理規定（2015年）』を改訂
した。目的は業界をより健康に発展させ、全てのプロセスをより規範化管理するためである。

主要改訂内容

 『実施案』の「固体廃棄物輸入許可証制度を整備し、貿易業者の代理輸入を取り消す」という業務要求を遂行し、『管理規定

（2015年）』内の委託代理輸入に関する内容を削除し、その他企業に代理輸入を委託してはならないという要求を明確にした。

 『管理規定（2015年）』の輸入禁止固体廃棄物管理目録に入った関連廃棄物品種内容、固体廃棄物輸入許可証延期事項、こ

こ3年間に同品種の固体廃棄物輸入許可証を取得した業者の対応する証明材料の提出免除に関する内容、輸入申請廃棄物

企業が輸入した原料に使用可能な固体廃棄物国内荷受人登録登記資格を所持している要求などを削除。

 商務部、税関本部の『加工貿易業務審査承認の取り消しに関する公告』（2016年公告第45号）により、『管理規定（2015年）』の

「加工貿易方式で固体廃棄物を輸入する場合、輸出加工区内に位置する、または商務主管部門の発行する有効な加工貿易

業務承認文書をすでに取得している」という関連要求を取り消した。

 『管理規定（2015年）』の固体廃棄物輸入許可証申請表に企業法令遵守状況の情報内容を追加。

 評価基準はより厳格に、実行効率はより高く、特に一部「原則」的規定に対し基本的に明確に定義した。
 「加工する者が輸入する」という規定を実施し、許可文書の転売及び廃棄物輸入貿易をより効果的に抑制できる。



3.監督管理強化

三、今後五年間の業務重点

（1）外国からのゴミ輸入の監督管理制度を整備。
輸入固体廃棄物管理目録を何回かに分けて調整し、段階的に秩序的に固体廃棄物の輸入品種

と数量を減らす。

（2）外国からのゴミの違法持ち込み管理を強化。
廃プラスチック、古紙、生活ゴミ、電子廃棄物、中古衣料などの固体廃棄物の密輸、違法輸入利
用などの各種違法行為を重点的に取り締まる。

（3）外国からのゴミの持ち込みに長期的効果のある体制を確立。
貿易と加工モデルの転換を推進し、新しい再生資源チャネルを開拓。

（4）国内固体廃棄物回収利用水準を向上。

再生資源回収利用インフラを整備し、国内固体廃棄物加工利用産業の発展を規範化する。

（三）外国からのゴミ輸入禁止政策



（四）資源循環利用政策

三、今後五年間の業務重点

生産者責任
延伸制度

循環経済
標準と認証
制度

グリーン
信用管理
制度

一つの核心：資源の高効率循環利用
二つの指標：主要資源の産出率を15%アップ、主要廃棄物循環利用率を54.6%
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1.資源循環利政策の全体枠組



2.資源循環利用十大行動

（四）資源循環利用政策

三、今後五年間の業務重点

工業パーク循環化改造行動

労農複合型循環経済

モデル地区建設行動

十大行動 資源循環利用産業

モデル基地建設行動

工業資源総合利用産業

基地建設行動

「インターネット＋」資源循環行動

北京・天津・河北地区

循環経済協同発展行動

再生製品・再製造製品普及行動

資源循環利用技術革新行動

循環経済典型経験モデル普及行動

循環経済革新試験区建設行動



（四）資源循環利用政策

3. 資源循環利用基地の建設

鉄くず、建築ゴミ、生活ゴミ、
都市汚泥などの都市廃棄物
について分別利用と集中処

理を行う。

新型都市建設の機能エリア

ゴミ処理「NIMBY（Not In My 
Back Yard＝我が家の裏には
御免）」を解決する主要手段

の一つ

都市資源利用効率を大きく
引き上げる重要方式

重要な意義

三、今後五年間の業務重点



ありがとうございました！


