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建設環境常任 委員会所 管事務調査報 告書

本委員会の 所管事務 について調査 した結果 を ，次のよう に報告い たします。

記

１

調査事件 名
ごみ半減 と資源回 収（小型家電 のリサイ クル）

２

調査の目 的
2013 年４月１ 日 に，小型 家電リサ イク ル法が施行さ れた 。狛 江市では携帯
電話やパソコ ン，デジ タルカメラ， ゲーム機 などさまざま な小型家 電製品の
無料回収を行 っている 。役割を終え て廃棄さ れた携帯電話 など「都 市鉱山 」
から希少金属 （レアメ タル等）を回 収する小 型家電のリサ イクルは ， 福祉作
業所において 開始され たばかりであ る。
都市鉱山 とは， レ アメタルなど の希 少金 属が電子機器 に使用さ れており，
都市にその機 器が集ま っていること を指す。 通常は鉱山を 削って大 量の土の
中から非常に 少量を集 めるのに対し ， 電子機 器にはとても 高い濃度 で希 少金
属が入ってい る。その ため都市にあ りながら 鉱山があると いう表現 が使われ
ている。
今後，狛 江市とし て「都市鉱山 」の利用 促進のために 必要な取 り組みにつ
いての調査を 行った。
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３

調査の結 果
市内にお いて，実 証実験として 携帯電話 の分解・分 別作業を 行 っている「 ひ
かり作業所」 と， 障が い者福祉施設 において 先進的にパソ コン等の 分解・分
別を行ってい る木更津 市の「あゆみ 会作業所 」の現地調査 を行った 。
ひかり作 業所では 希望者の２名 が作業を 行っていた。 実証実験 を開始した
ばかりのため ，作業場 所の確保が難 しく， こ こでの作業の 拡大には 数多くの
課題が見受け られた。
あゆみ会 作業所で は，日常的 に 分解・解 体作業が行わ れてお り ，通所者の
ほとんどがこ れらの作 業を行うこと ができ る よう訓練も行 っている 。 この作
業は，納期が な く ，作 業過程の分化 によりど のような障が い者にも 対応でき
る。他の作業 に比べて 初期投資が極 めて少な い。 より細分 化した分 類をして
いるため，高 単価で売 却がされる等 ， 福祉施 設におけ る模 範的な作 業形態を
確立されてい た。

４

提言
「使用済 小型電子 機器等の再 資 源化の促 進に関する法 律（小型 家電リサイ
クル法）」の施行 により ，これまで廃 棄されて いた小型家電 の処理に ついては ，
今後，有効 活用を 行わ なければな らない 。狛 江市におい ては ， 福祉 作業所で
試行的に携 帯電話 の分 解・分別が 始まっ たが ，今後はさ らに日 常的 に携帯電
話やパソコ ン等 の 小型 家電の分解 ・分別 が行 われること になる 。今 後の作業
を行うに当た り， 以下 について提言 する。

⑴

携帯電話 ・パソコ ンの回収方法
・

小型 家電製品 が廃棄されな いように するため ，こ れまでの 無料回収を
今後も継続し て実施 す ること。

・

現在 まで使用 済み小型家電 の実験回 収を行ってい る業者等 に， 回収ル
ートとして定 期的に受 け付けてもら え るよう 働きかけ， 提 携業者と し
て市と協定を 結ぶよう 調整すること 。

・

安定 的な使用 済み小型家電 を回収す るための方法 として， 現在設置済
みのリサイク ルボック スの 場所に， 鍵つ き回 収ボックスの 設置を検 討
すること。
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・

携帯 電話の回 収が減少傾向 にあるた め，市民へ状 況を周知 するととも
に，協力を促 し ，不要 となった携帯 電話の回 収に努めるこ と。

・

⑵

携帯 電話・パ ソコンの回収 場所につ いての拡大を 検討する こと。

パソコン の解体作 業
・

解体 作業に使 う道具類等必 要備品に ついては事業 所と よく 協議をし，
市の方で支援 すること 。

⑶

解体作業 の環境づ く り

・

先進市 で作成し て いる「携帯 電話・手 分 解 13分類」のマニュ ア ル等を
参考に，誰でも 速やか に分別が行え るように ，狛江市として の「携 帯
電話・パソコ ンの手分 解マニュアル 」等の作 成を行うこと 。

・

ひかり作 業所で携 帯電話の分解・分別を 行っているの で，でき れば同
じ建物の中に パソコン の作業場所の 確保がで きるよう，事業 所とよ く
協議をし， 市 としての 支援も検討す ること。
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５

調査の経 過

○

委員会開 催日（合 計 1 3回開催）

○

平成 25 年６月６ 日

所管事務 調査事項 を決定

平成 25 年７月 2 9日

調査項目を 決定， 資 料の要求

平成 25 年９月 2 0日

資料の説明 と質疑

平成 25 年 1 1月６日

意見交換

平成 25 年 1 2月12日

意見交換，資 料の要求

平成 26 年 1 月 31日

資料の説明 と質疑， 視察のため委 員派遣の 決定

平成 26 年３月 7 日

意見交換

平成 26 年４月 24日

意見交換， 視察のた め委員派遣の 決定

平成 26 年６月 19日

現地調査の 感想及び 意見交換

平成 26 年８月１ 日

意見交換

平成 26 年９月 19日

調査報告書 作成に向 けての協議

平成 26 年 10月31日

調査報告書作 成に向け ての協議

平成 26 年 12月12日

調査報告書決 定

委員派遣
平成 26 年２月 19 日

ひかり作 業所に調 査のため委員 ６人を派 遣

平成 26 年５月 20 日

木更津市 あゆみ会 作業所 に調査 のため委 員 ６人を
派遣
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