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令和元年９月11日（水）環境管理講座

静岡県くらし・環境部廃棄物リサイクル課



内 容

１ プラスチックとは・プラスチックの歴史

２ プラスチック製品の生産・廃棄の現状

３ 海洋プラスチックによる海洋汚染

４ マイクロプラスチック問題

５ 海洋プラスチックによる海洋汚染をめぐる
国内外の動き

６ 県の取組（６Ｒ県民運動）



海洋プラスチックによる海洋汚染

出典：環境省資料（プラスチックを取り巻く国内外の状況） ２
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プラスチック＝合成樹脂

・人工的にたくさんの分子を合成したもの

・plastic＝自由に形をつくれる、やわらかい

（可塑性がある）

・木から出る樹脂に似ていることから 「合成樹
脂」と呼ばれる

・おもに石油を原料に作られている
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■ 初のプラスチック

1868年 アメリカ ジョン・Ｗ・ハイアット

「セルロイド」（ニトロセルロース＋樟脳）

1900年代初め アメリカ ベークランド

「ベークライト」（フェノール＋ホルムアルデヒド）

■日本では

1914年 石炭からフェノール樹脂製造

1949年 塩化ビニール生産開始

1958年ごろから 石油を原料としたプラスチックの

大量生産

プラスチックの歴史

（出典：一般社団法人プラスチック循環利用協会 プラスチック図書館＊講演者による追記あり）

まだ100年程度

まだ50年程度
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身の回りにあるプラスチック製品

出典：プラスチック工業連盟ＨＰ
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世界のプラスチック生産量及び廃棄量

出典：環境省資料（プラスチックを取り巻く国内外の状況）

焼却 8億ｔ

生産 83億ｔ

リサイクル 6億ｔ

使用中 25億ｔ 廃棄（埋立て、投棄） 49億ｔ

20101950 2050

使用中 25億ｔ 廃棄（埋立て、投棄） 49億ｔ

リサイクル 6億ｔ

使用中 25億ｔ 廃棄（埋立て、投棄） 49億ｔ

焼却 8億ｔ
リサイクル 6億ｔ

使用中 25億ｔ 廃棄（埋立て、投棄） 49億ｔ
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世界の人口一人当たりのプラスチック容器包装廃棄量

出典：環境省資料（プラスチックを取り巻く国内外の状況）

プラスチック容器包装 アメリカ 日本
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日本におけるプラスチックのマテリアルフロー（2013年）
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日本における廃プラスチック（2016年）

注：前ページのスライドと異なる出典、年の資料からの抜粋です

出典：一般社団法人プラスチック循環利用協会

「プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況2016年
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日本における廃プラスチック（2016年）

出典：一般社団法人プラスチック循環利用協会

「プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況2016年
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海洋プラスチックによる海洋汚染（日本の状況）

出典：環境省資料（プラスチックを取り巻く国内外の状況）
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アホウドリの死がい。胃の中から
ライターやペットボトルのキャップ
など、プラスチック類のごみが見
つかっている。

漁網にからまった
ウミガメ

漁網にからまっ
た動物を助ける
ダイバー

ぎょもう

ぎょもう

出典：

環境省海洋
ごみ学習用
教材

生態系への影響
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●５mm以下の微細なプラスチックごみ

●含有／吸着する科学物資が食物連鎖に取り
込まれ、生態系に及ぼす影響が懸念されて
いる。

●先週食べたのはクレジットカード、今週も食
べるとペン？（WWF）

マイクロプラスチックとは

写真提供：九州大学渡辺研究室
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マイクロプラスチックとは

①一時的マイクロプラスチック
・マイクロサイズで製造されたプラスチック
・マイクロビーズ（洗顔料、歯磨き粉等のスクラブ材）等
・排水溝などを通じて環境中に流出

⇒＜米国、カナダ、フランス、英国＞
マイクロビーズを含むパーソナルケア
製品の製造販売規制。

＜日本＞
2016年日本化粧品工業連合会自主規制
2018年「海岸漂着物処理推進法」

事業者が使用を抑制するよう
努めることを追記

出典：環境省資料（プラスチックを取り巻く国内外の状況） ＊講演者による追記あり
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②二次的マイクロプラスチック

・大きなサイズで製造されたプラスチックが、自然環
境中で破砕、細分化され、マイクロサイズになったも
の

⇒

・普及啓発や、 廃棄物管理・リサイクルの

推進が有効

・マイクロ化する前段階（大きなサイズ）での回収も
必要

マイクロプラスチックとは
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マイクロプラスチックによる海洋汚染

出典：環境省資料（プラスチックを取り巻く国内外の状況）

日本
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ボロボロになったペットボトル

砂浜で見つかった小さなプラスチック

「マイクロプラスチック」
5mmより小さなプラスチッ

クのこと

まちが

すなはま

マイクロプラスチックによる問題

出典：環境省海ごみ
学習教材
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マイクロプラスチックによる問題

■2019年6月 東京農工大学 高田秀重 教授

「マイクロプラスチックに含まれた有害科学物質が、貝などの生
物の体内に取り込まれ、生殖器官などに蓄積することが確かめ
られた。」

■2019年8月 世界保健機関（ＷＨＯ）

飲料水に混入したマイクロプラスチックの健康への影響につい
て、

・「微細プラは広く拡散しているが、人体への明確な影響は確認
できなかった。」

・データ不足のため、「速やかに、より詳しい実態を調べる必要
がある。」
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海洋プラスチックによる海洋汚染 ２

出典：静岡県環境衛生科学研究所（マイクロプラスチック調査資料編）

県内の海岸域におけるプラスチックごみ
（平成30年度 県環境衛生科学研究所調査）

○調査結果

種類別ではペットボトルが も多いが、発泡スチロールやサンダルなど、

私たち県民の生活の中から排出されたと思われるプラスチックごみが多数見られた。

海洋プラスチックによる海洋汚染（本県の状況）

調査日
調査方法・範囲

（焼津市浜当目海岸） 総重量 うちペットボトル その他のごみ

７月 ８日
自治会による海岸
清掃での回収ごみ
を分別（幅約700ｍ）

32.7kg
6.84kg (21%)、
223個

発泡スチロール（11%）、
サンダル等靴類(7%)

８月22日
海岸の一定範囲で
プラスチックごみを
回収（50ｍ×15ｍ）

15.2kg
1.0kg ( 7%)、
21個

廃タイヤ、ダクト配管が
全体重量の61％。

９月18日 同上 8.6kg
1.0kg (12%)、
28個

サンダル等靴類(15%)。
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海洋プラスチックによる海洋汚染（本県の状況）

出典：県環境衛生科学研究所（マイクロプラスチック調査資料編）

発砲スチロール食品包装

県内の海岸域におけるプラスチックごみ
（平成30年度 県環境衛生科学研究所調査）

ペットボトル 魚網、ビニールひも 履物
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令和元年７月 富士市田子の浦

海洋プラスチックによる海洋汚染（本県の状況）



23

海洋プラスチックによる海洋汚染（本県の状況）

令和元年７月

富士市田子の浦
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ごみはどこから、ごみはどこへ
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2018年６月 G７シャルルボワ・サミット（カナダ）
「海洋プラスチック憲章」

・イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダの５か国とEU署名
・自国でのプラスチック規制強化を進める
・日本、アメリカ署名せず

海洋プラスチックによる海洋汚染をめぐる
世界・日本の動き

2019年５月31日
日本政府は「プラスチック資源循環戦略」
「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」策定

2019年６月28、29日 G20大阪サミット

「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」

海洋プラごみ「2050年までにゼロ」 合意



26

海洋プラスチックによる海洋汚染をめぐる
世界・日本の動き

2017年 中国が廃プラスチックの輸入を禁止

2019年

（5月10日）

有害なごみの国際的な輸入を規制する「
バーゼル条約」の規制対象に、
汚れたプラスチックごみが追加

日本からのプラスチックごみの排出抑制、
国内での適切な処理が必要

日本はプラスチックごみを輸出してきた
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海洋プラスチックによる海洋汚染をめぐる
世界・日本の動き（日本のプラスチックくずの輸出量）

出典：環境省資料（プラスチックを取り巻く国内外の状況）
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令和元年５月31日 策定

（消費者庁、外務省、文部科学省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）

国のプラスチック資源循環戦略の概要

基本原則：３Ｒ＋Ｒｅｎｅｗａｂｌｅ（再生可能）

・再生不可能な資源から、再生可能な資源に置き換える。
・使用された資源を徹底的に回収し、何度も循環利用する。

＜マイルストーン＞
・2030年までに使い捨てプラスチックを累積25％排出抑制
・2030年までに容器包装の６割をリユース・リサイクル
・2030年までに再生量を倍増
・2030年までにバイオマスプラスチックを約200万トン導入 など
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国のプラスチック資源循環戦略の概要
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国の海洋プラスチックごみ対策アクションプラン

• 令和元年５月31日 策定
（海洋プラスチックごみ対策の推進に関する関係閣僚会議）

• 新たな汚染を生み出さない世界の実現を目指した具体的取組をまとめ
た。

• 経済活動を制約する必要はなく、海への流出をいかに抑えるか。

⑧実態把握・科学的知見の集
積

④海洋に流出したごみの回収

⑦途上国対策・国際貢献③陸域での散乱ごみの回収

⑥関係者の連携協働②ポイ捨て、流出防止

⑤代替素材の開発・転換①回収・適正処理

＜対策分野＞
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国の動きと並行した県の取組

プラスチックごみの
流出防止

プラスチックごみの
発生抑制

「海洋プラスチックごみ防止
『６Ｒ県民運動』」

として展開し、実践を呼びかける

◆国の取組・・・資源循環のための制度づくり、規制
国際展開、基盤整備

◆県の取組・・・県民の意識向上などの呼びかけ

プラスチックごみ流出防止のため
できることから取り組んでいく

【重点取組】
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「６Ｒ県民運動」の推進

従来の３Ｒ＋新しい「３Ｒ」 → 「６Ｒ」

Reduce （リデュース・発生抑制）
Reuse （リユース・再使用）
Recycle （リサイクル・再生利用）

Rｅｆｕｓｅ （リフューズ・ことわぁ～る）
○レジ袋や使い捨てスプーンの提供を断るなど

Return （リターン・戻す）
○外出時のごみの持ち帰り、店頭回収の利用など

Recover （リカバー・回復させる）
○海岸・河川清掃活動への参加など

＜個人で、家庭で、事業所で、地域で実践＞
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県民が実践する６Ｒ その１

Reduce
（リデュース・発生抑制）

主な取組
○マイボトル携行等の呼びかけ

（マイボトルを活用しペットボトルを削減 など）
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県民が実践する６Ｒ その２

Reuse
（リユース・再使用）

主な取組
○プラスチック製品の再使用の呼びかけ

（詰替容器の活用、クリーニングハンガーの再使用 など）



3636

県民が実践する６Ｒ その３

Recycle
（リサイクル・再生利用）

主な取組
○プラスチックごみ分別実施の呼びかけ

（地域の分別ルールに沿った分別徹底 など）
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県民が実践する６Ｒ その４

Refuse [ことわぁ～る]
（断る）

主な取組
○使い捨てプラスチック使用自粛の呼びかけ

・マイバッグ等を活用したレジ袋削減など

・不要なプラ製のスプーンやフォーク、包装などを断る
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県民が実践する６Ｒ その５

Return
（リターン・戻す）

主な取組
○外出時のプラスチックごみの持ち帰りの

呼びかけ
○プラスチック容器等の店頭回収の推進、拡大

（食品トレー、ペットボトル、クリーニングのハンガーなど）
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県民が実践する６Ｒ その６

Recover
（リカバー・回復させる）

主な取組
○県主催のシンボルイベントの実施

・若者等が参加する海岸清掃活動

(7/15海の日周辺を予定、場所は県内海岸)

○県民が参加する海岸・河川等の清掃活動の拡大

・地域の清掃活動を県民運動へ位置付けて、プラごみも

回収（参加目標50万人）
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６Ｒ県民運動の展開

実施期間
令和元年５月30日～令和２年３月31日

期間中の主なイベント
５月30日 推進大会開催
６月 環境月間(6/3街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ）

海ごみゼロウィーク（5/30～6/8）
７月 海の日（7/13 田子の浦で清掃イベント）

１０月 ３Ｒ推進月間
１０月１８日 「６Ｒ推進フォーラム」講演・実践事例発表
１２月 不法投棄撲滅月間（街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ）

６Ｒ県民運動の実践、運動の拡大

静岡の取組を世界へ！！
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６Ｒ県民運動の展開



事業者としてできること（お願い）

●「６Ｒ県民運動」に御賛同する。
（社名、団体名を県ウェブサイトに掲載いたします。）
（活動の予定・実績を特設ウェブサイトに掲載可能です。）

●社員、関係者（家族、取引先）に６Ｒの実践を
呼びかける。

●海岸、河川、道路等での清掃活動を実践する。
地域で開催される清掃活動に御参加する。（Recover）

●プラスチックの使用やプラスチックごみを
減らす工夫をする。（Reduce）

★産廃３Ｒキャンペーン「プラスチック部門」
にぜひ御応募を！

★取組予定や実績を教えて下さい。
６Ｒ県民運動ウェブサイトに掲載いたします。 42



結び

静岡県には美しく、生物多様性に富んだ豊かな海岸があります。

６Ｒを県民みんなで実践し、この青い海を守り、次世代に引き継ぎます。

43


