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産業構造審議会容器包装リサイクルワーキンググループ
中央環境審議会容器包装の３R推進に関する小委員会
第2回合同会合：説明資料

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会

平成２５年１０月１５日

容器包装リサイクル法に基づく
再商品化事業の運用状況について
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１．日本容器包装リサイクル協会の主な業務内容

対象 主な業務内容

再商品化
の適正な
実施

特定事業者

74,371社

（24年度）

・特定事業者の管理（事業者名、委託料金額、支払い状況 等）

・再商品化委託料の徴収、精算

・特定事業者の公開、国への情報提供

引き渡し市町村

1,541市町村

（24年度）

・分別基準適合物の引渡し状況の管理（引渡し申込量に対する進捗 等）

・分別基準適合物の品質検査と改善指導

・再商品化委託料の徴収（市町村負担分）

・有償入札、資金拠出制度による資金拠出

再商品化事業者

227社

（24年度）

・登録審査、入札選定

・再商品化状況の管理（引取り量、再商品化量、販売量 等）

・再商品化委託料の徴収（有償入札分）

・不適正行為、不正行為の摘発、処分

普及・啓発 共通 ・HP、会報による情報開示（容リ法の意味、特定事業者の再商品化義務履
行状況、再商品化状況 等）

・説明会、講演会の実施

・オンラインによる申込、契約締結の推進

・海外における容器包装リサイクル状況の調査・研究

・問い合わせ、苦情対応と業務改善へのフィードバック（コールセンター）

容器包装リサイクル法の指定法人として、再商品化事業の適正かつ効率的な実施を目的に、
特定事業者・市町村・再商品化事業者と連携した事業を推進している。さらに特定事業者・
消費者を対象に、容器包装リサイクル制度の普及・啓発事業も合わせて行っている。
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２．再商品化事業の進展状況 ＊詳細：関連資料集 参照

（１）一般廃棄物総排出量の推移
5,483万トン（平成12年度：最大） ⇒4,811万トン/年（平成20年度） ⇒4,539万トン/年（平成２３年度）に減少

（２）一般廃棄物最終処分場の残余状況
残余容量は、142百万ｍ3（平成7年度） ⇒122百万ｍ3（平成２０年度） ⇒114百万ｍ3（平成２３年度）に減少。
残余年数は、8.5年（平成7年度） ⇒18.0年（平成２０年度） ⇒19.3年（平成２３年度）に延命化。

（３）特定事業者の申込状況
申込事業者数は、59,449社（平成12年度） ⇒71,329社（平成２０年度） ⇒74,371社（平成24年度）に拡大。
再商品化実施委託料は、480億円（平成18年度：最大） ⇒400億円（平成２０年度） ⇒403億円（平成２４年度）

＊全体の92.6％はプラスチック
（４）市町村からの引渡し量推移
４素材合計は、456千トン（平成12年度）⇒ 1,117千トン（平成20年度） ⇒ 1,221千トン（平成24年度）に増加

（うちプラスチック） 67千トン（平成12年度） ⇒604千トン（平成20年度） ⇒651千トン（平成24年度）に増加

（５）各素材の落札単価の推移（単位：円/トン）（平成20年度ｖｓ平成24年度比較）
・ガラスびん無色 3,807 ⇒ 4,253 ・紙製容器包装 574 ⇒ －5,833

茶色 4,489 ⇒ 4,642 ＊平成22年度より有償化
その他色 6,421 ⇒ 6,087 ・プラスチック 64,494 ⇒ 55,773

・PETボトル －45,118 ⇒ －48,890 容器包装

＊平成18年度より有償化

一般廃棄物総排出量の減少と最終処分場の延命化は、確実に進展している。
特定事業者・市町村・再商品化事業者の連携による容器包装リサイクル制度も
大いに貢献しているものと思われる。
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３．入札制度の運用状況について

（１）入札制度の仕組み

【再商品化事業者選定の流れ】

７月～10月
登録審査

１２月～１月
入札

２月～３月
落札

４月～３月
再商品化事業

○再商品化事業者を対象に登録説明会（７月上旬）を実施し、提出された登録申請書類（７月末日締切）を、
「事業者登録規程」に基づいて審査します。翌年度再商品化事業を委託するだけの能力と基盤のある再
商品化事業者を選定します。（１０月）

○市町村からの翌年度申込（１１月下旬）の後、登録審査に合格した再商品化事業者を対象に入札説明
会（１２月中旬）を実施します。

全国の市町村指定保管施設ごとに、施設情報・素材ごとの申込量の全情報を、入札条件リストとして、
速やかに、全登録事業者に情報開示します。

○登録事業者は、全国の情報の中から再商品化事業が可能な市町村指定施設を選定し、コスト計算のうえ
入札を行います。（1月下旬 不正アクセス防止・改ざん不可能な原本性保証サーバーによる電子入札）

○主務省庁立会いの下、指紋認証による開札式（１月下旬）が行われます。
協会内で落札判定会議（２月中旬）が実施され、落札事業者選定手順の適正性を確認のうえ、落札事業者を
決定します。（原則：逆有償の素材については最安値。 有償の素材については最高値の札に落札されます）
結果は、速やかに関係する市町村並びに落札した再商品化事業者に通知されます。

○落札結果通知（２月中旬）された再商品化事業者並びに市町村は、４月の再商品化事業開始に向けて
実務協議を行います。（３月）
協会は、市町村と業務実施に関する覚書・契約書の締結。再商品化事業者と再商品化委託契約書の締結。



5

（２）プラスチック製容器包装における材料リサイクル優先の仕組みと現状

■入札選定における優先の仕組み

○優先枠＝市町村引渡し量の上限５０％を設定
○優先落札対象事業者を「総合的評価」により定量的に評価し、優先落札可能量のうち、より優位に入札
できる比率を事業者ごとに決定する。

■総合的評価

①リサイクルの質・用途の高度化（配点：５０点）
評価項目：単一素材化・品質管理手法・主成分濃度等 ７項目

②環境負荷の低減効果等（配点：３０点）
評価項目：環境負荷データ把握・環境管理手法等 ３項目

③再商品化事業の適正かつ確実な実施（配点：２０点）
評価項目：使途明示・利用先名公表・見学推進活動等 ５項目

（平成24年度） 材料リサイクル ケミカルリサイクル 合計
協会引取量 33.3万トン 51.2％ 31.8万トン 48.8％ ６５．１万トン
再商品化製品量 16.8万トン 38.6％ 26.7万トン 61.4％ ４３．５万トン

落札単価 69,789円/トン 40,481円/トン 55,773円/トン



6

（３）PETボトル入札制度の見直し

①平成24年度再商品化事業者の再選定
・期中において発生したバージン樹脂価格の下落が再商品化製品の販売不振に繋がり市町村保管施設からの
ベール引取継続が困難になる状況が発生した。
・１９社の再商品化事業者（落札事業者５６社）が引き取り辞退し２８２指定保管施設（１/3）の再商品化事業者を
再選定し、市町村からの引取を継続して実施した。

②平成25年度年2回入札の実施（暫定措置）
・相場変動の激しいバージンPET樹脂に強く影響を受けると思われる再生PET樹脂の入札のあり方を検討
することを前提に、平成２５年度については暫定的に年２回入札することとした。

③平成２６年度以降の「PETボトル入札制度検討会」の立上
・有識者・経済金融アナリスト・特定事業者・再商品化製品利用事業者・市町村から構成する「PETボトル入札制度
検討会」を立上げ、以下の検討を実施した。（平成25年2月～9月：5回）

【検討の範囲】
・平成24年度協会対応結果の検証 ・相場変動対応方式（価格フォーミュラ方式）の検討
・複数回入札方式の検討 ・平成25年度年2回暫定対応結果の検証

＊検討のベースとして、市町村・再商品化事業者・再商品化製品利用事業者からのアンケートや、再商品化事業者からのヒアリングも
実施し、課題の整理を行った。

④検討会の答申内容（平成25年9月26日）
・バージン相場変動に伴う価格フォーミュラ方式では、相場変動への対応が充分ではなくまた公平性・公正性
にも難点が認められた。
・年2回入札であれば、半年単位での自由競争を前提とした公正な入札が期待できる。
・検討会として、平成26年度以降も年2回入札制度とすべきであるとの結論になった。

【ＰＥＴボトル入札制度検討会の結論】
平成26年度以降のＰＥＴボトル入札制度は、年２回の入札制度とすべき。

結論に至るまでの経緯
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入札時のバージン樹脂市況と平均落札単価との関係

月別バージン樹脂市況

平均落札価格 入札時期12月～1月

入札価格への反映

入札価格は、入札時のバージン樹脂市況の動向を反映する傾向
平成24年度向け入札が異なる動きで、高値入札となる。（再選定へ）

PET樹脂輸入通関統計（平均値）と平均落札単価の推移
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①容器包装リサイクル制度説明会・個別相談会の実施

日本商工会議所・全国商工会連合会との連携した取組みを全国２０ヶ所規模で実施
平成22年度：１７ヶ所（参加者数700名）、２３年度：20ヶ所（1,000名）、24年度：21ヶ所（1,300名）

４．協会の普及啓発活動について

②日本商工会議所・全国商工会連合会を通じた地域事業者へのアプローチ
・地域ごとの義務履行者リスト提供を通じた地域事業者指導の強化

規模：全国の商工会議所：515ヶ所、全国の商工会：1,760ヶ所

③啓発活動の展開
・オンライン申込の推奨（正しい申込に繋がる）
・普及啓発DVDや動画の紹介による制度に関する
周知徹底



9

●クイズで遊ぼう

「基本」と「応用」があります

結果がランキング表示されます

●素材集

画像データをダウンロードできます

●容リ制度の基本を学ぼう

容器包装リサイクルについて、小中学生・消費者から企業・事業者の方まで楽しく、分かりやすく、体系的に学ぶことができるコンテンツ
です。

●もっと学ぼう

④消費者向けHPコンテンツの制作と情報発信
■容器包装リサイクル法をわかりやすく学べるHPコンテンツの制作
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■協会HP「わたしのまちのリサイクル」による消費者のリサイクル意識喚起

日本地図から検索し、自分の町から排出された容器包装廃棄物が何に生まれ変わっているのか確認できるコンテンツです。





















容器包装リサイクル法の 
見直しに向けた提言 

国際環境NGO ＦｏＥ Ｊａｐａｎ 
瀬口 亮子 

2013年10月15日 
産業構造審議会容器包装リサイクルワーキンググループ 
中央環境審議会容器包装の３Ｒ推進に関する小委員会 
第２回合同会合 
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FoE Japan 
（フレンズ・オブ・ジ・アース・ジャパン） 

世界74カ国に200万人のサポーターを有する国
際的な環境団体のネットワーク Friends of the 
Earth International の日本メンバーとして1980
年に設立。 

 

 

気候変動、エネルギー、森林、３R等の環境問
題に、グローバルな視野と草の根からの行動で
取り組み、持続可能な社会の実現をめざす。 
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FoE Japanの３Ｒに関する活動 

政策提言・調査・研究 
 容器包装リサイクル法等３R関連法制度への政策提言 

 国内外における脱・使い捨て政策・取り組みの調査研究 

地球から取り出す資源と環境負荷を最小化する「脱・使い捨て社会」をめざし、
「発生抑制」を最優先するしくみづくりを政府、企業、消費者に提案・協働。 

キャンペーン 

 ファストフード、コーヒーショップチェーンの店内における容器を使
い捨てからリユースに転換するよう企業に働きかけ 

 水Do！（スイ・ドゥ）キャンペーン（ペットボトルなど使い捨て容器入
り飲料でなく水道水を選ぶことでＣＯ２，ごみ、社会的コストを削減） 

情報発信・普及啓発 
 「脱・使い捨てＮＥＷＳ」等による情報発信 
 ３Ｒ政策セミナー、パネル展等の開催、講演活動 
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「より少ない資源でより豊かなくらし
を」 

• 2013年３月 FoE Japan発
行 

• 発生抑制のしくみづくりに向
けた国内外の政策・取り組
み事例調査報告 

• 学識者、事業者、市民団体
らによる「発生抑制検討会」
を実施しながらまとめた政
策提言 

• 提言発表シンポジウム記録 
 

http://www.foejapan.org/waste/library/pub_hasseiyokusei.html 



Ⅰ現行容器包装リサイクル法の課題 
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容器包装リサイクル法の成果 

• 市民のリサイクル意識が高まり、回収率が大
きく向上 

• 埋め立て処分場の延命に一定程度寄与 
• 容器包装の軽量化、薄肉化、詰め替え品の
普及等に一定の効果 

• 一部の事業者、地域でレジ袋削減が進む 
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容リ法の問題点（１） 
発生抑制のしくみが不十分 

• 大量生産・大量消費型のライフスタイルは変わらず、発
生抑制には大きな進展なし。 

• 過剰・過大な容器包装は依然として見られる（特に菓子
類、ＰＣ関連品等）。 

• ペットボトル等は原単位ではリデュースしたが、清涼飲料
生産量が大きく増加し、トータル環境負荷は増大 

• レジ袋削減は大都市圏、コンビニ等で進まず、紙袋等は
対策なし（重量を考慮するとプラ同様に削減必要）。 

• ファストフード、コーヒーショップ店内飲食では依然として
使い捨て容器使用（前回審議会答申および国会付帯決
議で取り組みが求められていた）。 

• 地域レベルで発生抑制に資する情報、能力育成の機会
がない。 
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容リ法の問題点（２） 
生産者の責任の対象が限定的 

• 特定事業者の費用負担の責務は、市町村が収集・選
別し、分別基準適合物としたもののみ。 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 欧州、韓国等では、事業系も生産者責任が主。 

生産 利用 排出 回収 選別 再商品化/処分 

あ
ら
ゆ
る
容
器
包
装 

消
費
者 

家庭 

市町村が資源と
して回収 

市町村が分別基
準適合物にする 

特定事業者の 
責任で再商品化 

対象外容器包装 
市町村が処分 
または売却 

市町村が処分
ごみとして回収 

ー 市町村が処分 

事業者 排出事業者の責任で処分または再商品化 事
業
者 
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容リ法の問題点（３） 
その他 

• プラスチック容器包装の高品質なマテリアル
リサイクルが実現できていない。 

• 市町村の分別収集、選別のコストは、重い負
担となっているといえるが、効率化、透明性
向上の取り組みに大きな進展は見られない。 

• ペットボトルの国外流出により、国内リサイク
ル産業の持続性が懸念される。 



Ⅱ 容リ法改正において 
めざすべき方向性、基本的考え方 
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１．発生抑制を優先する法律に 

１）原単位での削減をめざすこと（過剰・過大包
装の抑制） 

２）原単位だけでなく、トータルの発生量の削減
をめざすこと（不要な容器包装の回避） 

３）資源消費量の削減だけでなく、ライルサイク
ル全体でのＣＯ２排出量等の環境負荷の削
減をめざすこと（中身のみ販売、濃縮・粉末へ
の転換） 

４）サービスに対する価値観を時代にあったも
のにすること 
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１．発生抑制を優先する法律に 

５）地域の経験を国全体のシステムに発展させ
実効性を持たせること（条例による適正包装
基準の全国統一化、レジ袋削減の全国レベ
ルでのしくみ化） 

６）取り組みを促進させるための情報公開を徹
底すること（環境負荷に関するデータ、多量
利用事業者名の開示など） 

７）地域の発生抑制の取り組みを支援する体制
づくり（人材育成、主体間のコーディネート） 
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２．生産量に応じた生産者責任 
• 生産者が、生産したすべての製品のライフサイクルに
おける環境負荷最小化に責任を持つしくみにすること
（拡大生産者責任の徹底）。 

 ※生産された容器包装のうち、市町村で回収され再商品化の対
象となるものは一定割合に留まる。実際には、生産されたすべ
ての容器包装が何らかの処理工程によってリサイクルや処分
等されているのであるから、事業者は本来、生産量に応じて、
販売後の工程のための費用を一定割合負担すべきである。 

• 再商品化委託料とは別に、現行の拠出委託料に代わ
り、すべての容器包装を対象に、生産量と素材に応じ
た拠出金制度を設ける。 

• 生産量に応じた拠出金は、市町村への支援金のほか、
地域の３R推進のための活動に充てる。 



Ⅲ 具体的な改正提案 
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１．法律の名称の変更 

• 現行の「容器包装に係る分別収集及び再商
品化の促進等に関する法律」（略称：容器包
装リサイクル法）を改め、「容器包装に係る発
生抑制及び再商品化に関する法律」（略称：
容器包装３R法）とする。 

• 法律の名称を変更することにより、国民に、リ
サイクルよりもリデュース、リユースを優先す
る社会づくりをめざす国の方針を広く知っても
らう。 
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２ 発生抑制の具体的な施策の強化 
（１）過剰包装抑制のための基準設定 

• 過剰・過大包装抑制と環境配慮設計を特定
事業者に義務付ける。 

• 消費者団体、環境団体、容器メーカー、中身
メーカー、小売事業者、学識経験者等により
構成する適正包装基準の検討会を設置し、
品目別に製品サイズに対する容器包装の容
量の基準を作成する（すでにある自治体の基
準等を参考に）。 

• 主務大臣が基準遵守を義務付ける。 
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２ 発生抑制の具体的な施策の強化 
（１）過剰包装抑制のための基準設定 

＜参考＞ 
◆自治体の条例による過大包装禁止と包装基準 
 例）神戸市民のくらしを守る条例 第26条で過大包装の禁止。あらゆる商品対象。

要綱により過大包装基準を定める（空間容積15％以上など）。基準は、消費者を
含む委員会で議論して作成。京都市などにも類似の条例、基準あり。 

 ⇒ しかし、条例では地域的な限界あり 
◆業界ごとの適正包装自主基準 
 例）化粧品公正取引規約 第11条で過大包装の禁止、化粧品適正包装規則で基

準定める（直接容器 内容物体積が40％未満は不可、外部容器 不必要な空
間不可）。その他業界ごとに独自の基準あり。 

⇒ しかし、消費者に共有されていない 
◆韓国  
  資源の節約とリサイクルの促進に関する法律第９条で過剰包装規制。規則にお

いて包装回数、空間比率などを製品ごとに規定。特定製品（化粧品、洗剤等）に
ついて詰め替え生産勧告あり。⇒ 国として統一基準をつくる上での参考に 
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２ 発生抑制の具体的な施策の強化 
（２）レジ袋等の削減目標設定と達成義務化 

• 現行の多量利用事業者の報告義務をさらに強化、小
売事業者は、国が定める削減目標の達成義務を負う。 

• 目標は、買い物客数に対する袋使用数等。事業種別、
年度ごとおよび中期で設定。 

• プラスチック製袋だけでなく、紙製、バイオプラスチック
製も削減の対象とする。 

• 手法は定めない。事業者は目標達成のために効果的
な手法を自ら選択する。 

• 対象事業者名、目標達成状況は国が公開し、社会全
体でモニタリング、および協力を行う。 

• 長期的に目標達成できない場合を考慮し、担保措置
（強制有料化・税導入等）を予め検討する必要もあり。 
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２ 発生抑制の具体的な施策の強化 
（２）レジ袋等の削減目標設定と達成義務化 

＜参考＞ 各国のレジ袋削減政策 
◆アイルランド：レジ袋税（Plastic Bag Levy 2002

年 0.15ユーロ/枚→2007年0.22ユーロ） 
◆デンマーク：包装税（上流・1994年プラ袋の場合

22デンマーククローネ/kg) 
◆英国：自主協定→法制化開始（次頁） 
◆ドイツ：慣習的にスーパー等では有料（緑の党は

税導入主張） 
◆イタリア：慣習的にスーパー等では有料。2011年

より石油系プラスチックは法律で禁止 
◆韓国；一回用品使用規制により無償配布禁止

（一定規模以上の小売店対象、プラ・紙の両方
→2008年緩和によりプラのみ） 

◆中国：無償配布禁止（すべての小売店対象） 

イタリアのスーパー 
様々な袋の料金 

韓国のスーパー レジ袋なし 
自治体の有料ごみ袋で対応 
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２ 発生抑制の具体的な施策の強化 
（２）レジ袋等の削減目標設定と達成義務化 

＜参考＞ 英国の動向 自主協定から法制化へ 
• 2007年２月 英国小売業協会と環境省等の間で自主協定（Marks & 

Spencer、TESCO等、大手７社参加） 。2008年12月までに2006年
度比25％削減を約束 ⇒達成 

 2008年12月 2009年春までに同50％削減を約束(2009年７月報告
では実績48%⇒引き続き取り組み) 

• 最終的に70％削減をめざすことになっていたが、2010年には使用
増加⇒法制化の検討開始（2008年11月成立の気候変動法に使い
捨て買い物袋有料化の手続き規定あり） 

• 2011年10月 ウエールズで有料制（charge)開始（プラ、紙、生分解
性プラのすべて対象、５ペンス）、75％削減 

• 2013年４月 北アイルランドで買い物袋税(levy)開始 
• スコットランドは、2014年10月からcharge開始予定、イングランドで

も2015年選挙後導入予定（大規模店舗のみ、５ペンス）。 
• いずれも収益は、環境保全等のチャリティーに充当。 
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２ 発生抑制の具体的な施策の強化 
（３）使い捨て容器削減の義務化 

• ファストフード等店内で使用されている使い捨
て容器なども、レジ袋同様、事業者に削減を
義務付ける。 

• 店内飲食客数に対する使い捨て容器使用数
の削減目標設定（年次ごと、中期）、定期報
告を義務付け、リユース容器での提供を促進
する。 

• 対象事業者名、目標達成状況は国が公開し、
社会全体でモニタリング、および協力を行う。 
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２ 発生抑制の具体的な施策の強化 
（３）使い捨て容器削減の義務化 

＜参考＞ 韓国の一回用品使用規制 
• 「資源の節約とリサイクルに関する法律」の中で一

回用品（使い捨て品）の使用を規制。 

• 業種別に規制対象品目､規制事項を設定   
   ◇食堂：  一回用皿、コップ、箸等 
   ◇ホテル： 一回用歯ブラシ、剃刀、シャンプー等 
   ◇百貨店、スーパー： レジ袋、紙袋等 
• ファストフード業界31社と環境省が「自発的協約」 

（2002年10月締結、2003年１月より実施） 
ごみ問題に取り組むＮＧＯの働きかけで各社と環境
省が締結。 
内容：一定面積以上の店内では陶器などのリユー
ス容器を使用し、テイクアウトの使い捨て容器には、
デポジットを課す（※デポジットは２００８年廃止）。 

韓国マクドナルドの 
リユース容器 （2006年.3月） 

韓国スターバックスでは 
冷たい飲み物用グラスマグあり 

（2006年３月） 
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３．地域の活動を支援する 
３Rセンターの設置 

• 都道府県に３R推進センターを設置し、各市町村にお
ける行政、事業者、市民の連携による３R推進活動を
支援する体制をつくる。 

• センターにおいて、３R推進員として、地域で効果的な
調査、啓発活動、各主体の連携のコーディネートを担う
ことのできる人材を育成する。 

• センターの運営には、生産者が生産量と素材に応じて
拠出する拠出金で支援するとともに、情報提供等で協
力を行う。 

• 現行の排出抑制推進員（３Rマイスター）はこの体制に
統合する。 

＜参考＞地球温暖化対策推進法における温暖化防止活
動推進員、地域センター、全国センター  
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４ 市町村への支援金制度 

• 事業者は、再商品化委託料とは別に、現行
の拠出委託料に代わり、すべての容器包装
を対象に、生産量と素材に応じた新たな拠出
金制度に基づく支援 金を支払う。 

• 支援金は、分別基準適合物の量と質に応じ、
市町村に支払われる。 
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５ 自主回収促進のための措置 

• スーパー等の大規模小売店舗やリピーター
の多い化粧品の対面販売等における容器の
自主回収を促進し、自主回収した分は、再商
品化義務を減免するしくみとする。 

• 単一素材の一定量確保により、高品質なマテ
リアルリサイクルを促進する。 

• 指定容器については、生産者に自主回収を
義務づける（スプレー缶、カセットコンロのボ
ンベなど危険・処理困難物）。 
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６．取り組み促進のための 
情報公開の徹底 

• 国は容器包装の多量利用事業者および報告
内容のうち必要な情報（買い物袋削減状況
等）を開示する。これにより社会全体で取り組
みのモニタリングおよび協力を行う。 

• 国は、容器包装や販売方法の選択による環
境負荷の比較など、事業者の取り組みや消
費者のグリーン購入に資する調査を行い、そ
の結果をわかりやすく開示する。 
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６．取り組み促進のための 
情報公開の徹底 

＜現行制度では＞ 
• 小売事業者の容器包装多量利用事業者名は公開され
ておらず、年間50トン以上は事業者の自己申告なので、
大手スーパー等を除き、報告義務の対象なのか消費
者にわからない。買い物袋（プラ・紙）の報告は任意。 

＜消費者がほしい情報の例＞ 
• ペットボトル飲料水と水道水 
 飲用のLCA比較 
 （右はFoE Japan作成） 
• ファストフード店内で紙コップ 
 使用とマグ使用のLCA比較 
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まとめ 
• 容器包装を管理する制度は、持続可能な消費と生産に
向けた国の意志を反映する鏡 

• 地球から取り出す資源と環境負荷の最小化に資する制
度設計を 
 

【提言書】 
「容器包装リサイクル法改正に向けた意見」2013.10.11 
 http://www.foejapan.org/waste/library/pdf/20131011.pdf 
「より少ない資源でより豊かなくらしを～発生抑制のしくみづくりに向

けた提言」2013.2.19 
 http://www.foejapan.org/waste/library/pdf/130219.pdf 
【お問合せ】 
FoE Japan 瀬口亮子 seguchi@foejapan.org 
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びんリユースの推進に向けた提言 
 

平成 25年 10月 15日（火） 

びんリユース推進全国協議会 

1. はじめに 
平成 25 年 5 月に閣議決定された第三次循環型社会推進基本計画、平成 24 年 4 月の

第四次環境基本計画、そのいずれにおいても、２R(リデュース・リユース)の推進が重

要である旨が記述されている。 
これまで３R と言われながらも、現実に進行したことは、ほぼリサイクルのみの１R

に限られており、次いでリデュースが一部進むという状態ではなかったであろうか。 
容器のリデュースに関しては、例えば、清涼飲料業界における PET ボトルの軽量化

が進行している。 
一方、リユース容器は、洗浄性などを考えれば、実質的にはガラス製のびん以外は

あり得ないが、すでに絶滅危惧種であるといったことが言われている。びんリユース

のためには、ガラスびんに傷を付けないで回収するための回収容器（P 箱）も必要不可

欠であり、びん商等の回収主体の連携も必要である。 
びんリユース推進全国協議会では、衰退・減少傾向にある、びんリユースシステム

の存続および拡大に向けて活動しており、本ヒアリングにおいては、びんリユースの

現状・協議会での活動内容の紹介とともに、びんリユース推進に向けた制度的な期待

を述べる。 
 

2. びんリユース推進全国協議会の概要 
２．１ 設立の経緯 

この約十年に渡ってびんリユースの実証が国の支援により、数多く取り組まれたが、

残念ながらその多くは単年度での実証となり、成果および評価・分析の見える化が充

分でなく、継続的かつ連携した取り組みになっていない。また取り組みも一部地域に

限定されたものであった。それを何とかしたいとの思いで、全国各地域の取り組みを

支援し、全国の取り組みを持続的かつ連携した取り組みとして、びんリユースの仕組

みの再構築を狙いとした「びんリユース推進全国協議会」を設立することとした。 

 
２．２ 運営と概要 
びんリユース推進全国協議会は、びんリユースの普及のための組織として平成 23 年

9 月 29 日に設立された任意団体である。構成員は、びんリユースに関わる事業者団体、

NPO・市民団体等であり、運営は会費、寄付金その他で運営している。 
「びんリユースシステムの存続および拡大に向けた支援、普及活動を、国・自治体・

消費者・事業者など様々な主体と連携協力し推進すること」を目的としており、定期

的な会議をもち、各地で進められているびんリユース活動の支援および新規の構築や

将来に向けた取り組みの共有、関係主体との連携、情報共有と広報活動を実施する組

資料５ 
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織である。 
 

◆びんリユース推進全国協議会（http://www.bin-reuse.jp/）の概要 

■幹事 8団体 

全国びん商連合会  ガラスびんリサイクル促進協議会 日本ガラスびん協会 

全国清涼飲料工業会 日本Ｐ箱レンタル協議会 中部リサイクル運動市民の会 

びん再使用ネットワーク  Ｒびんプロジェクト 

■運営委員（平成 25年 6月現在） 

代表   安井 至   国連大学名誉副学長・東京大学名誉教授 

副代表  吉川 康彦  全国びん商連合会 

副代表  幸 智道   ガラスびんリサイクル促進協議会 

事務局長 小沢 一郎  事務局 

委 員  田村 豊也  全国びん商連合会 

吉永 茂樹  日本ガラスびん協会 

久保田 潔  全国清涼飲料工業会 

岡田 昌士  日本Ｐ箱レンタル協議会 

永田 秀和  中部リサイクル運動市民の会 

中村 秀次  びん再使用ネットワーク 

西村 優子  Ｒびんプロジェクト 

■オブザーバー 

環境省リサイクル推進室 経済産業省リサイクル課 農林水産省リサイクル課 国税庁酒税課 

 

２．３ びんリユース推進全国協議会の役割 

1）全国各地域におけるびんリユースモデル構築の開発・支援 

2）｢中長期的ロードマップ｣による目標をもった取り組みの推進 

3）びんリユース普及に向けた関係主体との連携・推進 

 

３.びんリユースの現状とびんリユース推進全国協議会の活動 

３.１ びんリユースの現状 

1) ガラスびんの使用状況 

ガラスびんの使用量は横ばいであり、このうち飲料用に着目すると減少傾向にある。

例えば、ビールの容器別出荷量の構成比推移をみるとびんは減少傾向にあり（缶：

68.0%→72.5％、びん：14.4％→10.8％（平成 18年→平成 22年）、清涼飲料分野では

PET ボトルの生産量上昇に伴い、缶・びんの生産量は減少（びんの構成比は 1.9%）。

清酒、牛乳では紙製容器の比率が高い（それぞれ紙製容器比率が 5割以上、85％以上）

となっている。 

びんの使用量が減少している背景には、以下のようなことが想定される。 

○ 社会構造の変化（少子高齢化、核家族化、共働きの家庭の増加等）により大容

http://www.bin-reuse.jp/
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量の商品よりも小容量の商品が選ばれやすい傾向にあること 

○ 流通構造の変化により持ち帰る際に運びにくいびんは敬遠されやすく、軽量な

ペットボトルや紙パック等への転換が進んでいること （かつては一般小売店

による配達・回収が中心であったが、ライフスタイルの変化等で量販店やコン

ビニ等が台頭） 
 

2) リユースびん／ワンウェイびんの使用量 

国内ワンウェイびんの数量は横ばい、一方リユースびん使用量は減少傾向にある。 
 

◆リターナブル・ワンウェイ びん使用量の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) 現状でのリユースびんの状況 

全国規模でリユースされている事例としては、ビールびん（ビール酒造組合）、一

升びん（1.8L 壜再利用事業者協議会）、飲食店等の業務用の清涼飲料（全国清涼飲料

工業会）などが挙げられる。また、全国各地域で進められている事例としては、宅

配牛乳・学校給食用牛乳、生協等での宅配（びん再使用ネットワーク）。 
これらの取組に加えて、各地域ごとに進められている／進めようしている事例も

ある。例えば、販売先に応じてびんを使い分けリユースを進めるホッピー、新潟・

東北地域を中心に清酒 720ml びんでのリユースの取組、九州地域での焼酎 900ml び
んでのリユース、独自のリユースびんを採用している居酒屋チェーンのワタミなど。 
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◆各地域で進められる特徴的なリユースの事例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出典）環境省「びんリユースシステムの成功事例集」  
   （http://www.env.go.jp/recycle/yoki/dd_2_council/ex1_bottle_re.pdf） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本リユースびん普及協会が推進。新
潟・東北地方を中心に110社以上が利用
※朝日酒造（新潟）などが代表例

南九州を中心としたリユースシステム。
10社程度が利用。年間200万本程度
※大口酒造（鹿児島）が代表例

R720mlを使用したリユース

R900mlを使用したリユース

焼酎向け丸正900mlのリユース。小
規模～中堅メーカーにて実施。
※特に離島は利用割合高い

丸正900mlを使用したリユース

回収専用P箱を用いたリユースシステム。
宮城県酒造組合、東北びん商連合会、行
政、販売店等と連携した取り組み。

宮城方式によるR300mlリユース

ワタミのPB商品を対象としたリユースシス
テム。主に関東圏での店舗で利用。

居酒屋でのリユース事例（ワタミ）

小売店における各種リユース
びんの店頭回収。びん商を経
由して各ボトラーに。

小売店での回収システム
（リカ－マウンテン）

小売店における各種リユースびんの店頭
回収。PB商品にて丸正900mlも対象に。

小売店での回収システム（やまや）

デザイン性の高い独自びんを
使用したリユースシステム。関
西圏を中心にリユース。

業務用を中心とした
茶・水のリユース（能勢酒造）

高い回収率が維持できる販売先にのみリ
ユースびん、小売店などではワンウェイびん
と使い分け。

販売先に応じてびんを使い分け（ホッピー）

日本酒造組合中央会の推進するR300ml
のリユース。岩手県酒造組合が中心。
※同様の取り組み山口県などでも。

R300mlのリユース

http://www.env.go.jp/recycle/yoki/dd_2_council/ex1_bottle_re.pdf
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３.２ びんリユース推進全国協議会の活動 

1) 地域におけるびんリユースの取組支援 ～地域びんリユース推進協議会～ 

学校給食牛乳、宅配など、クローズドシステムで流通する仕組み以外に、びんリ

ユース推進のためには、①地域で流通するブランドにおいてリユース、②全国的な

共通びんにおいてリユース、大きく２つの方法がある。 

全国各地域において、地域リユース推進協議会を立ち上げ、これまでの単発・個

別型のびんリユースではなく、社会経済システムを構築するための新たなびんリ

ユースの仕組みを目指す。 

びんリユース推進全国協議会では、地域リユース推進協議会の立ち上げ等の活動

支援、広報・情報発信支援などを通じて、地域におけるびんリユースの推進を図っ

ている。 

◆各地域のびんリユース推進協議会（含準備会） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) グリーン購入法におけるリユース促進 

グリーン購入法は、国等の公的機関が率先して環境負荷低減製品・サービスの調

達を推進すること等により、需要の転換を図り循環型社会形成につなげることを目

的とした法であるが、毎年新規提案を受け付けている。 
びんリユース推進全国協議会では、平成 24 年度グリーン購入法特定調達品目の提

案募集に提案し、提案内容を参考に検討され、食堂および小売業務の役務において、

再使用（リユースびん）が位置付けられ、基本方針の見直しに反映された（平成 25
年 2 月 5 日閣議決定）。 

 

・平成23年度から。郡山市容器リ
ユース推進協議会から発展・拡大
・R720ml中心。自治体との連携

・平成24年度。消費者ニーズ調査
・宮城方式の拡大（720mlへも）

・平成24年度。
・県内の流通実態調査など。

・平成21年度に鹿児島県で発足。新
たな形で九州全域での推進を検討中。

福島県容器リユース推進協議会

宮城県びんリユース推進協議会

秋田びんリユース協議会

九州圏びんリユース推進協議会（仮）

・立ち上げに向けて検討を開始

中四国びんリユース推進協議会（仮）

・平成25年度中の設立に向けて準備中。

関東・甲信越リユース推進協議会（仮）

・平成25年11月の設立に向けて準備中

東海地域びんリユース推進協議会（仮）

・平成25年度中の設立に向けて準備
中。奈良県を中心に、近畿へ。

近畿びんリユース推進協議会（仮）

設立に向けて準備中

活動中の協議会
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●役務 20-3 「食堂」の配慮事項 
 ・「修繕することにより再使用可能な食器、又は再生材料が使用された食器 
  が使われていること。」を追加。 
 ・「再使用のために容器包装の返却・回収が行われていること。」を追加。 

 
●役務 20-10 「小売業務」の配慮事項 

・「再使用のために容器包装の返却・回収が可能なものであること」を追加。 
 

3) 学校給食用牛乳びんの推進 

学校給食用牛乳の容器別容量比率は、74.3％が紙容器、25.6％がびん容器での提供

となっており、びん容器は全体の約 1/4 となっている。1970 年頃はびん容器の割合

が 90％であったが、その後減少し続け 1986 年頃には 50％を切り、2006 年頃に 30％
を割り込んだ。ここ数年の推移でも、微減傾向が続いている。 
全体としては減少傾向にあるが、都道府県によってその状況は異なるが、詳細な

実態は分かっていない。 
びんリユース推進全国協議会では、地方自治体や関係団体等への調査を実施し、

学校給食用牛乳のびん供給が可能であり、びん容器での提供を求めている地域を探

し、導入に向けた支援・情報提供を進めている。 
 
◆学校給食用牛乳の容器別（容量）比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
出典）独立行政法人農畜産業振興機構「学校給食用牛乳供給事業概要」より作成 
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◆都道府県別学校給食用牛乳の供給量とびんの割合（平成 23 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典）独立行政法人農畜産業振興機構データをもと作成 

0.1%

北海道

0.0%

青森

0.9%

岩手

5.9%

宮城

5.2%

秋田

6.1%

山形

26.0
%

福島

0.0%

茨城

6.0%

栃木

0.0%

群馬

48.7
%

東京

0.7%

神奈川

74.5
%

山梨

1.7%

埼玉

94.9
%

長野

0.0%

静岡

16.8
%

千葉

30.4
%

新潟

10.0
%

富山

24.0
%

石川

87.7
%

福井

8.5%

岐阜

70.4
%

愛知

15.8
%

三重

0.1%

滋賀

5.7%

京都

83.0
%

大阪

5.8%

兵庫

64.1
%

奈良

22.5
%

和歌山
0.0%

徳島

89.3
%

香川

0.3%

愛媛

32.8
%

高知

18.4
%

福岡

11.8
%

佐賀

0.0%

長崎

18.1
%

熊本

23.3
%

大分

0.5%

宮崎

0.0%

鹿児島

0.0%

沖縄

0.0%

鳥取

5.6%

島根

85.1
%

岡山

0.0%

広島

89.7
%山口

17,011KL

3,331KL 4,430 KL

3,989KL 3，696KL

6,339KL 7,311KL

3,684KL 7,729KL

2,897KL 4,045KL

7,123KL 10,045KL5,997KL

7,982KL 2,063KL
22,508KL 18,865KL

30,391KL 13,811KL
12,146KL

4,019KL

2,484KL

6,186KL

3,629KL
14,394KL

19,696KL

7,609KL5,408KL

24,389KL

4,573KL 2,346KL 1,980KL

8,392KL 6,545KL

1,626KL 2,484KL

4,450KL 3,318KL

6,288KL 6,112KL

6,312KL 4,036KL

4,822KL 3,929KL

3,103KL 16,362KL

供給量（KL）

びん紙パック

%（びん割合）



- 8 - 

4) ２R 教育の実践方法・教材の開発 

「２Ｒを重視したライフスタイル」の普及に向けて学校教育が非常に重要となる。

ごみやリサイクルを学習する小学校中高学年を担当する教員に向けて、環境教育で

すぐに活用できる「２Ｒ環境教育教師用指導資料」の検討・作成を進めている。 
これまで、学校教育における３Ｒの取り組みは、現状ではリサイクルが中心で他

の２Ｒを教育するような状況にはない。学校牛乳の取り組みと連携し、びんリユー

スを新たな環境教育の取り組みにすることが重要といえる。 
現在、「２Ｒ教育ワークショップ」を公開で開催しており、教師用指導資料の検討・

作成、２Ｒ教育セミナー（東京、大阪で予定）の内容検討・開催準備等を進めてい

る。 
 

5) 中容量リユースびん「規格統一」の検討 

ライフスタイルの変化もあり、近年 720ml、900ml など中容量のびんの割合が増え

つつある。これらのびんもリユースされることが望ましいが、多種多様のびんが流

通しており、そのことがびんリユース推進時の障害となっている。 
地域クローズドで流通するものではなく、全国で共通して利用できる新たなリ

ユースびんを開発するため、JIS 規格、計量法における丸正（まるしょう）など状況、

現在リユースされているびんの性能・性状などを踏まえて、規格統一びんの必要性・

在り方・求められる条件などを検討している。 
 

6) びんリユースに向けた中長期ロードマップの検討 

びんリユースを進めるための確立した統一の制度がないことが問題ある。現在あ

るのは、これまでの慣習により生き残ったびんリユースの仕組みであり、３R の「優

先順位」があるだけである。リユースを進める制度や容器統一の規格・基準が不十

分であり、リユースの仕組みが社会的認知を得るには至っていないため、消費者、

小売店、スーパーなどの販売店ではどの容器がリユース容器なのか分からないため、

協力しようにもできないのが課題である。 
びんリユースが社会的に認知された仕組みとなるためには、推進に向けた中長期

的ロードマップ（行程表）など具体行動計画が必要であり、PDCA によるマネジメン

トと進捗管理が必要であると考えている。 
びんリユース推進全国協議会では、参加会員団体の想いをもとに、たたき台とし

て、ロードマップを作成した。今後は、たたき台をもとに、容器メーカー、中身メー

カー、販売者、消費者、国・地方自治体など行政など関係主体の参加による合意形

成をはかっていくことが必要と考え、そのための場を設けていくことを検討してい

る。 
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４. 検討すべき課題と期待する方向性 

第４次環境基本計画、第３次循環型社会推進基本計画において、２Ｒ推進という方

針が打ち出されている。２Ｒの取り組みの制度化の検討やきめ細やかな情報提供、地

域での消費者、事業者、自治体の連携の在り方の検討などを記載している。またリター

ナブルびんの使用や、リユースを進めるライフスタイル、「地域循環圏」の形成や指標

としてのびんリユース率など具体的に示されており、びんリユースは、２Ｒ推進に向

けて大きな役割を担うものと理解している。 
びんリユースの更なる推進に向けて、容器包装リサイクル法の枠を越えて、幅広く

以下の検討が必要と考える。 
 

４．１ びんリユース普及・拡大の条件整備 

1）容器包装リサイクル法において、びんリユースが促進されるような見直し 

○ 現在、容器のリユース、特にびんのリユースを阻害している要因はなにか、ど

うすればびんリユースが促進されるか実態調査を行うとともに、整理・検討し

ていただきたい。 
○びんリユースを進める上で重要なのが包装形態で、1.8Ｌが概ね９0％を維持する 
には、ダンボールでの出荷が課題である。なぜなら、ダンボール出荷された 1升 

びんはリユースされる可能性が低いので。 

○その上で、容器包装リサイクル法をはじめ、関係制度を整備・見直ししていただ

くことを期待する。 
 

2）国のグリーン購入の改善 

○ 国等が購入する物品などの総額は、日本全体の消費総額の 25％程度にもなる。

国が購入する物品にはグリーン購入法に沿った購入を行うよう法律的に強制さ

れており、地方自治体については強制ではなく努力義務とされている。 
○ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」において配慮事項として“再使

用のための容器包装”という記述が追加されたが、びんリユースを直接的に支

援するような枠組みになっているとは言い難い。 
○ びんリユースを含めた、２R 推進の更なる政策がグリーン購入法に位置付けら

れることを期待する。 
 

 ４．２ 地域型のびんリユースの仕組み構築の条件整備 

1）地域で進める中容量びん（720ml、900ml、地サイダーなど）のリユースが促進され

る容器包装リサイクル法１８条（自主回収）認定の見直し 

○ 地域で流通する中容量びんとして、清酒・焼酎等で主に使用されている 720ml、
900ml、地サイダー・飲料、地ビール、ワインびんなどが想定される。 

○ 現状の容器包装リサイクル法においては、これらのびんのリユースを促進・後

押しする制度とは言い難く、18 条認定をはじめ、びんリユースが推進されるよ

う見直し・検討を期待する。 
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2）地域でのびんリユース推進に向けた地方自治体等の積極的な関与 

○ びんリユースを推進する方法の１つは、“比較的狭い地域を対象に、例えば、県

やブロック単位ぐらいで特徴のある容器をある地域だけで使用し、その地域の

「まちおこし」事業と連携しリユースする”という方法である（新宿サイダー

など）。 
○ 地方自治体においては、びんの分別回収を進めリユースを促進するとともに、

地域内での関係各者（例えば、メーカー、卸売・小売、料飲店、市民団体、び

ん商、Ｐ箱レンタルなど）へのびんリユース推進に向けた働きかけ等を期待す

る。 
○ 地方自治体が関与・支援している例はいくつかあるが、例えば、2012 年 11 月か

ら『と、わ（To WA）』というリユースびんに入った大和茶が売り出された。奈

良県生駒市が積極的にバックアップしている取組みである。地方自治体には引

き続き積極的な関与・支援をお願いしたい。びんリユース推進全国協議会はこ

れらの事例を他地域に広げ、「地産地消」の地域ビジネスとも連携し地域に貢献

出来るようにしたい。 
 
3）学校給食牛乳におけるリユースびんの普及 

○ 学校給食の牛乳におけるびんの割合は減少しつづけており 25.6％となっている。 
○ 地域においてはびん牛乳を継続したくても、継続できない状況も出てきている。 
○ また、学校給食牛乳をびんで提供するためには、地方自治体・学校関係者の協

力が最低限必要なことである。 
○ 学校給食牛乳におけるびんリユース推進に向けて、地方自治体の関与を期待す

る。 
                                  以 上 
 

 
【追記】 
びんリユース推進全国協議会では、2014 年 3 月までに、「（仮称）びんリユースを

推進するための政策提案」をまとめることとし、内容は次のことを予定案とします。 
 

「びんの回収と再使用のしくみづくり」、「びんリユースを進めるために必要な制度設

計」、「リユースびんの規格と表示」、「関係主体の役割分担」、「国・自治体による支援・

協力」、「地域循環型社会づくり」、そして「関係主体によるコラボレーション」などの

テーマを検討課題とします。 
 
これからのびんリユースは地域での取り組みを重視し、全国と地域が連携したネッ

トワークづくりが重要になると思われます。 
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EPR（拡大生産者責任）の原点に立った 
役割の見直しと新しい主体間連携 
容器包装リサイクル法改正に向けて 

市民案（第二次案）を2013年4月17日にまとめました。 
 

 2011年8月31日、全国から 394,165 筆が提出された「容器包装リサイクル法の見

直しを求める請願」は、衆議院と参議院で採択されました。請願内容は以下の通り
です。 

①容器包装リサイクル法の役割分担を見直し、分別収集・選別保管の費用負担の
あり方を検討する。 
②リデュース、リユースを促進するため、様々な課題への対応について検討する。 
③製品プラスチックのリサイクルを進める仕組みのあり方について検討する。 
 



＜1＞改正市民案のポイント 

• リサイクルを「廃棄物処理」と位置づける時代は終焉しました。リサ
イクルは製品製造の循環プロセスの一環と位置づけ、限りある資
源を高度に循環利用し、資源の有効利用と環境負荷削減を進め
る制度に転換します。 

• ごみ処理は市町村の仕事ですが、リサイクルは製品を作り販売す
る事業者が責任を持ちます。製品の価格にリサイクル費用を内部
化することによって、消費者もリサイクル費用を負担します。そうす
ることでリサイクルしやすい製品への誘導や、リサイクルよりも優
先して２Ｒを推進することができます。 

• リサイクル費用を、製品を設計し製造するメーカーにフィードバック
することで、容器包装の発生抑制、リサイクル費用の最小化、消
費者が「もったいない」を実感できる制度、そのポイントとなる社会
経済システムがＥＰＲ（拡大生産者責任）です。 
 



一定のリサイクルの質を保ちながらこれだけ
国民の間に普及したのは、分別収集を市町村
が担ったからである。しかし、これを全面的に
税金で賄うことにしとことで、その効率性、特に
費用の増大を招いた。この分別収集を市町村
が担うことの長所を活かし欠点を是正するた
めに、市民案では、事業者自ら回収できない
場合、分別収集の物理的役割は、これまで同
様市町村が担うこととした。 



後述のデプスインタビューの結
果を踏まえて、見直しが必要。
市町村回収を基本とする方向へ
検討中。 







＜2＞デプスインタビューの結果を踏まえて 
     市民案は一般の市民に、どのように受け止められるのか？ 

2013年8月、デプス・インタビューを実施 
「2R推進強化の為の生活者意識調査」 

 プラ・リサイクル実施 
自治体 

（横浜、川崎、杉並） 

プラ・リサイクル未実施 
自治体 

（文京区、豊島区、板橋区、北区、墨
田区、世田谷区） 

20代独身女性 1名 1名 

子育て主婦 2名 
30代主婦 
40代主婦 

ごみ意識高い層 
2名 

30代主婦 
40代主婦 

ごみ意識低い層 
2名 

30代主婦 
40代主婦 



<3-1> ３R、２Rの認知理解 

意識 

共
通
意
識 

•リサイクルは全員理解している 
•３Rの優先順位も含め理解している人は皆無であった。 

•容器包装リサイクル法について、聞いたことがある人は３人だが、内容を
理解している人は皆無であった。 
•行政が定めたルールは従うが、法律や行政のスタンスにまで関心はない 

異
な
る
意
識 

・３Rの言葉の認知は、リサイクル：リユース：リデュース＝８人：３人：１人で
あり、優先順位の逆の結果になっている。 
・リユースと聞いて、フリーマーケット、ブックオフなどを連想した人がいる。 
・子供から聞いている、という人がいた。 



<3-2>【市民案の考察】 ３Rの認知理解 

市
民
案 

•３Rの認知度を高める 

考
察 

・３Rの認知度を高める施策、運動が必要 
・子供から知る人も多いようなので、学校教育は、特に重要。 
・ 



＜4-1-1＞買い物時のごみ環境意識とプラ容器包装 

意識 

共通 

•ごみ環境問題を考えながら商品選択している人は皆無 
•スーパーの売り場で過剰な包装があふれているという実感はない。 

•詰め替え容器商品を購入するのは当たり前になっている。その理由
は、「毎回大きくて重いボトルを買うのが大変」、「毎回、ボトルを洗っ
て分別して捨てるのが面倒」「詰め替えの方が経済的」。 

•プラスチックごみが自宅で保管する時、ごみとして出すとき、プラご
みの増加を感じる。 

異なる 
・買い物時にごみ環境問題を考えて商品選択しない。 
・かさばるプラスチック容器やトレイを自宅に持ち込みたくない。 
・ 



<4-1-2>【市民案の考察】 買い物時のごみ環境意識とプラ容器 

市
民
案 

•発生抑制をEPRで進める 

考
察 

・買い物時にゴミ環境を考えて商品選択する人は、非常に少ない。 
・自宅にごみが貯まることが嫌だからという選択意識はある。 

・発生抑制を、消費者のごみ環境意識の変化で解決しようとすることは無理が
ある。 
・川上、上流、商品設計段階での発生抑制効果が生まれるEPRの徹底が、最も
有効な方法である。 



<4-2-1>レジ袋について 

意識 行動 

共
通 

•お金は節約したい 
•有料化は時代の流れで仕方がない 
•レジ袋はごみ袋に使える 

・マイバッグを持っている 

異
な
る 

・レジ袋が溜まる一方 

・有料になったらマイバグを持ち歩く。お
金が優先 
・レジ袋はゴミ用に少し必要 

・レジ袋が有料になると、ゴミ用に改めて
購入する必要がある。 

・全部有料になったら、考え方が変わる、
踏ん切りがつく。 

・レジ袋を断るが、ゴミ用にたまに
もらう。 
・レジ袋に入れてもらっている。 



<4-2-2>【市民案の考察】 レジ袋について 

市
民
案 

•レジ袋は有料化する。 

考
察 

・有料化は、お金を節約したいとの意識とは逆行するが、時代の流れであると
意識していて、積極的な賛成ではなくても、賛成されている。 

・ごみ袋用に多少必要であると感じていることについて、どう答えるのか、また、
一部無料を残すのかは、課題である。 

・有料化は、食品だけの義務付けか、衣料品、薬などどうするか？の整理も課
題である。 



＜4-3-1＞リユースびん/学校給食の牛乳 

意識 

共通 

•リユースびんは昔の形骸化した記憶になっている。 
•環境のため、あえてリユースびんを選ぶ人は皆無。 

•びんは重いというマイナス面と、新鮮で美味しい、高級品のイメージ
のプラス面を感じている。 

•リユースは自分の生活には簡単には取り込めないという抵抗感が
大きい。（重い、割る、高価、近所に返す場所がない） 

•学校での牛乳びん推進は賛同、公共機関でのリユースのシステム
は作りやすいと評価 

異なる 

・Rマークは生協利用者で認知されている。 
・リユースの返却でポイントが貯まるとやる気がでる。 

・給食がびんなのは、ゴミ環境問題だと子供から聞いた、いい考えと
思う。 
 



<4-3-2>【市民案の考察】 リユースびん/学校給食の牛乳 

市
民
案 

•リユース容器を普及させる。 
•スーパーでのリユース容器の扱い拡大 
•Rマークの国の認定と普及啓発 
•学校牛乳びんの普及 

考
察 

・学校牛乳びんについては、賛同されているので、早急な普及を進める 
・学校でのびん牛乳が子供の家族へもごみ環境意識を高める 
・リユース商品の普及は、クローズな市場での普及 
・Rマークの認定は、普及啓発に効果ある。 

・スーパーでのリユース容器の扱い拡大は、市民意識の現状では困難なので、
義務化などは求めないとするほうが良いのでは。 



＜5-3-1＞マイボトルとペットボトルのゴミだし 

意識 行動 

共
通 

•市販のお茶や水を購入していると不経
済。ごみ環境問題としてマイボトルを持
参する理由は二次的、三次的である。 

•ペットボトルのごみ出しのルールはよく
理解されている。 

•ペットが溢れているという意識はなく、
ペットの購入があたり前になっている。 

•行政回収、店頭回収、すて場の違いで
回収経路やシステムが異なることは認
識されていない。 

・マイボトルを持って、飲み物を詰
めて持ち歩いている。 

・ペットボトルは、キャップとラベル
を外してリサイクル収集へ 

異
な
る 

・お金を節約するため 
・自分のハーブティをいれるため 

・小学校でマイボトルの持参を禁止して
ることに違和感。 

・行政の回収に出す。わざわざス
パーに持っていかない。 

・ペットボトルはスーパーのボック
スに入れる 
・回収機に入れてポイントを集める。 
・コンビニのボックスに入れる。 
・会社でキャップを集めている 



<5-3-2>【市民案の考察】 マイボトルとペットボトルのゴミだし 

市
民
案 

•マイボトルを普及させる 
•ペットボトルは、行政の回収をやめて、事業者の自主回収とする 

•店頭回収、集団回収を強化し、容器包装リサイクル法のシステムに組み入れ
る。 

考
察 

・マイボトルの普及が進んだ、それは「お金を節約したい」からである。 

・ペットボトルのリサイクル費用の商品価格への組み入れは、「お金の節約」意
識に働きかける効果があり、ごみ環境意識啓発になる。 

・より利便性の高さでペットの捨て場を選択しており、行政回収の中止は、不便
さを増し、一般ごみへの混入につながる恐れがある。 



＜5-4-1＞プラスチックごみについて 

意識 行動 

共
通 •ルールに従っていきたい 

・行政のルールに従って分別、ご
み出しをしている。 

プ
ラ
実
施
地
域 

・少しでも細かく分別してリサイクルする方
が環境によい。 

・マヨネーズやケチャップもきれいに洗って
いる。 

・どのようにリサイクルされているかは認識
されていない。 

・ルールに従って分別している 

実
施
し
て
い
な
い
地
域 

・燃えるゴミに出せるので、迷いや手間が
かからず楽である。 
 

・ルールに従って、燃えるゴミに出
している。 



<5-4-2>【市民案の考察】 プラスチックごみについて 

市
民
案 

•プラスチックリサイクルの推進 
•高度なリサイクル推進 
•リサイクル費用の軽減 

考
察 

・プラスチックリサイクルを実施しているか、どうかが、市民意識の形成に大き
な影響を及ぼしている。 

・燃えるゴミで出している行政の施策が、「分別をめんどう」という市民意識を形
成し、3Rの後退を招いている。 

・市町村の費用負担の問題を解決し、早急にプラスチックリサイクル回収が実
現できるようにする必要がある。 
 



<8-1>２R推進、EPR実施について 

意識 

共通意
識 

•２R推進は進めていくべき 
•しかし、自分では何をしたらよいか不明。実践方法を教えて欲しい。 
•EPRは全般的に賛同できる。 
•製造者や販売者がもっと真剣に考え、責任を持って商品を製造すべき 
•EPR実施によるコストアップ、10円～20円くらいの値上げは気にならない 
•しかし、商品選択する場合は、ごみ環境問題やEPRは忘れて、価格の安
い方を選択する。 

異なる
意識 

・２Rのやり方を、行政のHPに載せるなどしてくれると、やりやすくなる 
・生協利用者は、生協サイドで推進してくれると、協力しやすい 
・家電リサイクルでの不正もあるので、EPR実施に不正はないか疑問 



<8-2>【市民案の考察】 ２R推進、EPR実施について 

容器包装リサイクル法により、リサイクル費用の15％程度である「再商品化

費用」はすでに内部化されていて、そのことによる価格の上昇は容器の薄肉
化等により抑えられている部分があるが、これこそが拡大生産者責任が求
めるメカニズムである。 

リサイクル回収費用も内部化することで、容器包装リサイクル法のそもそも
の目的である発生抑制がさらに進むことになる。この内部化によるコストアッ
プを如何にして最小限にくい止めるか、これこそが循環基本法の求める事業
者の責務である。 

市
民
案 

•EPRの徹底を進める 
•リサイクルコストを商品価格に含め、製造者に向けられた２Rのメッセージを
強化する。 
•コスト競争要因で、発生抑制の推進、リサイクルのコスト削減を推進する。 

考
察 

・消費税率アップのこの時期でも、市民はEPRによる商品値上げは、許容して
いるので、EPR実施を早急に進めることに問題はない。 
・買い物の時は、価格が安い方を選択するという消費者の意識は、EPR後も製
造者のリサイクルコスト削減推進の原動力となる。 
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参考資料１ 

容積比（％） 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

容器包装 

紙類 17.5 19.7 20.2 18.1 18.8 18.6 11.8 9.6 14.5 13.1 

プラスチック
類 

40.9 41.4 38.1 39.4 38.9 40.1 36.6 34.8 33.9 36.5 

ガラス類 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 1.6 1.4 1.2 1.3 

金属類 2.1 1.8 1.9 2.0 2.8 2.0 3.5 4.1 2.5 2.9 

その他 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.4 0.1 

合計 61.3 63.6 60.8 60.2 61.2 61.6 53.7 50.0 52.5 53.9 

容器包装以外 38.7 36.4 39.2 39.9 38.7 38.4 46.3 49.9 47.5 46.3 

湿重量比（％） 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

容器包装 

紙類 7.2 8.5 8.5 6.9 7.6 8.0 7.8 6.0 10.3 9.1 

プラスチック
類 

10.2 10.1 8.9 8.2 9.5 9.1 8.4 6.7 8.8 8.9 

ガラス類 1.8 3.9 3.3 3.3 3.8 4.1 4.9 3.5 3.7 4.0 

金属類 4.1 1.5 1.5 1.5 2.2 1.5 1.9 1.5 1.3 2.1 

その他 0.1 0.2 0.1 0.2 0.4 0.7 0.3 0.1 0.1 0.2 

合計 23.4 24.2 22.3 20.1 23.5 23.4 23.3 17.8 24.2 24.3 

容器包装以外 76.7 75.8 77.7 79.9 76.5 76.7 76.7 82.2 75.8 75.9 

１ 家庭ごみ中の容器包装廃棄物の割合の推移 

出典：環境省「容器包装廃棄物の使用・排出実態調査」 
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日本チェーンストア協会による店頭回収の状況 

出典：日本チェーンストア協会 

２ 店頭回収の状況 

単位トン 



３Ｒに資する個々の行動（「３Ｒ行動」）が環境負荷を削
減する効果を数値化して表すもの 

３Ｒ行動の項目（例） 

リデュース リユース リサイクル 
 
・減量容器の販
売 
・量り売り販売 
・レジ袋辞退 
・簡易包装の推
進 
・マイボトル、マ
イ容器の利用 
 
 

・リターナブル容
器製品の販売 
・古着のリユー
ス 
 
 

 
・ペットボトル 
・食品トレー 
・卵パック 
・家庭用廃油 
・アルミ缶 
・スチール缶 
・紙 
・インクジェット
カートリッジ 

（協力：コープかながわ ハーモス荏田店） 

  消費者が、なんとなく環境にいいだろうということで実践してき
た３Ｒ行動の環境負荷削減効果が、数値でわかる。 
 

  企業の取組の環境への貢献を、数値でＰＲできる。 

メリット 

ツールの活用例 
環境負荷削減効果を 
ＰＯＰで店頭表示した例 

３ 「３Ｒ行動見える化ツール」 
平成25年10月 

環境省 



３Ｒ行動 
項目（例） 

商品名 事業者
の 

行動量 

天然資源投
入量削減

（Ｌ） 

廃棄物発生
量削減 
（ｋｇ） 

最終処分
量削減 
（ｋｇ） 

ＣＯ２削減
ｋｇ‐ｃｏ2 

減量容器への
置換 

軽量ペットボトル
（５００ｍｌ）の清
涼飲料水 

 
１０００本 

 
原油 ８．１９ 

 
９．００ 

 
０．５０ 

 
３５．３８ 

リターナブル
容器の利用 

ビール瓶（５００
ｍｌ）１本購入当
たり 

 
５００本 

 
３．７４ｋｇ 

 
９．３５ 

 
１．８４ 

 
３３．５０ 

食品トレー無
し販売 

食品トレー⇒ポ
リ袋（肉１００ｇ相
当） 

 
１０００個 

 
３．７０ 

 
３．１１ 

 

 
０．１７ 

 
１９．０８ 

レジ袋辞退 レジ袋（Ｌサイ
ズ） 

 
２０００回 

１ 
原油 ６．４６ 

 
１３．６ 

 
０．７６ 

 
６５．５８ 

ペットボトルの
回収・リサイク
ル 

ペットボトル（５０
０ｍｌ、３３ｇ） 

 
１０kg 

 
原油 ６．７０ 

 
― 

 
０．４０ 

 
３２．３０ 

② ３Ｒ行動の 
行動量を入力 

① 該当する 
３Ｒ行動を選択 

③ ３Ｒ行動の環境負荷削減 
効果が自動計算される 

※計算可能な環境負荷削減効果は４つ。 
 

 天然資源投入量の削減量 
 

 廃棄物発生量の削減量 
 

 最終処分量の削減量 
 

 ＣＯ２の削減量 

環境省ＨＰ上のエクセル
で簡単な計算が可能！ 

「３Ｒ行動見える化ツール」の使用方法 

3 



参考資料２ 
 

容器包装リサイクル法関係者等による提言書・要望書一覧（10 月 10 日現在） 
 
 

○「より少ない資源でより豊かなくらしを～発生抑制のしくみづくりに向けた

提言」2013 年２月 19 日（FoE Japan） 
http://www.foejapan.org/waste/library/pdf/130219.pdf 
 
「容器包装リサイクル法改正に向けた意見」2013 年 10 月 11 日（FoEJapan） 
http://www.foejapan.org/waste/library/pdf/20131011.pdf 

 
○「紙パック回収率向上の取組みと容器包装リサイクル法改正に向けての提言」

2012 年９月（全国牛乳容器環境協議会（容環協） 飲料用紙容器リサイクル

協議会） 
 http://www.yokankyo.jp/InKami/iken.pdf 
 
○「さらなる環境負荷の低減を目指した循環型社会の構築について～容器包装

リサイクル制度の見直しに向けた食品産業からの提言～」平成 24 年３月（財

団法人食品産業センター 環境委員会） 
 http://www.shokusan.or.jp/kankyo/youki_teigen/h24-03teigen.pdf 
 
○「プラ工連の『提言』」（日本プラスチック工業連盟） 
 http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm 
 
○「容器包装リサイクル法プラスチック製容器包装の再商品化手法に関する要

望書」（一般社団法人 日本ＲＰＦ工業会） 
 http://www.jrpf.gr.jp/youkihousou-1.html 
 
○「容器包装リサイクル制度の見直しに向けた提言」平成 24 年 11 月 20 日（紙

製容器包装リサイクル推進協議会） 
 http://www.kami-suisinkyo.org/teigen.pdf 
 
○「容器包装リサイクル法改正に向けての市民案」2013 年４月 17 日（容器包

装の３Ｒを進める全国ネットワーク） 
 http://www.citizens-i.org/gomi0/proposal/img/20130508.pdf 
 

http://www.foejapan.org/waste/library/pdf/130219.pdf
http://www.foejapan.org/waste/library/pdf/20131011.pdf
http://www.yokankyo.jp/InKami/iken.pdf
http://www.shokusan.or.jp/kankyo/youki_teigen/h24-03teigen.pdf
http://www.jpif.gr.jp/7teigen/teigen.htm
http://www.jrpf.gr.jp/youkihousou-1.html
http://www.kami-suisinkyo.org/teigen.pdf
http://www.citizens-i.org/gomi0/proposal/img/20130508.pdf


参考資料２ 
 
○「廃棄物・リサイクル対策に関する重点提言（平成 25 年６月５日 第 83 回全

国市長会議決定）」（全国市長会） 
（※１が容器包装リサイクル法に関する提言） 
http://www.mayors.or.jp/p_opinion/documents/2506jyuuten-13.pdf 
 
「廃棄物・リサイクル対策に関する提言（平成 25 年６月５日 第 83 回全国市

長会議決定）」（全国市長会） 
（※４が容器包装リサイクル法に関する提言） 
http://www.mayors.or.jp/p_opinion/documents/2506teigen30.pdf 
 

○「容器包装リサイクル制度に関する提言」2013 年９月 30 日（ガラスびんリ

サイクル促進協議会） 
http://www.glass-recycle-as.gr.jp/3r_suishin/pdf/yokihoso_recycle.pdf 

 
○「容器包装の 3R 制度に関する提言」（PET ボトルリサイクル推進協議会） 
 http://www.petbottle-rec.gr.jp/3r/teigen.html 
 
○「容器包装リサイクル法の見直しにあたって」平成 24 年４月（３R 推進団体

連絡会） 
 http://www.3r-suishin.jp/teigen/teigen.html 
 
  
 

http://www.mayors.or.jp/p_opinion/documents/2506jyuuten-13.pdf
http://www.mayors.or.jp/p_opinion/documents/2506teigen30.pdf
http://www.glass-recycle-as.gr.jp/3r_suishin/pdf/yokihoso_recycle.pdf
http://www.petbottle-rec.gr.jp/3r/teigen.html
http://www.3r-suishin.jp/teigen/teigen.html
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