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が信条のAさん
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親子ごみ探検教室
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１人１日当たりごみ排出量の少なさやリサイクル率の高
さで、常に全国トップクラスの実績を誇る八王子市。その
秘訣はどこにあるのか、市のご担当者に伺いました。

磐田市クリーンセンターで開催される「親子ごみ探検教
室」は、クイズやパッカー車の試乗など体験型のカリキュ
ラムでファミリーに人気。環境問題への関心度や参加の
動機などを、お父さま方を中心にお聞きしました。

再商品化委託の申込みからお支払いの流れに沿って、特
定事業者にお支払いいただく２つの委託料、実施委託料
の算出の考え方などを解説します。

毎日の暮らしに欠かせないパンやお菓子など多くの商品
を扱う山崎製パンでは、容器包装の簡素化や軽量化に積
極的に取り組んでいます。また、「ごみじゃぱん」の提唱す
る減装ショッピングに賛同し、商品化も実現。商品開発や
生産におけるご苦労などをご担当者にお聞きしました。

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-14-1 郵政福祉琴平ビル 2階
tel. 03-5532-8610　fax. 03-5532-9698（企画広報部）

URL : http://www.jcpra.or.jp/ ●禁無断転載
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本誌は、無塩素漂白の再生紙、植物油のインクを使用しています。

特定事業者の26年度分委託申込み期間は、25年12月
9日から26年2月7日です。申込み手続きについて説明
します。

委託申込み手続きは、どうすればいいの？

美味しく食べて、ごみは少なく

リサイクル探検隊が行く　第⑲回

「容器包装リサイクル」講座

チャレンジ！ ３R

山崎製パン

6-9

12-13

市民との協働で
埋立処分量ゼロを目指す

巷の“エコメン”を探せ！の巻

連携プラザ

八王子市

磐田市

10-11

16

容リ法見直しが始まる

PETボトル入札制度検討会

●

●
平成26年度向け市町村説明会を開催●

トピックス・協会日誌 14-15

平成26年度のリサイクル（再商品化）
委託申込みが始まります

２-5

特集

ちまた
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26年度再商品化委託

で手続きをする

ご案内に記載されているID、
パスワードを確認

協会ホームページで手続きをしてください

オンラインで手続きをする

（申込用紙1）（申込用紙2）
に記入

最寄りの
商工会議所・商工会へ

非申込

26年度分の再商品化委託手続き（申込あるいは非申込）を、必ず行なってください

必ず手続きを
してくださいね

26年度分委託申込の案内状

※協会ホームページは、平成25年度中にリニューアルの予定です。

「容器」や「包装」を使って商品を売ったり
「容器」をつくっている事業者

ただし再商品化義務のない事業者（①小規模事業者、
②最終販売先が事業系100％等）は、非申込に該当

申込

http://www.jcpra.or.jp/

非申込FAX返信票
に記入

協会オペレーションセンター
にお送りください

FAX.03-5610-6266

協会コールセンター
TEL. 03-5251-4870

法律の内容、しくみに
関するお問合せは……

申込みに関する
お問合せは……

協会オペレーションセンター
TEL. 03-5610-6261

書類 で手続きをする書類

￥

￥ リサイクルへリサイクルへ

消費者 市町村消費者
分別排出

引き取り

特定事業者特定事業者

引き取り

リサイクル費用リサイクル費用

リサイクル委託料リサイクル委託料

リサイクルの義務

市町村
分別収集、保管

公益財団法人
日本容器包装リサイクル協会

指定法人指定法人

特定事業者の26年度分委託申込みは、
26年2月7日までにお手続きください
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会（以下、協会）は、

容器包装に関わる事業者の皆さまからの平成26年度再商品化委託申込みを受け付けます。

申込みの受付は、25年12月9日（月）からスタート、締切は26年2月7日（金）です。期間内の手続きをお願いいたします。

特定事業者とは、「容器」や「包装」を利用して商

品を製造または販売したり、「容器」そのものをつ

くっている事業者のこと。「容器包装リサイクル

法（容リ法）」に基づき、特定事業者には容器包装

（ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラス

チック製容器包装）のリサイクル（再商品化）が義

務づけられています。当協会は、主務5省（環境

省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産

省）から指定を受け、特定事業者の皆さまの再商

品化義務の履行を代行する機関です。特定事業

者は、協会に再商品化のための委託料を支払う

ことで、義務を果たすことができます。

再商品化費用の負担は、
特定事業者の義務として
法律により定められています。

平成26年度のリサイクル（再商品化）委託申込みが始まります

特集　平成26年度再商品化委託申込み受付開始

前年度に申込みがあって今年度申込みがない
事業者に督促状を発送するほか、国に「ただ乗
り事業者」に関する情報を提供しています。ま
た、協会ホームページ（「再商品化義務履行者
リスト」）で義務を果たしている事業者名を公
表し、市区町村名や事業者名で検索できるよう
にしています。

「容リ法」は、『事業者間の公平性の確保』のた
め、再商品化の義務を履行しない事業者（いわ
ゆる「ただ乗り事業者」）に対して、国から勧告、
公表、命令を行なっても義務を履行しない場合、
罰則として「100万円以下の罰金」を科すとし
ています（法第46条、平成18年12月施行）。
なお、再商品化の義務には、時効はありません。

環境省と農林水産省から、22年9月30日付け
の指導・助言および22年11月30日付けの勧
告に従わなかった３事業者の社名等が、23年
7月21日に公表されました。

協会は、国の「ただ乗り事業者」対策に
積極的に協力しています。

違反者には100万円以下の
罰金が科せられます。

「ただ乗り事業者」3事業者の
社名が公表されました。

 「容器」を製造する
事業者

「容器」および
「容器」「包装」が付いた

商品を輸入して
販売する事業者 

 「容器」「包装」を
利用して中身を
販売する事業者

「ただ乗り事業者」対策について

特定事業者とは 学校法人、宗教法人、テイクアウトができる飲食店なども
下記に当てはまる場合は対象になります。（ （



日本容器包装リサイクル協会ニュース
No.63  November 2013 3日本容器包装リサイクル協会ニュース

No.63  November 20132

26年度再商品化委託

で手続きをする

ご案内に記載されているID、
パスワードを確認

協会ホームページで手続きをしてください

オンラインで手続きをする

（申込用紙1）（申込用紙2）
に記入

最寄りの
商工会議所・商工会へ

非申込

26年度分の再商品化委託手続き（申込あるいは非申込）を、必ず行なってください

必ず手続きを
してくださいね

26年度分委託申込の案内状

※協会ホームページは、平成25年度中にリニューアルの予定です。

「容器」や「包装」を使って商品を売ったり
「容器」をつくっている事業者

ただし再商品化義務のない事業者（①小規模事業者、
②最終販売先が事業系100％等）は、非申込に該当

申込

http://www.jcpra.or.jp/

非申込FAX返信票
に記入

協会オペレーションセンター
にお送りください

FAX.03-5610-6266

協会コールセンター
TEL. 03-5251-4870

法律の内容、しくみに
関するお問合せは……

申込みに関する
お問合せは……

協会オペレーションセンター
TEL. 03-5610-6261

書類 で手続きをする書類

￥

￥ リサイクルへリサイクルへ

消費者 市町村消費者
分別排出

引き取り

特定事業者特定事業者

引き取り

リサイクル費用リサイクル費用

リサイクル委託料リサイクル委託料

リサイクルの義務

市町村
分別収集、保管

公益財団法人
日本容器包装リサイクル協会

指定法人指定法人

特定事業者の26年度分委託申込みは、
26年2月7日までにお手続きください
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会（以下、協会）は、

容器包装に関わる事業者の皆さまからの平成26年度再商品化委託申込みを受け付けます。

申込みの受付は、25年12月9日（月）からスタート、締切は26年2月7日（金）です。期間内の手続きをお願いいたします。

特定事業者とは、「容器」や「包装」を利用して商

品を製造または販売したり、「容器」そのものをつ

くっている事業者のこと。「容器包装リサイクル

法（容リ法）」に基づき、特定事業者には容器包装

（ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラス

チック製容器包装）のリサイクル（再商品化）が義

務づけられています。当協会は、主務5省（環境

省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産

省）から指定を受け、特定事業者の皆さまの再商

品化義務の履行を代行する機関です。特定事業

者は、協会に再商品化のための委託料を支払う

ことで、義務を果たすことができます。

再商品化費用の負担は、
特定事業者の義務として
法律により定められています。

平成26年度のリサイクル（再商品化）委託申込みが始まります

特集　平成26年度再商品化委託申込み受付開始

前年度に申込みがあって今年度申込みがない
事業者に督促状を発送するほか、国に「ただ乗
り事業者」に関する情報を提供しています。ま
た、協会ホームページ（「再商品化義務履行者
リスト」）で義務を果たしている事業者名を公
表し、市区町村名や事業者名で検索できるよう
にしています。

「容リ法」は、『事業者間の公平性の確保』のた
め、再商品化の義務を履行しない事業者（いわ
ゆる「ただ乗り事業者」）に対して、国から勧告、
公表、命令を行なっても義務を履行しない場合、
罰則として「100万円以下の罰金」を科すとし
ています（法第46条、平成18年12月施行）。
なお、再商品化の義務には、時効はありません。

環境省と農林水産省から、22年9月30日付け
の指導・助言および22年11月30日付けの勧
告に従わなかった３事業者の社名等が、23年
7月21日に公表されました。

協会は、国の「ただ乗り事業者」対策に
積極的に協力しています。

違反者には100万円以下の
罰金が科せられます。

「ただ乗り事業者」3事業者の
社名が公表されました。

 「容器」を製造する
事業者

「容器」および
「容器」「包装」が付いた

商品を輸入して
販売する事業者 

 「容器」「包装」を
利用して中身を
販売する事業者

「ただ乗り事業者」対策について

特定事業者とは 学校法人、宗教法人、テイクアウトができる飲食店なども
下記に当てはまる場合は対象になります。（ （



日本容器包装リサイクル協会ニュース
No.63  November 2013 5日本容器包装リサイクル協会ニュース

No.63  November 20134

特集　平成26年度再商品化委託申込み受付開始

平成26年度のリサイクル（再商品化）委託申込みが始まります

★小規模事業者の基準
●製造業等：売上高2億4,000万円以下かつ従業員数20名以下
●商業、サービス業：売上高7,000万円以下かつ従業員数5名以下

昨年も手続きをしましたが、
またしなければなりませんか？1

に注意ココ

★

「容器包装リサイクル制度説明会・個別相談会」に、
ご参加ください。

札幌商工会議所

仙台商工会議所

高岡商工会議所

さいたま商工会議所

横浜商工会議所

静岡商工会議所

名古屋商工会議所

京都商工会議所

大阪商工会議所

神戸商工会議所

和歌山商工会議所

田辺商工会議所

広島商工会議所

山口商工会議所

高知商工会議所

福岡商工会議所

長崎商工会議所

那覇商工会議所

北海道経済センタービル 8階 Bホール

仙台商工会議所 7階 第2中会議室

高岡商工ビル 8階 802・803号室

さいたま商工会議所会館 2階 ホール

横浜商工会議所 8階 特別会議室

静岡商工会議所会館 4階 会議室

名古屋商工会議所会館 5階 ABC会議室

京都商工会議所 2階 教室

大阪商工会議所 地下１階 １号会議室

神戸商工会議所 3階 会議室

和歌山商工会議所 4階 会議室

田辺商工会議所 3階 大会議室

広島商工会議所 1階 101号会議室

山口商工会議所 5階 コミュニティーホール

高知商工会館 3階 松竹の間

福岡商工会議所ビル 4階 407会議室

長崎商工会館 2階 ホール

那覇商工会議所 2階 ホール

開催（主催）商工会議所 担当部署 問合先電話番号開催日 会場名

部会・産業部

中小企業振興部

総務課

会員サービス課

中小企業相談センター・
リサイクル係

中小企業相談部

商工振興課

企画振興部

会員部会員サービス担当

中小企業振興部

産業部

経営相談課

総務部

商工部産業振興チーム

総務部

経営支援3課

会員サービス事業部

中小企業振興部

企画業務部

011-231-1374

022-265-8185

0766-23-5000

048-838-7700

045-671-7450

054-253-5113

052-223-5763

075-212-6410

06-6944-6472

078-303-5806

073-422-1111

0739-22-5064

082-222-6651

083-925-2300

088-875-1174

092-441-1114

095-822-0111

098-868-3758

25年12月10日（火）

26年1月16日（木）

26年1月28日（火）

25年12月11日（水）

25年12月16日（月）
25年12月20日（金）

25年11月14日（木）

26年1月15日（水）

25年12月20日（金）

25年12月12日（木）

25年12月24日（火）

26年1月15日（水）

25年11月29日（金）

25年12月5日（木）

26年1月21日（火）

26年1月16日（木）

25年11月21日（木）

26 年1月24日（金）

26年1月23日（木）

26年1月10日（金）

　当協会では、26年度再商品化委託申込み受付業務を

行なっている各地の商工会議所との共催で、25年11月

から26年1月にかけて「容器包装リサイクル制度説明

会・個別相談会」を全国19か所で開催しています。容器

包装リサイクル制度の基礎知識をはじめ、リサイクル義

務を果たすための事務手続きなどについて当協会担当

者が説明いたします。説明会終了後には、希望される事

業者を対象に個別相談会を行なっています。

　参加申込みや会場についてのお問合せは、下記一覧

から各開催地の商工会議所までどうぞ。商工会議所・商

工会の会員・非会員は問いませんので、ご関係の皆さま

には奮ってご参加ください。

　開催時間、申込み方法等詳細については、協会ホーム

ページ（http://www.jcpra.or.jp/）をご覧ください。

委託申込みに関する質問に
協会総務部の大内が
ご説明します。

再商品化委託申込みは単年度ごとの申込みです。
毎年、申込みが必要となります。

新規事業や事業拡大で再商品化の義務が発生
した場合、協会のオペレーションセンター

（Tel.03-5610-6261）に「再商品化委託の申込み
をしたい」とご連絡ください。

「用途」とは、その容器や包装に入る「中身の
商品が何か」や「小売段階で利用されるものか

（レジ袋など）」によって判断してください。
〈申込用紙〉に用
途例を記載してい
ますが、判断が難
しい場合は、当協
会コールセンター
にご相談ください。

「用途」は、どういう意味ですか？7

新たに事業を起こし、再商品化の義務が
生じました。どうしたらいいですか？2

初回に事業者基本情報を入力すると、その後
に変更がなければ、次年度からは再度入力の

必要はありません。また前年度の情報(用途、数量、金
額)が赤く表示されるので、比較することができます。
さらに、画面に申込数量を入力すると自動計算され、
間違いが生じません。

オンライン申込みは便利！と、聞きました。
メリットを教えてください。3

確定済みの直近の決算（12月決算の場合は「平
成25年12月」、3月決算の場合は「平成25年3

月」）で、小規模事業者に該当するときは、26年度の再
商品化の義務は課せられませんが、必ず「非申込」の
手続きをしてください。オンラインで、「非申込」手続き
をするか、または申込書類に同封の「非申込FAX返信
票」に必要事項を記入し、協会のオペレーションセン
ターにFAX（03-5610-6266）してください。

会社の事業規模に変更があり、
来年度は「小規模事業者」となります。
どんな手続きが必要ですか？

4

「小規模事業者」もしくは「利用・製造した容器
包装が、最終的に家庭で消費されることのない

事業者」に該当することを理由として、以前に「非申
込」手続きをいただいた事業者の皆さまへ、協会では
確認のためのハガキをお送りしています。状況に変更
がなければ、とくにご連絡いただく必要はありません。
「非申込」手続きも不要です。上記に該当しなくなり、
再商品化の申込みが必要となった場合は、当協会
コールセンター（Tel.03-5251-4870）までご連絡く
ださい。

以前に「非申込」手続きを行なっていますが、
協会から手続きに関するハガキが届きました。
どうしたらいいですか？

5

容器や包装を利用して商品を製造または販売
する事業者は「利用事業者」に、容器そのもの

をつくっている事業者は「容器製造等事業者」になり
ます。輸入事業者は両方でお申込みください。ここで
いう“製造”とは、あくまで容器そのものを製造してい
るという意味です。例えば、自分のところは食料品製
造業だから“製造等事業者”だと誤解される場合もあり
ますので、ご注意ください。

＜申込用紙2＞に、「利用事業者」と
「容器製造等事業者」の2種類がありますが、
どちらにすればいいのでしょう？

6

わたしが
お答えします！

03-3283-7709東京商工会議所ビル 7階 国際会議場 東京商工会議所

制度説明会の風景
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特集　平成26年度再商品化委託申込み受付開始

平成26年度のリサイクル（再商品化）委託申込みが始まります
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いう“製造”とは、あくまで容器そのものを製造してい
るという意味です。例えば、自分のところは食料品製
造業だから“製造等事業者”だと誤解される場合もあり
ますので、ご注意ください。
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どちらにすればいいのでしょう？
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「容器包装リサイクル」講座

「容器包装リサイクル」講座

委託申込み手続きは、どうすればいいの？
毎年12月には、協会からリサイクル義務のある事業者に、
再商品化委託申込みのご案内をお送りしています。

登場人物紹介

食品メーカー
パッケージ担当

特定事業者

容輔くん

市役所
資源リサイクル課
清二くん

スーパー総務部

特定事業者

まいさん
企画広報部

リサイクル協会

琴平リサ

市町村

　容輔　リサさん、委託申込みの書類は毎年送られてきま
すね。

　リサ　はい。容器包装のリサイクル（再商品化）の委託
は単年度の契約です。事業者の皆さんには毎年

申込み手続きをしていただいています。

　容輔　うちの会社は食品会社で、パッケージに使ってい
る紙製容器包装とプラスチック製容器包装につ

いて、リサイクルの義務があります。協会に委託

することで、うちの会社は再商品化義務を果たし

ていますよね。

　リサ　はい。事業者の皆さんには、協会に委託申込みを

協会に委託して、
リサイクルの義務を果たす

　容輔　2つの支払いとは、どういうものですか？
　リサ　まず、実施委託料から説明します。これは、協会が

市町村から使用済みの容器包装を引き取って、リ

サイクルした費用の分担金です。

　　　　引取りとリサイクルの実務は、協会が委託した

リサイクル会社（再商品化事業者）が実施します。

「実施委託料」は、
リサイクルの実施費用

リサイクル会社への支払い分と協会経費分が、実

施委託料の中身です。

　容輔　分担の比率は、それぞれの会社が過去1年間に販
売した商品に使われた容器や包装の量に応じて

決まる、と考えていいですか？

　リサ　そうです。そのため、毎年の委託申込み時に素材
ごとの排出見込量を記入していただきます。

　まい　もし自社の店頭で回収した分がある場合にはどう
したらいいですか？

　リサ　その分を排出見込量から引き算してください。
　　　　また、容リ法では家庭から出されたものが対象と

なりますので、業務用商品の容器や包装は排出

見込量から除きます。

　容輔　用途によっても、分担の比率は異なりますか？
　リサ　例えば、容輔さんの会社の商品である食品を入れ

るプラスチックのパッケージと、まいさんのスー

パーで使うレジ袋は、容リ法上はどちらも[プラス

チック製容器包装]の[容器]の[利用]ですが、前者

は[食料品製造業]に、後者は[小売業]に区分され

ます。こうした区分ごとに、リサイクルしなければ

ならない分担比率は異なります。その比率は国の

調査を基に、毎年「算定係数」として発表されます。

　まい　各素材の委託単価も、年ごとに違いますね。
　リサ　毎年、素材ごとに、協会が決めた「実施委託単価」

が示されます。

　容輔　例えば、うちの会社はいくらになりますか？
　リサ　では、実施委託料を求める計算式を使って算出し

てみましょう（上の計算式参照）。

　容輔　排出見込量は、自社による回収量を引くことがで
きるんですね。自社で回収していれば、もっと委

託料の支払いは少なくなるんですね。

　まい　私は、毎年、単価がいくらになるのか気になります。
　リサ　実施委託単価は、プラスチック製容器包装でいえ

ば、引取りが始まった平成12年度は105.0円/kg

でしたが、26年度は57.0円/kgです。

　まい　そんなに違うんですね。
　リサ　市町村が分別収集物をリサイクル会社に引渡す

際に、汚れた容器や異物の混入をできるだけ減ら

して品質向上に努めてきました。これによって、リ

サイクルのコスト低減が図られたことが大きな理

由でしょう。リサイクル会社の企業努力ももちろ

んあります。

　清二　分別の品質向上は、排出時の市民の協力が重要
なので、市の資源リサイクル課では、つねに市民

に訴えかけています。

実施委託料を試算すると……

し、再商品化実施委託料（以下、実施委託料）と

再商品化拠出委託料（以下、拠出委託料）の2つ

の委託料を支払っていただくことで義務を果たす

ことができます。

実施委託料の算出方法

排出見込量

排出見込量 算定係数 実施委託単価 実施委託料（円）

× × =

× × =

－ － =

算定係数 実施委託単価1

排出見込量1

2

算定係数2

3

実施委託単価3

4 実施委託料(円)

容輔くんの勤める食品会社の例

１年間（前事業年度）に販売した
商品に利用した容器包装の量

自社による
回収量

0.61425

0kg 20,000kg 50,000kg70,000kg

自主算定方式、平成26年度

57.0円/kg プラスチック製容器包装、平成26年度

[プラスチック製容器包装 ] の [ 容器 ]を、[ 食料品製造業 ]という用途（業種）で [ 利用 ]

業務用の
販売での利用量

＊業務用の販売量が把握できない場合の算定係数は、
　簡易算定方式による係数を用います。

50,000kg1 0.614252 57.0円3 1,750,612円4

商品提供
小規模
事業者分

4億円4億円

再商品化委託料

384億円384億円

85億円
有償分収入

（PETボトル等） 

85億円

モノの流れお金の流れ(再商品化実施） お金の流れ(合理化拠出金） お金の流れ(有償分拠出金）

再商品化実施委託料

403億円403億円

81億円81億円
有償分拠出金

事業経費

24億円24億円
合理化拠出金

24億円24億円
拠出委託料

再商品化製品

日本容器包装リサイクル協会

1,541市町村
122 万トン

94万トン

市町村

再商品化事業者
社227

再商品化製品
利用事業者消費者

特定事業者
74,371社

分別基準適合物分別収集

分別排出

24年度の再商品化実績

28億円28億円
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日本容器包装リサイクル協会
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社227
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利用事業者消費者
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「容器包装リサイクル」講座

年間スケジュール

B
26年度委託申込み

A
26年度委託申込み案内

E
お支払い

C
承諾書

D
請求書

前々年度分の拠出委託料金精算

前年度の実施委託料金精算

月月
12 61 2 3 4 5 1 2 38 9 10 11 12726年度分

特定事業者

リサイクル協会

H25H25 H26H26 H27H27

25年12月9日、
26年度分の
委託申込みの
ご案内を送付します

申込み後、約2週間程度で
「平成26年度再商品化委託承諾書」を
発行しますので、ご確認ください

26年6月末、請求書をお送りします

再商品化予定
委託料金請求書

再商品化予定
委託料金内訳

1.平成26年度
　実施委託料金
2.平成25年度
　拠出委託料金

1.平成25年度
　実施委託料金精算金
2.平成24年度
　拠出委託料金精算金

再商品化予定
委託料金精算明細書

お支払い期日は、7月末日です

オンライン申込みの場合は、メール送信により、
承諾書の発行を通知します。
画面上で、確認していただきます。
紙での申込みの場合は、ＩＤとパスワードを記載した
承諾書のオンライン発行通知書を郵送します。
画面上で、確認していただきます。

ただし、「承諾書」は、書面ではなく、
●

●

実施委託料は、分割払い（2回、3回、4回）もできます。
拠出委託料は一括払いのみです。

「容器包装リサイクル」講座

　まい　さて、「26年度委託申込み案内」（下図　）に従っ
て、さっそく手続きにとりかかりますね。

　リサ　年明けの2月7日までにオンラインまたは郵送に
てお申込みください（下図　）。協会からは申込内

容を確認後、申込みを受付けましたという趣旨の

「承諾書」の発行通知をお送りします（下図　）。

　まい　支払いは、いつまでにすればいいですか？
　リサ　6月末に請求書をお送りしますので（下図　）、7月

末日までにお支払いをお願いいたします（下図　）。

なお、実施委託料については、金額に応じて分割

払いもできます。

　容輔　その後、精算が行なわれますね。最初から確定額
にはできないのですか？

　リサ　その年度、どれだけのリサイクルが行なわれるか、
例えば市町村が契約した量と実際の引取量とで

は乖離する場合があるなど、様々な要因で事前に

確定することはできません。そのため、年度終了

後に、「予定委託料金」としてお預かりした金額と

　まい　拠出委託料の支払いにあたっては、何か手続きが
必要ですか？

　リサ　必要ありません。皆さんからの実施委託料の申込
量に基づいて、協会が拠出委託料の金額を算出し

ご請求します。特段の申込み手続きはいりません。

　まい　支払いは、いつ行なえばいいのですか？
　リサ　26年度分については、翌27年7月です。
　まい　7月は請求と精算と、いろいろ重なりますね。
　リサ　これらは相殺されますので、精算による現金の授

受は行なわれません。

　容輔　委託申込みにあたって、よく見えてきました。
　リサ　事業者の皆さん、申込みをお待ちしています！

　リサ　次に、もう一つの「拠出委託料」について。これは、
市町村に対する「合理化拠出金」として支払われ

ます。

　容輔　市町村に？　うちの会社が？　どうして？
　清二　さっき、事業者が支払う実施委託料の単価がどう

して下がってきたのか、リサさんに教えてもらい

ました。

　まい　市町村の努力のたまものであると。
　リサ　合理化拠出金というのは、リサイクルの合理化が

できた分を、特定事業者と市町村が分け合うとい

う考え方です。市町村が協会に引き渡すものの汚

れや異物が一定の基準よりも少なく高品質である

こと、あるいは想定よりも安価にリサイクルがで

きた市町村に対して、支払われます。

　清二　市町村は品質を上げるため、家庭から分別収集し
た後、中間処理施設での選別に多くの手間とコス

トをかけています。品質が悪いと協会が引き取っ

てくれないことがあります。

　リサ　より上流工程で、きちんと整えていくことが、リサ
イクル費用を下げるカギなのです。

　まい　リサイクル全体のコストを下げる意味が、市町村
への拠出金にはあるということですね。

　容輔　納得です。

実際にかかった経費との差額を、翌年7月に精算

をします。

　　　　余剰が生じた際は、精算時にお戻ししていました

が、不足が生じた場合はご請求させていただきま

すので、ご理解ください。

●拠出委託単価　1キロ当たり（25年度）

ガラスびん（無色） 0円
ガラスびん（茶色） 0円

PETボトル

紙製容器包装

プラスチック製
容器包装

0.1円

0.3円

2.8円

ガラスびん（その他の色） 0.3円

A

B

C

D

E

申込みからお支払いまで

「拠出委託料」の手続きは不要

「拠出委託料」は
市町村に対するお金
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橋本 光太郎さん

小杉 浩文さん

連携プラザ

連携プラザ

　平成23年度の環境省調査「日本の廃棄物処理」にお

いて、八王子市は1人1日当たりのごみ排出量の少なさ、

リサイクル率の高さで、ともに全国ランキング2位（人口

50万人以上の都市が対象）を記録しています。ここ何年

にもわたり、常にトップクラスの順位をキープしている八

王子市ですが、そうした実績は一朝一夕に達成できたわ

けではありません。そこには、行政と市民などが協力し合

い、ごみの減量化を実現すべく真剣に取り組んできた

数々の施策がありました。

　その第1弾となったのが、平成16年10月に開始した家

庭ごみの有料化です。今でこそ、全国市区町村の約6割

で実施されている家庭ごみの有料化ですが、八王子市が

始めた16年当時、人口３０万人以上の都市で導入してい

た地区は皆無。同市の試みはまさに全国に先駆けたもの

でした。その背景にあったのが、最終処分場の問題です。

当時より使用していた日の出町にある二ツ塚廃棄物広域

処分場は、わずか5年の間に3割が埋め立てられてしまう

という非常事態にあり、八王子市ではどうしてもごみの減

市民との協働で
埋立処分量ゼロを目指す

家庭ごみの有料化を
全国に先駆けて導入

東京都西部に位置する八王子市は、人口約56万人を有する
多摩地区の中核都市です。同市では、リデュースやリサイクルの
取り組みに関する環境省調査「日本の廃棄物処理」において、
全国でも極めて高い実績を残しています。その秘訣はどこにあるのか。
ごみの減量化に取り組む関係者からお話を伺いました。

市町村

■八王子市
面積：186km2

人口：約56万人

八王子市

量化をする必要に迫られていたのです。

　「次の処分場を造るにしても、新たな候補地を探すこと

から始めて、さらに周辺地域の住民の理解を得るのに

は、それこそ何年もかかります。今のペースで埋め立て

てしまっては、とうてい間に合わないことから、有料化に

よるごみの減量化を導入した次第です」と語るのは、同

市ごみ減量対策課の橋本光太郎課長です。同時に、資源

物の回収品目や回収頻度を増やし、

可燃ごみと不燃ごみの戸別回収も

開始しました。

　「これら3つの取り組みを契機と

して、市民の皆さんにリデュースと

リサイクルに関する意識が格段に

高まりました。結果、可燃ごみと不燃ごみ全体で、当初の

目標であった平成15年度比25％減を大きく上回る減量

効果を上げることができました」（橋本さん）

　平成22年度にも、八王子市ではごみの減量化に向けた

大きな改革を実行しています。16年度の施策が、主に可燃

ごみと不燃ごみをターゲットとしていたのに対し、今度は資

源ごみに狙いを絞ったものでした。それまでは、３品目（ボ

トル容器、発泡スチロール製容器、発泡スチロール製緩衝

材）に限定していたプラスチック類の回収を、22年10月よ

り、プラマークのついた「プラスチック製容器包装」すべて

住民との密なコミュニケーションで
協力体制を構築

に拡大。戸吹町に「プラスチック資源化センター」を新設

し、資源化を可能にしています。さらに、可燃ごみと不燃ご

みに加え、資源物の戸別回収も開始しました。また、わか

りやすい分別を目指し24年4月からは「容器包装プラス

チック」と名称を変更。そうした施策により、同市のリサイ

クル率は上昇し続け、23年には35.2％を達成しました。

全国各市町村におけるリサイクル率の平均が約20％（セ

メント原料化等を除く）であることから、同市のリサイクル

事業が大変高い水準にあることは誰の目にも明らかとい

えるでしょう。こうした数々の取り組みにより、着実にご

みの減量化を実現してきた八王子市では、施策を実行す

る上で何より大切にしていることがあるそうです。ごみ

減量対策課の小杉浩文さんは、それを地域住民とのきめ

細かなコミュニケーションだと話してくれました。

　「市民の皆様の理解と協力なくして、ごみの減量化を

実現することは叶いません。そのため、本市ではこれま

でに様々な啓発活動や情報発信を

行なってきました」

　実際、16年に家庭ごみの有料化

を導入した際には、市民への説明

会を計1,700回余りも行なったと

いいます。また、プラスチック資源

化センターの新設に当たっては、計画の過程からすべて

の情報を広報誌やホームページにて公開。より多くの人

たちの意見が新施設の建設計画に反映されるよう、有

識者や地域住民などをメンバーとする専門の協議会も

設置しました。

　「18年12月には、広く市民や事業者などのメンバーが

集い、構成された『ごみゼロ社会推進協議会』を設置しま

　そして平成25年の今年、八王子市では同市のごみ処

理に関するアクションプランを記した「八王子市ごみ処

理基本計画」を刷新。今後10年間にわたる重点項目を

発表しています。

　新計画では、さらなるごみの減量化に向けた様々な取

り組みが記されていますが、中でも特筆すべきは埋立処

分量ゼロへの挑戦です。

　「可燃物から発生する焼却灰は、18年からエコセメント

に利用しているため、埋立処分量の大幅な削減が実現で

きました。しかし、組成分析の結果によると、可燃ごみには

資源化の可能な紙類がまだ多く含まれています。不燃ご

みに関しては、本来不燃ごみではない廃棄物が50％以上

含まれていることも判明しています」（橋本さん）

　そのための対策として、八王子市では職員の戸別訪

問により市民の分別意識を高める啓発活動を開始して

います。さらに、26年に改修工事が終了する戸吹不燃

物処理センターには、手選別ラインを新たに導入。資源

化できる量を増やすことで、34年度における埋立処分

量ゼロを目指しています。

　毎年行なわれる「みんなの川の清掃デー」や「みんな

の町の清掃デー」といったボランティア活動に、1万人余

りの人が集まることからもわかる通り、八王子市には自分

たちの街を自分たちできれいにしようという意識の高い

住民がたくさんいます。そんな市民力の高い人たちが数

多く住む同市なら、埋立処分量ゼロも夢ではないはず。

10年後の八王子市が今から楽しみです。

市民力を力に新たな挑戦へ

した。本協議会では、市のごみ減量に関する施策を具体

化し、推進する目的で、年数回の会議を実施。一般廃棄物

の減量やリサイクルの促進、適正な処理などに関する意

見交換を行なっています」（小杉さん）
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橋本 光太郎さん

小杉 浩文さん

連携プラザ

連携プラザ
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175
mm

170
mm

購買本部
水谷 伸二さん

施設本部
住岡 俊一さん

生産統括本部
安東 龍雄さん

包装資材の調達 生産機械の整備 商品の生産

変更前（留め具）あり 変更後（留め具）なし

リサイクル
番重

約12cm削減
（約31％軽量化）

美味しく食べて、ごみは少なく

チャレンジ！　3R

チャレンジ！　3R

山崎製パン株式会社

　1984年の販売以来、山崎製パンの代表的なロング

セラー商品として有名な「ランチパック」シリーズ。その

容器包装でもしっかりと小型化が図られているのをご存

じでしょうか。

　「ランチパックのようなヒット商品に的を絞り、環境に

配慮した容器包装を開発しています」と語るのは、購買

本部の水谷伸二さんです。水谷さんによ

ると、包 装 紙の高さをこれまでの

175mmから170mmにすることで、ラ

ンチパック1個当たりに使用する包装重

量を3％削減。1,000m巻きのフィルム

1巻に付き、168個分の包装紙を従来よ

り数多くつくることが可能になり、年間

約22ｔのプラスチック資源の削減を実現

しています。

　同社の大人気商品「串だんご」では、容

器包装の薄肉化に長年にわたって取り組

んできました。その開発は商品を包むパックの薄肉化だっ

たため、強度との戦いの中、進められてきたそうです。

　「パックのふたを閉めるのに機械が使われているので

すが、強度不足だとその工程でパックがつぶれてしまっ

たり、斜めにふたが閉められたりするなどの不具合が生

じてしまいます」と、生産機械の整備を担当する施設本

部の住岡俊一さんはいいます。そのため、パックの表面

に数多くのリブ（筋）を入れることで、薄くなっても強度

は維持できるように工夫。結果として、これまでの

0.21mmから0.17mmまで段階的に薄肉化を実現し、

2008年からの累計で319ｔのプラスチック資源の削減

に成功しています。

　「販売数量の多い商品なので、0.01mm単位での薄

肉化が、環境負荷低減やコスト削減に大きな効果を発揮

全国でパン・和洋菓子などの製造販売を行なっている

山崎製パンは、我が国を代表する製パンメーカーです。

同社では年間で約66億個もの商品を販売。

容リ法の対象商品は約9,700アイテムにものぼることから、

容器包装の簡素化、軽量化に向けた様々な取り組みを行ない、

環境負荷の低減はもちろん、コストの削減にもつなげています。

事業者による3Rの取り組み事例

　パンは生鮮食品と同様に製造から消費までの期間が

短いため、元々簡素な容器包装を使用していますが、山

崎製パンでは製品の安全衛生を最優先に考慮したうえ

で、さらに軽量化などの環境配慮に向けた取り組みを行

なっています。素材メーカーに対しては、こんな素材が

ほしいといった要望を日頃からリクエスト。廃棄の際に

つぶしやすいPET素材やリサイクルPET素材、ゴム系

樹脂を練り込んで割れ防止に対応したものなど、多様な

新素材を積極的に採用しています。

　また、神戸大学の教員、学生が中心となって設立され

たNPO法人「ごみじゃぱん」が提唱している“減装ショッ

ピング”の主旨に山崎製パンも賛同。この“減装ショッピ

ング”は、お客さまが容器包装の少ない商品を積極的に

選んで購入する買い物行動を普及させることで、家庭ご

みの削減や環境負荷の低減を目指している活動です。

山崎製パンは、同法人の主催する「減装研究会」にも参

加し、２０１１年には容器包装を簡素化し「減装（へらそう）

マーク」を容器包装に直接印刷した商品、

「新食感宣言直焼ロール」を発売しました。

「新食感宣言直焼ロール」では、クロー

ジャー（留め具）を使用しないものに包装

形態を変更することで、包装袋の長さを約

12cm短縮。重量も約31%の軽量化を実現しています。

　「容器包装の形態には、製品の安全衛生や品質保持

のほか利便性の役割もあるため、変更するにはお客さま

の理解を得ることが前提となります。『新食感宣言直焼

します」と語るのは、生産統括本部の安東龍雄さんで

す。同社の容器包装における環境配慮対策は、水谷さん

の購買本部と、住岡さんの施設本部、そして安東さんの

生産統括本部が担当。3つの部が連携し、また素材メー

カーにもご協力いただき、これまでに「ランチパック」シ

リーズの小型化、「串だんご」の薄肉化といった成果を

次々と上げているそうです。

数々の人気商品で、
容器包装の簡素化を実現

減装（へらそう）マークを
自社製品に直接印刷して販売

　1997年の容リ法施行以来、容器包装の削減に向け

た様々な取り組みを推進してきた山崎製パン。しかし、

“もったいないことをなくす”という考え方に基づいた環

境を大切にする意識は、創業当時から受け継がれてき

たものです。その一つが、当初よりパンの納品に使われ

てきた「番重」と呼ばれる木製の容器。いわゆる通い箱

で、日々回収して繰り返し使用し、ワンウェイ納品による

ダンボールなどの発生

を抑制できる優れもの

です。１９６７年には木

製に代わってプラス

チック製番重が開発・導

入されましたが、こちら

は耐用年数が過ぎた後

は破砕、再成型し、リサ

イクル番重として再利用を実現し、プラスチックの原料

となる石油資源の有効利用に努めています。

　２０１３年４月からは、長い間、衛生面、機械適性面な

どでの検証を進めてきた食パンの包装袋の薄肉化にも

成功。一つひとつは２ミクロンというわずかな薄肉化で

すが、食パンは１年間に数億斤が発売されるものなの

で、年間２００トンを超えるプラスチック資源が削減でき

る計算になります。

　“最高の品質と最善のサービス”をお届することを目標

としている山崎製パンですが、家庭ゴミの減量化におい

ても大いなるサポーターと呼べる存在になっています。

環境に優しい容器包装を目指し、
次なる開発も進行中

ロール』は包装形態変更後も、変わらぬ

ご支持をいただいていることから、お客

さまに一定の理解を得られたものと考え

ています。これからも一歩ずつ丁寧に進

めていきたい」（岡本さん）

　これまでに減装マークを印刷した製

品を１１品発売し、約１，７００万個が販売されました。

　「減装マークの認知度がたかまり、“減装ショッピング”

の普及に少しでもつながればいいですね」と岡本さんは

期待しています。

環境対策課
岡本 邦義さん

ばんじゅう
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　平成25年9月19日、容リ法見直しを検討する第1回合

同会合（産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リ

サイクル小委員会 容器包装リサイクルワーキンググルー

プ、中央環境審議会循環型社会部会容器包装の3R推進

に関する小委員会）が、東京・新橋の航空会館で開催され

ました。

　前回の改正では、

以上３点を趣旨として18年6月に成立・公布に至り、20年

4月に完全施行されました。なお、改正容リ法には「5年後

の見直し」が附則に記載されています。

　今回の第１回合同会合を皮切りに、25年9月～12月は

市民団体・市町村・特定事業者・再商品化事業者など関係

各団体からのヒヤリングを実施し、26年1月に入ってから

本格的な議論が展開される見通しです。

　なお、10月15日に開催された第2回合同会合では、当

協会・小山専務理事から、協会業務内容、再商品化事業の

進展状況、プラスチック製容器包装およびPETボトルの

入札制度、普及啓発の取り組みについて報告をしました。

トピックス・協会日誌

トピックス・協会日誌

編集後記

協会日誌（平成25年8月～11月）

8月 30日

9月 10日～13日

19日

26日

10月 15日

16日

18日

21日

22日

24日

25日

29日

11月 7日～13日

9月 26日

10月 8日

24日

ホームページへの掲載

協会行事

*主務省庁、全国都市清掃会議、協会の3者による情報共有のための定例会議

平成25年度容器包装リサイクル業務委託に関す
る商工会職員研修会（8/30東京①、9/5兵庫、
9/19新潟、9/24福岡、10/1東京②）

平成25年度容器包装リサイクル業務委託に関す
る商工会議所職員研修会（静岡県浜松市・商工会
議所福利研修センター）

第1回容リ法改正合同会合
（産業構造審議会・中央環境審議会）

情報連絡会議*開催
第2回容リ法改正合同会合
（産業構造審議会・中央環境審議会）

平成25年度第2回ＰＥＴボトル事業委員会開催

平成25年度第2回ガラスびん事業委員会開催

平成25年度第2回紙容器事業委員会開催

平成25年度第2回プラスチック容器事業委員会開催

平成25年度第2回総務企画委員会開催

情報連絡会議*開催
平成25年度臨時理事会開催

平成26年度市町村の引渡し申込書類発送（申込
締切11/20オンライン、郵送必着）

第3回容リ法改正合同会合
（産業構造審議会・中央環境審議会）

産業構造審議会産業技術環境分科会
（26年度における義務量算定に係る量と比率）

平成26年度市町村・一部事務組合一般廃棄物担
当者への説明会開催（11/7北海道、11/8東北、
11/11関東、11/12関西、11/13九州）

市町村への資金拠出制度による市町村ごとの
「合理化拠出金」明細（24年度分）を掲載

PETボトル平成25年度下期落札結果一覧表を掲載

市町村説明会

第２回合同会合

第3回合同会合

容リ法見直しが始まる 平成26年度向け
市町村説明会を開催

　平成25年11月7日～13日、市町村・一部事務組合を対

象とした26年度向け「分別基準適合物の引き渡し」に関

する一般廃棄物担当者説明会を開催しました。この説明

会は、容器包装リサイクル法に基づく分別基準適合物の

再商品化を円滑に推進する目的で、毎年1回開催される

ものです。北海道・東北・関東・関西・九州の5地区の会場

に、25年6月に行なった当協会による引渡量調査におい

て「26年度の申込を行なう」と回答した市町村・一部事務

組合の担当者を対象に実施されました。

　当日は、（1）26年度分別基準適合物の引き取りおよ

び再商品化の概要 （2）ガラスびん・PETボトル・紙容

器・プラスチック容器の各事業部から、引き取り品質ガイ

ドラインなどの重要事項 （3）申込書類記入に当たって

の注意事項 （4）各市町村へ拠出される平成25年度分

拠出金試算式、について当協会から説明がありました。

PETボトル
入札制度検討会

　平成24年度に、ポリエステル素材の市況悪化による

PETボトル再商品化製品の販売不振の影響から、一部

の事業者が引取りを辞退するという状況が発生。引取事

業者の再選定と振替を行なう事態に陥るなど、リサイク

ル基盤崩壊の危機に直面しました。そこで協会では25

年度は暫定的に年2回入札とし、さらに26年度以降をに

らんだ適切な入札制度を探るべく各関係主体や有識者

などをメンバーとした「PETボトル入札制度検討会」を

立ち上げ、25年2月から5回にわたり検討が行なわれま

した。

　9月26日の最終検討会で、26年度以降の入札を年2回

方式とすることが提言され、それを受け10月24日に開催

された臨時理事会において年2回入札が承認されました。

　今まで取材を通して、さまざまな方々とお会いする機会が

ありました。＜連携プラザ＞という企画では自治体の環境関

係のご担当の方々をおたずねし、分別収集に関して市民の

方々へいかにわかりやすく説明するか日々頭を悩まされ、内

部で議論を重ねているというお話をうかがいました。収集袋

自体にプラスチック容器のイラストを印刷して視覚で訴える

方法であったり、また子供たち向けに独自のキャラクターを考

案して、イベント時には着ぐるみを着用して活動されていらっ

しゃるそうです。今号の八王子市のキャラクターは、「くるり」

という鳥でした。リサイクルからの名付けと予測しておりまし

たが、市の鳥がオオルリという野鳥だそうで、「オオルリ」と

「リサイクル」を掛けて付けられた名前だそうです。また裏表

紙＜リサイクル探検隊が行く＞の磐田市のキャラクターは、

「しっぺい」でした。キャラクターから見える自治体像もなかな

か面白いのではないでしょうか。なお、26年度再商品化委託

申込受付が今月より開始されます。特定事業者の皆さまのお

手元に申込書が到着した際にはお手数をお掛けしますが、手

続きいただきますようよろしくお願いいたします。

容器包装リサイクル法の変遷

平成 7年 6月

9年 4月

12年 4月

公布

本格施行
（ガラスびん、PETボトルの
再商品化事業開始）

完全施行
（紙製容器包装、プラスチック製
容器包装が対象に加わる）

① 3Rの推進、とりわけ排出抑制（リデュース）の徹底

② 社会全体のリサイクル・コストの一層の効率化

③ 国・自治体・事業者・国民等すべての関係者の連携と協働

容器包装リサイクル法の成立

平成 16年 8月

18年 6月

20年 4月

法に定められた施行10年後の
見直し開始

容器包装リサイクル改正法案が
国会で可決成立、官報にて公示

改正法の完全施行

容器包装リサイクル法の改正＜現行法＞

平成 25年 9月～ 容リ法見直し（2回目）のための
合同会合が始まる

現行法完全施行５年後の見直し

「PETボトル入札検討会とりまとめ」を掲載
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9月 10日～13日

19日

26日

10月 15日

16日

18日

21日

22日

24日

25日

29日

11月 7日～13日

9月 26日

10月 8日

24日

ホームページへの掲載

協会行事

*主務省庁、全国都市清掃会議、協会の3者による情報共有のための定例会議

平成25年度容器包装リサイクル業務委託に関す
る商工会職員研修会（8/30東京①、9/5兵庫、
9/19新潟、9/24福岡、10/1東京②）

平成25年度容器包装リサイクル業務委託に関す
る商工会議所職員研修会（静岡県浜松市・商工会
議所福利研修センター）

第1回容リ法改正合同会合
（産業構造審議会・中央環境審議会）

情報連絡会議*開催
第2回容リ法改正合同会合
（産業構造審議会・中央環境審議会）

平成25年度第2回ＰＥＴボトル事業委員会開催

平成25年度第2回ガラスびん事業委員会開催

平成25年度第2回紙容器事業委員会開催

平成25年度第2回プラスチック容器事業委員会開催

平成25年度第2回総務企画委員会開催

情報連絡会議*開催
平成25年度臨時理事会開催

平成26年度市町村の引渡し申込書類発送（申込
締切11/20オンライン、郵送必着）

第3回容リ法改正合同会合
（産業構造審議会・中央環境審議会）

産業構造審議会産業技術環境分科会
（26年度における義務量算定に係る量と比率）

平成26年度市町村・一部事務組合一般廃棄物担
当者への説明会開催（11/7北海道、11/8東北、
11/11関東、11/12関西、11/13九州）

市町村への資金拠出制度による市町村ごとの
「合理化拠出金」明細（24年度分）を掲載

PETボトル平成25年度下期落札結果一覧表を掲載

市町村説明会

第２回合同会合

第3回合同会合

容リ法見直しが始まる 平成26年度向け
市町村説明会を開催

　平成25年11月7日～13日、市町村・一部事務組合を対

象とした26年度向け「分別基準適合物の引き渡し」に関

する一般廃棄物担当者説明会を開催しました。この説明

会は、容器包装リサイクル法に基づく分別基準適合物の

再商品化を円滑に推進する目的で、毎年1回開催される

ものです。北海道・東北・関東・関西・九州の5地区の会場

に、25年6月に行なった当協会による引渡量調査におい

て「26年度の申込を行なう」と回答した市町村・一部事務

組合の担当者を対象に実施されました。

　当日は、（1）26年度分別基準適合物の引き取りおよ

び再商品化の概要 （2）ガラスびん・PETボトル・紙容

器・プラスチック容器の各事業部から、引き取り品質ガイ

ドラインなどの重要事項 （3）申込書類記入に当たって

の注意事項 （4）各市町村へ拠出される平成25年度分

拠出金試算式、について当協会から説明がありました。

PETボトル
入札制度検討会

　平成24年度に、ポリエステル素材の市況悪化による

PETボトル再商品化製品の販売不振の影響から、一部

の事業者が引取りを辞退するという状況が発生。引取事

業者の再選定と振替を行なう事態に陥るなど、リサイク

ル基盤崩壊の危機に直面しました。そこで協会では25

年度は暫定的に年2回入札とし、さらに26年度以降をに

らんだ適切な入札制度を探るべく各関係主体や有識者

などをメンバーとした「PETボトル入札制度検討会」を

立ち上げ、25年2月から5回にわたり検討が行なわれま

した。

　9月26日の最終検討会で、26年度以降の入札を年2回

方式とすることが提言され、それを受け10月24日に開催

された臨時理事会において年2回入札が承認されました。

　今まで取材を通して、さまざまな方々とお会いする機会が

ありました。＜連携プラザ＞という企画では自治体の環境関

係のご担当の方々をおたずねし、分別収集に関して市民の

方々へいかにわかりやすく説明するか日々頭を悩まされ、内

部で議論を重ねているというお話をうかがいました。収集袋

自体にプラスチック容器のイラストを印刷して視覚で訴える

方法であったり、また子供たち向けに独自のキャラクターを考

案して、イベント時には着ぐるみを着用して活動されていらっ

しゃるそうです。今号の八王子市のキャラクターは、「くるり」

という鳥でした。リサイクルからの名付けと予測しておりまし

たが、市の鳥がオオルリという野鳥だそうで、「オオルリ」と

「リサイクル」を掛けて付けられた名前だそうです。また裏表

紙＜リサイクル探検隊が行く＞の磐田市のキャラクターは、

「しっぺい」でした。キャラクターから見える自治体像もなかな

か面白いのではないでしょうか。なお、26年度再商品化委託

申込受付が今月より開始されます。特定事業者の皆さまのお

手元に申込書が到着した際にはお手数をお掛けしますが、手

続きいただきますようよろしくお願いいたします。

容器包装リサイクル法の変遷

平成 7年 6月

9年 4月

12年 4月

公布

本格施行
（ガラスびん、PETボトルの
再商品化事業開始）

完全施行
（紙製容器包装、プラスチック製
容器包装が対象に加わる）

① 3Rの推進、とりわけ排出抑制（リデュース）の徹底

② 社会全体のリサイクル・コストの一層の効率化

③ 国・自治体・事業者・国民等すべての関係者の連携と協働

容器包装リサイクル法の成立

平成 16年 8月

18年 6月

20年 4月

法に定められた施行10年後の
見直し開始

容器包装リサイクル改正法案が
国会で可決成立、官報にて公示

改正法の完全施行

容器包装リサイクル法の改正＜現行法＞

平成 25年 9月～ 容リ法見直し（2回目）のための
合同会合が始まる

現行法完全施行５年後の見直し

「PETボトル入札検討会とりまとめ」を掲載



「1か月ぶりの
 父子水入らず」
というKさん

その「ごみの行方を
見に来た」と語るYさん

つねに「一家5人で行動」
が信条のAさん

…と、「うれしい悲鳴」
をあげる磐田市役所の
冨田さん

親子ごみ探検教室
静岡県磐田市のごみ処理
施設・クリーンセンターに
て2012年よりスタート。
クイズ・工作・パッカー車試
乗といった、親子で学び・
楽しむ体験型カリキュラム
で人気上昇中。

「ぜひ大人向け
も開催して！」と
熱心なSさん
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１人１日当たりごみ排出量の少なさやリサイクル率の高
さで、常に全国トップクラスの実績を誇る八王子市。その
秘訣はどこにあるのか、市のご担当者に伺いました。

磐田市クリーンセンターで開催される「親子ごみ探検教
室」は、クイズやパッカー車の試乗など体験型のカリキュ
ラムでファミリーに人気。環境問題への関心度や参加の
動機などを、お父さま方を中心にお聞きしました。

再商品化委託の申込みからお支払いの流れに沿って、特
定事業者にお支払いいただく２つの委託料、実施委託料
の算出の考え方などを解説します。

毎日の暮らしに欠かせないパンやお菓子など多くの商品
を扱う山崎製パンでは、容器包装の簡素化や軽量化に積
極的に取り組んでいます。また、「ごみじゃぱん」の提唱す
る減装ショッピングに賛同し、商品化も実現。商品開発や
生産におけるご苦労などをご担当者にお聞きしました。

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-14-1 郵政福祉琴平ビル 2階
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特定事業者の26年度分委託申込み期間は、25年12月
9日から26年2月7日です。申込み手続きについて説明
します。

委託申込み手続きは、どうすればいいの？

美味しく食べて、ごみは少なく

リサイクル探検隊が行く　第⑲回

「容器包装リサイクル」講座

チャレンジ！ ３R

山崎製パン

6-9

12-13

市民との協働で
埋立処分量ゼロを目指す

巷の“エコメン”を探せ！の巻

連携プラザ

八王子市

磐田市

10-11

16

容リ法見直しが始まる

PETボトル入札制度検討会

●

●
平成26年度向け市町村説明会を開催●

トピックス・協会日誌 14-15

平成26年度のリサイクル（再商品化）
委託申込みが始まります

２-5

特集

ちまた


