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容器包装3R連携市民セミナー
（2013.11.15 於・新宿）にて

容器包装リサイクルに関わる事
業者団体「3R推進団体連絡会」
が主催するイベント。2006年に
スタートして以来、主要都市で
開催。有識者による講演・討論な
どを通じて、3Rの普及・啓発活
動を進めている。

林家時蔵
1948年生まれ。八代目林家
正蔵（彦六）などに師事し85
年、真打ち昇進。高座の傍ら、
はっつあん、ご隠居の掛け合
いでリサイクルの重要性を説
く「環境落語」で、各地の学
校・ホールを巡る日々。
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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。

昨年末、協会ホームページを全面リニューアルしました。検
索しやすく、読みやすくなったホームページを紹介します。

７年連続で、１人１日当たりごみ排出量最少の全国１位を
獲得している松山市。対象ごとに特化したきめ細かな地
域住民への周知活動、分別区分の変更により達成した品
質向上への取り組みについてのご苦労や市民との連携な
どを取材しました。

容器包装３R連携市民セミナーに、林家時蔵師匠の「環境落
語」が登場。お馴染みの落語でリサイクルの重要性を説く高
座は、多くの観客を魅了しました。

市民が分別して出した容器包装ごみ。実際にリサイクルする
会社はどのようにして決まるのか、協会とリサイクル会社、
そして市町村との関係やしくみをわかりやすく解説します。

「環境にやさしいパッケージの情報は、消費者になかなか
伝わらない」と、多くのメーカーが課題としてとらえてい
ます。味の素では、消費者の容器包装ごみに関わるエコス
トレスを分析。パッケージに「味なエコ」マークを表示し、
環境情報を発信することにしました。

3R推進団体連絡会
2012年度の3R取り組み報告
「エコプロダクツ2013」に出展

25年度「広報専門員会」を開催

●

●

●

収集車が持っていったものは、
だれがリサイクルしているの？

エコは八百八町を巡る！の巻

リサイクル探検隊が行く　第⑳回

協会のホームページが、
使いやすくなりました

分別・ごみ出しルールの徹底で
みんなでつくる循環型のまち 松山

「容器包装リサイクル」講座

独自の環境マークで
お客さまのエコストレスを解消

チャレンジ！ ３R
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協会ホームページリニューアル

このたび、日本容器包装リサイクル協会のホームページを一新しました。
操作しやすく、わかりやすく、読みやすくなりました。

ニュースや会報での取材記事は、facebook、
ツイッターなどで発信、更新していきます。

SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）でも
情報発信。

　　のアイコンが、動画コンテンツ（YouTube）の目印です。
容リ制度やプラスチックの分別排出のポイントなど、
映像でわかりやすく説明します。

メニューリスト表示で、
ページ移動が少なく。

「特定事業者向け」など入り口ボタンを
クリックすると、ページを移動することなくメニューが一覧できます。
ページを行ったり来たりする煩わしさが減りました。

文字は大きく、
各タイトルは短くし、読みやすく。

文字のサイズを大きくし、読みやすくなりました。
また、見出しのことばをできるかぎり簡潔にすることで
見やすくし、検索をスムーズにしました。

ユーザーごとに4つに入り口を分け、
情報へのアクセスが容易に。

「特定事業者」「消費者」「市町村」、
そして「協会のリサイクル事業」の入り口を設けました。
それぞれの関連情報への階層が浅くなり、
アクセスしやすくなりました。

協会のホームページが、使いやすくなりました
企画広報部　清水 健太郎

当協会ホームページを開設して約15年

が経ち、情報量が年々増え、「情報はたく

さんあるが、どこにあるかわからない」と

いう声が数多く寄せられるようになってき

ました。そこで今回、「見やすさ」「使いや

すさ」を最優先してリニューアルしまし

た。ぜひご活用ください。

「Q&A」は、知りたい「Q」を見つけやすく
Q&A集は、「特定事業者」「消費者」「市町村」などで質問項目を分け、
アクセスしやすくしました。また、表示方法も変更し、「Q」をクリックすると、
それに対する「A」が現れるようにしました（もう一度クリックすると「A」が消えます）。
調べたいQ&Aの上下に関連するQ&Aを配置し、理解が深まるように工夫しています。

★1★1 ★2★2

★1

動画コンテンツをとりそろえ、
よりわかりやすく。

「容リ法百科事典」に、キーワード検索の機能
容器包装リサイクルの分野では、数多くの専門用語が使われています。
専門的な用語を解説する「容リ法百科事典」は、五十音検索だけでなく、
キーワード検索ができるようになりました。例えば、「委託料」でキーワード検索します。
「再商品化委託料」「再商品化委託申込量」や「精算（金）」など関連する用語が検出されます。
これらをまとめて見ていくと、より理解が深まるでしょう。

★2ここが新しくなりました

ここがさらに
便利に
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協会ホームページリニューアル

「わが社は、リサイクルの義務の対象になっている？」
その判断に迷ったら、このページが役立ちます。
「Check」をクリックすると、注意点を解説します。

ベール品質改善のために、協会職員が講師となって
出向き、市町村担当者や中間処理施設の方々と行なう
勉強会「出前講座」を映像化しています。
判断に迷うプラスチック製容器包装や、
ベール品質基準を学ぶことができ、市町村内での勉強会、
住民向け説明会などに活用いただけます。

協会が行なうリサイクル事業に
関するデータをまとめています。
データのタイトルは従来漢字が長く
並びがちでしたが、できるかぎり短くして、
見やすくするよう努めました。

容器包装のリサイクルは、特定事業者、市町村、消費者、リサイクル事業者、それぞれがそれぞれの
役割を確実に実行し、かつ、実施状況を「見える化」して相互理解していくことによって、円滑に進められます。
協会ホームページの今回のリニューアルも、それに寄与すべく実施しました。積極的な活用をお願いいたします。

協会と再商品化委託契約し、委託料金を完納した
事業者名をホームページで公表しています。
また、委託料金を完納した事業者のうち、公表を
同意した事業者の委託料金を公表しています。
これらのリストは従来と変わりませんが、
使いやすく見やすくしました。

わかりにくい容器包装リサイクル制度や
実際の委託申込方法などを
映像を使って解説しています。
（動画はすべてYouTubeに掲載）

協会のリサイクル事業に関するデータ

容リ制度を基本から学べる人気ページです。
学生や消費者の方の学習に役立ちます。

容リ法ってなんだろう？

容リ制度と事業者の役割

特定事業者の
再商品化（リサイクル）義務判断チャート

プラスチック製容器包装 ベール品質とは？

動画

動画

特定事業者向け 消費者向け

市町村向け

協会のリサイクル事業

●コンテンツを紹介します●

見やすくなりました

再商品化義務履行者リストB

委託料金事業者別リストC

A

見やすくなりました
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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

収集車が持っていったものは、
だれがリサイクルしているの？　
家庭から分別して出された容器包装は、市町村が収集します。
そのリサイクルは、協会が委託するリサイクル会社で行なわれます。

登場人物
紹介

市町村から
リサイクル会社に引渡す

　容輔　リサイクルにかかる費用は、うちの食品メーカー
やレジ袋を使っているまいさんのスーパーが、協

会に支払っているお金が使われているのですね。

　リサ　そうです。リサイクル会社に支払う費用は、リサイ
クル義務のある事業者（特定事業者）で分担して

いただいています。

　容輔　リサイクル義務を果たす立場として、どのような会
社に委託しているのか知っておくことは必要だね。

リサイクル費用は
特定事業者が負担

円滑な流れこそが
リサイクルの要

一般競争入札で
リサイクル会社を選定 品質向上のために

　まい　清二くん、「分別して出したごみは、どこへ行く
の？」って母に聞かれたわ。

　清二　では、市の職員としてお答えします。市町村が収
集したごみは、素材ごとにリサイクル会社（再商

品化事業者）に渡しています。

　リサ　協会と引取契約した市町村の容器包装ごみは、
協会が委託したリサイクル会社に引き渡されます。

　斉木　プラスチック製容器包装を引取っているリサイク
ル会社、Sリサイクルの斉木です。受け取った容

器包装ごみは、当社の工場でペレット（一定形状

の粒）や減容品にしています。

　まい　その後は、どうなるの？
　リサ　ペレットや減容品は、それらを利用し製品化する

会社に販売されます。

　斉木　わが社が販売したものは、パレットなどになります。
　容輔　ぼくが勤める食品メーカーでつくるお菓子の袋や、

まいさんのお母さんが分別して出した容器が、斉

木さんの会社でリサイクルされているんだね。わ

が社の工場の倉庫で使われるパレットになって、

活躍しているのかも。

　まい　巡り巡るリサイクルですね。

　まい　協会は、委託するリサイクル会社をどのように選
んでいるのですか？

　リサ　まずは登録審査があります。
　斉木　工場の処理能力やリサイクル製品の品質、会社の

経営の安定性まで細かくチェックを受けます。

　まい　品質って？
　斉木　少し専門的になりますが、容器をペレットなどにし

たものが、塩素分や水分が少なく主成分が多いほど

　まい　リサイクルは、渡す人と受け取る人のつなぎ目が
大事ということがよくわかりました。

　容輔　そうしてこそ、巡り巡るしくみができるんだね。
　リサ　それぞれがその役割を果たすことにより、質が良

く、かつ、社会的コストの低いリサイクルが実現で

きればと思います。

　清二　協会のホームページの「わたしのまちのリサイク
ル」を見ると、市町村ごとに委託した会社の名前

と、何にリサイクルされているのかが出ているよ。

もちろん、わが市のことも。

　斉木　当社は工場見学もご用意しています。
　まい　母を誘って行ってみようかな。

ターなどに製品化するメーカーのことです。販売

先なしには入札ができません。

　リサ　プラスチック製容器包装は、プラスチック製品の
原材料にする材料リサイクルや、ガスやコークス

の代わりにして工場で利用するなど、さまざまな

手法があります。いずれも、受入先があって初め

て資源の循環になります。

　リサ　市町村の保管施設から引取る際に、リサイクル会
社にお願いしていることがあります。

　斉木　リサイクル品の品質が落ちないことが重要なので、
もし収集物に汚れなどがあった場合は市町村へ

改善を求めるということですね。

　清二　引渡す側としても、家庭から集めた後、汚れや異
物を取り除いて、分別基準適合物にして渡すこと

に努めています。

　リサ　もう一つ重要なのは、リサイクルした後、その販売
先が確保されていることです。

　まい　販売先ですか。
　斉木　当社のペレットなどを原材料に、パレットやプラン

再生利用に適しているので、品質の基準が設けら

れているわけです。工場での現地審査もあります。

　リサ　登録審査に合格したリサイクル会社による電子入
札を12月から翌年1月に受付けます。市町村それ

ぞれの保管施設ごとの、一般競争入札です。

　斉木　2月に落札結果が出て、3月に協会と契約締結。
次年度4月からの1年間が契約期間となります。
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登場人物
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独自の評価基準「容器包装エコインデックス」を用い、

環境に配慮した容器包装の開発をきめ細かく推進している味の素。

2010年より、独自に制作した環境マークをパッケージに

掲載することで、容器包装における環境配慮面での情報を発信。

お客さまのエコストレス解消に動き出した同社の取り組みを紹介します。

独自の環境マークで
お客さまのエコストレスを解消

チャレンジ！　3R

チャレンジ！　3R

味の素株式会社

　味の素では環境にやさしい容器包装の開発に、これま

で長年にわたって取り組んできました。一方で、その取

り組みがお客さまにしっかりと伝わっているのだろうか

という懸念も抱いていました。環境視点によるパッケー

ジ開発は、一般的にどうしてもお客さまにとってわかり

づらいもの。それをいかに伝えるかとい

う多くの企業が抱える課題に、味の素で

も直面していたと話すのは、環境・安全

部の専任部長、長谷川泰伸さんです。

　「できるだけ環境に配慮された商品を

選びたい」という昨今の消費者ニーズに

応えるため、同社では、2010年よりあ

る取り組みを始めます。それは、容器包

装における環境情報を提供するため、

「味なエコ」マークを商品パッケージに

表示するというものです。

　きっかけとなったのは、首都圏の生活

者を対象に同社が実施した「環境配慮調

査」の結果だったといいます。本調査で

は、「ごみの分別は面倒でもきちんと行

なう」と答える人が95％にのぼるなどエ

コは大切と考えつつも、日々のごみ出し

において多くの人たちがストレスを抱えているというこ

とが判明。

　「当社の容器包装なら、お客さまが日々ため込んでい

るそうしたエコストレスを解消できるはず。そのために

は、私たちの環境に配慮した容器包装の取り組みをア

ピールして、皆さんに知ってもらわなければなりません。

独自の環境マークを商品パッケージに掲載することで、

それができるのではないかと考えました」（長谷川さん）

　「味なエコ」マークでは、“詰め替えでエコ”、“再生紙

でエコ”といった文章がいっしょに添えられ、一目でどの

ような環境配慮がなされている容器包装なのかが、わか

るようになっています。こうしたマークの種類は、人々が

家庭でのごみの分別時に「どのようなストレスを感じて

いるか？」という分析から導き出されたもの。現在、容器

包装に関わるマークは、6種類が表示されています。さ

事業者による3Rの取り組み事例

　同社の代表的な商品である「ほんだし」にも、「味なエ

コ」マークは表示されています。2013年秋、「ほんだ

し」120ｇ箱の小袋を40ｇ×3袋から60g×2袋へと仕様

を変更。小袋の大きさは従来と変えずに、より多くの量

の顆粒を袋いっぱいまで入れて封をするという非常に

難易度の高い包装を、製造工程の調整と袋自体の材質

変更により実現し、“省包材でエコ”となりました。

　「この結果、年間で包装重量78ｔ、CO2排出量約500ｔ

を削減するという、大きなリデュース効果を生み出しま

した」と話してくれたのは、環境・安全部の専任課長、大

竹一夫さんです。「ほんだし」の紙箱には、リサイクル素

材の古紙パルプ80％以上を配合した再生紙を採用し、

“再生紙でエコ”も実践。また、詰め替え先の「ほんだし」

60gびん商品にも“詰め替えでエコ”を表示し、調理の際

に便利で、繰り返し使えるびんへの詰め替えをお客さま

に推奨しています。

　同年には「クノールカップスープ」に

て、箱と袋の寸法を10mm縮小すると

いう“省包材でエコ”を実現しました。

　「本リデュースでは、商品自体の品

質はもちろん、開封性や持ち運びや

すさなど、容器包装としての使い勝

手の良さをキープしつつ、容器原料の使用量を減らすと

いうミッションを実現するために、製造設備までも大幅

に改造しました」（大竹さん）

　さらに、容器包装の環境負荷を低減できる植物由来

の新素材採用に取り組み、2013年春から「味の素」の

「味なエコ」マークを通じて
容器包装の環境情報を発信

多岐にわたる商品で
容器包装の3Rを展開

　お客さまのエコストレスを解消するための試みは、

「味なエコ」マークに限らず、多方面で展開されていま

す。例えば、「エコうまレシピ」活動は、食材を無駄なく

美味しく食べきるためのレシピやアイデアを、テレビや

新聞、Webなどの各種媒体や店頭にてPR。さらに、商

品パッケージへも掲載するなど、食卓からのエコライフ

を提案するキャンペーンです。

　「本活動を通じて、日頃から食材を無駄なく活用した

いけれどもどうすればいいのかわからないといったお客

さまのエコストレス解消に一役買いたいと考えていま

す」（長谷川さん）

　環境にやさしい容器包装の開発や、その情報をお客様

へと伝えるといったエコ活動は、必ずしも売上げに直結し

ないもの。それでも味の素が全社的な取り組みとしてこう

した活動に力を注いでいるのには、1907年の創業時より

変わらぬ事業活動=社会貢献活動という理念が関係して

います。時を経て、「食生活の改善」に「エコロジー」とい

う要素も加わりました

が、持続可能な社会に

資する活動へと積極的

に取り組む理由は、創

業の想いにあったとい

うわけです。

創業の想いを胸に
エコロジー活動を推進

（左）大竹 一夫さん （右）長谷川 泰伸さん

エコプロダクツ 2013

詰め替えでエコ

詰め替えでエコ

再生紙でエコ

再生紙でエコ

省包材でエコ

省包材でエコ

トレイなしでエコ

植物性キャップでエコ

植物性トレイでエコ

らに長谷川さんによると、パッケージの情報記載の面積

には限りがあるため、当初はマーク掲載に積極的ではな

かった開発スタッフも少なくなかったものの、マーク表示

の意義に共鳴するスタッフが徐々に増え、「味なエコ」

マークはここ数年で同社の中核商品にまで波及したと

いいます。2013年

12月現在、「味なエ

コ」マークの掲載商

品は、味の素の全売

上高の　 を占める

計128品種にまで

及んでいます。

びん製品は“植物性キャップでエコ”を導入しました。商

品の数だけ環境に配慮した容器包装があるのではと思

えるほど、その具体例には枚挙に暇がありません。

長持ちするびんを繰り返し使うことで、環境負荷を抑制。
詰め替え先（びん）、詰め替え元（袋）の両方に表示。

トレイを使用せず、大袋入りにした冷凍食品に表示。
容器包装の廃棄削減やトレイの製造時のCO2を削減。

キャップに植物性プラスチックを使用した商品に表示。
石油使用量とCO2排出量を削減。

トレイに植物性プラスチックを使用した商品に表示。
石油使用量とCO2排出量を削減。

古紙パルプの配合量が80％を超えている再生紙を
使用した商品に表示。

従来品に対し20％を超えて容器包装重量を削減した、
もしくは包材削減量が年間50トン以上に相当する商品に表示。

31



日本容器包装リサイクル協会ニュース
No.64  February 2014 9日本容器包装リサイクル協会ニュース

No.64  February 20148

独自の評価基準「容器包装エコインデックス」を用い、

環境に配慮した容器包装の開発をきめ細かく推進している味の素。

2010年より、独自に制作した環境マークをパッケージに

掲載することで、容器包装における環境配慮面での情報を発信。

お客さまのエコストレス解消に動き出した同社の取り組みを紹介します。

独自の環境マークで
お客さまのエコストレスを解消

チャレンジ！　3R

チャレンジ！　3R

味の素株式会社

　味の素では環境にやさしい容器包装の開発に、これま

で長年にわたって取り組んできました。一方で、その取

り組みがお客さまにしっかりと伝わっているのだろうか

という懸念も抱いていました。環境視点によるパッケー

ジ開発は、一般的にどうしてもお客さまにとってわかり

づらいもの。それをいかに伝えるかとい

う多くの企業が抱える課題に、味の素で

も直面していたと話すのは、環境・安全

部の専任部長、長谷川泰伸さんです。

　「できるだけ環境に配慮された商品を

選びたい」という昨今の消費者ニーズに

応えるため、同社では、2010年よりあ

る取り組みを始めます。それは、容器包

装における環境情報を提供するため、

「味なエコ」マークを商品パッケージに

表示するというものです。

　きっかけとなったのは、首都圏の生活

者を対象に同社が実施した「環境配慮調

査」の結果だったといいます。本調査で

は、「ごみの分別は面倒でもきちんと行

なう」と答える人が95％にのぼるなどエ

コは大切と考えつつも、日々のごみ出し

において多くの人たちがストレスを抱えているというこ

とが判明。

　「当社の容器包装なら、お客さまが日々ため込んでい

るそうしたエコストレスを解消できるはず。そのために

は、私たちの環境に配慮した容器包装の取り組みをア

ピールして、皆さんに知ってもらわなければなりません。

独自の環境マークを商品パッケージに掲載することで、

それができるのではないかと考えました」（長谷川さん）

　「味なエコ」マークでは、“詰め替えでエコ”、“再生紙

でエコ”といった文章がいっしょに添えられ、一目でどの

ような環境配慮がなされている容器包装なのかが、わか

るようになっています。こうしたマークの種類は、人々が

家庭でのごみの分別時に「どのようなストレスを感じて

いるか？」という分析から導き出されたもの。現在、容器

包装に関わるマークは、6種類が表示されています。さ

事業者による3Rの取り組み事例

　同社の代表的な商品である「ほんだし」にも、「味なエ

コ」マークは表示されています。2013年秋、「ほんだ

し」120ｇ箱の小袋を40ｇ×3袋から60g×2袋へと仕様

を変更。小袋の大きさは従来と変えずに、より多くの量

の顆粒を袋いっぱいまで入れて封をするという非常に

難易度の高い包装を、製造工程の調整と袋自体の材質

変更により実現し、“省包材でエコ”となりました。

　「この結果、年間で包装重量78ｔ、CO2排出量約500ｔ

を削減するという、大きなリデュース効果を生み出しま

した」と話してくれたのは、環境・安全部の専任課長、大

竹一夫さんです。「ほんだし」の紙箱には、リサイクル素

材の古紙パルプ80％以上を配合した再生紙を採用し、

“再生紙でエコ”も実践。また、詰め替え先の「ほんだし」

60gびん商品にも“詰め替えでエコ”を表示し、調理の際

に便利で、繰り返し使えるびんへの詰め替えをお客さま

に推奨しています。

　同年には「クノールカップスープ」に

て、箱と袋の寸法を10mm縮小すると

いう“省包材でエコ”を実現しました。

　「本リデュースでは、商品自体の品

質はもちろん、開封性や持ち運びや

すさなど、容器包装としての使い勝

手の良さをキープしつつ、容器原料の使用量を減らすと

いうミッションを実現するために、製造設備までも大幅

に改造しました」（大竹さん）

　さらに、容器包装の環境負荷を低減できる植物由来

の新素材採用に取り組み、2013年春から「味の素」の

「味なエコ」マークを通じて
容器包装の環境情報を発信
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　愛媛県松山市では市民、行政、事業者による協働を積

極的に進め、3R活動で全国有数の高い実績を上げてき

ました。平成１８年度には環境省の調査で、人口50万人

以上の都市の中で市民1人1日当たりのごみ排出量最

少を達成。昨年末に発表された最新の24年度調査で

も、松山市はごみ排出量827.8gで、7年連続での全国

1位を堅持しています。

　25年3月には、松山市は国より環境モデル都市に選

定されました。環境モデル都市とは、温室効果ガスの大

幅な削減など低炭素社会の実現に向け、先駆的な取り

組みにチャレンジする都市を国が選定し、その実現に向

けた支援をするというものです。20年度に13都市が選

定されて始まったこの制度には、全国でまだ20都市し

か選ばれておらず、そのひとつが松山市なのです。同市

では、これまで太陽光発電といったクリーンエネルギー

の導入促進や、節水型の都市づくり、歩いて暮らせるま

7年連続して
１人1日当たりのごみ排出量最少都市へ

　「家庭ごみのさらなる減量化を目指す松山市にとっ

て、市民と協働して進める啓発活動は最重要事項のひ

とつです」と話すのは、環境部清掃課

の稲田靖穂さんです。松山市では、平

成９年度より家庭ごみの７種１０分別

による分別収集を開始し、さらに１８年

４月からは「プラスチック製容器包装」

の分別を見直したことにより、ごみ出

しルールの周知が今まで以上に大変重要となってきまし

た。その役割を行政とともに担っているのが、廃棄物減

量等推進員です。その活動をサポートする協力員ととも

に普段から各地区でごみの分別ルールの啓発などに従

事。現在、約300名の市民が活動しています。推進員と

協力員の主な仕事は、住民へのごみの正しい出し方とご

市民と行政、事業者間で連携し、
啓発活動を展開

夏目漱石の小説「坊っちゃん」の舞台にもなった松山市は、
松山城や道後温泉などの観光地で有名です。
しかし同市の著名度の高さは観光分野だけに限りません。
実は「ごみの減量化」という点でも、その優れた実績から広く知られた存在なのです。
四国第一の都市として、人口52万人を擁する松山市におけるリデュースの取り組みをご紹介します。

市町村

松山市ホームページ

稲田 靖穂さん まつやま環境フェア

3R生活のススメ

分別・ごみ出しルールの徹底で
みんなでつくる循環型のまち 松山

み減量の啓発、ごみ出しルール

などに関する市の啓発事項に

ついて、地元町内会などでの

周知啓発があげられます。さら

に、ルール違反ごみや不法投

棄を発見した際の通報および、

防止活動にも取り組んでいます。

　「さらに事業者との協働しての啓発活動も、積極的に

展開しています」と稲田さん。毎年、市主催で「まつやま

環境フェア」が開催されますが、昨年12月の環境フェア

では、再商品化事業者とともにブースづくりを進め、協

力しつつ見学者への啓発活動を展開しました。フェア当

日には、再商品化事業者が作った再商品化製品がずらり

と並ぶ中で、自分たちの日

頃の分別の成果を実際に

目に見える形で確認でき

るということもあり、例年

以上に市民をはじめ多く

の見学者の好評を博した

といいます。

迫 裕美さん

　その他にも、松山市では市の職員が中心となり、様々

な啓発活動を行なっています。その特色は、単身者や外

国人、高齢者、小学生、社会人、学生など、それぞれの

ターゲットにきめ細かく配慮した啓発を進めていること。

例えば高齢者には、とかく情報過多で見にくくなってし

まいがちなごみカレンダーに掲載する情報を絞ってシン

プルに作成。大きな文字で見やすくしたものを用意して

います。

　「松山市では65歳以上の高齢者が人口の23.8％にま

で及んでいます。そのため、こうした啓発物を作ったとい

うわけです。一目でわかるからでしょうか。各地区の自治

会から住民に配布したいので送ってくれというリクエスト

もいただいています」（稲田さん）

　同様に、英語、韓国語、中国語に翻訳したごみの分別ガ

イドも作成するなど、市内在住の外国

人に対する配慮も行き届いています。

　また、インパクトのある言葉やビジュ

アルを用いた啓発用チラシは、単身者

向けに考えたものだとか。これは、松山

市の減量化対策における啓発活動の

中心人物、環境部清掃課の迫裕美さんのアイデアです。

ターゲットに特化した
啓発活動＆環境教育を実施

■愛媛県 松山市
面積：429.1km2

人口：約52万人

松山市

ちづくりなどで成果を上げてきましたが、中でも環境モ

デル都市にふさわしいとして特に高い評価を得た施策

が、ごみ排出量に関するものだったといいます。

　松山市では現在、ごみ排出量における高水準の結果

を引き続きキープするために、「リデュース　KEEP 

NO.1　プロジェクト」を展開中です。本プロジェクトで

は、特に市民への周知・啓発活動に注力し、独創的な取

り組みを次々と打ち出しています。
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（左）天野 隆章さん （右）久保 智洋さん

石川 幸子さん
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　このように、市民への啓発活動を通じて分別ルールの

徹底を図り、排出時の資源ごみにおける品質向上に取り

組んできた松山市は、平成23年度より念願だったPET

ボトルの単品収集へと踏み切り

ます。これまで同市では、9年か

ら「プラスチック類」として製品

プラスチック・PETボトル・プラ

スチック製容器包装をいっしょ

に収集。その後、18年からは

「プラスチック製容器包装」と

いう分別に変更し、PETボト

ルをプラスチック製容器包

装といっしょに集め、中間選別によりそれらを分別す

るという方法を採用していましたが、単品収集に切り替

えたことで、PETボトル、プラスチック製容器包装ごみ

の品質が格段に高くなったといいます。

　「以前はPETボトルのキャップやラベルがそのままで

捨てられていることが多かったのですが、今ではそれらが

付いているのを探すのが大変なほど、松山市の分別は驚

くほどのレベルに達しています」と話すのは、市からの委

託により家庭ごみの収集と選別を行う松山容器（株）の天

野隆章さんです。

　「プラスチック製容器包装とPETボトルの混合収集を

始めた18年当初は、市民の皆さんも市役所も、私たち

事業者もまだ慣れていないことが多く、プラスチック製

容器包装に関する分別基準の知識も浅かったため、洗

濯ばさみが間違えて捨てられていたり、コンクリート片

までも混入しているなど、選別ラインでは大変な苦労が

あリました」と当時を回想

するのは、松山容器で松山

市の選別ラインを担当する

久保智洋さんです。18年度

の協会の品質評価で、改善

計画の策定、実施を求めら

れるDランクとなってしまう

ということもありました。こ

のことは、新聞にも取り上

PETボトルの単品収集の開始で
品質も大幅に向上

　「若い単身者の中には、仕事の都合で引っ越しを繰り

返す人も多いと聞きます。そうした人にとって、市ごとに

違う分別ルールを覚えるのは至難の業。そのため、間

違った分別方法でごみを捨てている人も少なくないよう

です。そんな中、分別のルールが守られずに困っている

地区から、何か啓発用のツールはないかという相談を受

けて考えたのがこのラミネート看板です。社会人に対し

ては、やはり捨てる際にアプローチをかけることが最も

効果的なのではという推測から、貼る場所はごみ集積場

所を想定。強い言葉とインパクトあるビジュアルは、若い

人の目を引くようで、不法の分別ごみが減ったという声

も聞いています」

　市内に4つもの大学を有する松山市にとって、学生へ

の啓発活動も欠かせません。毎年春の入学シーズンに

は、新入生へのオリエンテーションの際に、大学側から

ごみの分別マナーなどについて話す機会を設けても

らっています。さらに、大学近くの不動産屋にも啓発用

の冊子を置かせてもらうなど、学生向けにもきめ細かな

対応をしています。

　近年では、子供向きの環境教育にも力を入れている

そうです。希望する小学校に職員が出向き、ごみの学習

会を実施。子供たちにはごみを減らすことの大切さを説

●高齢者向け

●啓発用
　ラミネート看板

●外国人向け

●単身者・学生向け

●小学生向け

いています。市内で実際

に排出された比較的新し

い粗大ごみをグラウンド

に持ち込み、回収作業を

実演することで、子供た

ちにまだ使えるのにもっ

たいないという気持ちを

もってもらうとともに、ごみを減らすことの大切さを説い

ています。また、夏休みを利用し、夜のごみ処理施設へ

の探検ツアーも実施しています。親子などを終業後の処

理施設に招き、昼間の就業時には立ち入ることのできな

いごみの搬入スペースなども開放。親と子で楽しみなが

らごみ処理の問題を考える機会を提供しています。

　「市のホームページには、市民の皆さんが手軽に活用

いただけるような情報をまとめてアップしています」と語

るのは、ホームページ担当の環境政策

課・石川幸子さん。環境フェアの予告や

事後の報告など、タイムリーなリリース

も心がけているそうです。

げられるなど、一時は大変な騒ぎになったそうです。そ

こで、松山市では「Aランクを実現しよう」というかけ声

の下、事態の解決に向けて動き出します。その中心と

なって活躍したのが松山容器でした。同社では、ビニー

ルの袋を破くとともに、その袋を資源ごみと分離してく

れる破集袋機を導入。さらに、紛らわしいごみはすべて

写真に撮って選別スタッフの教育に役立てたり、ベルト

コンベヤーのスピードを落として選別要員も増やすな

ど、次々と手を打ち続けたといいます。結果、翌年の品

質調査ではDランクを脱出したのですが、プラスチック

製容器包装とPETボトルをいっしょに集めるのには限界

があるということもあり、松山市ではPETボトル単品収

集への変更に踏み切りました。

　PETボトルの単品収集を開始した23年度以降、協会が

行なう品質検査においてほとんどの項目でAクラスの評

価を受けています。現在、プラスチック製容器包装、PET

ボトルそれぞれの選別ラインからは、通常ならあるはずの

異臭がまるでありません。これは、松山市の市民の皆さん

の分別がいかに優れてい

るかの証拠です。7年連

続のリデュース日本一の

松山市は、資源ごみにお

ける品質でも優れた実績

を残し続けています。選別作業

小学校で開催の「ごみ学習会」
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 「容器包装 3R 制度研究会」のまとめ

リデュース

リデュースに関する2012年度実績（2004年度比）

2015年度目標に向け、着実に進展しています

リサイクル

リサイクル率・回収率に関する2012年度実績

連携のための共同の取り組み

よりよい容リ法制度に向けて、消費者や自
治体、学識者を交えて3年にわたり検討を
続けてきた「容器包装 3R 制度研究会」
は、2013年8月に報告書をまとめ、関係省
庁への報告、プレスリリース、及びホーム
ページを通じての公表を行ないました。

リサイクルの基本「地域版」
ワークショップ

3R 市民リーダーとの交流会を通じて
3R 啓発小冊子「リサイクルの基本」を
作成、2010年7月から全国の自治体に
配布しています。さらに、「地域版」とし
て2012年度に川崎市版が完成し、

2013年度は、川口市民・行政とともに
川口市版の作成に取り組み始めました。

トピックス・協会日誌

トピックス・協会日誌

3R推進団体連絡会  2012年度の３R取り組み報告

2.1％

13.0％

9.9％

11.5％

4.9％

3.8％

1.0％

3.6％

 143千t

331千t

711千t

 58千t

115千t

42千t

165t

985千t

1本当たりの平均重量で2.8％軽量化

指定PETボトル全体で15％の軽量化効果

総量で11％の削減

削減率で1３％

1缶当たり平均重量で5％の軽量化

1缶当たり平均重量で3％の軽量化

牛乳用500ml紙パックで3％の軽量化

1㎡当たりの平均重量で5％の軽量化

2015年度目標を10％から上方修正

2015年度目標を8％から上方修正

2015年度目標を4％から上方修正

2015年度目標を1.5％から上方修正

ガラスびん

PET ボトル

紙製容器包装

プラスチック容器包装

スチール缶

アルミ缶

飲料用紙容器

段ボール

素材 2012年度実績 備　考2006年度からの累計削減量2015年度目標　（2004年度比）※1

※2

※1　各団体の目標値については、必要に応じて見直しを検討する　　※2　2005年度比。紙パック原紙の仕様レベルで比較

68.8％
（100.3％ ）

85.0％

23.0％

40.9％

90.8％

94.7％

44.2％

98.4％

リサイクル率
（カレット利用率）

リサイクル率

回収率

再資源化率

リサイクル率

リサイクル率

回収率

回収率

ガラスびん

PET ボトル

紙製容器包装

プラスチック容器包装

スチール缶

アルミ缶

飲料用紙容器

段ボール

素材 2015年度目標 2012年度実績

※2

※3

指標※1

各団体の目標値については、必
要に応じて見直しを検討する

2012年度のカレット利用率は、
分母のガラスびん生産量が品
質向上による歩留まり低下のた
め、100％を超える結果となって
いる。参考として分母を原材料
総投入量（カレット総投入量+
バージン資源量）とすると、
2012年度のカレット使用率は
75.9％となる

2015年度目標を22％から上方
修正

※1

※2

※3

70.0％
（97％以上）

85％以上

25％以上

44％以上

85％以上

90％以上

50％以上

95％以上

3R推進団体連絡会の構成団体
ガラスびんリサイクル促進協議会
PETボトルリサイクル推進協議会
紙製容器包装リサイクル推進協議会
プラスチック容器包装リサイクル推進協議会

スチール缶リサイクル協会
アルミ缶リサイクル協会
飲料用紙容器リサイクル協議会
段ボールリサイクル協議会

容器包装に関わるリサイクル8団体で構成されている「3Ｒ推進団体連
絡会」は、容器包装の３R推進に向けた様々な取り組みを展開しています。
「第二次自主行動計画」に基づく2012（平成24）年度の実績
（2013年12月発表）の概要を掲載します。
（ご参考　http://www.3r-suishin.jp/index.html）

●
●
●
●

●
●
●
●

協会日誌（平成25年11月～26年1月）

25年 11月 14日

26日

12月 2日

4日

9日

12日～13日

12日～14日

18日

26年 1月 21日

27日

28日

25年 12月 20日

ホームページへの掲載

協会行事

編集後記

　会報では、いくつかの企画物がございます。＜チャ

レンジ！3R＞では、特定事業者の方々の環境への取

り組み。＜連携プラザ＞は、自治体の方々が分別収集

やごみの減量化に対して市民の方々へどのような啓

発活動を行なっているのか。裏表紙の＜リサイクル探

検隊が行く＞では、一般市民の方々による、地域のリ

サイクル活動の内容となっております。それぞれの取

材先にお伺いし改めて気づかされる事は、自分の役

割は理解していますが、それぞれお互いが何をされ

ているのかについては、ご不明な点が多いという事

です。また、自治体の方々も隣の市がどのように市民

の方々へ啓発を行なっているのかを、なかなかお尋ね

しづらいという事もお聞きいたします。リサイクルは

連携なくして行なわれないという事を改めて認識い

たしております。引き続き皆さまが頑張って取り組ま

れている姿を、ご紹介していきますので、ご意見・ご感

想などがございましたら、企画広報部までぜひお寄せ

ください。よろしくお願いいたします。

*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

容器包装リサイクル制度説明会・個別相談会開
催（～26年1月28日まで：全国19ケ所）

情報連絡会議*開催
「平成26年度再商品化に関する入札について」
官報公示　（入札期間：25年12月18日～26年
1月24日）

平成25年度第2回定時理事会開催

平成26年度特定事業者からの再商品化委託申し
込み受付開始（「平成26年度の再商品化義務履行
の委託について」官報公示）　締切26年2月7日

平成26年度再商品化事業者への入札説明会
（12月12日：紙製容器包装、プラスチック製容器包装
12月13日：ガラスびん、ＰＥＴボトル）

＜エコプロダクツ2013＞に出展

平成25年度臨時評議員会開催

情報連絡会議*開催
平成26年度に向けての入札「開札式」

平成25年度広報専門委員会

協会ホームページ全面リニューアル

　1月28日、消費者・市町村・事業者それぞれの立場の皆

さまにお集まりいただき、25年度「広報専門委員会」を開

催しました。事務局から25年度活動実績と26年度活動

計画を報告し、委員の皆さまからは、年末にリニューアル

した協会ホームページや会報「日本容器包装リサイクル

協会ニュース」など協会の広報活動に対して、多くの貴重

なご意見をいただきました。

「エコプロダクツ2013」に出展

25年度「広報専門委員会」の開催

着実に回収率等が向上しています

　東京ビッグサイトで開催された「エコプロダクツ

2013」（2013年12月12日～14日）には約17万人が来

場し、相変わらずの盛況となりました。

　当協会においては、紙製容器包装リサイクル推進協

議会、プラスチック容器包装リサイクル推進協議会と共

同出展し、「容器包装の『リサイクル工場』見学」と題し

て、ブース全体にリサイクル工場を再現。紙・プラスチッ

クのリサイクル工場内の映像、容器包装リサイクル制度

の説明映像を流しました。子供向けイベント（1日に8回

開催）ではお兄さん・お姉さん役のMCが登場し、『リサ

イクル工場』を案内しながらリサイクルの過程やゆくえ

を確認する工場見学ツアーを開催。噛み砕いてリサイク

ルを説明したこのイベン

トには、小・中学生や家族

連れが参加し大変な賑わ

いをみせました。
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 「容器包装 3R 制度研究会」のまとめ

リデュース

リデュースに関する2012年度実績（2004年度比）

2015年度目標に向け、着実に進展しています

リサイクル

リサイクル率・回収率に関する2012年度実績

連携のための共同の取り組み

よりよい容リ法制度に向けて、消費者や自
治体、学識者を交えて3年にわたり検討を
続けてきた「容器包装 3R 制度研究会」
は、2013年8月に報告書をまとめ、関係省
庁への報告、プレスリリース、及びホーム
ページを通じての公表を行ないました。

リサイクルの基本「地域版」
ワークショップ

3R 市民リーダーとの交流会を通じて
3R 啓発小冊子「リサイクルの基本」を
作成、2010年7月から全国の自治体に
配布しています。さらに、「地域版」とし
て2012年度に川崎市版が完成し、

2013年度は、川口市民・行政とともに
川口市版の作成に取り組み始めました。

トピックス・協会日誌

トピックス・協会日誌

3R推進団体連絡会  2012年度の３R取り組み報告

2.1％

13.0％

9.9％

11.5％

4.9％

3.8％

1.0％

3.6％

 143千t

331千t

711千t

 58千t

115千t

42千t

165t

985千t

1本当たりの平均重量で2.8％軽量化

指定PETボトル全体で15％の軽量化効果

総量で11％の削減

削減率で1３％

1缶当たり平均重量で5％の軽量化

1缶当たり平均重量で3％の軽量化

牛乳用500ml紙パックで3％の軽量化

1㎡当たりの平均重量で5％の軽量化

2015年度目標を10％から上方修正

2015年度目標を8％から上方修正

2015年度目標を4％から上方修正

2015年度目標を1.5％から上方修正

ガラスびん

PET ボトル

紙製容器包装

プラスチック容器包装

スチール缶

アルミ缶

飲料用紙容器

段ボール

素材 2012年度実績 備　考2006年度からの累計削減量2015年度目標　（2004年度比）※1

※2

※1　各団体の目標値については、必要に応じて見直しを検討する　　※2　2005年度比。紙パック原紙の仕様レベルで比較

68.8％
（100.3％ ）

85.0％

23.0％

40.9％

90.8％

94.7％

44.2％

98.4％

リサイクル率
（カレット利用率）

リサイクル率

回収率

再資源化率

リサイクル率

リサイクル率

回収率

回収率

ガラスびん

PET ボトル

紙製容器包装

プラスチック容器包装

スチール缶

アルミ缶

飲料用紙容器

段ボール

素材 2015年度目標 2012年度実績

※2

※3

指標※1

各団体の目標値については、必
要に応じて見直しを検討する

2012年度のカレット利用率は、
分母のガラスびん生産量が品
質向上による歩留まり低下のた
め、100％を超える結果となって
いる。参考として分母を原材料
総投入量（カレット総投入量+
バージン資源量）とすると、
2012年度のカレット使用率は
75.9％となる

2015年度目標を22％から上方
修正

※1

※2

※3

70.0％
（97％以上）

85％以上

25％以上

44％以上

85％以上

90％以上

50％以上

95％以上

3R推進団体連絡会の構成団体
ガラスびんリサイクル促進協議会
PETボトルリサイクル推進協議会
紙製容器包装リサイクル推進協議会
プラスチック容器包装リサイクル推進協議会

スチール缶リサイクル協会
アルミ缶リサイクル協会
飲料用紙容器リサイクル協議会
段ボールリサイクル協議会

容器包装に関わるリサイクル8団体で構成されている「3Ｒ推進団体連
絡会」は、容器包装の３R推進に向けた様々な取り組みを展開しています。
「第二次自主行動計画」に基づく2012（平成24）年度の実績
（2013年12月発表）の概要を掲載します。
（ご参考　http://www.3r-suishin.jp/index.html）

●
●
●
●

●
●
●
●

協会日誌（平成25年11月～26年1月）

25年 11月 14日

26日

12月 2日

4日

9日

12日～13日

12日～14日

18日

26年 1月 21日

27日

28日

25年 12月 20日

ホームページへの掲載

協会行事

編集後記

　会報では、いくつかの企画物がございます。＜チャ

レンジ！3R＞では、特定事業者の方々の環境への取

り組み。＜連携プラザ＞は、自治体の方々が分別収集

やごみの減量化に対して市民の方々へどのような啓

発活動を行なっているのか。裏表紙の＜リサイクル探

検隊が行く＞では、一般市民の方々による、地域のリ

サイクル活動の内容となっております。それぞれの取

材先にお伺いし改めて気づかされる事は、自分の役

割は理解していますが、それぞれお互いが何をされ

ているのかについては、ご不明な点が多いという事

です。また、自治体の方々も隣の市がどのように市民

の方々へ啓発を行なっているのかを、なかなかお尋ね

しづらいという事もお聞きいたします。リサイクルは

連携なくして行なわれないという事を改めて認識い

たしております。引き続き皆さまが頑張って取り組ま

れている姿を、ご紹介していきますので、ご意見・ご感

想などがございましたら、企画広報部までぜひお寄せ

ください。よろしくお願いいたします。

*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

容器包装リサイクル制度説明会・個別相談会開
催（～26年1月28日まで：全国19ケ所）

情報連絡会議*開催
「平成26年度再商品化に関する入札について」
官報公示　（入札期間：25年12月18日～26年
1月24日）

平成25年度第2回定時理事会開催

平成26年度特定事業者からの再商品化委託申し
込み受付開始（「平成26年度の再商品化義務履行
の委託について」官報公示）　締切26年2月7日

平成26年度再商品化事業者への入札説明会
（12月12日：紙製容器包装、プラスチック製容器包装
12月13日：ガラスびん、ＰＥＴボトル）

＜エコプロダクツ2013＞に出展

平成25年度臨時評議員会開催

情報連絡会議*開催
平成26年度に向けての入札「開札式」

平成25年度広報専門委員会

協会ホームページ全面リニューアル

　1月28日、消費者・市町村・事業者それぞれの立場の皆

さまにお集まりいただき、25年度「広報専門委員会」を開

催しました。事務局から25年度活動実績と26年度活動

計画を報告し、委員の皆さまからは、年末にリニューアル

した協会ホームページや会報「日本容器包装リサイクル

協会ニュース」など協会の広報活動に対して、多くの貴重

なご意見をいただきました。

「エコプロダクツ2013」に出展

25年度「広報専門委員会」の開催

着実に回収率等が向上しています

　東京ビッグサイトで開催された「エコプロダクツ

2013」（2013年12月12日～14日）には約17万人が来

場し、相変わらずの盛況となりました。

　当協会においては、紙製容器包装リサイクル推進協

議会、プラスチック容器包装リサイクル推進協議会と共

同出展し、「容器包装の『リサイクル工場』見学」と題し

て、ブース全体にリサイクル工場を再現。紙・プラスチッ

クのリサイクル工場内の映像、容器包装リサイクル制度

の説明映像を流しました。子供向けイベント（1日に8回

開催）ではお兄さん・お姉さん役のMCが登場し、『リサ

イクル工場』を案内しながらリサイクルの過程やゆくえ

を確認する工場見学ツアーを開催。噛み砕いてリサイク

ルを説明したこのイベン

トには、小・中学生や家族

連れが参加し大変な賑わ

いをみせました。



主催者側幹事長の
宮澤さん

容器包装3R連携市民セミナー
（2013.11.15 於・新宿）にて

容器包装リサイクルに関わる事
業者団体「3R推進団体連絡会」
が主催するイベント。2006年に
スタートして以来、主要都市で
開催。有識者による講演・討論な
どを通じて、3Rの普及・啓発活
動を進めている。

林家時蔵
1948年生まれ。八代目林家
正蔵（彦六）などに師事し85
年、真打ち昇進。高座の傍ら、
はっつあん、ご隠居の掛け合
いでリサイクルの重要性を説
く「環境落語」で、各地の学
校・ホールを巡る日々。
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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。

昨年末、協会ホームページを全面リニューアルしました。検
索しやすく、読みやすくなったホームページを紹介します。

７年連続で、１人１日当たりごみ排出量最少の全国１位を
獲得している松山市。対象ごとに特化したきめ細かな地
域住民への周知活動、分別区分の変更により達成した品
質向上への取り組みについてのご苦労や市民との連携な
どを取材しました。

容器包装３R連携市民セミナーに、林家時蔵師匠の「環境落
語」が登場。お馴染みの落語でリサイクルの重要性を説く高
座は、多くの観客を魅了しました。

市民が分別して出した容器包装ごみ。実際にリサイクルする
会社はどのようにして決まるのか、協会とリサイクル会社、
そして市町村との関係やしくみをわかりやすく解説します。

「環境にやさしいパッケージの情報は、消費者になかなか
伝わらない」と、多くのメーカーが課題としてとらえてい
ます。味の素では、消費者の容器包装ごみに関わるエコス
トレスを分析。パッケージに「味なエコ」マークを表示し、
環境情報を発信することにしました。

3R推進団体連絡会
2012年度の3R取り組み報告
「エコプロダクツ2013」に出展

25年度「広報専門員会」を開催

●

●

●

収集車が持っていったものは、
だれがリサイクルしているの？

エコは八百八町を巡る！の巻

リサイクル探検隊が行く　第⑳回

協会のホームページが、
使いやすくなりました

分別・ごみ出しルールの徹底で
みんなでつくる循環型のまち 松山

「容器包装リサイクル」講座

独自の環境マークで
お客さまのエコストレスを解消

チャレンジ！ ３R

連携プラザ
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10-13

8-9

トピックス・協会日誌 14-15

16
容器包装3R連携
市民セミナー

味の素

松山市
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