
  容器包装リサイクル法の再商品化義務の適用を受ける事業者は、法に定める３つの方法の中から
選択して、特定容器の再商品化の義務を履行することが出来ることになっております。(下記参照）
  貴社（組合）が法の適用を受ける事業者に該当し、貴社（組合）の再商品化義務の履行につき、
当協会に委託されます場合には、別添「再商品化委託申込用紙（申込用紙１）」及び「再商品化義
務量および委託申込量算定用紙（申込用紙２）」によりお申込みいただきたいと存じます。

●容器包装リサイクル法のフレーム

●特定容器利用事業者（輸入事業者を含む）
●特定容器製造等事業者（輸入事業者を含む） 
●特定包装利用事業者（輸入事業者を含む）

(注１）

(注1）有償または無償で譲渡できることが明らかで再商品化する必要がないものとして、アルミ、スチール缶、
紙パック（アルミ箔を使用していないもの）、段ボールについては、再商品化の義務の対象とはなりません。

(注2）特定事業者は、その用いる容器包装または製造等する特定容器を自らまたは他の者に委託して回収する
ときは、主務大臣に申し出て、当該容器包装の回収方法がおおむね90％を達成するために適切である旨の
認定を受けることができます。この場合、残りのおおむね10％については再商品化義務が免除されます。

(注3）一定の基準（※）を満たし、主務大臣の認定を受けた特定事業者は、自らまたは直接再商品化事業者に
委託して再商品化を実施することができます。 ※：「一定の基準」については、次ページ参照。

販売店 市町村市町村市町村市町村

住     民住     民住     民住     民

特定事業者 指定法人 特定事業者

特定事業者

【自主回収】（注2） 【指定法人のルート】【指定法人のルート】【指定法人のルート】【指定法人のルート】 【独自のルート】（注3）

再商品化事業者 再商品化事業者 再商品化事業者

都道府県分別収集促進計画の策定

厚生大臣

特定事業者

（分別基準適合物の再商品化義務）

再商品化義務の履行方法について

基本方針の策定

再商品化計画の策定 市町村分別収集計画の策定

提出

    提出・公表

   義務を履行しない
   事業者に対する勧
   告、公表、命令、罰則

  報告徴収、立入検査
  等特定事業者に対す
  る監督

分別収集

義務履行委託

委託 委託

リターナブル等

委託

ﾙｰﾄ全体を主務大臣が認定

   （義務履行の方法は選択可）

（一定の小規模事業者に
  ついては適用除外）

資料２
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独自ルートの認定に関する基準について 
 
独自ルートによる再商品化を主務大臣に申請し、認定を受けるためには、以下の 3 つの

基準を満たす必要があります。詳しくは、次ページに記載の各省庁担当課までお問い合わ

せください。 

 
１． 再商品化実施者の基準 

(1) 特定事業者が自ら再商品化を行う場合 

・容器包装リサイクル法施行規則第 12 条の欠格要件に該当しないこと 

(2) 特定事業者が指定法人以外の者に委託して再商品化を行う場合（受託者の基準） 

・人員および財政的基盤を有すること 

・欠格要件に該当しないこと 

・自ら再商品化を実施する者であること（再商品化の再委託の禁止） 

 

２． 再商品化実施者の所有する施設の基準 

��廃棄物処理法に基づく処理施設の許可を得ていること（許可を要する場合） 

 

３． 特定分別基準適合物の地域に関する基準 

��次の表のとおりです。 

 
独自ルートによる 

  再商品化の割合（※） 特定分別基準適合物の地域に関する基準 

特定容器利用事業者 

独自ルートにより再商品化をする量の市町村別の比率
が、特定容器を用いた商品の販売見込み量の市町村別の
比率（分別収集をしていない市町村を除く）におおむね
等しいこと。 80

％
超 

特定容器製造等事業者 

独自ルートにより再商品化をする量の都道府県別の比
率が、特定容器を用いた商品の販売見込み量の都道府県
別の比率（分別収集をしている市町村がない都道府県を
除く）におおむね等しいこと。 

特定容器利用事業者 

独自ルートにより再商品化をする量の都道府県別の比
率が、特定容器を用いた商品の販売見込み量の都道府県
別の比率（分別収集をしている市町村がない都道府県を
除く）におおむね等しいこと。 

80
％
以
下 

特定容器製造等事業者 

独自ルートにより再商品化をする量の地域ブロック別
の比率が、特定容器を用いた商品の販売見込み量の地域
ブロック別の比率（分別収集をしている市町村がない地
域ブロックを除く）におおむね等しいこと。 

 
※ 独自ルートによる再商品化の割合は次のとおりです。 

 
独自ルートによる再商品化の割合 ＝ 

独自ルートにより再商品化をする量 
当該事業者の再商品化義務量 
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各省庁担当課のお問い合わせ先各省庁担当課のお問い合わせ先各省庁担当課のお問い合わせ先各省庁担当課のお問い合わせ先    
環  境  省 

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課
リサイクル推進室 

〒100-8975 千代田区霞ヶ関 1-2-2 
合同庁舎 5号館   

℡ 03-3581-3351(代表) 

 
経  済 産 業 省 

北海道経済産業局 環境対策課 〒060-0808 札幌市北区北八条西 2-1-1  ℡ 011-709-2311(代表) 
東北経済産業局 環境保安課 〒980-8403 仙台市青葉区本町 3-3-1 ℡ 022-263-1111(代表) 
関東経済産業局 環境・リサイクル課 〒330-9715 さいたま市上落合 2-11 

さいたま新都心合同庁舎 1号館 
℡ 048-600-0293(代表) 

中部経済産業局 環境・リサイクル課 〒460-8510 名古屋市中区三の丸 2-5-2 ℡ 052-951-2768(直通) 
近畿経済産業局 環境・リサイクル課 〒540-8535 大阪市中央区大手前 1-5-44 ℡ 06-6941-9251(代表) 
中国経済産業局 環境保安課 〒730-8531 広島市中区上八丁堀 6-30 ℡ 082-224-5676(直通) 
四国経済産業局 環境資源課 〒760-8512 高松市番町 1-10-6 ℡ 087-831-3141(代表) 
九州経済産業局 環境対策課 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-11-1 ℡ 092-482-5472(直通) 
沖縄総合事務局 資源課 〒900-8530 那覇市前島 2-21-7 ℡ 098-866-0031(代表) 
経済産業省 産業技術環境局             
リサイクル推進課 

〒100-8901 千代田区霞ヶ関 1-3-1 ℡ 03-3501-4978(直通) 

 

財      務      省 
財務省理財局 総務課 たばこ塩事業室 〒100-0013 千代田区霞ヶ関 3-1-1 ℡ 03-3581-4111(代表) 

 

国   税   庁 
国税庁 酒税課 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関 3-1-1 ℡ 03-3581-4161(代表) 
札幌国税局 酒税課 〒060-0042 札幌市中央区大通西 10 

札幌第二合同庁舎 
℡ 011-231-5011(代表) 

仙台国税局 酒税課 〒980-8430 仙台市青葉区本町 3-3-1 仙台合同庁舎 ℡ 022-263-1111(代表) 
関東信越国税局 酒税課 〒330-9719 さいたま市上落合 2-11 

さいたま新都心合同庁舎 1号館 
℡ 048-600-3111(代表) 

東京国税局 酒税課 〒100-8102 東京都千代田区大手町 1-3-2 
大手町合同庁舎 2号館 

℡ 03-3216-6811(代表) 

金沢国税局 酒税課 〒920-8586 金沢市広坂 2-2-60 金沢広坂合同庁舎 ℡ 076-231-2131(代表) 
名古屋国税局 酒税課 〒460-8520 名古屋市中区三の丸 3-3-2 

名古屋国税総合庁舎 
℡ 052-951-3511(代表) 

大阪国税局 酒税課 〒540-8541 大阪市中央区大手前 1-5-63 
大阪合同庁舎第 3号館 

℡ 06-6941-5331(代表) 

広島国税局 酒税課 〒730-8521 広島市中区上八丁堀 6-30 
広島合同庁舎 1号館 

℡ 082-221-9211(代表) 

高松国税局 酒税課 〒760-0018 高松市天神前 2-10  高松国税総合庁舎 ℡ 087-831-3111(代表) 
福岡国税局 酒税課 〒812-8547 福岡市博多区博多駅東 2-11-1 

福岡合同庁舎 
℡ 092-411-0031(代表) 

熊本国税局 酒税課 〒860-8603 熊本市二の丸 1-2 熊本合同庁舎 1号館 ℡ 096-354-6171(代表) 
沖縄国税事務所 間税課 〒900-8554 那覇市旭町 9 沖縄国税総合庁舎 ℡ 098-867-3101(代表) 
    

厚 生 労  働  省 
厚生労働省 医政局 経済課 〒100-8045 東京都千代田区霞ヶ関 1-2-2 ℡ 03-3595-2421(代表) 
    

農 林 水 産 省 
東北農政局 企画調整部 食品課 〒980-0014 仙台市青葉区本町 3-3-1 ℡ 022-263-1111(代表) 
関東農政局 企画調整部 食品課 〒330-9722 さいたま市北袋町 1-21-2 

さいたま新都心合同庁舎２号館 
℡ 048-600-0600(代表) 

北陸農政局 企画調整部 食品課 〒920-8566 金沢市広坂 2-2-60 ℡ 076-263-2161(代表) 
東海農政局 企画調整部 食品課 〒460-8516 名古屋市中区三の丸 1-2-2 ℡ 052-201-7271(代表) 
近畿農政局 企画調整部 食品課 〒602-8054 京都市上京区西洞院通り下長者町下ル ℡ 075-451-9161(代表) 
中国四国農政局 企画調整部 食品課 〒700-8532 岡山市下石井 1-4-1 ℡ 086-224-4511(代表) 
九州農政局 企画調整部 食品課 〒860-8527 熊本市二の丸 1-2 ℡ 096-353-3561(代表) 
沖縄総合事務局 農林水産部 農政課 〒900-8530 那覇市前島 2-21-7 ℡ 098-866-0031(代表) 
農林水産省 総合食料局食品産業企画課 
食品環境対策室 

〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関 1-2-1 ℡ 03-3502-8111(代表) 


