
 

家庭で消費される様々な商品に使われる「容器」や「包装」は、多くの素材で製造されています。そのうち、ガラスび

ん、ＰＥＴボトル、紙製およびプラスチック製の容器・包装を利用する“中身商品の製造事業者（食品・清涼飲料・

酒類・石けん・塗料・医薬品・化粧品など）”、あるいは“容器そのものの製造事業者”、商品の販売の段階で新

たに容器・包装を使用する“卸・小売事業者”、さらには“商品の輸入業者”の皆様には、「容器包装リサイクル法」

（平成１２年４月完全施行）によって、それら容器包装を再商品化（＝リサイクル）する義務が課せられています。また、

義務を怠ると国（環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省）からの指導や法的措置もあるなど、ご留意

をいただきたい事項も多くございます。 

そこで、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会は、各地商工会議所との共催で、これら容器包装に関わる事業

者の皆様（ただし、同法が規定する小規模事業者は適用外）に、同制度の基礎知識と、リサイクル義務を果たすための

事務手続等について、改めてご理解を賜りたく、説明会・個別相談会を開催いたします。商工会議所・商工会の会員・

非会員は問いませんので、ご関係の皆様には奮ってご参加をお願いいたします。 

なお、「容器包装リサイクル法」は、環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省の所管です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

申込先FAX：   －   －     ※申込先ＦＡＸ番号は、裏面をご参照ください。 

 

「容器包装リサイクル制度説明会」 参加申込用紙 
 

記入・送信日：    年  月  日 

 

     商工会議所主催の「説明会」（  年  月  日開催）への参加を申込みます。 

 

事業者名：                                        

住 所：（〒  －   ）                                                                              

部署・役職：                   氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）：              

電話：  －   －        E-mail：                       

本説明会で確認したいこと、聞きたいこと等がありましたら、次の欄にご記入ください。 

                                                                                                                                       
                        (注)書ききれない場合は別紙（書式自由）にご記入のうえ添付してください。

個別相談会への参加希望（人数）： 有（  名） ・ 無  ※○印をつけてください。 

※ご記入いただいた個人情報は、容器包装リサイクル制度に係る各種連絡・情報提供に利用する場合があります。 

忘れていませんか？リサイクルの義務！ 

「容器包装リサイクル制度説明会・個別相談会」のご案内

◎開催時期 平成２４年１１月～２５年１月（開催地・日時については裏面をご参照ください。） 

◎内  容 ■説明会 ①容器包装リサイクル制度、②リサイクル（再商品化）委託申込手続き等

      ■個別相談会 

◎主  催 各地商工会議所（裏面ご参照）・公益財団法人日本容器包装リサイクル協会（共催） 

◎協  力 日本商工会議所、全国商工会連合会 

◎申込方法 下記申込書に必要事項をご記入のうえ、開催日の２週間前までにＦＡＸ（番号は裏面

に記載の「申込先ＦＡＸ」ご参照）にてお申込みください。 

◎問合先  参加申込や会場に関するお問合せについては、裏面の各開催地（主催）商工会議所ま

でお願いいたします。 

参参加加無無料料 



容器包装リサイクル制度説明会・個別相談会 開催一覧 
（平成24年10月5日現在） 

開催地（主催）商工会議所 

（担当部署、問合先電話番号） 

日  時 

（個別相談会含む） 

会 場 名 

（所在地、商工会議所以外の会場の電話番号）

申込先ＦＡＸ 

 

札幌商工会議所 
（部会・産業部、011-231-1374） 

平成24 年12 月7 日(金) 

13：30～16：00 

北海道経済センタービル 8 階 B ホール１号 

（北海道札幌市中央区北1 条西2 丁目） 

011-231-1078

盛岡商工会議所 
（総務・会員ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ、019-624-5880） 

平成24 年11 月28 日(水)

13：30～16：00 

盛岡商工会議所  3 階会議室 

(岩手県盛岡市清水町14-12） 

019-654-1588 

秋田商工会議所 
（総務会員課、018-866-6674） 

平成24 年11 月27 日(火)

13：30～16：00 

にぎわい交流館 Au 4 階 研修室1 

（秋田県秋田市中通1-4-1,TEL:018-853-1133） 

018-862-2101

新潟商工会議所 
（総合政策課、025-290-4411） 

平成25 年1 月16 日(水)

14：00～16：00 

新潟商工会議所 大会議室 

（新潟市中央区万代島5-1 万代島ﾋﾞﾙ 7 階） 

025-290-4421

富山商工会議所 
（中小企業支援部、076-423-1171） 

平成24 年12 月12 日（水)

14：00～16：00 

富山商工会議所ビル 9 階会議室 

（富山県富山市総曲輪2-1-3） 

076-423-1174

水戸商工会議所 
（振興部商工振興課、029-224-3315） 

平成25 年1 月18 日(金) 

14：00～16：00 

茨城県産業会館4 階 商工会議所第1 会議室 

（茨城県水戸市桜川2-2-35） 

029-231-0160

宇都宮商工会議所 
（地域振興部、028-637-3131） 

平成24 年11 月21 日(水)

14：00～16：00 

ホテルニューイタヤ 

（宇都宮市大通り 2-4-6,TEL:028-635-5511） 

028-634-8694

さいたま商工会議所 
（会員サービス課、048-838-7700） 

平成24 年12 月11 日(火)

14：00～16：30 

さいたま商工会議所会館 2 階ホール 

（埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-15） 

048-838-7710

東京商工会議所 
（中小企業相談ｾﾝﾀｰ、03-3283-7709） 

平成24 年12 月18 日(火)

14：00～17：00 

東京商工会議所ビル 7 階 国際会議場 

（東京都千代田区丸の内3-2-2） 

03-3283-7988

岐阜商工会議所 
（振興課、058-264-2135） 

平成24 年11 月28 日(水)

13：30～16：00 

岐阜商工会議所  5 階 議員総会室 

（岐阜県岐阜市神田町2-2） 

058-265-6001

名古屋商工会議所 
（企画振興部、052-223-6748） 

平成24 年12 月19 日(水)

14：00～16：00 

名古屋商工会議所 5 階ABC 会議室 

（愛知県名古屋市中区栄2-10-19） 

052-231-6767

大阪商工会議所 
（中小企業振興部、06-6944-6472） 

平成24 年12 月21 日(金)

14：00～16：30 

大阪商工会議所 4 階 401 号会議室 

（大阪府大阪市中央区本町橋2-8） 

06-4791-0444

神戸商工会議所 
（産業部、078-303-5806） 

平成25 年1 月18 日(金) 

14：00～16：00 

神戸商工会議所 3 階会議室 

（兵庫県神戸市中央区港島中町6-1） 

078-306-2348

奈良商工会議所 
（業務部指導課、0742-26-6222） 

平成24 年11 月29 日(木)

14：00～16：00 

奈良商工会議所 4 階中ホール 

（奈良県奈良市登大路町36-2） 

0742-22-1180

広島商工会議所 
（商工部産業振興ﾁｰﾑ、082-222-6651） 

平成25 年1 月25 日(金)

14：00～16：00 

広島商工会議所 1 階 101 号室 

（広島県広島市中区基町5-44） 

082-222-6411

徳島商工会議所 
（産業労政部、088-653-3211） 

平成24 年11 月14 日(水)

13：30～15：30 

徳島経済産業会館（KIZUNA ﾌﾟﾗｻﾞ）3 階会議室 

（徳島県徳島市南末広町5-8-8） 

088-623-8504

高松商工会議所 
（会員事業部、087-825-3501） 

平成24 年11 月15 日(木)

13：30～16：00 

高松商工会議所会館 4 階 401 会議室 

（香川県高松市番町2-2-2） 

087-825-3525

福岡商工会議所 
（商工振興本部、092-441-1119） 

平成25 年1 月17 日（木）

13：30～16：00 

福岡商工会議所ビル 5 階 501 会議室 

（福岡県福岡市博多区博多駅前2-9-28） 

092-441-1149

宮崎商工会議所 
（商工観光部、0985-22-2161） 

平成25 年1 月16 日（水）

13：30～16：00 

ＫＩＴＥＮビル 8 階コンベンションホール 

（宮崎県宮崎市錦町1-10） 

0985-24-2000

鹿児島商工会議所 
（中小企業振興部、099-225-9533） 

平成25 年1 月22 日（火）

13：30～16：00 

鹿児島商工会議所ｱｲﾑﾋﾞﾙ 4 階 大ホール 

（鹿児島県鹿児島市東千石町1-38） 

099-227-1977

那覇商工会議所 
（企画業務部、098-868-3758） 

平成25 年1 月11 日(金) 

14：00～16：00 

那覇商工会議所 2 階 大ホール 

（沖縄県那覇市久米2-2-10） 

098-866-9834

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会の連絡先： 総務部 電話：03－5532－8596 

※本開催案内発送後の最新情報（開催地追加・会場変更等）については、公益財団法人日本容器包装リサイクル協

会のホームページ（http://www.jcpra.or.jp/）でご案内させていただく予定です。 


