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平成 26 年 6 月 20 日 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 

 

オンラインによる引き渡し量調査のご回答方法について 

 

オンラインでの引き渡し量調査のご回答方法は以下をご参照ください。 

なお、末尾のご参考）「27 年度オンライン手続きの流れ」もあわせてご覧ください。 

 

 

１．オンラインご回答受付期間・時間 

 

受付期間 ： 平成２６年６月２１日（土）～ ７月１８日（金） 

受付時間 ： 7:00 ～ 23:00（土日祝日も利用可能） 

受付期間中は、ご回答内容の修正が可能です。 

 

２．オンラインに関するお問い合わせ先 

 引き渡し量調査のオンライン操作のお問い合わせは下記へお願いします。 

     公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター 

       電話 ０３－５６１０－６２６１ 

      ＦＡＸ ０３－５６１０－６２４５ 

     受付時間 ： 9:30 ～ 17:30（但し下記日時を除く） 

（土日祝日、9月 25 日、12 月 27 日～1月 4日） 

     ※）オンライン受付時間とは異なりますのでご注意ください。 

 

３．オンラインご利用の動作環境 

（１）パソコン：Windows XP、Windows Vista (SP2 以上)、Windows 7 

（２）ブラウザ：Windows XP / IE 6.0 (SP1 以上)、IE 7.0、IE 8.0 

Windows Vista (SP2 以上) / IE 7.0、IE 8.0、IE 9.0 

Windows 7 / IE 8.0、IE 9.0 

注）Windows および IE 環境は、Windows Update にて Windows 用更新プログラムを最新化し

てください。 

ログインにはブラウザのインターネットオプションの設定が必要な場合があります。（設定内

容は「オンライン手続き」画面の下欄「ログインできない場合はこちらをご確認ください」

をクリックしてオンライン操作Ｑ＆Ａを参照してください） 

（３）印刷時に必要な環境 

プリンタ 

印刷用ソフト：Adobe Acrobat Reader （IE6.0 の場合 6.0 以上、IE 7.0 以上の場合 9.0 以上） 

※ヘルプページでダウンロードできます。 

※ブラウザの設定についてはヘルプページに詳しい説明があります。 

（４）推奨解像度等 

推奨画面解像度 1024×768 ピクセル、 推奨ブラウザフォントサイズ 中 
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４．オンラインの操作方法 

（１）ログイン 

InternetExplorer のアドレスに https://reinscp.jcpra.or.jp/ と入力してください。 

また、当協会ホームページ（http://www.jcpra.or.jp）の「オンライン手続き」からもアクセスで

きます。 

「オンライン手続き」のページが表示されます。 

 

 

 「ユーザＩＤをお持ちの方はこちらからログインしてください」の部分をクリックすると下記のロ

グイン画面が表示されます。 

 

 同封の「平成 27 年度容器包装に係る分別基準適合物の引き渡し量に関する調査の実施について」

に記載されている「ユーザＩＤ」「パスワード」を入力してログインボタンをクリックしてください。 

ここをクリックして

ください 

ユーザＩＤ（頭数字３で始まる６桁のコード）

パスワード（初期パスワードは６桁） 

を入力してログインボタンをクリックしてく

ださい 
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（２）引き渡し量調査票入力の開始 

正しくログインできますと以下の初期画面が表示されます。 

 

 

引き渡し量調査票入力画面で、最初に上段にあります「入力」ボタンをクリックすると質問が表示

されますので、画面の説明に従って、【質問１】のご連絡先の入力を行ってください。入力後、画面

左下にある「⇒次へ」をクリックすると、【質問２】へ進みます。 

 

① 平成 27 年度準備業務の調査

票入力の「未入力」（赤色表

示）の部分をクリックしてく

ださい 

必要に応じて操作説明書や印刷用

ソフトがダウンロードできます 

入力ボタンをクリックすると、下

の画面に引き渡し量調査の内容

が表示されます 

平成 26 年度再商品化委託契約が

無い場合は実績報告の案内画面

は表示されません 
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【質問２】では、回答者種別、申込みの有無と（Ｂ）引き渡し予定量の入力をお願いします。入力

後、内容を確認のうえ、画面右下にあります「保存」ボタンをクリックしてください。 

【回答者種別の区分について】 

● 「単独市町村」・・・ 自ら指定法人へ申込みを行う市町村。または、どこの一部事務組合等にも※特定分別基準

適合物の分別収集を委任していない市町村 

● 「代表市町村」・・・ 複数の他市町村を代表して、特定分別基準適合物の分別収集を行っている市町村 

● 「一部事務組合」・・ 一部事務組合、広域連合等に該当する地方公共団体 

● 「構成市町村」・・・ 一部事務組合、広域連合、他市町村等に特定分別基準適合物の分別収集を委任し、かつ自

ら申込みを行わない市町村 

※特定分別基準適合物：ガラス製容器（無色・茶色・その他の色）、ＰＥＴボトル、紙製容器包装 

（段ボール、牛乳パックは除く）、プラスチック製容器包装 

 

 

＜注意＞ 

引き渡し予定量が「Ｈ25 年度年間引渡実績量」または「Ｈ26 年度契約量」と大きく乖離する

にも係わらず、乖離理由の入力がない場合はメッセージが表示されます。 

メッセージが表示された場合は、「戻る」ボタンをクリックして前の画面に戻り、入力値をご

確認ください。差が生じる場合は、その理由を「乖離理由欄」に簡潔に入力してください。 

 

入力が完了しましたら画面を下

までスクロールし、「保存」ボタ

ンをクリックしてください 

①引き渡し予定量が契約量ま

たは年間引渡実績と差異が発

生している場合、メッセージが

表示されます 

②「戻る」ボタンをクリックし、

前画面に戻り、入力値を修正ま

たは乖離理由を入力してくだ

さい 

注：引き渡し予定量が「H25 年度年

間引渡実績量」または「H26 年度契

約量」と大きく乖離する場合は、

乖離理由欄にその理由を入力して

ください 

例） 収集範囲や分別方法の変更に

よる影響 
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（３）引き渡し量調査票入力の終了 

保存ボタンをクリックすると以下の確認画面が表示されますので、内容を確認していただき、間違

いがなければ「実行」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

以上で調査票の入力は終了です。受付期間中（平成２６年７月１８日まで）は、いつでも修正が可

能ですので、修正が生じた場合には、ＴＯＰ ＰＡＧＥ画面の「■平成 27 年度 準備業務」の   

「入力済」をクリックすると修正が行えます。 

内容を確認したら「実行」ボタン

を押してください 
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（４）引き渡し量調査票の印刷 

 右上の「照会」ボタンをクリックすると入力した内容が再度確認でき、同じ画面上から調査票の控

えが印刷できます。 

 

 

 

 以下の印刷画面が表示されたら「印刷」ボタンをクリックしてプリンタに出力してください。 

用紙のサイズはＡ３横で設定されています。 

 

印刷が終了したら、ウインドウを閉じてください。 

 

 

 

①「照会」ボタンをクリック

すると下に入力内容が表示さ

れます 

②「印刷」ボタンをクリックする

と Acrobat Reader が起動し、調

査票の印刷画面が表示されます 

Acrobat Reader が無い場合はヘル

プからダウンロードしてください 

①「印刷」ボタン（プリンタの絵）

をクリックして印刷してください 

印刷せずに pdf形式でファイルと

して保存することもできます 

②印刷が終了したらウインドウ

を閉じてください 
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（５）ログアウト 

画面の左上のロゴをクリックすると初期画面が表示されます。調査票入力が「入力済」になってい

ることを確認し、ログアウトをクリックして終了させてください。 

 

 

以上で引き渡し量調査は終了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①クリックすると初期

画面に戻ります 

②「入力済」（青色表示）

となっていることを確

認してください 

③ログアウトをクリッ

クしてください 
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ご参考）２７年度オンライン手続きの流れ 

前述の引き渡し量調査以降の業務手続きに関しても、オンラインの利用が可能です。 

引き続きオンライン手続きへのご協力をお願いします。 

 

 

 

 

引き渡し量調査     平成 26 年 6 月 21 日（土）～7月 18 日（金） 

 

担当者説明会参加申込  平成 26 年 9 月～10 月頃 

担当者説明会（11 月頃）への出欠について、オンラインによる回答が可能です。 

（ＦＡＸ送付の必要はありません） 

 落札結果表示      平成 27 年 2 月下旬頃 

落札結果をオンライン画面上で照会できます。 

メールアドレスをご登録いただいている方には、掲載連絡をメールで行います。 

契約書情報照会     平成 27 年 4 月頃 

  契約書については書類を郵送しますが、オンライン画面上でも契約内容と契約書

および覚え書き裏面の保管施設別事業者一覧を照会できます。 

 引き渡し実績報告    平成 27 年 5 月上旬～平成 28 年 4 月上旬 

  これまでと同様に、実績報告がオンラインで入力可能です。 

引き渡し申込      平成 26 年 10 月～11 月頃 

オンライン申込入力により、申込書類の返送が不要となります。 

具体的な申込み方法につきましては、担当者説明会でご説明します。 

 品質調査結果照会    平成 27 年 5 月～平成 27 年 10 月下旬 

  再商品化事業者がオンライン報告した平成 27 年度分別基準適合物の品質調査結果内

容を随時照会できます。 

以降の業務メニューは利用可能になり次第、表示されます。 

＜２７年度準備業務＞ 

＜２７年度業務＞ 

以上 

承諾書照会       平成 26 年 12 月頃 

引き渡し申込の承諾書をオンライン画面上で照会できます。 

メールアドレスをご登録いただいている方には、掲載連絡をメールで行います。 


