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表題 

PET ボトル：ベール品質調査でのラベルの有無の確認について
 

内容 

                                 平成 26 年 12 月 8 日 

 

市町村・一部事務組合 

容器包装リサイクルご担当者 様 

 

                         (公財)日本容器包装リサイクル協会 

                                    ＰＥＴボトル事業部 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

 さて、本年３月に当協会より各市町村・一部事務組合宛にお送りしている 

「平成２６年度分別基準適合物の引き渡しに関する具体的業務手順について」 

の資料「平成２６年度ＰＥＴボトル分別基準適合物の品質調査への協力依頼に 

ついて」（平成 26 年 3 月 20 日付け：日容包リ発第 25-451 号）の参考資料② 

「ＰＥＴボトル：ベール品質調査でのラベルの有無の確認について」に記載の 

通り、ラベルの有無の現状把握のため、平成２６年度のＰＥＴボトルベール 

品質調査において、データ収集を実施しました。 

 

 調査および評価方法は、ご案内のとおり目視による大凡の評価ですので、 

あくまでも参考になる程度ですが、10％程度以下のボトルにラベルが付いて 

いれば「1」、20～30％程度なら「2」、40％程度以上であれば「3」と区分け 

することとし、結果として「1」：65.3％、「2」：21.1％、「3」：13.5％の 

分布となりました。 

 

 各市町村・一部事務組合の個別の調査結果につきましては、当協会業務 

システム(REINS)の入力画面にある「品質調査」から「調査結果照会画面」で 

内容をご確認いただけます。 

 

 また、上記参考資料②にも記載のように、ラベル付着の状況について、 

当協会ＨＰ掲載の「ＰＥＴボトルのベール品質調査結果」の参考情報として、 

REINS システムで再生処理事業者向けに上記の結果一覧を掲載させていただき 

ます。 

なお、掲載情報としては「1」に分類されたかどうかについてのみを記載します 

ので、よろしくご理解いただきますようお願い申しあげます 

                                         敬 具 

本件問い合わせ先： 

 ＰＥＴボトル事業部（杉山）：03-5532-8691 （9：30-17：30） 
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                               平成 26 年 3 月 20 日 

市町村・一部事務組合 

容器包装リサイクル担当者 様 

（公財）日本容器包装リサイクル協会 

ＰＥＴボトル事業部 

 

PET ボトル：ベール品質調査でのラベル有無の確認について 

 

拝啓、時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

平素は、当協会の再商品化業務にご協力を賜り誠にありがとうございます。 

さて、各市町村・一部事務組合から協会に引き渡された PET ボトルのベールについては、

落札した再生処理事業者によってベール品質調査が実施されています。各市町村・一部事

務組合のご理解・ご対応にお礼申しあげます。 

当該調査は、国の定める「分別基準について」に基づき、「市町村からの引き取り品質ガ

イドライン（PET ボトル）」に沿って実施されていますが、ラベルは分別基準の対象ではな

く、その有無を品質調査対象項目としていないため、ベール状態におけるラベルの有無に

関するデータがない状況です。 

一方、リサイクルの現場において、ラベル剥離機の導入・各種選別工程でラベルが除去

されていますが、PET ボトル本体の軽量化も進み、またラベルの薄肉化も進んでおり、ラ

ベルの分離はかなり負荷がかかる工程となっています。 

 ついては、市町村・一部事務組合のベールにおける「ラベルの有無」の現状把握のため、

ベール品質調査時にデータ収集としたく、ご理解ご協力よろしくお願いします。 

敬具 

記 

 

１．再生処理事業者によるベール品質調査の方法・評価方法 

 （1）目視による「外観汚れ程度」「ベールの安定性」「ベールの解体性」に続き、拡げた 

    ベールにおけるラベルの有無を目視確認する。 

 （2）ボトル本数で、10％程度ラベルが付いていれば「１」、20～30％程度なら「２」、 

40％以上であれば「３」と評価し、REINS へ入力する。 

２．注意点 

 （1）ラベルの有無は調査項目ではありませんので、ベール品質調査の判定ランクには反

映されません。 

 （2）収集されたデータは、協会 HP にベール品質調査結果を公表する際、参考情報とし

て追加することがあります。 

 

以上 

参考資料② 
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       日 容 包 リ 発 第 ２５ － ４５１号 

平 成 26 年 3 月 20 日 

市町村・一部事務組合（容器包装リサイクル法）担当者 様 

 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 

                                               代表理事専務  小 山  博 敬 
                           （ 公 印 省 略 ） 

 

平成 26 年度ＰＥＴボトル分別基準適合物の品質調査への協力依頼について 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

平素は、当協会の再商品化業務にご協力を賜り誠にありがとうございます。 

さて、指定保管施設から引き取りを行いますＰＥＴボトルの分別収集品の品質は再商品化の

円滑かつ確実な実行にとって非常に重要な事項ですので、平成 10 年度以来、ＰＥＴボトルベー

ル品の品質調査を行い、その後の改善をはかっていただくことにより品質向上をお願いしてい

ます。 

平成 25 年度の品質調査結果においては、保管施設件数構成比（(   )内は平成 24 年度）でＡ

ランクは 93.5%（94.5%）、Ｄランクは 2.9%（2.5%）、重量構成比でＡランクは 94.0％（94.7％）、

Ｄランクは 2.3％（1.7％）となり、Ｄランクが若干増えているので、Ｄランク減少に向け更に

改善努力を続けたいと考えております。（保管施設別状況等、詳細は当協会ホームページをご参

照下さい） 

平成 26 年度も全ての指定保管施設について、担当再生処理事業者による引き取りＰＥＴボト

ルの品質調査を実施いたします。（実施の要領は、再生処理事業者向け文書「ＰＥＴボトル分別

基準適合物の品質調査について」（参考資料①）の通りです。） つきましては、品質調査実施に

当たり、再生処理事業者から連絡がありました際には、本調査にお立会をお願い申しあげます。

品質調査は引取先の再生処理工場で行いますので、よろしくお願い申しあげます。 

また、本調査結果により、引き続き品質の維持・向上をお願いすると共に、Ｄランク保管施

設にあっては改善計画の立案とその実施をお願い申しあげます。また、対応策等について別途

ご相談させていただくこともありますので、その際はご協力のほどよろしくお願い申しあげま

す。 

なお、調査結果につきましては、従来同様、公表（協会ホームページ等で）させていただき

ますので、お含みおき下さるようお願い申しあげます。  

本書簡はＰＥＴボトルの引き渡しを実施しない市町村・一部事務組合殿にも送付しておりま

すので、ご了承ください。 

敬具 

（添付資料）参考資料①：ＰＥＴボトル分別基準適合物の品質調査について 

参考資料②：ＰＥＴボトル：ベール品質調査でのラベル有無の確認について 

 

本件連絡先：公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 ＰＥＴボトル事業部 

        〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1 丁目 14 番 1 号 郵政福祉琴平ビル 2 階 

            ＴＥＬ：03-5532-8691、8692  ＦＡＸ：03-5532-8515 
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平成 27 年度ＰＥＴボトル落札可能量について 

 

１．資料 3-2 頁 「４．落札可能量の決定について」に記載のように、下記に示すようなメールを各事業者の方に送付しま

す。 

２．ＲＥＩＮＳで通知する落札可能量は、平成２７年度上期落札可能量のみを示しています。 

3.下記のメールで、年間、上期、下期それぞれの落札可能量を示しています。 

4.落札可能量の変更を希望する事業者の方はメールの１．～５．に従って、申請をしてください。 

5.申請の諾否については平成 27 年1 月16 日(金)までにメールで通知します。 

 

【12 月22 日(月)送付予定のメールの例】 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

平成27 年度ＰＥＴボトル落札可能量のご通知 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

 さて、平成27 年度上期ＰＥＴボトル事業部再商品化選定に関して、ＲＥＩＮＳで当該期間の 

貴社のＰＥＴボトル落札可能量を通知申し上げましたが、下記に年間落札可能量と下期の落札可能量に 

ついても、記載しています。落札可能量の変更を希望する方は、下記の案内に従って申請をしてください。 

 

                         記 

○○○株式会社 

単位：トン

工場名 
年間落札 

可能量 

上期落札 

可能量(55%) 

下期落札 

可能量(45%) 

△□工場 2,000 1,100 900

 

1. 施設の工事・修理や操業予定の見通し等に従い、上記の按分以外の比率で、落札可能量を変更する 

こともできます。ただし、設備の能力の上限（時間当たり、日量能力）を超えることはできません。 

また、事情により、落札可能量を減らす申請も可能です。 

2. 変更を希望する場合、添付のエクセルファイルに、会社名、工場名、代表者名、担当者名を記入し、代表者印を押印のうえ、 

本メール通知の数量（変更前数量）と数量変更を希望する上期および下期の希望落札可能量、を記入してください。年間の落札

可能量は自動計算されます。 

変更を希望する理由も記載してください。 

合計年間落札可能量は上記の表中の（当初連絡の）年間落札可能量を超えることはできません。 

3. 平成27年度下期の落札可能量の変更申請は、下期の入札時に変更申請を受け付ける予定です。下期の落札可能量は、減量の

変更申請は認められますが、上期の申請・変更後の下期の落札可能量を超えることはできません。 

4. エクセルファイルはＰＤＦにして平成27 年１月9 日（金）12 時までに協会ＰＥＴボトル事業部にメールで送付してください。 

「全員に返信」で PDF ファイルを添付してください。 

5. 押印した原紙は当協会ＰＥＴボトル事業部に平成27 年1 月14 日（水）（消印有効）までに簡易書留等で 

郵送してください。封筒の表書きに「可能量変更申請」と朱書きしてください。 

6. 変更を希望しない場合は、回答は不要です。 

以上 

 

本件に関する問い合わせは 

 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 ＰＥＴボトル事業部 

 油井（yui@jpra.or.jp ),杉山(sugiyama@jcpra.or.jp)または小林(kobayashi@jcpra.or.jp)にお願いします。 
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【メール添付のエクセルファイル】 

送付先 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 ＰＥＴボトル事業部 

メールでの提出締切：平成27 年１月9 日（金）12 時 

※水色の網掛け部にご記入ください。   

平成27 年度 PET ボトル落札可能量の数量変更申請書 

提出月日 平成   年   月   日   

再生処理事業者名   

代表者名・代表者印   印 

担当者名   

担当者電話番号   

メール通知 落札可能量（変更前の数量） 単位：トン

工場名 年間落札可能量 
上期落札可能量 

（５５％） 

下期落札可能量 

（４５％） 

      

      

      

落札可能量 変更申請量 単位：トン

工場名 年間落札可能量 上期落札可能量 下期落札可能量 

    

    

    

    

    

    

変更を希望する理由 

  

1. 年間落札可能量はメール通知の落札可能量を超えることはできません。 

2.  エクセルファイルはＰＤＦにして平成27 年１月9 日（金）12 時までに協会ＰＥＴボトル事業部にメールで送付 

   してください。「全員に返信」で PDF ファイルを添付してください。 

3.   押印した原紙は当協会ＰＥＴボトル事業部に平成27 年1 月14 日（水）（消印有効）までに簡易書留等で郵送 

    してください。封筒の表書きに「可能量変更申請」 と朱書きしてください 

4.   変更を希望しない場合は、回答は不要です。 

                   

協会記入欄 単位：トン 

時間当たり処理能力       

1 日あたり処理能力       

上期処理能力       

下期処理能力       

年間処理能力       
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