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資料４－１

再商品化義務量の算定に係る量、比率等
（案）について

平成１３年９月２７日
経 済 産 業 省

《前提》

Ⅰ．個々の特定事業者の再商品化義務量は、ガラス製容器（無色、茶色及びその他の
色）及び飲料又はしょうゆ用のＰＥＴボトル（以下単にＰＥＴボトルという）、紙

製容器包装、プラスチック製容器包装の６種類の「特定分別基準適合物」ごとに、

以下の２段階の方法により算定される。

【第一段階】

業種ごとの再商品化義務量（Ａ）を算定する。 →「１．」参照

…主務省令や、主務大臣が定める数値等により、機械的に算出される。

【第二段階】

個々の特定事業者の再商品化義務量を算定する。 →「２．」参照

…業種ごとの再商品化義務量(Ａ)（主務大臣が公表）に、自らの排出見込量
(Ｂ)の、当該業種全体の排出見込量(Ｃ)（主務大臣が公表）に占める割合

を乗じることにより、各特定事業者が自ら算出する。････（ A × B/C ）

Ⅱ．本資料中に示す具体的な量、比率等は、

・「容器包装利用・製造等実態調査」（総務省承認統計調査。以下「実態調査」

という。）

・「容器包装廃棄物分類調査」（以下「分類調査」という。）

の２つの基礎調査によって得られたデータ等を基に設定した。
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１．業種の区分ごとの再商品化義務量の算定【第一段階】

(１)業種の区分ごとの再商品化義務量(Ａ)の算定方法

業種の区分ごとの再商品化義務量は、各年度ごとに以下のように算定される。
（以下、モデルケースとして、平成○年度において、χという特定容器利用事業の

業種が負うべき特定分別基準適合物(無色のガラスびん等)についての再商品化義

務量を算出。なお、数値はいずれも説明の便宜のためのものである。）

① ②

◎環境大臣が定める平成○年度の ◎再商品化計画に定める平成○年
分別収集総量 (20万 t) 度の再商品化見込量 (21万 t)

× ×
◎特定事業者責任比率(Ｄ) (90%) ◎特定事業者責任比率 (90%)

＋
)◎前年度からの繰越量(Ｅ)(0万t

（特定事業者により再商品化
されるべき量に限る。）

（18万 t） (18.9万 t)
いずれか少ない量

↓

第11条第３項 再商品化義務総量(Ｆ)③

(18万㌧) 〈表１〉
×

〈容器と包装に按分〉

第11条第２項第１号 特定容器比率(Ｇ) ガラスびん、PETボトルに④
ついては、包装はないため

（100%） 〈表３〉 100%。
×

〈業種区分ごとに按分〉
第11条第２項
第２号イ 業種区分ごとに再商品化 容器の排出量のうち、χ業⑤

※１ されるべき比率(Ｉ) 種（容器利用χ業種とχ業
種に容器を出荷する容器製

(40%) 〈表４〉 造業）の割合を、排出量、
× 販売額を基に算出

〈ある業種区分について利用事業者と製造事業者に按分〉
第11条第２項
第２号ロ 利用事業者比率(Ｊ) 容器利用χ業種とχ業種に⑥

※２ 容器を出荷する製造業種の
(90%) 〈表５〉 販売額の比率
↓ （利用事業者分）

「容器利用χ業種」が負担すべき⑦
無色ガラスびんの再商品化義務量

(64,800㌧) 〈表６〉

※１：排出量は販売額の比率で補正
※２：容器製造事業者については、⑥が（１－⑥）の比率に置き換わる。
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(２)再商品化計画及び分別収集計画
＜再商品化計画（再商品化可能量）＞

（単位：千トン）

Ｈ１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

ガラスびん(無色) ２７０ ２７０ ２７０ ２７０ ２７０

ガラスびん(茶色) ２００ ２００ ２００ ２００ ２００

ガラスびん(他) １４０ １５０ １６０ １８０ ２２０

ＰＥＴボトル １０１．８ １５５．４ ２４７．１ ２４７．１ ２４７．１

紙製容器包装 ６６ １３３ １３３ １３３ １３３

プラ製容器包装 １５３ ２６１ ３３６ ４０１ ４０６

（ＰＥＴボトルの平成１４年度以降の数値は、平成１２年１２月２７日告示の数
値を見直したもので、今後告示の改正を予定している数値である。）

＜分別収集計画量＞
（単位：千トン）

Ｈ１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度

ガラスびん(無色) ４５９ ４８４ ５０５ ５２５ ５３７

ガラスびん(茶色) ３６９ ３８８ ４０６ ４２０ ４３１

ガラスびん(他) １８０ １９０ １９８ ２０５ ２１１

ＰＥＴボトル １０３ １７３ １９９ ２１７ ２３１

紙製容器包装 ８７ １２０ １５３ １９７ ２１３

プラ製容器包装 ２３９ ３８９ ４８７ ６３６ ７０１

（平成12年厚生省告示第１１２号）

(３)特定事業者責任比率(Ｄ)及び再商品化義務総量(Ｆ)
特定事業者責任比率(Ｄ)及び平成1４年度の再商品化義務総量(Ｆ)は、以下のと

おり設定した。
＜表 １＞

特定分別基準 平成14年度の 平成14年度の (ア)、(イ)の 特定事業者 平成14年度の
適合物 分別収集見込 再商品化見込 うちいずれか 責任比率 再商品化義務

総量（ア） 総量（イ） 少ない量 （Ｄ） 総量(Ｆ)
（見込み） （見込み）

1.ガラス製容器 千㌧ 千㌧ 千㌧ ％ 千㌧
(無色) 505 270 270 ９０ 243.0

2.ガラス製容器 千㌧ 千㌧ 千㌧ ％ 千㌧
(茶色) 406 200 200 ８４ 168.0

3.ガラス製容器 千㌧ 千㌧ 千㌧ ％ 千㌧
(その他の色) 198 160 160 ９０ 144.0

4.ＰＥＴボトル 千㌧ 千㌧ 千㌧ ％ 千㌧
199 247.1 199 ９９ 197.01

5.紙製容器包装 千㌧ 千㌧ 千㌧ ％ 千㌧
153 133 133 ９３ 123.69

6.プラ製容器包装 千㌧ 千㌧ 千㌧ ％ 千㌧
487 336 336 ９２ 309.12
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なお、小規模企業相当分は市町村負担分となる。
＜表 ２＞

特定分別基準 小規模企業
適合物 相当分の比率

1.ガラス製容器
(無色) １０ ％

2.ガラス製容器
(茶色) １６ ％

3.ガラス製容器
(その他の色) １０ ％

4.ＰＥＴボトル
１ ％

5.紙製容器包装
７ ％

6.プラ製容器包装
８ ％

(４)特定容器比率（Ｇ）

ガラス製容器及びＰＥＴボトルは、いずれも特定容器のみであって特定包装はな

いため、本比率は１(100%)と設定した。

紙製容器包装及びプラスチック製容器包装の特定容器比率（Ｇ）は、以下のとお

り設定した。
＜表 ３＞

容器比率（％）

紙製容器包装 86.39 ％

プラ製容器包装 92.81 ％
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(５)業種の区分ごとに再商品化されるべき量の比率(Ｉ)

業種の区分ごとに再商品化されるべき量の比率（Ｉ）は、以下のとおり設定した。

＜表 ４＞
（単位：％）

ガラス製容器 ＰＥＴ
業種の区分 ボトル

無 色 茶 色 その他

1.食料品製造業 46.97 8.66 16.67 5.79
(44.71) (8.18) (21.29) (6.62)

2.清涼飲料製造業及び 17.94 33.07 10.43 89.54
茶・ｺｰﾋｰ製造業 (20.48) (34.53) (11.57) (88.55)

※

3.酒類製造業 30.57 11.32 68.70 4.67
(30.74) (13.28) (64.14) (4.83)

4.医薬品製造業 1.28 46.39 1.52
(1.12) (43.42) (1.09)

5.化粧品・歯磨その他の 2.76 0.19 1.80
化粧用調整品製造業 (2.51) (0.18) (1.35)

6.その他の事業 0.47 0.37 0.89
(0.44) (0.41) (0.57)

＝清涼飲料製造業※
上段：平成１４年度の数値

下段：（ ）内は平成１３年度の公表数値
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＜表 ４＞

（単位：％）

その他紙製 その他プラ製
業種の区分

容器 容器

1.食料品製造業 36.57 48.60
(35.73) (49.66)

2.清涼飲料製造業及び 3.01 2.30
茶・ｺｰﾋｰ製造業 (2.94) (2.29)

3.酒類製造業 3.03 0.64
(3.31) (0.60)

4.油脂加工製品・石鹸・ 5.25 5.43
合成洗剤・界面活性剤・ (5.21) (5.97)
塗料製造業

5.医薬品製造業 3.54 1.82
(3.47) (1.86)

6.化粧品・歯磨その他の 4.07 5.39
化粧用調整品製造業 (3.85) (5.71)

7.小売業 14.10 25.83
(14.61) (23.34)

8.その他の事業 30.42 9.99
(30.88) (10.58)

上段：平成１４年度の数値
下段：（ ）内は平成１３年度の公表数値
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(６)業種の区分ごとの特定容器利用事業者の比率(Ｊ)

業種の区分ごとの特定容器利用事業者と特定容器製造等事業者の再商品化義務

量の比率は、以下のとおり設定した。

＜表 ５＞

（単位：％）

ガラス製容器 Ｐ Ｅ Ｔ

業 種 の 区 分 無 色 茶 色 そ の 他 ボ ト ル

利 製 利 製 利 製 利 製

用 造 用 造 用 造 用 造

等 等 等 等

1.食料品製造業 93.68 6.32 97.31 2.69 94.75 5.25 89.72 10.28

(92.24) (7.76) (95.45) (4.55) (93.46) (6.54) (87.21) (12.79)

2.清涼飲料製造業及び 91.83 8.17 85.85 14.15 88.61 11.39 80.88 19.12

茶・ｺｰﾋｰ製造業 (91.42) (8.58) (84.84) (15.16) (81.78) (18.22) (80.46) (19.54)

※

3.酒類製造業 91.92 8.08 98.34 1.66 92.37 7.63 89.16 10.84

(93.45) (6.55) (98.11) (1.89) (93.55) (6.45) (87.82) (12.18)

4.医薬品製造業 99.61 0.39 96.71 3.29 99.03 0.97

(99.52) (0.48) (96.38) (3.62) (98.26) (1.74)

5.化粧品・歯磨その他の 98.69 1.31 98.73 1.27 98.27 1.73

化粧用調整品製造業 (98.78) (1.22) (98.16) (1.84) (98.30) (1.70)

6.その他の事業 98.66 1.34 98.93 1.07 98.43 1.57

(97.87) (2.13) (99.22) (0.78) (98.25) (1.75)

＝清涼飲料製造業※

上段：平成１４年度の数値

下段：（ ）内は平成１３年度の公表数値
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＜表 ５＞

（単位：％）

その他紙製 その他プラ製
業種の区分

容器 容器

利 製 利 製

造 造

用 等 用 等

1.食料品製造業 94.75 5.25 95.50 4.50

(95.03) (4.97) (95.67) (4.33)

2.清涼飲料製造業及び 94.03 5.97 95.53 4.47

茶・ｺｰﾋｰ製造業 (95.20) (4.80) (95.60) (4.40)

3.酒類製造業 93.33 6.67 98.75 1.25

(94.07) (5.93) (99.03) (0.97)

4.油脂加工製品・石鹸・ 94.26 5.74 93.54 6.46

合成洗剤・界面活性剤・ (95.22) (4.78) (95.17) (4.83)

塗料製造業

5.医薬品製造業 98.98 1.02 9 7 0 9 2.91.

(99.15) (0.85) (96.68) (3.32)

6.化粧品・歯磨その他の 98.84 1.16 95.22 4.78

化粧用調整品製造業 (99.10) (0.90) (96.17) (3.83)

7.小売業 99.35 0.65 99.23 0.77

(99.13) (0.87) (99.12) (0.88)

8.その他の事業 99.32 0.68 99.52 0.48

(99.38) (0.62) (99.59) (0.41)

上段：平成１４年度の数値

下段：（ ）内は平成１３年度の公表数値
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(７)業種の区分ごとの再商品化義務量(Ａ)

＜表１＞の再商品化義務総量(Ｆ)に、＜表３＞、＜表４＞及び＜表５＞の比率
を乗じることにより、それぞれ、業種の区分ごとの再商品化義務量(Ａ)が算出さ
れる。

なお、当該表におけるそれぞれの量は公表予定数値による算定結果であり、
これ自体は告示されるものではない。

＜表 ６＞

＜表６＞ ＝ ＜表１＞再商品化義務総量(F) × ＜表３＞ × ＜表４＞×＜表５＞

（単位： 千ｔ ） Ｐ Ｅ Ｔ ボ ト ルガラス製容器
(単位： ｔ )

業 種 の 区 分 無 色 茶 色 そ の 他

利 用 製造等 利 用 製造等 利 用 製造等 利 用 製造等

7.21 14.16 0.39 22.74 1.26 10,234 1,1731.食料品製造業 106.92

(8.43) (13.27) (0.63) (26.86) (1.88) (8,882) (1,303)(100.21)

40.03 3.56 47.70 7.86 13.31 1.71 142,675 33,7282.清涼飲料製造業及び

(45.50) (4.27) (49.80) (8.90) (12.77) (2.85) (109,614) (26,620)茶・ｺｰﾋｰ製造業

※

68.28 6.00 18.70 0.32 91.38 7.55 8,203 9973.酒類製造業

(69.81) (4.89) (22.15) (0.43) (81.00) (5.58) (6,526) (905)

3.10 0.01 75.37 2.56 2.17 0.024.医薬品製造業

(2.71) (0.01) (71.14) (2.67) (1.45) (0.03)

6.62 0.09 0.32 0.00 2.55 0.045.化粧品・歯磨その他の

(6.02) (0.07) (0.30) (0.01) (1.79) (0.03)化粧用調整品製造業

1.13 0.02 0.61 0.01 1.26 0.026.その他の事業

(1.05) (0.02) (0.69) (0.01) (0.76) (0.01)

＝清涼飲料製造業※

上段：平成１４年度の数値による算定結果

下段：（ ）内は平成１３年度の公表数値による算定結果
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＜表 ６＞

＜表６＞ ＝ ＜表１＞再商品化義務総量(F) × ＜表３＞ × ＜表４＞×＜表５＞

その他紙製 その他プラスチック
業種の区分

容器(t) 製容器(t)

利 用 製造等 利 用 製造等

1.食料品製造業 37,026 2,052 133,156 6,274
(33,126) (1,732) (105,992) (4,797)

2 .清涼飲料製造業及び 3,024 192 6,304 295
茶・ｺｰﾋｰ製造業 (2,731) (138) (4,884) (225)

3 .酒類製造業 3,022 216 1,813 23
(3,038) (191) (1,326) (13)

4 .油脂加工製品・石鹸・ 5,288 322 14,572 1,006
合成洗剤・界面活性剤・ (4,840) (243) (12,676) (643)
塗料製造業

5.医薬品製造業 3,744 39 5,070 152
(3,357) (29) (4,012) (138)

6 .化粧品・歯磨その他の 4,299 50 14,724 739
化粧用調整品製造業 (3,722) (34) (12,251) (488)

7 .小売業 14,969 98 73,534 571
(14,130) (124) (51,612) (458)

8 .その他の事業 32,284 221 28,523 138
(29,940) (187) (23,507) (97)

包装（各業種共通） 16,834 22,226
(14,039) (17,025)

上段：平成１４年度の数値による算定結果

下段：（ ）内は平成１３年度の公表数値による算定結果
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（参考）

＜表３＞、＜表４＞及び＜表５＞の結果を用いて、業種の区分ごとの再商品化義
務量(Ａ)の全体に占める比率を算定すると以下のとおりとなる。

＜参考表＞

＜表３＞ × ＜表４＞ × ＜表５＞
（単位：％）

ガラス製容器 Ｐ Ｅ Ｔ

業 種 の 区 分 無 色 茶 色 そ の 他 ボ ト ル

利 製 利 製 利 製 利 製
用 造 用 造 用 造 用 造

等 等 等 等

1.食料品製造業 44.00 2.97 8.43 0.23 15.79 0.88 5.19 0.60
(41.24) (3.47) (7.81) (0.37) (19.90) (1.39) (5.77) (0.85)

2.清涼飲料製造業及び 16.47 1.47 28.39 4.68 9.24 1.19 72.42 17.12
茶・ｺｰﾋｰ製造業 (18.72) (1.76) (29.30) (5.23) (9.46) (2.11) (71.25) (17.30)

※

3.酒類製造業 28.10 2.47 11.13 0.19 63.46 5.24 4.16 0.51
(28.73) (2.01) (13.03) (0.25) (60.00) (4.14) (4.24) (0.59)

4.医薬品製造業 1.28 0.00 44.86 1.53 1.51 0.01
(1.11) (0.01) (41.85) (1.57) (1.07) (0.02)

5.化粧品・歯磨その他の 2.72 0.04 0.19 0.00 1.77 0.03
化粧用調整品製造業 (2.48) (0.03) (0.18) (0.00) (1.33) (0.02)

6.その他の事業 0.46 0.01 0.37 0.00 0.88 0.01
(0.43) (0.01) (0.41) (0.00) (0.56) (0.01)

清涼飲料製造業※

上段：平成１４年度の数値による算定結果

下段：（ ）内は平成１３年度の公表数値による算定結果
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（参考）

＜参考表＞

＜表３＞ × ＜表４＞ × ＜表５＞
（単位：％）

その他紙製 その他プラ製
業種の区分

容器 容器

利 製 利 製
用 造 用 造

等 等

1.食料品製造業 29.93 1.66 43.08 2.03
(29.68) (1.55) (44.14) (2.00)

2.清涼飲料製造業及び 2.45 0.16 2.04 0.10
茶・ｺｰﾋｰ製造業 (2.45) (0.12) (2.03) (0.09)

3.酒類製造業 2.44 0.17 0.59 0.01
(2.72) (0.17) (0.55) (0.01)

4.油脂加工製品・石鹸・ 4.28 0.26 4.71 0.33
合成洗剤・界面活性剤・ (4.34) (0.22) (5.28) (0.27)
塗料製造業

5.医薬品製造業 3.03 0.03 1.64 0.05
(3.01) (0.03) (1.67) (0.06)

6.化粧品・歯磨その他の 3.48 0.04 4.76 0.24
化粧用調整品製造業 (3.34) (0.03) (5.10) (0.20)

7.小売業 12.10 0.08 23.79 0.18
(12.66) (0.11) (21.49) (0.19)

8.その他の事業 26.10 0.18 9.23 0.04
(26.83) (0.17) (9.79) (0.04)

包装（各業種共通） 13.61 7.19

(12.58) (7.09)

上段：平成１４年度の数値による算定結果

下段：（ ）内は平成１３年度の公表数値による算定結果
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２．個々の特定事業者の再商品化義務量の算定に係る量、比率等【第二段階】

(１)個々の特定事業者の再商品化義務量の算定方法

個々の特定事業者は、業種ごとの再商品化義務量（Ａ）（主務大臣が公表）に、
以下の比率（Ｂ／Ｃ)を乗じることにより、自ら、再商品化義務量を算定する。

主務省令で定める方法により
個々の特定事業者が算定

↓
個々の特定事業者の

個々の特定事業者 業種ごとの 容器包装廃棄物の排出見込量(Ｂ)
の再商品化義務量＝再商品化義務量×

（Ａ） ＜表6＞ 当該業種全体の
容器包装廃棄物の排出見込量(Ｃ)

↑ ↑ ＜表8＞
主務大臣の 主務大臣が
公表数値に 公表
より算定可

(２)個々の特定事業者の容器包装廃棄物の排出見込量(Ｂ)

個々の特定事業者の容器包装廃棄物の排出見込量(Ｂ)は、自主算定方式、簡易
算定方式（自主算定方式ができない場合に限る。）、の２通りの算定方法を主務
省令で定め、個々の特定事業者が自ら算出する。

①自主算定方式
自主算定方式は、用いる又は製造等する容器包装の量から、
ａ．自ら回収する量等
ｂ．その他容器包装廃棄物として排出されない量

を差し引いた量を排出見込量（Ｂ)とする。

当該年度において 当該量のうち その他容器
(Ｂ)＝ 販売する商品に用 － 自ら又は他者 ＋ 包装廃棄物

いる又は製造等す への委託によ として排出
る容器包装の量 り回収する量 されない量

＜個々の特定事業者が算定＞ ＜個々の特定事業者が算定＞

②簡易算定方式
簡易算定方式は、用いる又は製造等する容器包装の量に、

容器包装廃棄物比率（α）を乗じた量を(Ｂ)とする。

当該年度において販売する
(Ｂ)＝ 商品に用いる又は製造等す × 容器包装廃棄物比率（α）

る容器包装の量
＜個々の特定事業者が算定＞ ＜表7＞
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容器包装廃棄物排出比率(α)は以下のとおり設定した。

＜表 ７＞

（単位：％）

ガラス製容器 Ｐ Ｅ Ｔ

業種の区分 無 色 茶 色 そ の 他 ボ ト ル

利 用 製造等 利 用 製造等 利 用 製造等 利 用 製造等

1.食料品製造業 85 100 90 100 95 100 90 100
(80) (100) (85) (100) (95) (100) (90) (90)

2.清涼飲料製造業及び 70 100 55 100 80 100 85 ※ 100
茶・ｺｰﾋｰ製造業 (75) (100) (50) (100) (80) (100) (90) (100)

3.酒類製造業 70 100 45 85 70 90 90 100
(70) (100) (50) (95) (65) (90) (85) (95)

4.医薬品製造業 35 70 60 70 45 75
(20) (40) (45) (50) (35) (60)

5.化粧品・歯磨その他の 100 100 100 100 100 100
化粧用調整品製造業 (100) (100) (100) (100) (100) (100)

6.その他の事業 80 95 30 50 85 90
(80) (95) (45) (75) (85) (90)

＝清涼飲料製造業※

上段：平成１４年度の数値

下段：（ ）内は平成１３年度の公表数値
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＜表 ７＞

（単位：％）

その他紙製 その他プラ製
業種の区分

容器 容器

利 用 製造等 利 用 製造等

85 90 80 951.食料品製造業
(85) (90) (80) (90)

75 100 85 952.清涼飲料製造業及び
(70) (100) (85) (90)茶・ｺｰﾋｰ製造業

90 100 75 953.酒類製造業
(90) (100) (75) (100)

95 100 90 904.油脂加工製品・石鹸・
(100) (95) (90) (85)合成洗剤・界面活性剤・

塗料製造業

70 90 30 805.医薬品製造業
(70) (90) (30) (80)

85 100 95 1006.化粧品・歯磨その他の
(95) (95) (100) (100)化粧用調整品製造業

75 95 95 957.小売業
(75) (95) (95) (90)

65 70 40 708.その他の事業
(65) (60) (35) (70)

70 55包装（各業種共通）

(70) (60)

上段：平成１４年度の数値

下段：（ ）内は平成１３年度の公表数値
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(３)当該業種全体の容器包装廃棄物の排出見込み量(Ｃ)

当該業種全体の容器包装廃棄物の排出見込み量(Ｃ)は、以下のとおり設定した。

＜表 ８＞

（単位：×１０ ㎏）３

ガラス製容器 Ｐ Ｅ Ｔ

業種の区分 無 色 茶 色 そ の 他 ボ ト ル

利 用 製造等 利 用 製造等 利 用 製造等 利 用 製造等

1.食料品製造業 297,423 404,949 34,109 50,123 34,797 50,840 15,788 18,100

(298,819) (405,265) (33,894) (55,926) (45,642) (64,776) (15,971) (17,879)

2.清涼飲料製造業及び 114,920 148,107 130,590 228,555 20,708 27,565 253,312 311,337

茶・ｺｰﾋｰ製造業 (140,343) (177,190) (143,915) (262,059) (24,009) (30,707) (214,969) (256,243)

※

3.酒類製造業 195,086 265,176 44,822 58,172 135,320 199,753 13,073 15,422

(208,467) (269,459) (54,725) (89,718) (135,551) (183,957) (11,652) (13,612)

4.医薬品製造業 8,187 14,111 184,395 246,490 2,887 5,034

(7,537) (13,202) (181,215) (245,214) (2,297) (4,220)

5.化粧品・歯磨その他の 17,654 13,514 743 779 3,380 2,367

化粧用調整品製造業 (16,982) (12,174) (733) (800) (2,767) (1,992)

6.その他の事業 3,026 1,672 1,476 899 1,915 1,309

(2,908) (1,642) (1,712) (1,610) (1,404) (899)

＝清涼飲料製造業※

上段：平成１４年度の数値

下段：（ ）内は平成１３年度の公表数値
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＜表 ８＞

（単位：×１０ ㎏）３

その他紙製 その他プラ製
業種の区分

容器 容器

利 用 製 造 等 利 用 製 造 等

1.食料品製造業 275,892 323,048 454,741 589,445
(287,714) (291,197) (441,030) (504,232)

2.清涼飲料製造業及び 22,495 51,947 21,373 43,461
茶・ｺｰﾋｰ製造業 (23,316) (46,037) (20,031) (28,909)

3.酒類製造業 23,190 37,207 6,054 10,217
(26,768) (37,326) (5,315) (7,735)

4.油脂加工製品・石鹸・ 39,740 46,346 49,348 62,820
合成洗剤・界面活性剤 (41,888) (36,355) (51,319) (48,546)
・塗料製造業

5.医薬品製造業 26,947 30,926 17,003 55,282
(28,180) (23,504) (16,489) (52,012)

6.化粧品・歯磨その他の 30,657 27,493 49,803 64,214
化粧用調整品製造業 (30,951) (18,736) (50,051) (55,738)

7.小売業 107,258 148,208 245,575 195,082
(117,413) (170,303) (208,001) (145,377)

8.その他の事業 232,355 298,812 90,818 204,651
(250,654) (250,872) (90,264) (207,564)

包装（各業種共通） 174,622 75,588

(190,163) (70,371)

上段：平成１４年度の数値

下段：（ ）内は平成１３年度の公表数値
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（参考）
ア）適用除外事業者を含めた ウ）適用除外事業者を含めた、特定容 エ）区分けされた各セル毎に排 キ）特定容器に係わる業種ごとに、特定容

特定容器と特定包装の 器を用いる事業者と製造等する 出見込量の比率で、適用除 器利用事業者と特定容器製造等事業者
排出量の比率で按分 事業者の販売額の比率で、該当 外事業者分と特定事業者分 に係わる網かけ部分の比率で按分。
（Ａ：Ｂ） する業種部分の面積を按分。 （網かけ部分）とに按分。

イ）適用除外事業者分を含 特定容器利用事業者比率
めた特定容器の排出量 オ）全体面積のうち、網掛け
の比率で、特定容器に 部分の占める比率
係わる部分（太線枠） ク）特定容器に係わる面積を１とした時の
を按分。（Ｘ：Ｙ：Ｚ） 業種別比率

製造等する事業者 特定事業者責任比率
用いる業者の販売額 の販売額

業種別比率

カ）右図の全体面積のうち 利用事業者 製造等事業者
Ｘ 特定容器に係わる部分

の面積の比率
（Ａ’：Ｂ’）

除外事業者 Ｘ’適用
分を含めた特 Ｙ
定容器全体の
排出量 Ａ 特定容器比率

Ｙ’
適用除外事業者
分を含めた特定 特定容器に
容器包装全体の Ｚ 係わる比率
排出量 Ａ’

Ｚ’

除外事業者 特定包装に適用
分を含めた特 係わる比率
定包装全体の Ｂ’
排出量 Ｂ

特定事業者責任比率･業種別負担割合の算出手順


