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資料７

容器包装リサイクル促進のための普及啓発について

平成１３年１２月６日

経 済 産 業 省

平成１２年４月から、容器包装リサイクル法が完全施行され、対象物の拡大（紙・プラスチッ
ク 、対象事業者の拡大（中小企業）を行った結果、再商品化義務を果たしていない事業者が多）

数存在するものと推測されている。
、 、 、 、また 平成１３年４月から 消費者の分別排出 市町村の分別収集の一層の円滑化を図るため

「紙」と「プラスチック」の識別表示を事業者に義務付けたことにより、事業者に対し識別表示
の取組を促進する必要がある。
以上のことから、容器包装リサイクル促進のための普及啓発事業を強力に実施している。

１．各種広報媒体の活用
容器包装リサイクル普及啓発予算による事業のほか、政府広報等の広報媒体を広く活用した広

報事業を実施。

○４月～１１月末までに実施した広報の概要
広報媒体 作成部数／放送回数 備考

リーフレット ２４０万部（１種類） 識別表示用 中小企業団体、関連団体等に配布 10月～

パンフレット ４０万部（１種類） 中小企業総合事業団の講習会等で配布 ７月～
冊子 「消費者行政ニュース」 ９月
テレビ (全国ネット番組) 日本テレビ系「ご存じですか」

フジテレビ系「話題にアタック」

政府広報誌 広報通信「告知板」
有線放送 政府の窓
ホームページ 経済局・部及び 経済産業省以外の主な掲載団体； 財）日本容器包装リ（

、 、 、経済本省 サイクル協会 中小企業総合事業団 日本商工会議所

全国商工会連合会、紙製容器包装リサイクル推進協議
会、プラスチック容器包装リサイクル推進協議会、日
本プラスチック工業連盟 等

○１２月以降に実施予定の広報概要
広報媒体 作成部数／掲載回数 備考
パンフレット ４０万部（２種類） 14年度対応版、識別表示含む
政府広報（テレビス （２～３種程度） 識別表示をビジュアルに訴える媒体

ポット 新聞記事下 ・ラジオにっぽん「暮らしのマイク」、 、
雑誌一般向けなど） ・朝日ニュースター「明日への架け橋」
ホームページ 経済本省及び経済局 情報更新

２．各種イベント等の活用

リサイクル推進月間（経済省ロビー展等 10月 、ウェステック２００１（幕張メッセ 11/27）
～11/30 、エコプロダクツ２００１（東京ビックサイト 12月）などの展示会のほか、各種説明）
会、講演会などを利用してパンフレット等を出展・配布。
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３．説明会

（１）経済局・部及び本省において、事業者、事業者団体等を対象とした説明会を開催。

○平成１３年４月～１１月の開催実績 １０４回（参加者 約６,８００人）＜別紙参照＞
○１２月以降の開催予定 １０回（この他にも数回開催予定）

＊この他、各種研修会等への講師派遣は継続して積極的に行う予定。

（２）中小企業総合事業団において、各都道府県中小企業地域情報センターと共催で中小企業者を
対象とした講習会を開催。

○平成１３年４月～１１月の開催実績 ３０回（参加者 約２，１００人）

○１２月以降の開催予定 ４回

４．問い合わせ等の対応

（１）相談窓口

ア．全国９経済局（部）に「容器包装リサイクル法相談窓口」を継続開設。
イ．中小事業総合事業団にアドバイス・情報提供を行う専門員を継続配置。

（２）ホームページ

ア．経済本省のホームページにて、Ｑ＆Ａ 2001年版を公表。
イ （財）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）において．

Ｑ＆Ａサービスを実施。

（３）出版物
・ 容器包装リサイクル法 Ｑ＆Ａ１００ ２００１年版」を１２月初旬に出版。「

５．容器包装リサイクル法普及啓発地域連絡会

経済局・部毎に設置した容器包装リサイクル法普及啓発地域連絡会に参加する中小企業関係団
体、自治体等と連携を図るための情報交換を継続。



経済産業省における１１月までの説明会開催実績概要

経済局担当課 開催日時 場 所 対 象 者 参加人数 備 考
※回数（延べ参加人数）

北海道経済産業局 ６月21日 木 管内の希望事業者 ４０ ・実態調査説明会において、容リ法も併（ ）札幌市北区北８条西２丁目
環境対策課 14:00～16:00 せて説明札幌第１合同庁舎

室※１回（４０人） 北海道経済産業局第１会議

東北経済産業局 ６月19日 火 仙台市青葉区本町3-3-1 管内の希望事業者 ２０ ・実態調査説明会において、容リ法も併（ ）
環境保安課 14:00～16:00 仙台第一合同庁舎 せて説明

※３回（２４５人）
10 月29日 月 仙台市青葉区上杉3-3-1 宮城県内の商工会担当者 ８５ ・宮城県商工会連合会主催の経営指導員（ ）
13:00～16:00 パレス宮城野 研修会で説明

11月22日 木 山形市七日町3-1-2 山形県内の企業 １４０ ・山形企業経営研究会のセミナーで説明（ ）
13:00～15:00 山形銀行本店

関東経済局 ４月10日 火 台東区上野1-20-10 日本包装機械工業会会員 ３０ ・日本包装機械工業会主催の合同講演会（ ）
環境・リサイクル課 15:30～17:00 上野風月堂会議室 において、容リ法及び識別表示について

※６回（２３９人） 説明

６月25日 月 千代田区大手町1-4-1 管内の希望事業者 ６５ ・実態調査説明会において、容リ法も併（ ）
13:30～15:30 ＫＫＲホテル東京 せて説明

６月28日 木 埼玉県さいたま市上落合2- 管内の希望事業者 ２８ ・実態調査説明会において、容リ法も併（ ）
13:30～15:30 11 せて説明

さいたま新都心合同庁舎

７月13日 金 栃木県今市市平ヶ崎字向原 商工会議所経営指導員 ２０ ・家電リサイクル法の説明会において容（ ）
15:00～16:30 2001 リ法も併せて説明

日光地区商工会議所 今
市事務所

９月21日 金 埼玉県さいたま市仲町 商工会議所会員等 ８０ ・大宮商工会議所、さいたま市環境保全（ ）
14:00～16:00 1-123 連絡協議会共催の講演会において 「循、

」 、大宮サンパレス 環型社会の形成 についての講演の中で
容リ法も併せて説明

10月24日 水 埼玉県さいたま市上落合2- 経済産業政策モニター １６ ・当局主催の消費・価格地域別懇談会に（ ）
13:30～16:00 11 おいて、リサイクル関係の説明の中で容

さいたま新都心合同庁舎 リ法についても併せて説明

中部経済産業局 ４月13日 火 名古屋市中村区名駅 （社）日本包装機械工業会 ４０ ・容リ法、識別表示について（ ）
環境保安課 ホテルサンルート名古屋 包装機械メーカー、ユーザー

※２４回（１，８６０人）
４月25日 水 瀬戸市西茨町113-3 愛知県消費生活センター ３０ ・消費者及び行政担当者（ ）

瀬戸市文化センター 消費者学校メンバー 容リほかリサイクル関係全般について
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５月31日 水 名古屋市瑞穂区惣作町 瑞穂生涯学習センター ３０ ・消費者及び行政担当者（ ）
瑞穂生涯学習センター モラロジークラブメンバー 容リほかリサイクル関係全般について

６月2日 土 名古屋市名東区香流 一般市民、小学生、教諭、 １００ ・容リ法、その他リサイクル関係法制度（ ）
名古屋市立香流小学校 父兄

６月2日（土） 名古屋市名東区牧の里 一般市民、小学生、教諭、 １００ ・容リ法、その他リサイクル関係法制度
名古屋市立前山小学校 父兄

６月13日 金 金沢市玉鉾1-160 石川県印刷工業組合 ４０ ・包装資材業者及び印刷業者（ ）
石川県印刷会館

6月27日（火） 名古屋市中区三の丸2-5-2 愛知県､岐阜県､三重県の事業 ３０ ・実態調査説明会において、容リ法も併
中部通商産業局 者、 せて説明

6月19日（月） 石川県金沢市広坂 石川県、富山県の事業者 ０ ・実態調査説明会において、容リ法も併
金沢広坂合同庁舎会議室 せて説明

８月28日 火 津市丸の内29 津商工会議所管内の特定事業者 １０ ・容リ法説明と個別相談（ ）
津商工会議所

８月28日 火 名古屋市名東区牧の里 前山学区区政協力委員長ほか、 ５０ ・容リリサイクル施設視察と説明（ ）
名古屋市立前山小学校 小学生、父兄、教諭など

10月1日（月） 名古屋市中区栄 愛知県商工会議所連合会傘下の ５０ ・容リ法、その他リサイクル関係法制度
名古屋商工会議所 経営指導員講習会

10月2日（火） 富山市新総曲輪 富山県商工会議所連合会傘下の ３０ ・容リ法、その他リサイクル関係法制度
富山商工会議所 経営指導補助員講習会

10月29日 月 富山市新総曲輪 クリーン富山協議会メンバー ３０ ・容リ法、その他リサイクル関係法制度（ ）
富山商工会議所

10月29日 月 富山市新総曲輪 富山県商工会議所連合会傘下の ３０ ・容リ法、その他リサイクル関係法制度（ ）
富山商工会議所 経営指導員講習会

11月21日(水) 名古屋市名東区香流 香流学区区政協力委員長ほか、 ５０ ・容リリサイクル施設視察と説明
名古屋市立香流小学校 小学生、父兄、教諭など

近畿通産局 ４月４日 水 大阪市北区梅田1-12-39 日本包装機械工業会会員 ４５ 日本包装機械工業会主催（ ）
環境保安課 15:00～17:00 新阪急ビル12階ｽｶｲﾙｰﾑ
※７回（３０７人）

６月20日 木 大阪市中央区大手前1-5-44 容器包装利用・製造等実態調査 ３０ 当局主催（ ）
12:30～14:00 近畿経済産業局会議室 対象事業者

6月21日（木） 京都市上京区烏丸通上長者 環境モニター ２３ 近畿管区行政評価局主催
13:00～14:30 町上ル 平安会館
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6月22日（金） 大阪市中央区馬場町2-24 環境モニター ３９ 近畿管区行政評価局主催
13:00～14:30 KKR HOTEL OSAKA

７月６日 金 大阪市中央区大手前1-5-44 再商品化調査対象事業者 １０ 当局主催（ ）
14:00～16:00 近畿経済産業局会議室

８月29日 水 箕面市船場東2-5-47 北摂６商工会議所会員 ２０ 大阪府北摂地域６商工会議所合同主催（ ）
14:00～16:00 大阪船場繊維卸商業団地 （高槻・茨木・吹田・豊中

ＣＯＭ３号館 ・池田・箕面各商工会議所）

10月12日 金 姫路市下寺町43 特定事業者 １４０ 姫路市主催（ ）
10:30～11:30 姫路商工会議所会議室

四国経済産業局 ６月27日 水 高松市番町１－１０－６ 管内の希望事業者 １０ ・実態調査説明会において、容リ法も併（ ）
環境資源課 13:30～15:00 四国経済産業局 せて説明

※３回（７０人）
７月６日 金 高松市 スーパー等の希望事業者 ４０ ・㈱寺岡精工（秤製造業）主催（ ）
13:00～14:00 サンメッセ 容リ法及び識別表示の説明

11月８日 木 高松市番町１－１０－６ 消費者モニター ２５（ ）
14:00～15:00 四国経済産業局

九州経済産業局 ４ 月 ５ 日 福岡市博多区博多駅東 （社）日本包装機械工業会 ３０ （社）日本包装機械工業会
環境資源課 (木) １－７－７ 地域別広報・販売委員会九州 地域別広報・販売委員会九州地区講演会

※４回（３１３人） 15:00～17:00 八仙閣 会議室 地区ユーザー
（容リ法、識別表示説明等）

４ 月 ２ ５ 日 福岡市博多区博多駅前 ライオンズクラブ福岡地区 ４０ ライオンズクラブ福岡地区例会
(水) ２－１８－２５
13:00～14:00 ホテル日航福岡 会議室 （循環型社会の形成・容リ法説明等）

５ 月 １ ５ 日 鹿児島市 鹿児島県職員、 ２５０ 平成１３年度鹿児島県商工観光労働施策
(火) 鴨池新町１０番１号 鹿児島県内商工観光労働施策 説明会
13:00～ 鹿児島県庁 会議室 関連事業者等 （循環型社会の形成・容リ法説明等）

６ 月 ２ ５ 日 福岡市博多区博多駅東 九州管内の希望事業者 １３ 平成１３年度容器包装利用・製造等実態
（月） ２－１１－１ 調査査説明会

第一合同庁舎６Ｆ
第２～３会議室

本省リサイクル推進課 各業界団体等主催のセミナー・研修に、講師を派遣。
（ ）５６ 回 ３,７１０人

合 計 １０４回 ６,７８４人


