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参考資料３

(財)日本容器包装リサイクル協会の業務について

平成１４年１２月３日

経 済 産 業 省

１．容器包装リサイクル法における(財)日本容器包装リサイクル協会の位置付け

　○主務大臣より指定を受けた再商品化業務を行う者（指定法人）

容器包装リサイクル法（抄）

（指定）
第２１条　主務大臣は、民法（明治２９年法律第８９号）第３４条の規定による法人で
あって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、
その申請により、再商品化業務を行う者として指定することができる。

２　（略）
３　（略）

（解説）

　上記条項では、この法人は民法第３４条の規定による法人（公益法人）のうち、特定

事業者の委託を受け、適正かつ確実に再商品化の実施ができるということについて主務

大臣が認めて指定するということを規定している。

　指定を受けるに当たっては、「再商品化業務を適正かつ確実に行うことができるこ

と」が条件となるため、多数の特定事業者や約３，３００の市町村との契約・取り決め

等を公平・着実に実施することが可能なものとして、公益法人のうちから、その組織、

人員等を備えていること等により判断されることとしている。

　なお、「その申請により」とは、あくまで民間の発意によって設立された法人につい

て、その適正さを主務大臣が審査して指定することを示しているものであり、この公益

法人の設立そのものについては、この法律上は何ら規定していない。
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２．(財)日本容器包装リサイクル協会の容器包装リサイクル法上の業務

　○特定事業者からの委託を受けた分別基準適合物の再商品化

容器包装リサイクル法（抄）

（業務）
第２２条　指定法人は、特定事業者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化をするもの
とする。

（解説）

　上記の条項では、指定法人の業務として特定事業者の委託を受けて分別基準適合物の

再商品化を実施することを規定している。

　なお、実際には本条以外の業務を指定法人としての指定を受けた公益法人が公益法人

の業務として当然行うことが想定されるが、これらについては本法による指定に係る業

務として本法に基づく種々の規制の適用対象とするまでの必要がないと判断されること

から本条の業務のみを指定に際しての要件となる業務として規定したものである。

３．(財)日本容器包装リサイクル協会の公益法人としての業務

○特定事業者からの受託による分別基準適合物の再商品化

○容器包装廃棄物の再商品化に関する普及、啓発、情報の収集及び提供 等

(財)容器包装リサイクル協会 寄附行為（抄）

（目的）
第３条　本財団は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（以下
「法」という。）に基づく特定事業者等からの受託による分別基準適合物の再商品化を
行い、併せて、容器包装廃棄物の再商品化に関する普及及び啓発並びに情報の収集及び
提供等を行うことにより、我が国における生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に
寄与することを目的とする。

（事業）
第４条　本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 法に基づく特定事業者等からの受託による分別基準適合物の再商品化の実施。
(2) 容器包装廃棄物の再商品化に関する普及及び啓発
(3) 容器包装廃棄物の再商品化に関する情報の収集及び提供
(4) 容器包装廃棄物の再商品化に関する内外関係機関等との交流及び協力

前各号に掲げるもののほか、本財団の目的を達成するために必要な事業

（解説）

　上記の条項では、財団法人の業務として特定事業者等からの受託による分別基準適合

物の再商品化の実施、容器包装廃棄物の再商品化に関する普及及び啓発並びに情報の収

集及び提供等実施することを規定している。（「協会が実施する普及啓発事業」について

は、別添参照。）
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（参考）

＜用語の定義＞

・公益法人

　一般に、民法第３４条に基づいて設立される社団法人又は財団法人を指し、その設

立には、①公益に関する事業を行うこと、②営利を目的としないこと、③主務官庁の

許可を得ることが必要。

　①の「公益に関する事業を行うこと」とは、積極的に不特定多数の者の利益を実現

することを目的として事業を行うことという意味であり、また、②の「営利を目的と

しない」とは、役職員、会員、寄付者等公益法人関係者に利益を分配したり、財産を

還元することを主たる目的とする事業を行わない、ということ。

・財団法人

　財団法人は一定の目的のもとに拠出され、結合されている財産の集まりであって、

公益を目的とするものに限り設立を認められる団体。

・指定法人

　各省庁の主務大臣等から、行政事務の委託、特定の事業や公共事務を指定され、い

わば行政機能を代行する公益法人。

出所：(財)公益法人協会資料他
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（別添）

協会が実施する普及啓発事業

（財）日本容器包装リサイクル協会

　容器包装リサイクル法第５条は国民の理解を深めることを国の責務として規定しており、

主務省がそれぞれ普及啓発を実施しているが、当協会においては、特定事業者を対象として、

再商品化義務履行を促進することに注力している。併せて、容器包装リサイクルが滞りなく

進展するには、消費者が容器包装リサイクルについて、特に分別排出時での理解を十分に持

つことが肝要であり、消費者に向けた普及啓発を国および市町村への協力によって実施して

いる。

主な手段として費用対効果の面からホームページを活用すると同時に、会報の発行、印刷物等

の制作、展示会等への参加、資料提供、説明会等への講師派遣に努めている。

記

1 ホームページにおける普及啓発

1.1 分かりやすい容リ法解説を提供

• とかく難しいと言われる容リ法をまず理解して貰えなければ指定法人への再商品

化義務委託に結びつかない。そこでホームページでは、①簡便な解説を提供、②

フリーキーワードにより必要な事項へ容易にアクセスすることが可能、③豊富な

Q&A により、必要な事項を簡易に理解できる情報を提供している。

• 特定事業者以外の、消費者、市町村、再商品化事業者への情報提供も充実させて

おり、平成 13 年度では、延べ 27万件の利用があった。

1.2 事業者が義務の有無を簡単に分かる判定チャートを提供

• 自社が、また自社の容器包装が再商品化義務の対象となるかを判定すること一般

の事業者、特に環境等の専門部門を有しない中小事業者にとっては困難な場合が

ある。そこで、用意された設問に Yes, No で答えていくことによりゲーム感覚で

義務の有無が判定できる判定チャートを作成、提供している。

1.3 義務履行者名の公表

• 事業者間の相互牽制を通じて再商品化義務履行の促進に役立てることを主たる目

的として「再商品化受託者リスト」に、平成 12 年度分 60,265 社、13 年度分

61,582 社を掲載中である。

• 平成 14 年度では主たる業種による検索を可能にする予定である。現在は都道府

県、市区町村の地理的区分により検索可能であるが、業種による検索を可能とす

ることにより、フリーライダーの状況をより把握しやすくなる。
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2 環境関連展示会等への参加、資料提供

2.1 環境省、東京都他の主催するエコライフ・フェアに、ガラスびんリサイクル促進協議

会、ＰＥＴボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装各リサイクル推進協議会

と共に出展している。

2.2 各地の展示会等への資料提供

3 再商品化義務事業者の把握および事業者への直接案内

• 特定事業者への最も直接的な普及及び啓発手段は、再商品化義務を有すると思わ

れる事業者を把握し、そこで推定される事業者に対して直接案内を送付すること

である。

各種調査に基づいて把握した事業者件数は、平成 12 年では約 16 万件、平成 13

年度約 13 万２千件、平成 14 年度約 11 万７千件である。

こうして直接案内をした結果、「自社は該当せず」との返答を得た事業者、また

まったく無回答のところなど当協会で知り得た情報について、主務省庁へ報告を

し、フリーライダー対策に生かしていただいている。

4 会報「再商品化ニュース」

4.1 発行部数、配布先

• 発行部数：14,000 部

• 主な配布先：全都道府県、全市町村、全商工会議所・商工会・商工会県連、

業界団体、主な特定事業者、消費者団体

4.2 容器包装リサイクル法への理解を深めるための記事を掲載

-1　容リ法及び協会への信頼醸成のための記事

• 容リ法概説（基本的な考え方解説）　5 号（平成 11.4 発行）

• 完全施行に向けて取り組みこと　3 号（平成 10.9 発行）

• 国の取り組み紹介　15 号（平成 13.11 発行）

• 委託単価の基本的な考え方　15 号（平成 13.11 発行）

• 再商品化義務量が増加する理由　13 号（平成 13.5 発行）

• 識別表示概要紹介　12 号（平成 13.2 発行）

• 紙製、プラスチック製容器包装の識別表示 Q&A　13 号（平成 13.5 発行）

-2　特定事業者の委託申し込みを促す記事

• 委託申し込み受付の案内　15 号（平成 13.11 発行）、19 号（平成 14.11 発行

予定）

• 商工会議所・商工会窓口案内　7 号（平成 11.10 発行）、19 号（平成 14.11

発行予定）

• 特定事業者のための Q&A　8 号（平成 12.3 発行）、9 号（平成 12.6 発行）

• 輸入事業者のための Q&A　17 号（平成 14.5 発行）

• 通信販売業者のための Q&A　19 号（平成 14.11 発行予定）



6

-3　他団体が開催する容器包装リサイクル法関連セミナー案内

• 7 号（平成 11.10 発行）、11 号（平成 12.11 発行）、19 号（平成 14.11 発行予

定）

5 説明会等への講師派遣

• 各種団体が主催する説明会等へ要請に応じて協会役職員を派遣している。平成10年

度から約350回、延べ４万人余を対象に実施した。

• 消費者団体等からの要請に応じて講師派遣や資料提供を行っている。

6 商工会議所・商工会への受付・啓発業務の委託

• 全国の事業者が最寄りの商工会議所等で再商品化委託の手続きを取り、問い合わせ

に応えられる体制を整えている。全国で商工会議所526か所、商工会2,799か所に業

務の委託を行っており、容器包装リサイクル法の問い合わせ窓口として啓発の機能

を果たしている。また、そのための研修会を集中的に実施している。

7 各種問い合わせへの対応

• 協会内にコールセンターを設置し、各種の問い合わせに対応できる体制を取ってい

る。併せて、広報部でも各種問い合わせに対応すると共に、ホームページを経由し

た問い合わせにも対応している。

コールセンターでは常時４人のコミュニケーター（専門相談員）を配置している。

問い合わせの集中するピーク時には８人が対応できるよう体制を整備している。対

応件数は、平成12年度１万４千件、平成13年度6千600件である。

• 容器包装リサイクル法と密接に関連する識別表示に関する問い合わせにも担当者を

配置し、対応している。対応件数は平成13年度には約2,000件に、さらに14年度は期

中ではあるがすでに1,800件に及んでいる。なお、対応段階で、必ずフリーライダー

について注意を喚起している。

8 啓発用印刷物作成

• 協会業務案内パンフレット和文（延べ12,000部）、英文（延べ4,000部）を制作、関

係者に配布した。当パンフレットでは、容器包装リサイクル法の概要、再商品化実

施状況なども掲載している。

• 一般消費者を対象とした簡便なリーフレット（A４判三つ折り）を50万部制作、各

地のリサイクル展等からの求めに応じて送付した。

• 経済産業省から委託を受け、一般消費者及び特定事業者を対象としたパンフレット

『活かそう、「資源」に。容器包装リサイクル法』（A４判24ページ、平成13年度、

40万部）を制作・配布した。同様のパンフレットを平成9年度では25万部、平成10

年度には２種類で合計80万部、平成11年度にはパンフレット40万部、平成12年度40

万部制作、配布している。

• 経済産業省から委託を受け、特定事業者を対象とした識別表示啓発パンフレット

『プラスチック製容器包装および紙製容器包装に識別表示を義務化』（A４判８ペー
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ジ）を制作・配布した。識別表示については特定事業者を対象として簡便なリーフ

レットも平成13年度に50万部制作し、業界団体、商工会議所等を中心に配布した。

• 経済産業省から委託を受けて、再商品化義務履行を呼びかける新聞広告（全国紙、

ブロック紙、地方紙、専門誌46紙誌、ビジネス５紙）を平成12年１～２月に出稿し

た。

9 啓発ビデオ制作・配布

• 経済産業省から委託を受けビデオを制作・配布した。平成9年度『捨てる過去から、

生かす未来へ－容器包装リサイクル法－』1,000本を、平成13年度『あなたの家でも、

会社でもリサイクルの環－容器包装リサイクル法－』1000本を制作、自治体、業界

団体等でご活用いただいている。

以上


