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（１）本事業の概要 
1 調査の背景と目的 

1.1 容器包装リサイクル可能量等実態調査 
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「容器包装

リサイクル法」という。）において、特定事業者の再商品化義務量の算定において

基礎的な数値となる再商品化義務総量は、再商品化可能量と分別収集計画量のい

ずれか少ない方と定められている。このうち再商品化可能量については、主務大臣

が 3 年ごとに 5 年を一期とする分別基準適合物の再商品化に関する計画（再商品

化計画）において定めることとされており、現在の計画期間が平成 29年度からの

5か年であることから、今後、令和 2年度からの 5か年にわたる再商品化計画を策

定する必要がある。 

このため、本調査では、ガラスびん、ペットボトル、紙製容器包装及びプラス

チック製容器包装の再商品化事業者等に対し、今後の動向等を調査し、再商品化可

能量策定に資する処理能力等の実態を把握するとともに、再商品化可能量策定に

向けた基礎資料等の作成を行った。 
 

1.2 容器包装識別表示検討調査 
資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」という。）

では、消費者の分別排出促進の観点から、指定表示製品と定められた容器包装に関

して、表示の標準となるべき事項（容器の材質、様式、表示方法等）を定めている。 
今般、食品表示法における栄養成分表示及び原料原産地表示の義務化に伴い、

容器包装または当該容器包装に付されるラベル等への記載事項が増加するため、

現行の表示の標準となるべき事項を表示するにあたっては、ＰＥＴボトルのラベ

ル使用量の削減や簡略化をはじめとするこれまでの容器包装利用・製造等事業者

による容器包装のリデュースの進展を妨げる恐れがある。 
このため、本調査では、容器包装に付されるラベル等の使用量の削減や簡略化

による容器包装のリデュースを継続的に推進していくため、分別排出が定着して

いる現状を踏まえつつ、表示の標準となるべき事項の内、特に様式（表示の大きさ）

及び表示方法の見直しに関する検討を行った。 
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2 調査内容 
2.1 容器包装リサイクル可能量等実態調査 

（１）再商品化可能量算定にかかわる基礎的調査 
容器包装リサイクル法に基づく分別基準適合物のうち、ガラスびん、ＰＥＴボ

トル、紙製容器包装及びプラスチック製容器包装について、再商品化事業を既に行

っている、又は計画している事業所（約 250か所）を対象としたアンケート調査を

実施した。また、ガラスびんの再商品化製品利用事業者（約 60社）へのアンケー

ト調査を実施し、再商品化可能量の見直しに係る基礎的情報の整理を実施する。な

お、アンケート調査の調査項目は６問程度とし、回収率については 80％を目標と

することとした。 
 

（２）再商品化可能量策定に向けた基礎資料等の作成 
（１）の調査結果や既存の調査結果等を基に、再商品化可能量策定に際し、各

種基礎資料等の作成を行った。また、本件調査結果と既存の調査結果等に基づいて、

再商品化可能量及び再商品化見込量を策定した。なお、同資料は、産業構造審議会

容器包装リサイクルワーキンググループ（令和元年 9 月末頃開催予定）に提出す

ることを想定していたため、本件調査は 9 月上旬までに取りまとめることが必要

であった。 

 
2.2 容器包装識別表示検討調査 

（１）関係法令の改正動向に関する調査 
ＰＥＴボトル、スチール缶、アルミ缶を対象として、食品表示法において栄養

成分表示及び原料原産地表示の義務化、消費者庁・農林水産省における「遺伝子組

み換え表示の義務化」や「新ＪＡＳ法の見直し」等の検討状況をはじめとした、食

品ラベル等に対する法定記載事項の追加による容器包装識別表示見直しに至る経

緯、食品ラベル等に対する法定記載事項の増加による国内容器包装利用・製造事業

者及び消費者等への影響等の国内動向を調査した。 
 

（２）識別表示のサイズ及び表示方法の見直しに関する意識調査 
ＰＥＴボトル、スチール缶、アルミ缶に係る容器包装の製造事業者・利用事業

者、自治体、消費者に対して、識別表示のサイズ及び表示方法の見直しに関する意

識調査を行った。なお、アンケート調査の回収率については 40％を目標とするこ

ととした。 
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（３）識別表示のサイズ及び表示方法の見直しに関する検討会の運営 
ＰＥＴボトル、スチール缶、アルミ缶に係る容器包装の製造事業者・利用事業

者、自治体、消費者、有識者、関係省庁等を招聘し、識別表示のサイズ及び表示方

法の見直しに関する検討会を開催した。（開催回数は 2回、検討会への出席者は 13

名（関係省庁からの出席者を除く）。）同検討会において、（１）及び（２）の調査

結果を提示するともに、見直しに伴う回収量若しくは回収率への影響について論

点の整理及び検討を行った。 
 

（４）識別表示のサイズ及び表示方法の見直しに向けた資料の作成 
（１）及び（２）の調査結果、（３）の検討会における出席者からのコメント等

を踏まえ、ＰＥＴボトル、スチール缶、アルミ缶の識別表示のサイズ及び表示方法

の見直しに向けた基礎資料を作成した。なお、同資料は、産業構造審議会容器包装

リサイクルワーキンググループ（令和元年 9月末頃開催）に提出した。また、省令

改正にあたりパブリックコメントを実施した際に得られた意見の整理等を行った。 

 

（５）識別表示の見直しに係る周知用の資料作成 

識別表示の改正を容器包装の製造事業者・利用事業者、自治体、消費者等へ周

知するための資料作成を行った。資料は A4サイズ、フルカラー、表紙含め 4ペー

ジ程度で作成し、PDFファイル（WEB掲載用に配慮したものと印刷用の 2種類）と

編集可能なファイルを作成した。 
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（２）容器包装リサイクル可能量等実態調査 
1 調査フロー 

本調査では、容器包装の再商品化事業者等へのアンケート調査を実施し、得られ

たデータを基に、令和 2～6 年度の再商品化見込量を算定した。調査フローを図 1 

調査フロー に示す。  

 

 

 

図 1 調査フロー 

 

以下に各手順の概略を示す。 

 

① 調査対象事業者の抽出 

調査対象事業者を抽出した。平成 31年度調査では、1）ガラスびん、ペットボトル、

紙製容器包装及びプラスチック製容器包装の再生処理事業者、2）ガラスびんの再商品

化製品利用事業者を対象に実施した。 

 

② 調査項目の設定 

容器包装の品目毎に、再商品化見込量の算定に用いるデータ及び関連データについ

て尋ねるようアンケート調査票を設計した。 
 

③ アンケート調査票の発送 

②で作成したアンケート調査票を①で抽出した事業者宛に発送した。なお、発送は

事業者単位とし、同一事業者の別事業所分についても全て事業者（本社）宛に送付した。 
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④ アンケート調査票の回収 

アンケート調査票を回収した。また、回収率向上のためハガキ及び電話による督促

を行った。 
 

⑤ アンケート調査結果の入力・集計 

④で得られた調査結果を集計し、各事業所の再商品化能力を算定した。 
 

⑥ 再商品化見込量の算定 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会の各事業部へのヒアリング等を実施し、

⑤で得られたデータについて補正を行った。補正したデータを基に、令和 2～6年度の

再商品化見込量（再商品化能力に加え、再商品化した製品の受入ポテンシャル等の要因

を加味した量）を算定した。 
 

2 再商品化可能量算定に係る基礎的調査 

「容器包装リサイクル法」の対象となっているガラスびん、ペットボトル、紙製

容器包装及びプラスチック製容器包装について、再生処理事業を既に行っている、

又は計画している事業者を対象としたアンケート調査を実施し、再商品化能力を算

出した。  

 

（１） 調査対象事業者  

① 再生処理事業者  

本調査では、ガラスびん、ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包

装の再生処理事業者のデータを積み上げて、再商品化見込量を算定することから、

これら 4品目の容器包装の再生処理事業者を調査対象とした。  

 

② 再商品化製品利用事業者  

ガラスびんについては、再生処理事業者に加えて、再商品化製品（カレット）の

利用事業者（特に他用途利用）の動向が再商品化能力に大きく影響することから、

再商品化製品利用事業者についてもアンケート調査の対象とした。  
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表 1 調査対象事業者数 
 事業者数 事業所数 
① 再生処理事業者   
ガラスびん 56 65 

 ペットボトル 45 51 

 紙製容器包装 50 71 

 プラスチック製容器包装 47 63 

② 再商品化製品利用事業者   

 ガラスびん 46 60 

 
3 調査項目  

再生処理事業者及び再商品化製品利用事業者に対する調査項目はそれぞれ以下に示

すとおりである。なお、本調査では、中国にて 2017 年 12月末に生活由来の廃プラスチ

ックなどの輸入が禁止されるなど、中国やアジア諸国等による海外ごみの輸入規制に伴

う再商品化製品の販売／再商品化製品製造時に発生する残渣処理への影響に加え、施設

を稼働させるための人材確保状況を把握するための項目（下線部）を盛り込み、それら

が再商品化能力に与える影響を考慮することとした。 

 

① 再生処理事業者アンケート調査項目  

・ 会社・事業所概要（社名、事業所名、事業所所在地、連絡先）  

・ 廃掃法許可の有無（取得予定の場合は取得予定時期）  

・ 事業の全体像（事業範囲、再商品化手法・製品の形態）  

・ 再商品化能力（H30～R02 年度の実績及び計画）  

- 処理能力（t/日）（1時間当たり最大処理能力、1日当たり処理時間）  

- 年間稼働日数（日/年）  

- 年間取扱量（t/年）（ルート別）  

- 再商品化製品販売量（t/年）（製品別）  

・ 中国やアジア諸国等による海外ごみ輸入規制や人材不足等の年間処理能力への影響 
 

② 再商品化製品利用事業者アンケート調査項目  
・ 会社・事業所概要（社名、事業所所在地、連絡先）  

・ 事業の全体像（事業範囲、カレットの用途）  

・ ガラスびんカレットの利用実績と利用見通し（H30～R02年度）※色別に把握  

- 用途  

- 年間受入量（t/年）（ルート別）  

※アンケート調査票は参考資料参照 
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4 アンケート調査の回収状況  

①ガラスびん  

ガラスびんの再生処理事業者及びガラスびんの再商品化製品利用事業者に対するア

ンケート調査の回収状況を以下に示す。ガラスびんの再商品化事業者については 50事

業所（回収率 76.9％）、ガラスびん再商品化製品利用事業者については 34事業者（回

収率 73.9％）から回答を得た。  

 
１）再生処理事業者 

項目 回収状況（事業所数） 備考 

発送数（①） 65  

回答不能事業所（倒産等）（②）  （＝①－②） 

有効事業所数（③） 65  

回収数（④） 50  

回収率（⑤） 76.9 （＝④／③） 

 

２）再商品化製品利用事業者 

項目 回収状況（事業者数）（注） 備考 

発送数（①） 46  

回答不能事業所（倒産等）（②）  （＝①－②） 

有効事業所数（③） 46  

回収数（④） 34  

回収率（⑤） 73.9 （＝④／③） 

（注）アンケート調査票にて、事業者全体の状況を回答（複数の事業所をお持ちの場合は、全事業所分
を合算したデータを記入）するよう依頼しているので事業者数にてカウント 
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② ペットボトル  

ペットボトルの再生処理事業者に対するアンケート調査の回収状況を以下に示す。

51事業所のうち、40 事業所（回収率 78.4％）から回答を得た。 
 

項目 回収状況 備考 

発送数（①） 51  

回答不能事業所（倒産等）（②）  （＝①－②） 

有効事業所数（③） 51  

回収数（④） 40  

回収率（⑤） 78.4 （＝④／③） 

   

 

③ 紙製容器包装  

紙製容器包装の再生処理事業者に対するアンケート調査の回収状況を以下に示す。

71事業所のうち、57 事業所（回収率 80.2％）から回答を得た。 

 

項目 回収状況 備考 

発送数（①） 71  

回答不能事業所（倒産等）（②）  （＝①－②） 

有効事業所数（③） 71  

回収数（④） 57  

回収率（⑤） 80.2 （＝④／③） 

 

④ プラスチック製容器包装 
プラスチック製容器包装の再生処理事業者に対するアンケート調査の回収状況を以

下に示す。63事業所のうち、57事業所（回収率 90.4％）から回答を得た。 

 

項目 回収状況 備考 

発送数（①） 63  

回答不能事業所（倒産等）（②）  （＝①－②） 

有効事業所数（③） 63  

回収数（④） 57  

回収率（⑤） 90.4 （＝④／③） 
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5 再商品化可能量策定に向けた基礎資料等の作成 
 

再商品化事業者等へのアンケート調査結果から得られた再商品化能力について、指

定法人（公益財団法人日本容器包装リサイクル協会）からの提供情報等を踏まえ、再商

品化見込量を算定した。  
 

（１）ガラスびん  

①再商品化能力の推計（アンケート調査結果の集計） 

アンケート調査から得られたデータを用いて、事業所毎に令和 2～6年度における再

商品化能力を推計した。ここでは年間処理能力（事業所の設備等から決まってくる物理

的な能力）から家庭系（指定法人ルートを除く）の引取実績又は計画量、事業系の引取

実績又は計画量を差し引いた量を再商品化能力と考えた（すなわち、指定法人ルートで

の引取実績又は計画量に施設の余剰能力を加えた量を再商品化能力とした。次図参照。）

なお、余剰能力には中国の固体廃棄物輸入規制に伴う影響等を考慮した。 
 

 

 

 

（余剰能力） 

 

指定法人ルートの 

引取実績又は計画 

 

家庭系（指定法人以外） 

の引取実績又は計画 

事業系の 

引取実績又は計画 

 

図 2 再商品化能力推計の考え方 

 

上記アンケート調査に加え、指定法人（公益財団法人日本容器包装リサイクル協会）

からの提供データを活用し、アンケート調査から得られたデータの検証等を行った。  
  

再商品化能力 

年間処理能力（ｔ/年） 

＝処理能力（ｔ/日） 

×年間稼働日数（日/年） 

年間 

取扱量 

（ｔ/年） 
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ガラスびんの再商品化については、まず破砕によってカレット化されたのちに、カ

レット利用事業者において利用されているため、「破砕能力」と「ガラスびんカレット

の受入能力」の双方から検討していく必要がある。  
アンケート調査等に基づき算定した「破砕」による再商品化能力は 653～680千トン

で推移している。一方カレットの受入能力は、ガラスびんカレット利用事業者へのアン

ケート調査から得られた家庭系カレットの引取計画量に指定法人ルート比率（＝指定

法人引取実績／年間再商品化量）を乗じた値を色ごとに推計（指定法人ルート比率 50％

以下のものは 50％、50％を超えるものについては平成 25～29年度平均値）し、合計す

ると 456 千～465 千トンとなり、実際のリサイクル処理量は、後者の量によって規定さ

れることからこれを再商品化見込量とした。 

 

②再商品化見込量の算定 

上記の考え方に基づき策定した再商品化見込量は以下のとおり。 

 

表 2 ガラスびん再商品化見込量（案）      単位：千トン 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

無色 

茶色 

その他 

１８４ 

１５６ 

１２３ 

１８１ 

１５２ 

１３２ 

１７８ 

１４９ 

１３１ 

１７８ 

１４８ 

１３１ 

１７８ 

１４７ 

１３１ 

合計 ４６３ ４６５ ４５８ ４５７ ４５６ 

 

 

表 3 ガラスびん再商品化見込量（現行）     単位：千トン 

 平成 29 年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

無色 

茶色 

その他 

１７５ 

１５７ 

１４９ 

１７６ 

１５７ 

１５０ 

１７６ 

１５８ 

１５１ 

１７６ 

１５８ 

１５２ 

１７６ 

１５８ 

１５３ 

合計 ４８０ ４８３ ４８５ ４８６ ４８７ 

  ※四捨五入による端数処理を行っているため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。 
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表 4 ガラスびん指定法人ルート比率の推移 

 年度別年間 

分別収集量： 

トン（A） 

年度別年間 

再商品化量： 

トン（B） 

指定法人 

引取実績： 

トン（C） 

指定法人 

ルート比率： 

C/B 

平成 29 年 744,734 702,552   346,351 49.3 

平成 28 年 766,162 719,763 356,089 49.5 

平成 27 年 788,210 736,147 364,181 49.5 

平成 26 年 781,874 737,845 357,081 48.4 

平成 25 年 797,524 748,422 356,731 47.7 

出所：公益財団法人日本容器包装リサイクル協会及び環境省 

 

（２）ペットボトル  

①再商品化能力の推計（アンケート調査結果の集計）  

アンケート調査から得られたデータを用いて、事業所毎に令和 2～6年度における再

商品化能力を推計した。ここでは、ガラスびんと同様に、年間処理能力（事業所の設備

等から決まってくる物理的な能力）から家庭系（指定法人ルートを除く）の引取実績又

は計画量、事業系の引取実績又は計画量を差し引いた量を再商品化能力と考えた（すな

わち、指定法人ルートでの引取実績又は計画量に施設の余剰能力を加えた量を再商品

化能力とした。表 5  ペットボトル再商品化見込量（案）       単位：千

トン参照）。  

上記アンケート調査に加え、指定法人（公益財団法人日本容器包装リサイクル協会）

からの提供データを活用してデータの検証等を行い、これら検討により以下を再商品

化見込量とした。 

  

②再商品化見込量の算定  

上記の考え方に基づき策定した再商品化見込量は以下のとおり。 

 

表 5  ペットボトル再商品化見込量（案）       単位：千トン 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

４１３ ４１６ ４１６ ４１６ ４１６ 

 

 

表 6  ペットボトル再商品化見込量（現行）      単位：千トン 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

３８４ ３８４ ３８４ ４０６ ４０６ 
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（３）紙製容器包装  

①再商品化能力の推計（アンケート調査結果の集計）  

アンケート調査から得られたデータを用いて、事業所毎に令和 2～6年度における再

商品化能力を推計した。ここでは、ガラスびんと同様に、年間処理能力（事業所の設備

等から決まってくる物理的な能力）から家庭系（指定法人ルートを除く）の引取実績又

は計画量、事業系の引取実績又は計画量を差し引いた量を再商品化能力と考えた（すな

わち、指定法人ルートでの引取実績又は計画量に施設の余剰能力を加えた量を再商品

化能力とした。図 2-1参照）。  

上記アンケート調査に加え、指定法人（公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会）

からの提供データを活用し、アンケート調査から得られたデータの検証等を行った。  

紙製容器包装の再商品化については、まず選別によって製紙原料を回収あるいは材

料リサイクル（家畜用敷料）され、選別（製紙原料化）あるいは材料リサイクルの残さ

が固形燃料化されているため、「選別（製紙原料化）・材料リサイクルの能力」と「選別

（製紙原料化）・材料リサイクル後の残さの再商品化の能力」の双方から検討していく

ことが必要となる。  

アンケート調査等に基づき算定した「選別（製紙原料化）・材料リサイクル」の再商

品化可能量は 873～906千トンで推移、「選別（製紙原料化）・材料リサイクル後の残さ」

の再商品化可能量は 58千トンで推移している。ここで、公益財団法人日本容器包装リ

サイクル協会における再商品化に関する入札で再商品化率 95％、うち製紙原料化と材

料リサイクルの比率の最低目標が 70％以上（残りが固形燃料分）と定められているこ

とから、これらを満たすことを前提に、固形燃料化の再商品化能力から推計した選別

（製紙原料化）・材料リサイクルの再商品化可能量は 205千トン（＝58千トン÷0.30÷

0.95）となる。  

データの検証等を行った結果、人員を増減することで能力の増減が可能な「選別（製

紙原料化）・材料リサイクルの能力（873～906千トン）」に対して、「選別（製紙原料化）・

材料リサイクル後の残さの再商品化の能力に基づく能力（205 千トン）」は設備の処理

能力と考えられ、これが全体として合理性のある処理能力と考えられることから後者

を再商品化見込量とした。 
 

②再商品化見込量の算定  

上記の考え方に基づき策定した再商品化見込量は以下のとおりである。 

 

表 7  紙製容器包装再商品化見込量（案）      単位：千トン 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

２０５ ２０５ ２０５ ２０５ ２０５ 
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表 8  紙製容器包装再商品化見込量（現行）      単位：千トン 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

２５９ ２５９ ２５９ ２５９ ２５９ 

 

 

（４）プラスチック製容器包装  

①再商品化能力の推計（アンケート調査結果の集計）  

アンケート調査から得られたデータを用いて、事業所毎に平成 26～30年度における

再商品化能力を推計した。ここでは、ガラスびんと同様に、年間処理能力（事業所の設

備等から決まってくる物理的な能力）から家庭系（指定法人ルートを除く）の引取実績

又は計画量、事業系の引取実績又は計画量を差し引いた量を再商品化能力と考えた（す

なわち、指定法人ルートでの引取実績又は計画量に施設の余剰能力を加えた量を再商

品化能力とした。表 9 プラスチック製容器包装再商品化見込量（案） 参照）。  

上記アンケート調査に加え、指定法人（公益財団法人日本容器包装リサイクル協会）

からの提供データを活用しデータの検証等を行い、これら検討により以下を再商品化

見込量とした。  

 

②再商品化見込量の算定  

上記の考え方に基づき策定した再商品化見込量は以下のとおり。 

 

表 9 プラスチック製容器包装再商品化見込量（案） 

（2段目は材料リサイクル分、3 段目はケミカルリサイクル分、4 段目は固形燃料化分） 

単位：千トン 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

 １，０１６ １，０１４ １，０１６ １，０１６ １，０２０ 

材料 

ケミ 

固燃 

５６１ 

３７２ 

８３ 

５６０ 

３７２ 

８３ 

５６０ 

３７４ 

８３ 

５６０ 

３７４ 

８３ 

５６０ 

３７４ 

８７ 

※固形燃料化については、容器包装リサイクル法基本方針に基づき緊急避難的・補完的な対応と

して位置づけられている。 

※四捨五入による端数処理を行っているため、内訳の和と合計が一致しない場合がある。 
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表 10 プラスチック製容器包装再商品化見込量（現行） 単位：千トン 

 平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 平成 32年度 平成 33年度 

 １,４５５ １,４５４ １,４６１ １,４６４ １,４６４ 

材料 

ケミ 

固燃 

８９４ 

３７７ 

１８４ 

８９３ 

３７７ 

１８３ 

８９３ 

３８８ 

１８０ 

８９３ 

３９１ 

１８０ 

８９３ 

３９１ 

１８０ 

 

 
 



16 

 

（３）容器包装識別表示見直しに係る検討調査 
1 関係法令の改正動向に関する調査 

わが国における容器包装識別表示を取り巻く状況は識別表示開始時から変化して

おり、容器包装識別表示のあり方は、国内の規制による影響や、消費傾向の変化、３

R の促進によって変化を求められつつある。 
 

 
図 3 容器包装識別表示を取り巻く状況 

1.1 国内における規制 
食品衛生法、ＪＡＳ法（旧：農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律）

及び健康増進法の 3つの法律の食品の表示に係る規定を一元化した「食品表示法」が

平成 25 年 6月 28日に公布された。また、同法の規定に基づき、事業者および消費者

に対して分かりやすく具体的な表示ルールとして「食品表示基準」が策定され、同法

及び同基準「食品表示法」が平成 27 年 4 月 1 日に施行された。食品表示基準の施行

後、新ルールに基づく表示への移行の猶予期間は、加工食品及び添加物の全ての表示

について 5年、生鮮食品の表示については、1年 6ヶ月とされている。 

それに伴い、食品表示の表示事項が見直され、PET製容器・アルミ缶・スチール缶

が多く該当する加工食品の表示事項が他生鮮食品の表示事項に比べると増加傾向で

ある。食品表示法の施行による主な表示の変更を以下に示す。 

 
（１） 加工食品と生鮮食品の区分の統一 

従前の食品衛生法では表示対象とはされていなかった、軽度の撒塩、生干し、湯通

し、調味料等により、簡単な加工等を施したもの（例：ドライマンゴー）についても、

「加工食品」として整理されている。その結果、新たに、アレルゲン、製造所等の所

在地等の表示義務が課された。そのため、「加工食品」の幅が広くなり、表示事項が増

加した。 
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（２） 製造所固有記号使用に係るルールの改善 1 

食品表示法に基づく食品表示基準では、「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名

称」等の表示を義務付けているが、原則として同一製品を 2 以上の製造所で製造して

いる場合には、あらかじめ消費者庁長官に届け出た製造所固有記号の表示をもって

「製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称」の表示に代えることが可能である。製

造所固有記号を使用する場合には、次のいずれかの事項を表示する必要がある 2。 
 
 製造所所在地等の情報提供を求められたときに回答する者の連絡先 
 製造所所在地等を表示したＨＰアドレス等 
 当該製品の製造を行っている全ての製造所所在地等 
 

（３） アレルギー表示に係るルールの改善 
食品表示法が改正され、特定加工食品 3及びその拡大表記 4を廃止することにより、

より広範囲の原材料について、アレルゲンを含む旨の表示が義務付けられた。また、

消費者の商品選択の幅を広げるため、個別表示を原則とし、例外的に一括表示が可能

となった。 
一括表示する場合、一括表示欄を見ることでその食品に含まれる全てのアレルゲ

ンを把握できるよう、一括表示欄に全て表示しなければならない。例えば、「卵」や

「小麦」が原材料として表示されている場合や、「たまご」や「コムギ」代替表記で表

示されている場合は、改めて一括表示欄に表示する必要はなかったが、今後は原材料

として既に表示された「卵」、「小麦」も一括表示欄に改めて表示が必要となる。 
 

（４） 栄養成分表示の義務化 
食品関連事業者に対し、原則として、容器包装に入れられた消費者向けの加工食品

及び添加物への栄養成分表示が義務付けられた。以下に各項目を示す。 
 
義務付けられた項目 
熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム（「食塩相当量」で表示）   
任意（推奨）の項目 
飽和脂肪酸、食物繊維 （第６条関係） 

                                                   
1 原則として、２以上の工場で製造する商品のみに利用可能 
2 ただし、ルールの改善の対象については、業務用食品を除くこととする 
3 表記に特定原材料等を含まないが、一般的にアレルゲンを含むことが予測できると考えられてきた食品

（例：オムレツ⇐卵を含む、うどん⇐小麦を含む） 
4 特定加工食品の拡大表記 表記に特定加工食品の名称を含むことにより、アレルゲン を含むことが予測

できると考えられてきた表記 （例：からしマヨネーズ⇐卵を含む、ロールパン⇐小麦を含む） 
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任意（その他)の項目 
糖類、糖質、コレステロール、ビタミン・ミネラル等 

図 4栄養成分表示の例 

（５） 栄養強調表示に係るルールの改善 

食品表示法が変更された際に、栄養強調表示に係るルールが改善された。具体的に

は、国連食糧農業機関（FAO）および世界保健機関（WHO）が合同で策定した「コーデ

ックス規格（国際規格）」の考え方を相対表示および無添加強調表示に一部導入した。

以下に具体的な内容を示す。 

 

図 5栄養強調表示に係るルール改善における新基準とコーデックス・現行ルールの比較 

 

（６） 栄養機能食品に係るルールの変更 

栄養機能食品に係るルールについては、大きく 3 カ所が変更となっている。以下

に具体的な変更点を示す。 

 
① 対象成分の追加 
 栄養成分の機能が表示できるものとして、新たに「ｎ-３系脂肪酸」、「ビタミン

Ｋ」及び「カリウム」を追加 
② 対象食品の範囲の変更 

 鶏卵以外の生鮮食品についても、栄養機能食品の基準の適用対象とする。 
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③ 表示事項の追加・変更 

 栄養素等表示基準値の対象年齢（18歳以上）及び基準熱量（2,200kcal）に関

する文言を表示  

 特定の対象者（疾病に罹患している者、妊産婦等）に対し、定型文以外の注意

を必要とするものにあっては、当該 注意事項を表示  

 栄養成分の量及び熱量を表示する際の食品単位は、１日当たりの摂取目安量

とする。  

 生鮮食品に栄養成分の機能を表示する場合、保存の方法を表示 

 
 

 

 
図 6 栄養機能商品におけるパッケージ表示例 

 
（７） 原材料名表示等に係るルールの変更 

原材料名表示灯に係るルールについては、大きく 3 カ所が変更となっている。以

下に具体的な変更点を示す。 

 

① パン類、食用植物油脂、ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料、風味調味料 

 他の加工食品同様、原材料又は添加物を区分し、それぞれに占める重量の割合

の高いものから順に表示 

② 複合原材料表示について、それを構成する原材料を分割して表示した方が分かりや

すい場合 

 構成する原材料を分割して表示可能 
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③ プレスハム、混合プレスハム 
 原材料名中のでん粉の表示に「でん粉含有率」を併記していた点について、「ソ

ーセージ」、「混合ソーセージ」 同様、「でん粉含有率」の表示事項の項目を立

てて表示 
 

（８） 販売用に供する添加物の表示に係るルールの改善 
販売用に供する添加物の表示に係るルールについては、一般消費者向けの添加物

および業務用の添加物を対象に変更となった。一般消費者向けの添加物については、

新たに、「内容量」、「表示責任者の氏名又は名称及び住所」の表示を義務付けた。ま

た、業務用の添加物については、新たに「表示責任者の氏名又は名称及び住所」の表

示を義務付けた。 
 

（９） 通知等に規定されていた表示ルールの一部を基準に規定 
通知等に規定されていた以下のルールを、新たに食品表示基準として規定した。 
 安全性の確保の観点から、指導ではなく、表示義務を課すべき表示ルール （フ

グ食中毒対策の表示及びボツリヌス食中毒対策の表示） 
 分かりやすい食品表示基準を策定するという観点から、食品表示基準と通知等

にまたがって表示ルールが規定されるのではなく、基準にまとめて規定すべき

表示ルール 
 

（１０） 表示レイアウトの改善 
表示レイアウトにおける表示可能面積がおおむね 30㎠以下の場合に対して、以下

のルールが規定された。 

 安全性に関する表示事項（「名称」、「保存方法」、「消費期限又は賞味期限」、「表

示責任者」、「アレルゲン」及び 「L－フェニルアラニン化合物を含む旨」）につ

いては、省略不可  

 表示責任者を表示しなくてもよい場合（食品を製造し、若しくは加工した場所

で販売する場合、不特定若しくは多数 の者に対して譲渡（販売を除く。）する

場合又は食品関連事業者以外の販売者が容器包装入りの加工食品を販売 する

場合）には、製造所又は加工所の所在地（輸入品にあっては、輸入業者の営業

所所在地）及び製造者又は加工者の氏名又は名称（輸入者にあっては、輸入業

者の氏名又は名称）も省略不可 
 

また、原材料と添加物については、区分を明確に表示することが義務付けられた。 
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1.2 国外における規制 5 
国外における食品表示法制度においては、国連食糧農業機関（FAO）および世界保

健機関（WHO）が合同で策定した「コーデックス規格（国際規格）」によって食品表示

法制度が設定されている。 

食品表示に関するコーデックス規格及びガイドラインには、まず、包装食品の表示

に関する一般規格(CODEX STAN 1-1985)があり、表示に係る用語の定義、一般原則の

他、アレルゲン表示（第 4.2.1.4 項）、バイオテクノロジーによって得られた原材料

の表示（第 4.2.2 項）、含まれる或いは使用された食品添加物の表示（第 4.2.3.3 項

及び 4.2.4 項）、原産国表示（第 4.5 項）及び照射食品の表示（第 5.2 項）が適用さ

れる。 

本規格に準拠すると、添加物を全て表記する必要があり、食品添加物の一括表示は

認められていない。一方で、各国ではコーデックス規格を基に独自の食品表示規格を

策定している。 

 
2 識別表示のサイズ及び表示方法の見直しに関する意識調査 

2.1 消費者に対する意識調査実施方法 
容器包装識別表示を取り巻く状況の整理を踏まえ、消費者の識別マークへの認識

および理解に加え、識別表示が縮小した際の消費者への影響を調査すべく、消費者へ

WEBアンケート調査を実施した。 

実施方法としては、インターネット上よりランダムサンプリングに抽出された約

42,000 サンプルを対象に「出現率調査」を実施し、その中から 1,200 サンプルを回収

した。アンケート回答者は、20代～60代以上の男女を対象とした。 

調査を実施するにあたって、使用済みの PET 製容器やアルミ缶、スチール缶の資

源ごみを家庭等で分別し、廃棄している消費者のみがアンケートに参加できるよう、

アンケート参加者に対して「出現率調査」を実施した。出現率調査の内容は以下のと

おりである。 

 

【出現率調査項目】 

①あなたは、自宅での商品の消費について、次のどれに該当しますか？（消費の頻

度は問いません）当てはまるものを一つお選びください。 

 

②あなたは、自宅にて空になった PET製容器やアルミ缶、スチール缶を主にどこに

出していますか。当てはまるものをそれぞれ一つずつお選びください。 
 
③あなたは、空になった PET製容器やアルミ缶、スチール缶を、自宅ではどのよう

                                                   
5 農林水産省（https://www.shokuhin-kikaku.info/all.html?country=CDX） 
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に分けて、自治体の回収場所等に出していますか？当てはまるものを一つお選びく

ださい。 

 

 上記の条件で抽出された回答者に関しては本調査に進んで頂き、アンケートに回

答して頂いた。 

 

【調査対象】 

20代～60代以上の男女 

 

【実施期間】 

2019年 7月 11日（木）～2019 年 7月 18日（木）の 1週間 
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2.2 容器包装の製造事業者・利用事業者、自治体に対する意識調査実施方法 
消費者 WEB アンケート調査を踏まえ、自治体（全国都市清掃会議様、関東周辺

における自治体様）及び再生処理事業者（指定法人・日本容器包装リサイクル協会

様）へのヒアリング調査を実施した。このヒアリング調査では、分別基準適合物等

製造段階、ならびに再商品化製品製造段階における識別表示方法の変更等に伴う

影響を把握することを目的とした。 

さらに、容器包装製造・利用事業者（本委員会委員を中心とする業界団体）に

ヒアリング調査を実施し、識別表示の標準となるべき事項の内、様式（表示の大き

さ）及び表示方法の見直しの必要性、ならびに容器包装に付されるラベル等の使用

量の削減や簡略化による容器包装の 3R（リデュース・リユース・リサイクル）を

継続的に推進するための方策に関する意見を取りまとめた。 
 

 
図 7 容器包装の識別表示に係るステークホルダー 

 
本ヒアリング調査においては、以下の関係団体に協力して頂いた。 
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（敬称略） 

分類 業界団体名 

消費者 

公益社団法人 

日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 

NPO法人 

持続可能な社会をつくる元気ネット 

自治体 公益社団法人 

全国都市清掃会議 

関東周辺における自治体 

再生処理事業者 
公益財団法人 

日本容器包装リサイクル協会 

容器包装利用・製造

等事業者 

スチール缶リサイクル協会 

アルミ缶リサイクル協会 

PETボトルリサイクル推進協議会 

公益社団法人 

食品容器環境美化協会  

一般社団法人 

全国清涼飲料連合会 

一般財団法人 

食品産業センター 

日本製缶協会 

ビール酒造組合 

 

 

【実施期間】 
2019年 8月中に実施 
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2.3 調査結果 
2.3.1 消費者 

消費者への WEBアンケート調査の結果は以下のとおりである。 

 
2.3.1.1 識別マークの認識率について 

【PET製容器】 

 

図 8 識別マークの認識率について【PET製容器】 

 

「あなたは、PET 製容器に識別マークが表示されていることを知っていますか」

という問いに対して、9割以上の回答者が知っていると回答している。その中でも、

特に女性は全年代で 95%以上の認識率であった。 

 

【アルミ缶】 

 

図 9 識別マークの認識率について【アルミ缶】 
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「あなたは、アルミ缶に識別マークが表示されていることを知っていますか」

という問いに対して、9割以上の回答者が知っていると回答している。本設問にお

いては、男女共に平均認識率が 95%を越えていた。 

 

【スチール缶】 

 

図 10 識別マークの認識率について【スチール缶】 

 

「あなたは、スチール缶に識別マークが表示されていることを知っていますか」

という問いに対して、9割以上の回答者が知っていると回答している。本設問にお

いては、他容器に比べると女性の平均認識率が 2%程度下がっていた。 

 

【識別マークの意味の認識について】 

 

図 11 識別マークの意味の認識について 
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「PET 製容器、アルミ缶、スチール缶に表示されている識別マークの意味とし

てどれが該当すると思いますか。」という問いに対して、約 8割の回答者がリサイ

クルを推進するものと回答している。男女共に 60代以上の回答者の正解率が最も

高かった。 
2.3.1.2 PET 製容器の識別表示について 

【PET製容器の識別マーク縮小の影響について】 

 

 
図 12 PET製容器の識別マーク縮小の影響【内容量 150ml以上１ℓ未満】 

 

 
図 13 PET 製容器の識別マーク縮小の影響【内容量１ℓ以上４ℓ未満】 
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図 14 PET製容器の識別マーク縮小の影響【内容量４ℓ以上】 

 

「PET 製容器のラベルに印刷されている識別マークは容量によって大きさが異

なりますが、その識別マークの大きさが「プラ」のマークと同程度になったとして

も、PET製容器を資源として今まで通り分別して排出することができると思います

か。」という設問に対して、内容量４ℓ未満の PET製容器に関しては、大多数の回答

者が今まで通り「分別して排出することが出来る」と回答している。 

一方で、内容量 4ℓ以上の PET 製容器に関しては、「分別して排出することが出

来る」と答えた回答者が 7割程度となっている。原因としては、4ℓ以上の PET製容

器が消費者にあまり浸透しておらず、「購入しない・見たことがない」と答えた回

答者が多かったことが考えられる。 

全体的に、識別マークを縮小した影響を受ける可能性が最も高いのは 20代～30

代の男女であり、高齢者ほど今まで通り「分別して排出することが出来る」と回答

している。高齢者に関しては、容器包装のリサイクル導入から現在に至るまで習慣

的に容器の分別を行っているため、識別マークの縮小による影響をあまり受けな

いということが考えられる。 

  



29 

 

2.3.1.3 スチール缶の識別表示について 
【スチール缶の識別マーク縮小の影響について】 

 

 

図 15 スチール缶の識別マーク縮小の影響【缶胴の外径が 60.0mm未満】 

 

 
図 16 スチール缶の識別マーク縮小の影響【缶胴の外径が 60.0mm以上】 

 

「スチール缶に表示されている識別マークの大きさが「プラ」のマークと同程

度になったとしても、スチール缶を資源として今まで通り分別して排出すること

ができると思いますか。」という設問に対して、8割以上の回答者が今まで通り「分

別して排出することが出来る」と回答している。 

識別マークを縮小した影響を受ける可能性が最も高いのは 20 代の男女であり、

高齢者ほど今まで通り「分別して排出することが出来る」と回答している。高齢者

に関しては、容器包装のリサイクル導入から現在に至るまで習慣的に容器の分別

を行っているため、識別マークの縮小による影響をあまり受けないということが

考えられる。 
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2.3.1.4 アルミ缶の識別表示について 
【アルミ缶の識別マーク縮小の影響について】 

 

 

図 17 アルミ缶の識別マーク縮小の影響【缶胴の外径が 60.0mm未満】 

 

 
図 18 アルミ缶の識別マーク縮小の影響【缶胴の外径が 60.0mm以上】 

 
「アルミ缶に表示されている識別マークの大きさが「プラ」のマークと同程度

になったとしても、アルミ缶を資源として今まで通り分別して排出することがで

きると思いますか。」という設問に対して、8 割以上の回答者が今まで通り「分別

して排出することが出来る」と回答している。 

識別マークを縮小した影響を受ける可能性が最も高いのは 20 代の男女であり、

高齢者ほど今まで通り「分別して排出することが出来る」と回答している。高齢者

に関しては、容器包装のリサイクル導入から現在に至るまで習慣的に容器の分別

を行っているため、識別マークの縮小による影響をあまり受けないということが

考えられる。 
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2.3.2 消費者団体 
消費者団体に対してヒアリング調査を実施した。また、元気ネットにご協力い

ただき、50 代以上の市民の方に紙媒体（アンケート票）を用いてアンケート調査

を実施した（集計時点回答数：192）。 

 

＜高齢者対応（高齢者向けアンケート調査の実施）＞ 

 約 9割の回答者が、PET製容器・アルミ缶・スチール缶における識別マークが

プラと同様のサイズになっても、資源として分別することが出来ると回答し

ている。 

 
図 19 PET製容器の識別マーク縮小による高齢者への影響 

 

 

図 20 アルミ缶・スチール缶の識別マーク縮小による高齢者への影響 
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＜高齢者対応（高齢者社会への対応）＞ 

 PET製容器、アルミ缶、スチール缶ともに形状や感触で判断できるのでは、と

いうご意見が大勢を占めた。なお、アルミ缶及びスチール缶に関して、行政回

収している場合には資源化施設にて磁力選別を実施しているので特に問題な

いのではとのコメントを受けた。 

 

＜特定調味料の分別への影響（PET製容器）＞ 

 特定調味料に関して識別マークが小さくなったからといって大きな影響は考

えにくいとのコメントを得た。 

 

＜表示の優先順位＞ 

 自治体へのヒアリング時に実施した消費者への直接のヒアリングでは、「識別

表示のサイズを小さくするのではなく商品の宣伝を小さくすればいいのでは。

食品表示などが増えるというが、現状では商品の宣伝部分が非常に多い」とい

うコメントをいただいた。 

 上記に加え、仮に識別マークを小さくした場合、その分商品の宣伝部分が大き

くならないようにしてもらいたいというコメントをいただいた。 

 食の安全のため、健康のため、表示が増えるので識別マークを小さくしなけれ

ばいけないということをきちんと伝える必要があるとのコメントをいただい

た。 

 

2.3.3 自治体 
全国都市清掃会議様より、関東周辺の 6 つの自治体を紹介していただき、ヒア

リング調査を実施した。一つの自治体に対しては、自治体担当者へのヒアリングに

加え、分別排出主体である市民の方に廃棄物減量等推進員の会合にて直接ヒアリ

ングを実施した。回答は以下の通りである。 

 

図 21 ヒアリング調査に協力していただいた自治体 
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＜高齢者対応について＞ 

 PET 製容器は形状を見れば判断できるのでは、というご意見が大勢を占めた。

アルミ缶及びスチール缶に関して、行政回収している場合には資源化施設に

て磁力選別を実施しているので特に問題ないとのコメントを受けた。ごみの

分別カレンダーなどでもアルミ缶、スチール缶のマークを記載していない（缶

で一括り） 

 アルミ缶及びスチール缶を区分して回収している自治体に関しては、分別回

収後の後工程（一例：資源化業者での選別工程）にて区分しているためリサイ

クル率には影響がないこと、また、識別マークが小さくなることによる分別排

出への影響（高齢者）は、「あまりないのでは」「影響が考えられる」との回答

に分かれた。なお、前者は触った感触（アルミはやわらかい／スチールは硬い）

で分かるのでは、というコメント、後者は一時的に影響が考えられるが広報・

周知を行うことで対応可能では、というコメントを受けた。 

 高齢者の方からアルミ缶／スチール缶の該否や識別マークについて問合せを

受けるケースや、PET製容器の該否に関する問合せを受けるケースはほとんど

ない（プラスチック製容器包装の問合せが多い）。 

 

＜特定調味料の分別への影響（PET製容器）＞ 

 PET 製容器の特定調味料に関しては細かく説明していない。「ごみと資源物の

分け方・出し方」においても“酒、酢、みりん、しょうゆなどが入っていた PET

マーク（1番）の表示があるペットボトル”と説明しており、PETマークで判

断してもらっている。 

 市民からも特に問合せを受けた記憶がなく、恐らく市民は分からない場合に

はプラスチックとして排出しているのではないかとのコメントをいただいた。 

 

＜リサイクラーへの影響＞ 

 PET製容器、アルミ缶、スチール缶ともに資源化業者への影響は特にないとい

うコメントが大勢を占めた。 

 

＜まとめ＞ 

 PET製容器、アルミ缶、スチール缶の識別マークのサイズを小さくしても自治

体の分別収集行政には特に影響がないという声が大勢を占めた。 

 その主たる理由としては、世の中に出回っている PET 製容器やアルミ缶／ス

チール缶（飲料用）は既に認知されていること、また、分別排出時に PET製容

器及び缶類は本体を見れば、アルミ缶／スチール缶の分別は触れば分かると
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の意見が多かった。 

 アルミ缶・スチール缶の分別に関しては、行政回収の場合、資源化施設にて磁

力選別機を導入していれば影響はなく、磁力選別機を導入していない施設に

おいても手選別ラインにて「目視確認」「触診」「磁石によるチェック（判断つ

かない場合）」にて対応しており特に影響はないとのコメントをいただいた。 

 集団回収の場合、集団回収業者は磁力選別機を導入していない小さな会社が

多いものの、その後に引き渡す資源化業者にて磁力選別機が導入されている

ため、そこできちんとアルミとスチールを選別することが可能。なお、集団回

収したアルミ缶について、異物が多いことによる引取拒否などの事例はヒア

リングでは確認できなかった（※恐らく集団回収に参加する市民は分別の意

識が高く、見分け方についても理解度が高いと推察される）。 

 一部市民に直接ヒアリングをした結果では、「サイズを小さくして欲しくない」

という意見と、「サイズを小さくしても問題ない」という意見に分かれた。な

お、食品表示の増加が識別表示の縮小につながるという理屈のようだが、そも

そも商品の宣伝部分を小さくすれば良いのではというコメントも出た。 

 
2.3.4 再生処理事業者 

（公財）日本容器包装リサイクル協会に対してヒアリング調査を実施した。回

答は以下の通りである。 

 

＜リサイクラーへの影響＞ 

① 再生処理事業における再商品化製品の品質や再商品化率に与える影響 

 今回の変更により自治体から引き渡されるベールの分別状況に変化がなけれ

ば、再商品化製品の品質や再商品化率への影響はない。 

 自治体では排出時に市民によるラベル除去を推奨しており、再商品化事業者

に引き取られる時点ではラベルは無い状態（現実は自治体によりラベル除去

率に差異がある）のため、PET製容器本体への識別マークの刻印義務化は継続

してもらいたい（ラベルがなくなった際に PET 製容器の該否を確認する方法

として引き続き必要） 

 

② 自治体（分別基準適合物の製造工程）、再商品化製品利用事業者に与える影響 

 自治体の分別基準適合物の製造工程は管理外であるので推定となるが、前述

の再商品化事業者と同じ状況と思われる。 

 今回の変更により自治体からの引渡し量及び分別状況に変化がなければ、再

商品化製品の品質や再商品化率への影響はないことから、再商品化製品利用

事業者に与える影響もない。 
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2.3.5 容器包装利用・製造等事業者 

容器包装利用・製造等事業者に対してヒアリング調査を実施した。回答は以下

の通りである。 

 

＜表示の優先順位について＞ 

 商品を正確に伝えられる、また、商品を知ってもらいたい/認知してもらいた

いという意味での商品ラベルの重要性についてコメントいただいた。 

 酒類の場合、「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」を定

めており（酒類容器：アルコールと健康問題等に関する事項、清涼飲料等との

誤認防止に関する事項〔酒マークなど〕）、食品表示やリサイクル識別表示以外

の表示事項もある旨コメントいただいた。 

 食品表示法では令和元年８月に「食品表示の全体像に関する報告書」がまとめ

られており、食品表示の中での優先順位について検討されたとのコメントを

いただいた（※報告書では、表示の優先順位について、全ての消費者にとって

の重要性は一致しないため、慎重に対応すべき旨記載されている） 
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3 識別表示のサイズ及び表示方法の見直しに関する検討会の運営 
3.1 検討会実施概要 

本委員会では、消費者による分別排出が定着している状況及び容器包装の識別

表示を取り巻く状況変化に適切に対応しつつ、容器包装に付されるラベル等の使

用量の削減や簡略化による容器包装のリデュースを継続的に推進していくため、

識別表示の標準となるべき事項のうち、様式（表示の大きさ）及び表示方法の見直

しの必要性を中心に検討するとともに、容器包装に付されるラベル等の使用量の

削減や簡略化による容器包装の 3R（リデュース・リユース・リサイクル）を継続

的に推進するための方策について意見いただくことを目的とする。なお、本委員会

で頂いた意見等をとりまとめた内容については、産業構造審議会容器包装リサイ

クルワーキンググループ（令和元年 10月末開催）に提出した。 
 

3.2 第一回識別表示検討委員会 
3.2.1 検討会概要 

第一回識別表示検討委員会においては、主に容器包装識別表示を取り巻く状況

について発表し、各業界からの意見をいただいた。また、識別表示の省令を一部改

正するにあたっての懸念や注意事項について議論していただいいた。以下に第一

回識別表示検討委員会の議事次第を示す。 

 

開催日時：2019 年 7月 30日（火）14:00～16:00 

 

開催場所：経済産業省別館 2階 236各省庁共用会議室 

 
議事： 
（１）開会挨拶 
   経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課 
（２）委員紹介 
（３）本委員会の背景及び目的等 
（４）現状における容器包装識別表示を取り巻く状況 
（５）消費者へのＷＥＢアンケート調査結果（速報） 
（６）今後の委員会の進め方等について 

 
また、本委員会は以下の体制で実施した。 

  



37 

 

【委員】 
（敬称略） 

大和田 秀二 委員長 早稲田大学 理工学術院 教授 

大熊 洋二 委員 公益社団法人全国都市清掃会議 専務理事 

大石 美奈子 委員 公益社団法人日本消費生活アドバイ

ザー・コンサルタント・相談員協会 

代表理事 

副会長 

鬼沢 良子 委員 NPO 法人持続可能な社会をつくる元

気ネット 

事務局長 

中田 良平 委員 スチール缶リサイクル協会 専務事務 

保谷 敬三 委員 アルミ缶リサイクル協会 専務理事 

秋野 卓也 委員 PETボトルリサイクル推進協議会 専務理事 

前川 恵士 委員 公益財団法人 日本容器包装リサイ

クル協会 

業務執行理事 

PETボトル事業部長 

山本 景一 委員 公益社団法人 食品容器環境美化協

会 
専務理事 

河野 敦夫 委員 一般社団法人 全国清涼飲料連合会 専務理事 
田辺 義貴 委員 一般財団法人 食品産業センター 専務理事 
鈴木 稔 委員 日本製缶協会 専務理事 
齋藤 哲哉 委員 ビール酒造組合 審議役 

 
【オブザーバー】 

 
消費者庁 食品表示企画課 
国税庁 課税部 酒税課 
農林水産省 食料産業局 バイオマス循環資源課 食品産業環境対策室 
環境省 環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室 

 
  



38 

 

3.2.2 第一回識別表示検討委員会における主な意見 
 

（１） 現状における容器包装識別表示を取り巻く状況 
 

 食品表示法が完全施行される令和２年４月１日以降も、全ての加工食品へ

の原料、原産地の表示の義務付け、あるいはアレルゲンの対象品目が拡大

することになると考える。食品添加物表示制度の在り方の検討についても

今議論が行われている。その為、より食品表示の表示事項の義務付けが増

えていくと考える。 

 飲料自体も今、小容量のニーズというのが非常に高まっており、300ml 前

後の飲料が増加している。それに伴い、ラベルのスペースも限られてきて

いるのが現状である。消費者のニーズの流れからしても、表示スペースに

関しては検討が必要なところまで来ている。メーカー側としても、表示が

必要なものの組み入れる部分で非常に苦労している企業が多い。 

 安全に関する表示を消費者にとって見やすくするということも重要である。

識別マークについては、目視不可なサイズへの縮小や、削除するというこ

とは難しいが、認識できるというレベルまで縮小化し、他との表示のバラ

ンスを取るということは必要である。 
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3.3 第二回識別表示検討委員会 
3.3.1 検討会概要 

第二回識別表示検討委員会では、消費者への WEBアンケート調査結果を提示し、

識別表示の認識率および省令改正による消費者への影響を発表した。また、識別表

示に係る関係者へのヒアリング調査結果を提示した。 

それらの調査結果を踏まえ、アルミ缶、スチール缶、PETボトルの識別表示マー

ク（寸法）の変更案を事務局より提案し、議論して頂いた。また、これまでの調査

結果を集約し、容器包装に付されるラベル等の使用量の削減や簡略化による容器

包装の 3Rを継続的に推進するための方策について議論を行った。 

以下に第二回識別表示検討委員会の議事次第を示す。 

 

開催日時：2019 年 8月 29日（木）14:00～16:00 

 

開催場所：経済産業省別館 2階 244各省庁共用会議室 

 
議事： 
（１）開会挨拶  
   経済産業省 産業技術環境局 資源循環経済課 
（２）これまでの議論の内容等を踏まえた論点整理 
（３）消費者へのＷＥＢアンケート調査結果 
（４）関係者へのヒアリング調査結果 
（５）アルミ缶、スチール缶、ＰＥＴボトルの識別表示マーク（寸法）の 
   変更案について（事務局案） 
（６）容器包装に付されるラベル等の使用量の削減や簡略化による容器包装の 
   ３Ｒを継続的に推進するための方策（意見集約結果） 
（７）今後の検討の進め方等について」 
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3.3.2 第二回識別表示検討委員会における主な意見 
 

（１） 消費者へのＷＥＢアンケート調査結果 
 

 消費者は、それぞれの容器の素材感で分別を行うことが出来ると思われる。

缶類は、触れば誰でも分かるように、ＰＥＴ素材も誰でも触れば分かる領

域まで来ているのではないか。ガラス製品はもともと触れば分かるという

理由で識別マークがない。 

 多くの回答者は、識別マークが縮小したとしても分別に影響はないと回答

しているが、その一方で分別時に識別マークを目視確認している消費者も

一定数存在している。そのことを鑑みると、識別マークの大きさを見直す

タイミングや見直した際の消費者に対する周知活動は十分に行う必要があ

る。 

 

（２） 関係者へのヒアリング調査結果① 

 

 プラのマークは現在の大きさで十分機能していると認識しているので、Ｐ

ＥＴマークも同じ大きさで良いと考える。また、同じ大きさの方が見やす

いのではないか。 

 識別マークの位置を、ある程度定義付けできれば市民にも説明しやすいと

考える。 

 

（３） 関係者へのヒアリング調査結果②（その他意見） 

 

 現在、アルミ缶・スチール缶・プラ等、選別の技術が上がっている。今後、

分別の重要性をどこまで保っていくかというのも 1つの課題である。 

 食品表示と識別表示の優劣はここでは確定できないが、リサイクル機能が

維持できることはこれらの調査から把握することが出来る。なお、令和元

年 8 月の消費者委員会の食品表示の全体像に関する報告書では、表示事項

の理解のしやすさ、表示事項の優先順位が今後の検討課題とされている。 

 缶の場合は印刷なので、PET 製容器のラベルと違いスペースが確保されて

いるので表示に優劣をつけた方が、事業者側で理由付けができトラブルが

減ると考える。 
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（４） アルミ缶、スチール缶、ＰＥＴボトルの識別表示マーク（寸法）の変更案

について（事務局案） 

 

 刻印は、リサイクルにおいて必要であると考える。サイズは現行と同じ 8mm

以上を希望する。 

 PET マーク等の表示サイズの縮小の周知や見つけやすい箇所に表示する等

各業界団体に協力と前向きな検討を進めてもらいたい。 

 

（５） 容器包装に付されるラベル等の使用量の削減や簡略化による容器包装の

３Ｒを継続的に推進するための方策（意見集約結果）① 

 

 ラベルレスの PET 製容器の話では、国が進めるリデュース促進に貢献でき

る部分がある。現在は、ラベルレス飲料製品に識別マークを記載したシー

ルを付与しているが、シールさえ必要のない環境をぜひ構築して頂きたい

と考えている。 

 ラベルレス飲料製品に関しては、多くのユーザーが非常に興味、関心を持

っている。 

 ラベルレス飲料製品にシールを張るということで、他の企業がラベルレス

製品の販売を躊躇することになる。しかし、シールを付けなくても外装で

の表示で完結することが出来れば、多くの企業が参入することが出来ると

思われる。その際は、ケース売りのみの販売に限定して、運用していくこ

とが良いかと思われる。 

 
（６） 容器包装に付されるラベル等の使用量の削減や簡略化による容器包装の

３Ｒを継続的に推進するための方策（意見集約結果）②（その他意見） 
 

 委員やヒアリング参加者から、アルミ缶およびスチール缶の識別マーク対

象サイズに裾切を設けていないのであれば、PET製容器の小型化が進んで

いる現状を考慮し、PET製容器の裾切り（内容積 150ｍｌ未満）は必要な

いのではないか。 

 識別マーク対象製品の中で、アルミ缶／スチール缶の対象品目は飲料で、

缶詰は対象になっていない（現状では、缶詰に関しては自主的にマークを

付与している場合もある）。 
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3.4 本委員会における決定事項 

 
（１） 識別表示の変更案 

本委員会では、現在の識別表示のサイズを紙製又はプラスチック製のものと同

等の大きさに縮小することの影響を議論した。消費者へのアンケートでは、多くが

今まで通り分別排出できるとの回答が多く、形状や感触で判断できるとの意見が

大勢を占めた。また、地方公共団体での分別収集においては、十分に認知されてお

り、缶については分別回収後の磁力選別の実施など、分別収集に特に影響が無いと

の意見であった。これらを踏まえて、消費者団体や飲料製造事業者等の関係団体で

検討したところ、サイズの縮小は特段の問題が無いとのご意見を頂いた。 

これらの結果を踏まえて、リサイクルへの特段の影響が無い範囲で、スチール

缶又はアルミ缶、PET製容器の識別表示サイズを、紙製又はプラスチック製のもの

と同等の大きさ（一辺の長さ又は円の外径が 6mm以上）に縮小する方向で取り組む

ことが望ましいとされた。 

 
（２） ラベルレス化の推進（識別表示の変更案） 

ラベルレスの PET 製容器の話では、国が進めるリデュース促進に貢献できる部

分がある。現在は、ラベルレス飲料製品に識別マークを記載したシールを付与して

いるが、シールさえ必要のない環境をぜひ構築して頂きたいと考えている。 

ラベルレス飲料製品に関しては、多くのユーザーが非常に興味、関心を持って

いる。 

ラベルレス飲料製品にシールを張るということで、他の企業がラベルレス製品

の販売を躊躇することになる。しかし、シールを付けなくても外装での表示で完結

することが出来れば、多くの企業が参入することが出来ると思われる。その際は、

ケース売りのみの販売に限定して、運用していくことが良いかと思われる。 
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4 識別表示の見直しに係る周知用の資料作成 
4.1 周知用資料概要 

 各調査および識別表示検討委員会での議論の結果を踏まえて、識別表示一部省令改正を

周知するための資料作成を行った。本パンフレットにおいては、容器包装の製造事業者に対

して広く周知することを目的として作成した。また、本パンフレットは経済産業省のホーム

ページのみではなく、各業界団体からも発信されることとなる。 

 本パンフレットでは、主に①スチール缶、アルミ缶、PETボトルの識別マークがプラ・紙

と同等のサイズにまで縮小可能になった点および②PETボトルは外装単位の販売に限り、外

装に表示するときは個別容器への表示を省略可能になった点を周知する。また、本事業で実

施した各調査の結果を基に、省令改正の趣旨を提示し、具体的な省令改正内容を説明してい

る。以下に周知用パンフレットのイメージを示す。 

 

 
図 22 識別表示省令一部改正周知パンフレット（表紙） 
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図 23 識別表示省令一部改正周知パンフレット（見開き） 

 

 

図 24 識別表示省令一部改正周知パンフレット（裏表紙）



参考資料 1-1 

 

 

１．フェイスシート 

社     名  

事  業  所  名  

事 業 所 住 所 ※ 1 
〒 

ご 回 答 者 
連 絡 先 部署名：                   ℡： 

※１  事業所の所在地とご回答者の連絡先住所とが異なる場合は、事業所の所在地をご記入

ください。  
 

２．ガラスびんの再商品化事業の全体像 

   【ご記入上の注意】  
・指定法人（（公財）日本容器包装リサイクル協会）ルートのガラスびんだけでなく、貴事業所

で取り扱っている全てのガラスびんについてご回答ください。 

・平成 31年３月末時点の実態をご回答下さい。 

 

①一般廃棄物(ガラスびん

)の処理施設許可の有無 
【該当するものひとつに○

をつけてください】 

１．有 

２．無 

３．申請中（申請時期：   年、許可見込み時期：   年  月頃） 

② 事 業 の 範 囲 
【該当するもの全てに○を

つけてください】 

１．指定法人（(公財)日本容器包装リサイクル協会）ルートでガラスび

んを受け入れている 
２．市町村・集団回収等から家庭系ガラスびんを受け入れている（指定

法人ルート以外） 
３．工場・小売店等の民間事業者から事業系ガラスびんを受け入れてい

る 
４．その他(                                        ) 

③再商品化製品の用途 
【該当するもの全てに○を

つけてください】 

１．ガラス製容器 

２．ガラス製容器以外の用途 

容器包装リサイクル法に基づく「再商品化計画」に係るアンケート調査票 
（ ガ ラ ス び ん 用 ） 



 

参考資料 1-2 

３． 再商品化能力と年間取扱量等 

【ご記入上の注意】  
・ 本設問については指定法人（（公財）日本容器包装リサイクル協会））ルートのガラスびんだけでなく、貴事業所で取り扱っている全てのガラスびんについてご回答ください。 

・ 回答欄①、②の処理能力ならびに再商品化製品販売量は総規模でお答え下さい（例えば、指定法人（（公財）日本容器包装リサイクル協会）ルートのガラスびんと事業系ガラスびんの両方を取り扱っている場合には、事業系 

ガラスびん処理対応の処理能力を含めた能力をご記入ください）。 

・回答欄①、②の処理能力、処理量等については、単位統一のため、「本」、「個」、「箱」等はすべて「ｔ（トン）」に換算して下さい。 

・ 回答欄②については、該当する取扱品目（無色のカレット、茶色のカレット、その他の色のカレット）ごとにご記入ください。 

・回答欄②の取扱量は市町村や工場等から引き取った量（異物等を除去する前の量）をご記入ください。また、令和２年度以降については受入可能な量をご記入ください。 

 

① 処理能 力等（無色のカレット・茶色のカレット・その他の色のカレットの“合算値”をご記入ください）  

【回答欄①】 

 平成30年度（2018）（実績） 令和元年度（2019）（見込み） 令和２年度（2020）（見込み） 令和３年度（2021）（見込み） 令和４年度（2022）（見込み） 令和５年度（2023）（見込み） 令和６年度（2024）（見込み） 

1)処理能力(t／日) 

 

       t/日           t/日           t/日           t/日           t/日           t/日           t/日 

 

 

１時間当たり最大処理能力(㎏/ｈ)          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ 

 

 

１日当たり処理時間(ｈ/日)          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日 

2)年間稼働日数(日／年) 

 

            日/年             日/年             日/年             日/年             日/年             日/年             日/年 

※ 1）処理能力、2）年間稼働日数については、廃棄物処理施設設置許可取得者は「許可能力」を基に、それ以外の方は「機械能力等」を踏まえた処理能力上限をご記入ください。 
 

② 年 間 取 扱 量 等 （ 無 色 の カ レ ッ ト ・ 茶 色 の カ レ ッ ト ・ そ の 他 の カ レ ッ ト ご と に ご 記 入 く だ さ い ） 

１ ． 無 色 の カ レ ッ ト 

【回答欄②-1】 

 平成30年度（2018）（実績） 令和元年度（2019）（見込み） 令和２年度（2020）（見込み） 令和３年度（2021）（見込み） 令和４年度（2022）（見込み） 令和５年度（2023）（見込み） 令和６年度（2024）（見込み） 

3)年間取扱量(t／年) 

 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

指定法人(（公財）日本容器包装リサイクル協会)ルー
トで受け入れるガラスびんの取扱量(t／年)※1           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

市町村・集団回収等から受け入れる家庭系ガラスびん(指定
法人ルート以外のもの) の取扱量(t／年) ※2           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

工場や小売店等の民間事業者から受け入れ
る事業系ガラスびんの取扱量(t／年) ※2           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

4)再商品化製品販売量(t／年) 

 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

 

 

ガラス製容器(t／年) 

 

t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

ガラス製容器以外(t／年) t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

※1 平成 30 年度は受入実績を、令和元年度は協会との契約予定量を、令和 2 年度以降は受入可能量をご記入ください。 
※2 平成 30 年度は受入実績を、令和元年度以降は受入見込み量をご記入ください。 
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２ ． 茶 色 の カ レ ッ ト 

【回答欄②-2】 

 平成30年度（2018）（実績） 令和元年度（2019）（見込み） 令和２年度（2020）（見込み） 令和３年度（2021）（見込み） 令和４年度（2022）（見込み） 令和５年度（2023）（見込み） 令和６年度（2024）（見込み） 

3)年間取扱量(t／年) 

 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

指定法人(（公財）日本容器包装リサイクル協会)ルー
トで受け入れるガラスびんの取扱量(t／年)※1 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

市町村・集団回収等から受け入れる家庭系ガラスびん(指定
法人ルート以外のもの) の取扱量(t／年) ※2 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

工場や小売店等の民間事業者から受け入れ
る事業系ガラスびんの取扱量(t／年) ※2 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

4)再商品化製品販売量(t／年) 

 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

 

 

ガラス製容器(t／年) 

 

t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

ガラス製容器以外(t／年) t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

※1 平成 30 年度は受入実績を、令和元年度は協会との契約予定量を、令和 2 年度以降は受入可能量をご記入ください。 
※2 平成 30 年度は受入実績を、令和元年度以降は受入見込み量をご記入ください。 

 
３ ． そ の 他 の 色 の カ レ ッ ト 

【回答欄②-3】 

 平成30年度（2018）（実績） 令和元年度（2019）（見込み） 令和２年度（2020）（見込み） 令和３年度（2021）（見込み） 令和４年度（2022）（見込み） 令和５年度（2023）（見込み） 令和６年度（2024）（見込み） 

3)年間取扱量(t／年) 

 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

指定法人(（公財）日本容器包装リサイクル協会)ルー
トで受け入れるガラスびんの取扱量(t／年)※1 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

市町村・集団回収等から受け入れる家庭系ガラスびん(指定
法人ルート以外のもの) の取扱量(t／年) ※2 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

工場や小売店等の民間事業者から受け入れ
る事業系ガラスびんの取扱量(t／年) ※2 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

4)再商品化製品販売量(t／年) 

 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

 

 

ガラス製容器(t／年) 

 

t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

ガラス製容器以外(t／年) 

 

t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

※1 平成 30 年度は受入実績を、令和元年度は協会との契約予定量を、令和 2 年度以降は受入可能量をご記入ください。 
※2 平成 30 年度は受入実績を、令和元年度以降は受入見込み量をご記入ください。 

 
ご協力ありがとうございました。
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１． フェイスシート 

社     名  

事  業  所  名  

事 業 所 住 所 ※ 1 
〒 

ご 回 答 者 
連 絡 先 部署名：                   ℡： 

※１  事業所の所在地とご回答者の連絡先住所とが異なる場合は、事業所の所在地を

ご記入ください。  

 

２． ペットボトルの再商品化事業の全体像 

   【ご記入上の注意】  
・指定法人（（公財）日本容器包装リサイクル協会）ルートのペットボトルだけでなく、

貴事業所で取り扱っている全てのペットボトルについてご回答ください。 

・平成 31年３月末時点の実態をご回答下さい。 

 

①一般廃棄物(ペットボト

ル)の処理施設許可の有無 
【該当するものひとつに○

をつけてください】 

１．有 

２．無 

３．申請中（申請時期：   年、許可見込み時期：   年   月頃） 

② 事 業 の 範 囲 
【該当するもの全てに○を

つけてください】 

１．指定法人（(公財)日本容器包装リサイクル協会）ルートでペットボト

ルを受け入れている 
２．市町村・集団回収等から家庭系ペットボトルを受け入れている（指

定法人ルート以外） 
３．工場・小売店等の民間事業者から事業系ペットボトルを受け入れて

いる 
４．その他(                                        ) 

③再商品化の手法 
【該当するもの全てに○を

つけてください】 

１．プラスチック原料化（ペレット化、フレーク化） 
２．ポリエステル原料化（モノマー化） 
３．その他(                     ) 

容器包装リサイクル法に基づく「再商品化計画」に係るアンケート調査票 
（ ペ ッ ト ボ ト ル 用 ） 
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 ３． 再商品化能力と年間取扱量等 

【ご記入上の注意】  
・ 本設問については指定法人（（公財）日本容器包装リサイクル協会）ルートのペットボトルだけでなく、貴事業所で取り扱っている全てのペットボトルについてご回答ください。 

・ 回答欄①では、該当する再商品化手法に○印を１つだけご記入ください。再商品化手法が２つ以上ある事業所については、大変お手数をお掛け致しますが、本ページをコピーし、再商品化手法ごとにご記入ください。 

・ 回答欄②の処理能力ならびに再商品化製品販売量は総規模でお答え下さい（例えば、指定法人（（公財）日本容器包装リサイクル協会）ルートのペットボトルと事業系ペットボトルの両方を取り扱っている場合には、指定 

法人ルート及び事業系の両方の処理能力を併せた能力をご記入ください）。 

・回答欄②の処理能力、処理量等については、単位統一のため、「本」、「個」、「箱」等はすべて「ｔ（トン）」に換算して下さい。 

・回答欄②の取扱量は市町村や工場等から引き取った量（異物等を除去する前の量）をご記入ください。また、令和２年度以降については受入可能な量をご記入ください。 

【回答欄①】（選択は一つのみにして下さい） 

 

 

【回答欄②】 

 平成30年度（2018）（実績） 令和元年度（2019）（見込み） 令和２年度（2020）（見込み） 令和３年度（2021）（見込み） 令和４年度（2022）（見込み） 令和５年度（2023）（見込み） 令和６年度（2024）（見込み） 

1)処理能力(t/日) ※1        t/日           t/日           t/日           t/日           t/日           t/日           t/日 

 

 
１時間当たり最大処理能力(㎏/ｈ) ※1          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ 

 

 
１日当たり処理時間(ｈ/日) ※1          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日 

2)年間稼働日数（日/年）※1             日/年 日/年 日/年 日/年 日/年 日/年 日/年 

3)年間取扱量(t/年)           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

指定法人(（公財）日本容器包装リサイクル協会)ルート

で受け入れるペットボトルの取扱量(t/年)※2 
          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

市町村・集団回収等から受け入れる家庭系ペットボトル

(指定法人ルート以外のもの)の取扱量(t/年) ※3 
          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

工場や小売店等の民間事業者から受け入れる事業系ペ

ットボトルの取扱量(t/年) ※3 
          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

4)再商品化製品販売量(t/年)           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

 

 

 

 

プラスチック原料(t/年) t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

ポリエステル原料(t/年) t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

その他(t/年) t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

※1 1）処理能力、2）年間稼働日数については、廃棄物処理施設設置許可取得者は「許可能力」を基に、それ以外の方は「機械能力等」を踏まえた処理能力上限をご記入ください。 
※2 平成 30 年度は受入実績を、令和元年度は協会との契約予定量を、令和 2 年度以降は受入可能量をご記入ください。 
※3 平成 30 年度は受入実績を、令和元年度以降は受入見込み量をご記入ください。 
 
 
 
 

1.プラスチック原料化（ペレット化、フレーク化）  2.ポリエステル原料化（モノマー化）  3.その他（           ） 
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４．中国やアジア諸国等による海外ごみ輸入規制や人材の不足等の年間処理能力への影響 
近年、（Ａ）中国やアジア諸国等による海外ごみの輸入規制に伴う再商品化製品の販売／再商

品化製品製造時に発生する残渣処理への影響の顕在化や、（Ｂ）施設を稼動させるための人材の

確保が困難になっている状況（人材不足の顕在化）が見受けられます。貴事業所における

（Ａ）及び（Ｂ）の年間処理能力への影響についてご教示ください。 
 
（１）上記（Ａ）及び（Ｂ）の年間処理能力への影響の有無について、以下のいずれか１つに○印

をつけてください。  
 

有 
無 

（Ａ）のみ （Ｂ）のみ （Ａ）・（Ｂ）両方 

    
 

 
（２）（１）にて「有」と回答した方にお伺いします。具体的な処理能力への影響について以下に

記入してください。 
 

年度等 平成 30 年（2018）実績 令和元年（2019）見込み 

処理能力に影

響を与える期

間（見込み）  

許可能力／機

械能力による

上限※１ 
 

中国等循環資

源輸入規制／

人材不足を踏

まえた実稼働

能力※２ 

許可能力／機

械能力による

上限※１ 
 

中国等循環資

源輸入規制／

人材不足を踏

まえた実稼働

能力※２ 

①1 時間当たり 
最大処理能力 
（kg／h） 

    

令和  年度

まで 
※今回調査対

象としている

令和６年度ま

でで回答して

ください。 

②1 日当たり 
処理時間 
（h／日） 

    

③年間稼動日数 
（日／年） 

    

④年間処理能力 
（ｔ／年） 
［①×②×③］ 

    

※１ 【回答欄②】にて記載していただいた数値をそのまま転記してください。 
※２ （A）及び（B）の影響が顕在化している場合、実際に処理可能な能力について、ご記入くださ

い。 
 
（３）（１）にて「Ａ」と回答した方にお伺いします。どの国の規制による影響でしょうか？具体

的な国名ついて、あてはまるものに〇を記入してください。（複数回答可） 
 
 

   ご協力ありがとうございました。

中国   アジア諸国（国名：     ） 他国（国名：      ） 不明 
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参考資料 3-1 

 

 
 

１．フェイスシート 

社     名  

事  業  所  名  

事 業 所 住 所 ※ 1 
〒 

ご 回 答 者 
連 絡 先 部署名：                   ℡： 

※１  事業所の所在地とご回答者の連絡先住所とが異なる場合は、事業所の所在地を

ご記入ください。  
 

２． 紙製容器包装の再商品化事業の全体像 

   【ご記入上の注意】  
・紙製容器包装だけでなく、貴事業所で取り扱っている全ての古紙類についてご回答く

ださい。 

・平成 31年３月末時点の実態をご回答下さい。 

 

①一般廃棄物(紙)の処理

施設許可の有無 
【該当するものひとつに○

をつけてください】 

１．有 

２．無 

３．申請中（申請時期：   年、許可見込み時期：   年   月頃） 

② 事 業 の 範 囲 
【該当するもの全てに○を

つけてください】 

１．指定法人（(公財)日本容器包装リサイクル協会）ルートで紙製容器

包装（段ボール,紙パックは除く）を受け入れている 
２．市町村・集団回収等から家庭系古紙（新聞,雑誌,段ボール,紙パック

等）を受け入れている（指定法人ルート以外） 
３．工場・小売店等の民間事業者から事業系古紙・産廃系古紙を受け入

れている 
４．その他(                                        ) 

③再商品化の手法 
【該当するもの全てに○を

つけてください】 

１．製紙原料化（選別） 
２．製紙原料以外の材料リサイクル（古紙再生ボード、溶鋼用鎮静剤、

古紙破砕解繊物） 
３．固形燃料化（フラフ燃料を含む） 
４．その他(                     ) 

容器包装リサイクル法に基づく「再商品化計画」に係るアンケート調査票 
（ 紙 製 容 器 包 装 用 ） 
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 ３． 再商品化能力と年間取扱量等 

【ご記入上の注意】  
・ 本設問については紙製容器包装だけでなく、貴事業所で取り扱っている全ての古紙類についてご回答ください。 

・ 回答欄①では、該当する再商品化手法に○印を１つだけご記入ください。再商品化手法が２つ以上ある事業所については、大変お手数をお掛け致しますが、本ページをコピーし、再商品化手法ごとにご記入ください。 

・ 回答欄②の処理能力ならびに再商品化製品販売量は総規模でお答え下さい（例えば、紙製容器包装と事業系古紙の両方を取り扱っている場合には、事業系古紙処理対応の処理能力を含めた能力をご記入ください）。 

・回答欄②の処理能力、処理量等については、単位統一のため、「本」、「個」、「箱」等はすべて「ｔ（トン）」に換算して下さい。 

・回答欄②の取扱量は市町村や工場等から引き取った量（異物等を除去する前の量）をご記入ください。また、令和２年度以降については受入可能な量をご記入ください。 

 

【回答欄①】（選択は一つのみにして下さい） 

 

 

 

【回答欄②】 

 平成30年度（2018）（実績） 令和元年度（2019）（見込み） 令和２年度（2020）（見込み） 令和３年度（2021）（見込み） 令和４年度（2022）（見込み） 令和５年度（2023）（見込み） 令和６年度（2024）（見込み） 

1)処理能力(t／日) ※1 

 

       t/日           t/日           t/日           t/日           t/日           t/日           t/日 

 

 

１時間当たり最大処理能力(㎏/ｈ) ※1          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ 

 

 

１日当たり処理時間(ｈ/日) ※1          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日 

2)年間稼働日数（日／年）※1 

 

            日/年             日/年             日/年 日/年 日/年 日/年             日/年 

3)年間取扱量(t／年) 

 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

指定法人(（公財）日本容器包装リサイクル協会)ル
ートで受け入れる紙製容器包装の取扱量(t／年)※2 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

市町村・集団回収等から受け入れる家庭系古紙(新聞、
雑誌、段ボール、紙パック等指定法人ルート以外の 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

もの）の取扱量 
(t／年) ※3 

うち、紙製容器包装(段ボール、 
紙パックを除く)の取扱量 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

 

 

工場や小売店等の民間事業者から受け入れる事業
系古紙・産廃系古紙の取扱量(t／年) ※3 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

4)再商品化製品販売量(t／年) 

 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

 

 

 

 

製紙原料(t／年) 

 

t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

製紙原料以外の材料リサイクル(t／年) 

 

t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

固形燃料(t／年) 

 

t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

 製品中の紙製容器包装含有率（％）
※4 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 

その他(t/年) 

 

t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

※1 1）処理能力、2）年間稼働日数については、廃棄物処理施設設置許可取得者は「許可能力」を基に、それ以外の方は「機械能力等」を踏まえた処理能力上限をご記入ください。 
※2 平成 30 年度は受入実績を、令和元年度は協会との契約予定量を、令和 2 年度以降は受入可能量をご記入ください。 
※3 平成 30 年度は受入実績を、令和元年度以降は受入見込み量をご記入ください。 
※4 再商品化製品として固形燃料を販売している場合には、固形燃料製品中の紙製容器包装の含有率（％）をご記入ください。 

 

1.製紙原料化（選別）  2.製紙原料以外の材料リサイクル  3.固形燃料化（フラフ燃料を含む） 
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４．中国やアジア諸国等による海外ごみ輸入規制や人材の不足等の年間処理能力への影響 
近年、（Ａ）中国やアジア諸国等による海外ごみの輸入規制に伴う再商品化製品の販売／再商

品化製品製造時に発生する残渣処理への影響の顕在化や、（Ｂ）施設を稼動させるための人材の

確保が困難になっている状況（人材不足の顕在化）が見受けられます。貴事業所における

（Ａ）及び（Ｂ）の年間処理能力への影響についてご教示ください。 
 
（１）上記（Ａ）及び（Ｂ）の年間処理能力への影響の有無について、以下のいずれか１つに○印

をつけてください。  
 

有 
無 

（Ａ）のみ （Ｂ）のみ （Ａ）・（Ｂ）両方 

    
 

 
（２）（１）にて「有」と回答した方にお伺いします。具体的な処理能力への影響について以下に

記入してください。 
 

年度等 平成 30 年（2018）実績 令和元年（2019）見込み 

処理能力に影

響を与える期

間（見込み）  

許可能力／機

械能力による

上限※１ 
 

中国等循環資

源輸入規制／

人材不足を踏

まえた実稼働

能力※２ 

許可能力／機

械能力による

上限※１ 
 

中国等循環資

源輸入規制／

人材不足を踏

まえた実稼働

能力※２ 

①1 時間当たり 
最大処理能力 
（kg／h） 

    

令和  年度

まで 
※今回調査対

象としている

令和６年度ま

でで回答して

ください。 

②1 日当たり 
処理時間 
（h／日） 

    

③年間稼動日数 
（日／年） 

    

④年間処理能力 
（ｔ／年） 
［①×②×③］ 

    

※１ 【回答欄②】にて記載していただいた数値をそのまま転記してください。 
※２ （A）及び（B）の影響が顕在化している場合、実際に処理可能な能力について、ご記入くださ

い。 
 
（３）（１）にて「Ａ」と回答した方にお伺いします。どの国の規制による影響でしょうか？具体

的な国名ついて、あてはまるものに〇を記入してください。（複数回答可） 
 
 

 ご協力ありがとうございました。 

中国   アジア諸国（国名：     ） 他国（国名：      ） 不明 
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１．フェイスシート 

社     名  

事  業  所  名  

事 業 所 住 所 ※ 1 
〒 

ご 回 答 者 
連 絡 先 部署名：                   ℡： 

※１  事業所の所在地とご回答者の連絡先住所とが異なる場合は、事業所の所在地を

ご記入ください。  
 
 
 

容器包装リサイクル法に基づく「再商品化計画」に係るアンケート調査票 
（ プ ラ ス チ ッ ク 製 容 器 包 装 用 ）  

参考資料 4-1 



 

-3- 

２．プラスチック製容器包装(ＰＥＴボトルを除く)の再商品化事業の全体像 

   【ご記入上の注意】  
・プラスチック製容器包装だけでなく、貴事業所で取り扱っている全てのプラスチック

類（ＰＥＴボトルを除く）についてご回答下さい。 

・平成 31年３月末時点の実態をご回答下さい。 

 

①一般廃棄物(プラ

スチック)の処理施

設許可の有無 
【該当するものひと

つに○をつけてくだ

さい】 

１．有 

２．無 

３．申請中（申請時期：    年、許可見込み時期：    年   月頃） 

② 事 業 の 範 囲 
【該当するもの全て

に○をつけてくださ

い】 

プラスチック類 
（ＰＥＴボトル、白色発泡スチロール

製食品トレイを除く） 

白色発泡スチロール製 
食品トレイ 

 
 
 
 
 
 

１．指定法人（(公財)日本容器包装リサ

イクル協会）ルートでプラスチッ

ク製容器包装（ＰＥＴボトルを除

く）を受け入れている 
 
２．市町村・集団回収等から家庭系プ

ラスチック類を受け入れている

（指定法人ルート以外） 
 
３．工場・小売店等の民間事業者から

事業系・産廃系プラスチックを受

け入れている 
 
４．その他 

(具体的に                    ) 

５．指定法人（(公財)日本容器包装リサ

イクル協会）ルートで白色発泡ス

チロール製食品トレイを受け入れ

ている 
 
６．市町村・集団回収等から家庭系の

トレイを受け入れている（指定法

人ルート以外） 
 
７．工場・小売店等の民間事業者から

事業系・産廃系トレイを受け入れ

ている 
 
８．その他 

(具体的に                    ) 
 
 
 
 
 
 

②で１．～４．に○を付けた方

は 3 ページの３－１にご回答

ください。 

②で５．～８．に○を付けた方

は 4 ページの３－２にご回答

ください。 

プラスチック類とは別に白色発泡ス

チロール製食品トレイとして取り扱

っている場合を指します（他のプラ

スチック類とトレイを混合で受け入

れている場合は含みません） 
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 ３―１．再商品化能力と年間取扱量等（プラスチック類を扱っている事業所の方がご回答ください） 
 
【ご記入上の注意】  
・ 本設問についてはプラスチック製容器包装だけでなく、貴事業所で取り扱っている全てのプラスチック類（ＰＥＴボトルを除く）についてご回答ください。ただし、白色発泡スチロール製食品トレイについては３－２（P.4）でご回答下さい。 

・ 回答欄①では、該当する再商品化手法に○印を１つだけご記入ください。再商品化手法が２つ以上ある事業所については、大変お手数をお掛け致しますが、本ページをコピーし、再商品化手法ごとにご記入ください。 

・ 回答欄②の処理能力ならびに再商品化製品販売量は総規模でお答え下さい（例えば、プラスチック製容器包装と事業系プラスチック類の両方を取り扱っている場合には、事業系プラスチック類処理対応の処理能力を含めた能力をご記入ください）。 

・ 回答欄②の処理能力、処理量等については、単位統一のため、「本」、「個」、「箱」等はすべて「ｔ（トン）」に換算して下さい。 

・ 回答欄②の取扱量は市町村や工場等から引き取った量（異物等を除去する前の量）をご記入ください。また、令和２年度以降については受入可能な量をご記入ください。 

 

【回答欄①】（選択は一つのみにして下さい） 

 

 

【回答欄②】 

 平成30年度（2018）（実績） 令和元年度（2019）（見込み） 令和２年度（2020）（見込み） 令和３年度（2021）（見込み） 令和４年度（2022）（見込み） 令和５年度（2023）（見込み） 令和６年度（2024）（見込み） 

1)処理能力(t／日) ※1 

 

       t/日           t/日           t/日           t/日           t/日           t/日           t/日 

 

 

１時間当たり最大処理能力(㎏/ｈ) ※1          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ 

 

 

１日当たり処理時間(ｈ/日) ※1          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日 

2)年間稼働日数(日／年) ※1 

 

            日/年             日/年             日/年             日/年             日/年             日/年             日/年 

3)年間取扱量(t／年) 

 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

指定法人(（公財）日本容器包装リサイクル協会)ルートで受け入れる
プラスチック製容器包装（PETボトルを除く）の取扱量(t／年)※2 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

市町村・集団回収等から受け入れる家庭系プラス
チック類(指定法人ルート以外のもの)の 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

取扱量 
(t／年) ※3 

うち、プラスチック製容器包装 
(ＰＥＴボトルを除く)の取扱量 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

 

 

工場や小売店等の民間事業者から受け入れる事業
系・産廃系プラスチックの取扱量(t／年) ※3 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

4) 

再

商

品

化

製

品

販

売

量 

 

 

 

 

材料リサイクル(t／年) 

 

t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

油化(t／年) 

 

t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

ガス化(t／年) 

 

t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

高炉還元剤化(t／年) 

 

t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

コークス炉化学原料化(t／年) 

 

t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

固形燃料等燃料（RPF）化 (t／年) t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

 
製品中のプラスチック製容器包装含
有率（％）※4 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 

その他(t／年) 

 

t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

※1 1）処理能力、2）年間稼働日数については、廃棄物処理施設設置許可取得者は「許可能力」を基に、それ以外の方は「機械能力等」を踏まえた処理能力上限をご記入ください。 
※2 平成 30 年度は受入実績を、令和元年度は協会との契約予定量を、令和 2 年度以降は受入可能量をご記入ください。 
※3 平成 30 年度は受入実績を、令和元年度以降は受入見込み量をご記入ください。 
※4 再商品化製品として固形燃料を販売している場合には、固形燃料製品中のプラスチック製容器包装の含有率（％）をご記入ください。 

1.材料リサイクル  2.油化  3.ガス化  4.高炉還元剤化  5.コークス炉化学原料化  6.固形燃料等燃料化  7.その他（                ） 
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 ３－２．再商品化能力と年間取扱量等（白色発泡スチロール製食品トレイを扱っている事業所のみご回答ください） 

【ご記入上の注意】  
・ 本設問については指定法人ルートの白色発泡スチロール製食品トレイだけでなく、貴事業所で取り扱っている全ての白色発泡スチロール製トレイについてご回答ください。 

・ 回答欄①では、該当する再商品化手法に○印を１つだけご記入ください。再商品化手法が２つ以上ある事業所については、大変お手数をお掛け致しますが、本ページをコピーし、再商品化手法ごとにご記入ください。 

・ 回答欄②の処理能力ならびに再商品化製品販売量は総規模でお答え下さい（例えば、指定法人ルートの白色発泡スチロール製食品トレイと事業系のトレイの両方を取り扱っている場合には、事業系のトレイ処理対応の処理能力を

含めた能力をご記入ください）。 

・回答欄②の処理能力、処理量等については、単位統一のため、「本」、「個」、「箱」等はすべて「ｔ（トン）」に換算して下さい。 

・回答欄②の取扱量は市町村や工場等から引き取った量（異物等を除去する前の量）をご記入ください。また、令和２年度以降については受入可能な量をご記入ください。 

 

【回答欄①】（選択は一つのみにして下さい） 

 

 

 

【回答欄②】 

 平成30年度（2018）（実績） 令和元年度（2019）（見込み） 令和２年度（2020）（見込み） 令和３年度（2021）（見込み） 令和４年度（2022）（見込み） 令和５年度（2023）（見込み） 令和６年度（2024）（見込み） 

1)処理能力(t／日) ※1 

 

       t/日           t/日           t/日           t/日           t/日           t/日           t/日 

 

 

１時間当たり最大処理能力(㎏/ｈ) ※1          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ          ㎏/ｈ 

 

 

１日当たり処理時間(ｈ/日) ※1          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日          ｈ/日 

2)年間稼働日数(日／年) ※1 

 

            日/年             日/年             日/年             日/年             日/年             日/年             日/年 

3)年間取扱量(t／年) 

 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

指定法人(（公財）日本容器包装リサイクル協会)ルートで受け入れる白色発泡スチロール製食
品トレイの取扱量(t／年)※2 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

市町村・集団回収等から受け入れる家庭系のトレイ
(指定法人ルート以外のもの)の取扱量(t／年) ※3 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

工場や小売店等の民間事業者から受け入れる事業系・産廃
系トレイの取扱量(t／年) ※3 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

4)再商品化製品販売量(t／年)           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

材料リサイクル(t／年) 

 

t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

油化(t／年) 

 

t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

その他(t／年) 

 

t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 t/年 

※1 1）処理能力、2）年間稼働日数については、廃棄物処理施設設置許可取得者は「許可能力」を基に、それ以外の方は「機械能力等」を踏まえた処理能力上限をご記入ください。 
※2 平成 30 年度は受入実績を、令和元年度は協会との契約予定量を、令和 2 年度以降は受入可能量をご記入ください。 
※3 平成 30 年度は受入実績を、令和元年度以降は受入見込み量をご記入ください。 

 

 

 

1.材料リサイクル  2.油化  3.その他（                      ） 
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４．中国やアジア諸国等による海外ごみ輸入規制や人材の不足等の年間処理能力への影響 
近年、（Ａ）中国やアジア諸国等による海外ごみの輸入規制に伴う再商品化製品の販売／再商

品化製品製造時に発生する残渣処理への影響の顕在化や、（Ｂ）施設を稼動させるための人材の

確保が困難になっている状況（人材不足の顕在化）が見受けられます。貴事業所における

（Ａ）及び（Ｂ）の年間処理能力への影響についてご教示ください。 
 
（１）上記（Ａ）及び（Ｂ）の年間処理能力への影響の有無について、以下のいずれか１つに○印

をつけてください。  
 

有 
無 

（Ａ）のみ （Ｂ）のみ （Ａ）・（Ｂ）両方 

    
 

 
（２）（１）にて「有」と回答した方にお伺いします。具体的な処理能力への影響について以下に

記入してください。 
 

年度等 平成 30 年（2018）実績 令和元年（2019）見込み 

処理能力に影

響を与える期

間（見込み）  

許可能力／機

械能力による

上限※１ 
 

中国等循環資

源輸入規制／

人材不足を踏

まえた実稼働

能力※２ 

許可能力／機

械能力による

上限※１ 
 

中国等循環資

源輸入規制／

人材不足を踏

まえた実稼働

能力※２ 

①1 時間当たり 
最大処理能力 
（kg／h） 

    

令和  年度

まで 
※今回調査対

象としている

令和６年度ま

でで回答して

ください。 

②1 日当たり 
処理時間 
（h／日） 

    

③年間稼動日数 
（日／年） 

    

④年間処理能力 
（ｔ／年） 
［①×②×③］ 

    

※１ 【回答欄②】にて記載していただいた数値をそのまま転記してください。 
※２ （A）及び（B）の影響が顕在化している場合、実際に処理可能な能力について、ご記入くださ

い。 
 
（３）（１）にて「Ａ」と回答した方にお伺いします。どの国の規制による影響でしょうか？具体

的な国名ついて、あてはまるものに〇を記入してください。（複数回答可） 
 
 

 ご協力ありがとうございました。 

中国   アジア諸国（国名：     ） 他国（国名：      ） 不明 
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注）本調査票には、貴社の全体の状況についてご回答ください（複数の事業所をお

持ちの場合は、全事業所分を合算したデータをご記入ください）。 

 

１．フェイスシート 

社     名  

住     所  
〒 

ご 回 答 者 
連 絡 先 部署名：                   ℡： 

 
 

２．貴社における事業の全体像（該当する番号に〇をつけて下さい） 

   【ご記入上の注意】  
・指定法人（（公財）日本容器包装リサイクル協会）ルートで再商品化されたガラスびん

カレットだけでなく、貴社で取り扱っている全てのガラスびんカレットについてご回

答ください。 

・平成 31年３月末時点の実態をご回答下さい。 

 

① 事 業 の 範 囲 
【該当するもの全てに

○をつけてください】 

１．指定法人（（公財）日本容器包装リサイクル協会）ルートで再商品化さ
れたガラスびんカレットを受け入れている  

２ ．指 定法 人ルート以外で再商品化された家庭系由来のガラ
スびんカレットを受け入れている  

３．工場・小売店等の民間事業者に由来する事業系ガラスびん
カレットを受け入れている  

４．ガラスびんカレットの由来については不明  
５．その他 (                                        ) 

②ガラスびんカレッ

トの用途 
【該当するもの全てに

○をつけてください】 

１．ガラス製容器     ２．ガラス製短繊維原料  
３．焼成タイル等原料   ４．軽量発泡骨材  
５．表層舗装用骨材    ６．路盤・路床・埋め戻し用骨材  
７．コンクリート二次製品用骨材  
８．透水性機能を生かした土木材料  
９．その他 (                    )  

 

容器包装リサイクル法に基づく「再商品化計画」に係るアンケート調査票 
（ ガ ラ ス び ん カ レ ッ ト 利 用 事 業 者 用 ） 
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３． ガラスびんカレットの利用実績と利用見通し 

【ご記入上の注意】  
・ 本設問については、該当する取扱品目（無色のカレット、茶色のカレット、その他の色のカレット）ごとにご記入ください。色別の把握が困難な場合には「その他の色のカレット」に全量をご記入ください。 

・ 本設問については貴社で取り扱っている全てのガラスびんカレットについてご回答ください。カレットの二次製品については、「４．カレット以外の再商品化製品」にご記入ください。 

・ 回答欄①では、該当する利用方法全てに○印をご記入ください。 

・ 回答欄②では、ガラスびんカレットを受け入れた（受け入れる予定の）量についてご記入ください。なお、カレットの製造と利用の双方を行っている場合は、自社で利用するカレットの量をご記入ください。 

 
１ ． 無 色 の カ レ ッ ト 
 
【回答欄①】（該当するもの全てに○をつけてください） 

 

 

 

【回答欄②】 

 平成30年度（2018）（実績） 令和元年度（2019）（見込み） 令和２年度（2020）（見込み） 令和３年度（2021）（見込み） 令和４年度（2022）（見込み） 令和５年度（2023）（見込み） 令和６年度（2024）（見込み） 

年間受入量(t／年) 

 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

指定法人(（公財）日本容器包装リサイクル協会)ルート
で再商品化されたガラスびんカレット(t／年)※1 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

指定法人ルート以外で再商品化された家庭系由来のガラ
スびんカレット(t／年) ※2 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

工場・小売店等の民間事業者に由来する事業系
ガラスびんカレット(t／年) ※2 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

※1 平成 30 年度は受入実績を、令和元年度は協会との契約予定量を、令和 2 年度以降は受入可能量をご記入ください。 
※2 平成 30 年度は受入実績を、令和元年度以降は受入見込み量をご記入ください。 

 

２ ． 茶 色 の カ レ ッ ト  
 

【回答欄①】（該当するもの全てに○をつけてください） 

 

 

 

【回答欄②】 

 平成30年度（2018）（実績） 令和元年度（2019）（見込み） 令和２年度（2020）（見込み） 令和３年度（2021）（見込み） 令和４年度（2022）（見込み） 令和５年度（2023）（見込み） 令和６年度（2024）（見込み） 

年間受入量(t／年) 

 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

指定法人(（公財）日本容器包装リサイクル協会)ルート
で再商品化されたガラスびんカレット(t／年)※1 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

指定法人ルート以外で再商品化された家庭系由来のガラ
スびんカレット(t／年) ※2 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

工場・小売店等の民間事業者に由来する事業系
ガラスびんカレット(t／年) ※2 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

※1 平成 30 年度は受入実績を、令和元年度は協会との契約予定量を、令和 2 年度以降は受入可能量をご記入ください。 
※2 平成 30 年度は受入実績を、令和元年度以降は受入見込み量をご記入ください。 

 

1.ガラス製容器         2.ガラス製短繊維原料      3.焼成タイル等原料         4.軽量発泡骨材      5.表層舗装用骨材   
6.路盤・路床・埋め戻し用骨材  7.コンクリート二次製品用骨材  8.透水性機能を生かした土木材料   9．その他(                    ) 

1.ガラス製容器         2.ガラス製短繊維原料      3.焼成タイル等原料         4.軽量発泡骨材      5.表層舗装用骨材   
6.路盤・路床・埋め戻し用骨材  7.コンクリート二次製品用骨材  8.透水性機能を生かした土木材料   9．その他(                    ) 
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３ ． そ の 他 の 色 の カ レ ッ ト（※色別の把握が困難な場合には「その他の色のカレット」に全量をご記入ください） 
 

【回答欄①】（該当するもの全てに○をつけてください） 

 

 

 

【回答欄②】 

 平成30年度（2018）（実績） 令和元年度（2019）（見込み） 令和２年度（2020）（見込み） 令和３年度（2021）（見込み） 令和４年度（2022）（見込み） 令和５年度（2023）（見込み） 令和６年度（2024）（見込み） 

年間受入量(t／年) 

 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

指定法人(（公財）日本容器包装リサイクル協会)ルート
で再商品化されたガラスびんカレット(t／年)※1 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

指定法人ルート以外で再商品化された家庭系由来のガラ
スびんカレット(t／年) ※2 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

工場・小売店等の民間事業者に由来する事業系
ガラスびんカレット(t／年) ※2 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

※1 平成 30 年度は受入実績を、令和元年度は協会との契約予定量を、令和 2 年度以降は受入可能量をご記入ください。 
※2 平成 30 年度は受入実績を、令和元年度以降は受入見込み量をご記入ください。 

 

４ ． カ レ ッ ト 以 外 の 再 商 品 化 製 品  
 ここでは、カレットの二次製品の受入状況をご記入ください。 

 

 貴社で受入れているカレットの二次製品はどのようなものですか。具体的にご記入ください。→ （                                       ） 

 

【回答欄①】（該当するもの全てに○をつけてください） 

 

 

 

【回答欄②】 

 平成30年度（2018）（実績） 令和元年度（2019）（見込み） 令和２年度（2020）（見込み） 令和３年度（2021）（見込み） 令和４年度（2022）（見込み） 令和５年度（2023）（見込み） 令和６年度（2024）（見込み） 

年間受入量(t／年) 

 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

指定法人(（公財）日本容器包装リサイクル協会)ルート
で再商品化されたガラスびんカレット(t／年)※1 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

指定法人ルート以外で再商品化された家庭系由来のガラ
スびんカレット(t／年) ※2 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

 

 

工場・小売店等の民間事業者に由来する事業系
ガラスびんカレット(t／年) ※2 

          t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年           t/年 

※1 平成 30 年度は受入実績を、令和元年度は協会との契約予定量を、令和 2 年度以降は受入可能量をご記入ください。 
※2 平成 30 年度は受入実績を、令和元年度以降は受入見込み量をご記入ください。 

 

ご協力ありがとうございました

1.ガラス製容器         2.ガラス製短繊維原料      3.焼成タイル等原料         4.軽量発泡骨材      5.表層舗装用骨材   
6.路盤・路床・埋め戻し用骨材  7.コンクリート二次製品用骨材  8.透水性機能を生かした土木材料   9．その他(                    ) 

1.ガラス製容器         2.ガラス製短繊維原料      3.焼成タイル等原料         4.軽量発泡骨材      5.表層舗装用骨材   
6.路盤・路床・埋め戻し用骨材  7.コンクリート二次製品用骨材  8.透水性機能を生かした土木材料   9．その他(                    ) 
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