


容器包装リサイクル法の基礎知識

プラスチック原材料化／油化／

高炉還元／ガス化／

コークス炉化学原料化など

製紙原料化／古紙再生ボード／

溶鋼用鎮静剤／古紙破砕解繊物／

燃料化

●日用品などのプラスチック製品

●工業用原材料

●ティッシュや菓子の紙箱

●シャツ、靴下など繊維製品

●シート　●ボトルなど

●ガラス製容器　●建築用の断熱材

●道路の舗装、タイルなど

ペレット化、モノマー化など

カレット化

私たちの国は大量生産・大量消費によって大きく発展し
ましたが、その一方で、廃棄物は増え続け、これらがも
たらす環境への影響は大きな社会問題となっています。
家庭から出るゴミの約6割を占める容器包装廃棄物の減
量化と再資源化を促進するために、平成7年に容器包装

リサイクル法が制定され、平成9年4月に一部施行、平成
12年4月から完全施行されました。また、事業者・自治体・
消費者相互の連携をはかり、より一層の3Rを推進させる
ために、平成18年6月に一部改正されました。

家庭からでるゴミの約6割は容器包装です。

この法律は、それぞれの役割分担で機能します。

このようにリサイクルされています。

高度経済成長期から今日まで、私たちの暮らしから出るゴミの量は増え続けています。その中身をみると、容器包装廃棄
物が容積比で約6割（湿重量比で約2割）と高い割合を占めています。

一般廃棄物のリサイクル率は上昇しています。

■ゴミに占める容器包装廃棄物の割合
　（平成18年度環境省調べ）

容器包装リサイクル法の特色は、
消費者、市町村、事業者の役割
分担をはっきり決めたことです。
大切な資源を有効利用すること
で環境に負荷の少ない循環型社
会の構築を目指しています。
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種　類 再商品化製品の例再商品化方法

分別排出

市町村が定める分別収集基準
に従って分別排出します。

分別収集の責任

家庭から排出される容器包装
を分別収集・保管します。

容器包装容器包装
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容器包装
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容器包装以外
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紙　類 18.0%
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容積比 湿重量比

1 2

ガラス 0.6%

金　属 2.0%

その他 0.1%

容器包装 紙　類 6.9%

プラスチック 8.2%

ガラス 3.3%

その他 0.2%

金　属 1.5%

容器包装

容器包装リサイクル法は、環境負荷の少ない循環型社 会の構築を目指しています。

ホームページアドレス　http://www.shokusan.or.jp/kankyo/

再商品化の義務

利用した容器包装の量に応じ
て再商品化の義務を負います。

※再商品化とは有償または無償で譲渡できる状態にすることです。

※
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ペットボトルの回収率が大きく
伸びる等、容器包装廃棄物の分
別収集および再商品化は着実に
進展し、一般廃棄物のリサイク
ル率は平成18年度で19.6%に上
昇してきました。

1,021

19.6

18年度

正式名称：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
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「ガラス製容器」「ペットボトル」「紙製容器包装」「プラ
スチック製容器包装」のいずれかの容器や包装を使って
商品を販売している事業者は、容器包装リサイクル法の

定める「特定事業者」として、再商品化義務が生じます。
また、これらの特定容器を製造等している事業者も「特
定事業者」として再商品化義務が生じます。

これらの方々が再商品化義務のある事業者です。

特定事業者は3つに分けられます。

特定容器利用事業者

食品、清涼飲料、酒類などを製造し、容器に

つめて販売する製造業者／卸・小売業者／

飲食店（テイクアウト用）／容器入り食品

の輸入業者など

販売する商品に
特定容器を用いる事業者

（　　　　　　　　　）特定容器のついた商品を
輸入する事業者も含まれます

特定包装利用事業者

食品などの製造業者／卸・小売業者／飲

食店（テイクアウト用）／包装した食品の

輸入業者など

販売する商品に包装紙などの
特定包装を用いる事業者

（　　　　　　　　　　　）特定包装のついた商品を輸入する
事業者も含まれます

特定容器製造等事業者

びん、紙箱、袋などの容器製造業者／容器

の輸入業者など

特定容器の製造を行う事業者

（　　　　　　　）特定容器を輸入する
事業者も含まれます

小規模事業者は法律の適用除外になります。

製造業と卸売業を兼ねる左記の会社では、
従業員数と売上高からみて、主な業種は製
造業になります。年間売上高の合計は2億
3,000万円ですが、従業員の合計が23
人なので適用事業者になります。

常時従業員数と年間売上高の両方の
要件をみたす場合に限り、適用除外
事業者になります。製造業と卸売業
を兼ねているような場合、会社全体
の常時従業員数および年間売上高で
判断します。

■「容器包装リサイクル法」の適用除外者

主な業種 常時従業員数 年間売上高

製造業等 かつ2億4,000万円以下

商業・サービス業

20人以下

　5人以下 かつ　　7,000万円以下

製造業部門 1億7,000万円

卸売業部門

16人

　7人 　　6,000万円

合　　計 　23人 2億3,000万円

例
え
ば

ホームページアドレス　http://www.shokusan.or.jp/kankyo/

※容器入り食品の輸入事業者は特定容器利用事業者であると
　同時に特定容器製造等事業者にも該当する場合があります。

容器包装リサイクル法の基礎知識 再商品化義務のある容器包装

事業者が再商品化義務を負う容器・包装とは?

分別収集の対象となる容器・包装

再商品化義務のある容器包装

再商品化義務のない容器包装

複数素材からなる容器包装の判別法：複数の素材で構成される容器包装は、素材のうち最も重いものに分類します。

無色のガラス製容器、茶色の
ガラス製容器、その他の色の
ガラス製容器など

上記以外のペットボトルは
プラスチック製容器になります。

ガラス製容器

飲料・酒類・しょうゆ、しょうゆ
加工品、みりん風調味料、食酢、
調味酢、ドレッシングタイプ
調味料用ペットボトル

ペットボトル

紙箱、紙袋、紙のトレイ、包装紙、
材料にアルミ箔が使用されて
いる飲料用紙パックなど

紙製容器包装

プラスチックボトル、発泡
スチロールトレイ、発泡ス
チロールカップ、ハンバー
ガー等のプラスチック容器、
スーパーのレジ袋、ラップ
フィルムなど

プラスチック製容器包装

スチール缶 アルミ缶
飲料用
紙パック

段ボール

清涼飲料水など 清涼飲料水、ビールなど 牛乳パックなど
飲料や家電製品の
ダンボール箱など

※飲料・酒類・しょうゆ以外の5品目は平成20年4月からペットボトルに
　区分されました。

ダンボール
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注1）容器包装が商品である紙コップ等であっても、事業者がジュース等を詰めて販売した場合は、再商品化義務が生じます。
注2）セロハン、竹、木及び紙：アルミ：プラ（重量比3：6：1）3層構造の容器包装材（アルミが主素材）は特定容器包装にはあたりません。

容
器
包
装

特
定
容
器
包
装

食品容器包装 非食品容器包装 特定容器包装でないもの

一般的に「容器」とはものを入れるもの、「包装」とはものを包むものです。容器包装リサイクル法の対象となる「特定容
器包装」とは、商品に用いられる容器および包装で、商品が使われたり、商品と分離された場合に不要になるものをいい

ます。なお、再商品化義務が生じる特定容器包装は、一般消費者向けに販売され、市町村によって分別収集されるものです。
業務用に販売され、事業所等から排出されるものは法律の対象外です。

「容器」又は「包装」に該当するか（物を入れ、又は包むもの）

スチール製容器、アルミ製容器、ペットボトル、ガラス製容器、段ボール、飲料用紙パック、紙製容器包装、プラスチック製容器 包装

① 容器の栓、ふた、キャップ、中ぶた、シール状のふた等（通常、他の部分と一体となって、商品を保護する機能を有する） ① 物を入れても包んでもいないもの

PETボトルのキャップ、ガラスびんの王冠
金属缶のタブ（飲み口部分のもの）、缶詰のタブ（口全体のもの）
デコレーションケーキの箱のふた、贈答用紙箱の上ぶた
カップ焼きそばのふた、カップラーメンのふた、プリンのふた
食パン等の袋の口を留めるための留め具　　● チューブ入り調味料の口のシール
紙パックストロー挿入口のシール

●

●

●

●

●

●

飲料（清涼飲料、炭酸飲料、茶飲料、アルコール飲料）用の
スチール缶、アルミ缶、ペットボトル、ガラスびん、紙パック
しょうゆ用のペットボトル、ガラスびん、紙パック
調味料用のスチール缶、ガラスびん、紙パック、プラスチックボトル
食品用の紙製トレイ、発泡スチロール製トレイ、発泡スチロール製カップ　等

●

●

●

●

容器包装が商品

ポリバケツ
ラップ類
紙コップ、紙皿

●

●

●

名刺ケースのふた
エアゾール缶のオ ーバーキャップ、ノズル
住宅用洗剤等に付 属するトリガー（引き金式のノズル）部分
液状化粧品ボトル の中ぶた

●

●

●

●

台所洗剤の容器
医薬品のブリスターパック
塗料缶

●

●

●

化粧品の容器
段ボール
コピー機のトナー

●

●

●

② 中仕切り、台紙等（通常、他の部分と一体となって、商品を保護又は固定する機能を有する）

●

●

●

クレヨンケースの 中敷
消臭剤、芳香剤等 のケースを組み込んだ台紙
容器に入れられた ワイシャツの襟部分を固定するサポーター、内側の紙

菓子用、贈答用箱中の台紙、中仕切り、上げ底、合紙
パック等に入ったいちご等の露出面を覆ったフィルム
缶ビール6缶を束ねるケーシング（プラスチック製器具）
食品トレーとともに用いられる吸水シート　　● バター等の表面を覆った紙製フィルム
コンビニエンスストア等で販売される弁当に用いられる透明のプラスチックフィルム

●

●

●

●

●

③ 発泡スチロール製又は紙製の緩衝材等（他の部分との一体性や商品を保護又は固定するための機能の有無等に応じて判断）

シート状であって、商品全体を包むものに要する最低面積の1／2を超えているもの
（「物を包むもの」であると解される。）
果物等に使われるネット状のもの（「物を入れ、又は包むもの」であると解される。
ネット状の包装については、ネットの空間部分を含む面積を当該包装の面積とする。）

●

●

焼き鳥の串、アイスキャンデーの棒
ラップフィルムの芯、トイレットペーパーの芯
野菜の結束用テープ、靴下の帯状ラベル
飲料用ストロー
弁当のスプーン、割り箸、お手拭き
のし紙（包装紙と兼用のものは該当。）

●

●

●

●

●

●

ラベル（飲料等に付されているシュリンクラ
ベル（商品名等を表示している胴巻き）は該当）、
ステッカー、シール（キャップシール、ワイ
ン等の金属製シールを含む。）、テープ類（包
んでいると認識されるもの及び袋の口を留め
ている等、ふたの役割をしているものは該当。）

●

① 中身が商品（の一部）であるもの

● 能書、説明書、保証 書の袋

② 中身の商品と一体性を有しないもの

かばん、マイバッグ（買い物かごの形状のものを含む。同時に販売する商品を入れるためだけでは
なく、その容器又は包装の購入者が別に用意したものや別に購入する商品を入れるためのもの）

●

② 中身の商品と一体性を有するもの

① 中身が商品（の一部）でないもの

● 中身の商品の販売 時にその商品を入れるために提供
するレジ袋や紙袋 等（その販売する商品を入れるた
めに有償で提供す るレジ袋や紙袋等も該当）

飲料パックのストローの吹袋
弁当のスプーンの袋、割り箸の袋、お手拭の袋

●

●

手紙やダイレクトメールを入れた封筒
景品、賞品、試供品（表示等により明確に通
常の商品と分けられるもの）を入れている、
又は包んでいる「容器」又は「包装」

●

●

クリーニングの袋
宅配便の「容器」又は「包装」（通信販売にお
いて使用される「容器」又は「包装」は該当）
ビデオ、ＣＤのレンタルの際に使用される袋

●

●

●

比較的小型の発泡スチロール製又は紙製の緩衝材等で、多数ダンボール箱等に詰めることにより商
品との空間を埋めるもの

●

法律の対象となる容器包装、それとも対象外？

「商品の容器及び包装」に該当するか（中身が「商品」であるか）

① 通常、商品が費消された場合に不要になるもの

●

●

●

ポケットティッシュの個袋　　● 病院外の薬局で処方される薬袋
口紅、マスカラ、スティックのり、スティック状のリップクリームの入れ物
キャラクターの形 をしたシャンプーの容器　　● 目薬の携帯ケース

② 通常、持ち運びに支障を来すため分離しても不要にならないもの

コンパクト・ディスク、ミニディスク、カセットテープの紙製又はプラスチック製のケース
楽器、カメラ等のケース　　● テニスラケットのケース

●

●

③ 通常、保管時の安全や品質保持等に支障を来すため分離しても不要にならないもの

書籍の外カバー　　● 着物ケース　　● ネックレス等の貴金属の保管用ケース
小型家電製品等（シェーバー、ドライヤー等）の収納ケース

●

●

① 通常、商品の一部であるため費消又は分離されることが想定されないもの

ボールペンの軸
日本人形のガラスケース、ボトルシップの
ボトル

●

●

紅茶等のティーバッグ
薬、薬用酒等に添付されている計量カップ
洗剤等に添付されている計量カップ

●

●

●

② 通常、商品と分離された場合に不要となるもの

●

●

靴の空箱
家電製品等の空箱

飲料、納豆、プリン、ヨーグルト等のマルチパック
キャラクターの絵が描かれたガラスびん等の容器

●

●

「当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるもの」に該当するか（商品を使い、商品（中身）と分離した 場合、「容器」又は「包装」が不要になるか）

③ 商品が抜かれるとバラバラになってしまい、ダンボール箱等と一体となって
「物を入れ、又は包むもの」の形状を構成しているとは解されないもの

② 他の部分と物理的に分離されており、他の部分と一体となって「物を入れ、又は
包むもの」の一部として使用されているとは解されないもの

●にぎり寿司の中仕切り（緑色のプラスチックフィルム）

再商品化義務のある容器包装
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中身を充填

容器を製造
中身を充填

あなたの再商品化義務を確認してみましょう。

こんなとき誰が「特定事業者」に？

容器包装リサイクル法で定められた「特定事業者」には、再商品化義務が発生します。
では、対象となる商品を扱うどの段階の事業者が、「特定事業者」となるのでしょうか？　具体例で紹介します。

プラスチックフィルムを原反で購入した食品メーカ

ーが、工場内でそれをもとに成型した袋に食品を入

れて商品化した場合、食品メーカーは特定容器利用

事業者と特定容器製造等事業者になります。なお、包

材メーカーがプラスチックフィルムをカットや印刷

した場合は、それが容器として使用されることを承

知して販売したことになるので、この場合は包材メ

ーカーが特定容器製造等事業者になります。

食品メーカーがフィルムの原反を購入、自社で袋にして中身を充填、その商品を販売（インプラントの場合）

包材メーカー 食品メーカー 小売業者

プラスチック
フィルムの
原反を購入

商品を販売

特定容器利用事業者

特定容器製造等事業者

製造受託メーカーは、充填することだけを受託して

いることになります。実質的に容器を決め、それを用

いたのは食品メーカーとなるので、食品メーカーが

特定容器利用事業者となります。

食品メーカーが容器を購入、中身の充填を委託して、その商品を販売（委託関係のある場合）

包材メーカー 食品メーカー

製造受託メーカー

小売業者

容器を購入 商品を販売

特定容器製造等事業者 特定容器利用事業者

容器について小売業者から素材や構造、自己の商標

を使用するなどPB製品の製造の指示があった場合は、

小売業者が特定容器利用事業者、包材メーカーが特

定容器製造等事業者として再商品化の義務を負います。

食品メーカーが容器を購入、中身を充填して、その商品を販売（容器に小売業の指示がある場合）

包材メーカー 食品メーカー 小売業者

容器を購入

商品を販売

PB製品の
製造を委託

特定容器利用事業者特定容器製造等事業者

中身を充填容器包装をした事業者が容器包装についての再商品

化義務を負います。食品メーカーが特定容器利用事

業者、包材メーカーが特定容器製造等事業者になり

ます。容器包装された商品を仕入れ、そのまま販売す

る小売業者は特定事業者にはなりません。なお、販売

時にレジ袋や包装紙を使用した場合は、それらの容

器包装に再商品化義務が発生します。

食品メーカーが容器を購入、中身を充填して、その商品を販売

包材メーカー 食品メーカー 小売業者

容器を購入 商品を販売

特定容器製造等事業者 特定容器利用事業者

成果物の引渡容器供給・充填指示

ホームページアドレス　http://www.shokusan.or.jp/kankyo/

Q1.

Q2.

Q3. Q3.

次のいずれかの事業に携わっていますか？

従業員数21人以上 または
年間総売上が2億4,000万円を
超えていますか？

従業員数6人以上 または
年間総売上が7,000万円を
超えていますか？

●農林漁業　●製造業　●卸売業　●小売業　●輸入業　●飲食店　●サービス業　

●民法34条に規定する法人

Q4. 次のいずれかの行為を行っているか、あるいは他者に委託していますか？

Q5. 最終的に家庭からゴミとして排出されるものがありますか？

Q8. 関係する容器・包装は、中身商品と分離したときに不要となり、捨てられるものですか？

Yes

NoQ7. 関係する容器・包装は、商品や商品の付属品を入れたりつつんだりするものですか？

●商品の製造段階で容器や包装を使っている ●商品の販売段階で新たに容器や包装で包んでいる

●容器・包装に入った商品を輸入している ●容器を製造または輸入している

売上高が最も大きな事業は、A・Bのうち、どちらに含まれますか？

製造業等
（農林漁業、製造業、民法34条に規定する法人）

特
定
事
業
者
に
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

No

卸売り・小売り・サービス業
（卸売業、小売業、輸入業、飲食店、サービス業）

他者に委託している

特定事業者に該当し、再商品化義務が生じます

Q6. 関係する容器・包装は、次の素材からできていますか？
●ガラス製　●PET製　●プラスチック製　●紙製　●これらの複合素材

Q9. 以上の行為について、次のいずれに該当しますか？
自ら行っている 他者から委託されて行っている

右ページを参考にしてください

特定事業者判定チェック
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容器包装リサイクル法では、「事業者自身が利用した容器
包装の量、製造した容器包装の量に応じて再商品化する
こと」となっています。　　　　　　　　　　　　　　

特定事業者が再商品化義務を果たす方法には3とおりの
方法があります。

容器包装の再商品化には3つのルートがあります。

特定事業者

行為の流れ 物の流れ

再商品化は委託することでも義務が果たせます。

義務履行委託

指定法人

再商品化委託

再商品化事業者

指定法人ルート 独自ルート 自主回収ルート

特定事業者

再商品化委託

再商品化事業者

特定事業者

回　収

販売店

主務大臣が指定した指定法人に再商品化を

委託する方法です。委託料金を支払い、再商

品化を代行してもらいます。

事業者自らまたは再商品化事業者に委託し

て再商品化を行う方法です。主務大臣の認

定が必要です。

リターナブルびんなど、自らまたは委託し

て回収する方法です。主務大臣の認定が必

要です。

市町村（分別収集保管）

消費者（分別排出）

再商品化義務と委託料金 再商品化義務と委託料金

特定事業者の業種や利用する容器包装の種類等によって
算定係数は異なります。そのため、特定事業者は容器包

装の利用（製造）量に応じた再商品化義務量を算出するこ
ととなります。

再商品化義務量の考え方は次のとおりです。

再商品化義務量の
算出モデル

 A社
（特定容器利用事業者）

の場合

※算定係数は計算を簡単にするために各種係数を予めかけ合わせたもので、個々の事業者が再商品化義務量を算出すると
きに用います。なお、算出式に用いる各種係数は、国が毎年実施する実態調査に基づいて決定します。このため算定係
数は年度ごとに変わります。

全国の分別収集見込量（今年度）

特定事業者がリサイクル（再商品化）すべき量適用除外分 前年度繰越分

再商品化計画と比較（どちらか少ない方）

④ 業種別特定容器利用事業者比率＝
　 特定容器利用事業者と特定容器製造等事業者の按分

① 再商品化義務総量

② 

特
定
容
器
比
率
＝
特
定
容
器
分
と
特
定
包
装
分
の
按
分

③ 

業
種
別
比
率
＝
業
種
ご
と
の
按
分

特定包装利用事業者

特
定
容
器
分

特
定
包
装
分

容器利用事業者 容器製造メーカー

A社の負担分
（例）

＝○○業

＝△△業

＝□□業

再商品化義務量

再商品化義務量 算定係数
個別容器利用事業者

排出見込量

①×②×③×④×

個別容器利用事業者排出見込量

業種別容器利用事業者総排出見込量



11 12

再商品化委託申込み方法

再商品化合理化拠出金制度が始まりました。

金額により分割払いが出来ます。

お問い合せは？

再商品化の実施委託料金は、特定事業者が再商品化しなけ
ればならない「再商品化義務量」に実施委託単価をかけて
算出します。再商品化義務量は個々の事業者の「排出見込
量」に算定係数をかけた数値です。「排出見込量」は年間
に使用した容器包装のうち、最終的に家庭から廃棄物とな

って排出される量のことです。この排出見込量が算出でき
る場合は自主算定方式で実施委託料金を計算します。算出
が困難な場合は簡易算定方式で計算します。なお、実施委
託料金は「ガラス製容器」「ペットボトル」「紙製容器包装」
「プラスチック製容器包装」の種類ごとに計算します。

あなたの会社の再商品化実施委託料金を計算してみましょう。 委託契約と委託料金の支払いはこちらです。

■排出見込量が算出できる場合
■委託料金の支払い方法（金額により分割払いができます）

■排出見込量が算出できない場合（年間に使用したうち、事業所向けに販売した量が把握できない場合）

排出見込量
（ｋｇ）

排出見込量
（ｋｇ）

算定係数 実施委託
単価

実施委託
料金
（円）

拠出委託料 再商品化委託申込量拠出委託単価

自主算定
係数

実施委託
単価

実施委託
料金
（円）

× × =

簡易算定
係数

実施委託
単価

実施委託
料金
（円）

× × =

自主算定方式

簡易算定方式

年間に使用し
たうち、自ら
または委託し
て回収した量
（kg）

－
年間に使用し
た特定容器・
包装の量
（kg）

× × =

排出見込量
（ｋｇ）

年間に使用した特
定容器・包装の量

（kg）

年間に使用したう
ち、自らまたは委
託して回収した量

（kg）

年間に使用したう
ち、事業所向けに
販売した量

（kg）

= － －

再商品化義務量

「実施委託単価」はその再商品化コストから算出され、毎年度、指定法人から示されます。

 年間実施委託料金 支払回数 4月 7月 10月 翌1月

 10万円以下 一括払い ─ 全額 ─ ─

 10～3,000 一括払い ─ 全額 ─ ─

 万円未満 3分割 ─ 50% 25% 25%

 3,000万円 2分割 50% 50% ─ ─

 以上 4分割 40% 30% 15% 15%

※自主算定係数は「（再商品化義務総量）×（特定容器比率）×（業種別比率）×（業種別特定容器利用事業者比率）÷（業種別特定容器利用〔製造等〕
事業者総排出見込量）」の計算式で求めています。包装の算定係数は「（再商品化義務総量）×（特定包装比率）÷（特定包装利用事業者総排出見込量）」
の計算で求めています。
※簡易算定係数は「（再商品化義務総量）×（特定容器比率）×（業種別比率）×（業種別特定容器利用事業者比率）×（100 －事業系比率）÷（業種別
特定容器利用〔製造等〕事業者総排出見込量）」の計算式で求めています。簡易算定方式に用いる算定係数は、自主算定方式に用いる算定係数に（100 －
事業系比率）を乗じて算出されたものです。

「算定係数」はホームページでご覧いただけます。

ホームページアドレス　http://www.shokusan.or.jp/kankyo/

※

※自ら又は他者への委託により回収した特定容器や包装であっても、その後、市町村により分別収集され分別基準適合物となるものや、市町村によ
り分別等を行い売却、再商品化又は埋立等により最終処分をされたもの等は、「年間に使用したうち、自ら又は委託して回収した量」に含まれません。

■財団法人 日本容器包装リサイクル協会オンラインによる申込

財団法人 日本容器包装リサイクル協会　コールセンター

TEL.03-5251-4870（受付時間：平日 9：30～17：30　土・日・祝祭日を除く）

ホームページ URL：http://www.jcpra.or.jp

申込書類請求、書類記入や
オンライン手続きに関する

お問い合せ先

郵便による申込 申込用紙の郵送による申込の場合は、お近くの所属商工会議所・商工会へ。

オンライン手続き https://reinscp.jcpra.or.jp/

※義務を履行すべき当該年度が終了しても、その義務が消滅することはないため、過年度分の申込みは随時行ってください。

再商品化義務と委託料金 再商品化義務と委託料金

容器包装リサイクル法の改正により平成20年度からは、「事業者から市町村への再商品化合理化拠出金制度」が新設され
ました。この拠出委託料は、20年度の再商品化委託申込量に、新たに設定した「拠出委託単価」を乗じた金額です。
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あなたの会社が特定事業者であれば、法律によって容器
包装の帳簿を作成し、5年間保存することが義務づけられて
います。帳簿は再商品化義務量を計算するもととなると

同時に、義務履行の証明になるものです。帳簿の様式は
特に定められていませんが、以下に、特定容器利用事業
者の帳簿の記載例を示します。

容器包装帳簿を作成しましょう。

記載の手引き

帳簿の記載例は次のとおりです。

あなたの会社がペットボトルに詰めたAミネラルウォーター、B炭酸ソーダの2商品を製造している場合には、「容器包装
帳簿」のうちペットボトルは下記のようになります。なお、ペットボトルのキャップなどはプラスチック製容器として別
途作成します。番号ごとの内容説明が右ページにありますので、参考にしながら自社の帳簿を作成してください。

  特定事業者の行為 罰　則

 再商品化義務を履行しなかった場合（指導・助言→勧告→公表→命令を経て罰金が科せられます） 100万円以下の罰金

 帳簿の記載をしない、虚偽の記載をする、帳簿を保存しない場合 20万円以下の罰金

 報告を求められた時、報告しなかったり、虚偽の報告をした場合 20万円以下の罰金

 立入検査を求められた時、拒んだり、妨げたり、又は忌避した場合 20万円以下の罰金

① 商品名

② 業種区分

③ 容器包装区分

④ 容器1個当たりの重量

⑤ 直近年度の販売個数

⑥ 直近年度の容器利用量 ④×⑤

⑦ 輸出量／輸出先

⑧ 国内向けの容器利用量 ⑥－⑦

⑨ 自らまたは、他者への委託により回収する量

⑩ 事業所向けの販売量

⑪ 容器包装排出見込量 ⑧－⑨－⑩

⑫ 算定のための係数

⑬ 再商品化義務量 ⑪×⑫

はじめに、あなたの会社の業種区分と係わる容器包装の種類を確認します

a.食料品製造業　b.清涼飲料及び茶・コーヒー製造業　c.酒類製造業　d.小売業　e.その他業 種 区 分

ガラスびん（無色・茶色・その他の色）、ペットボトル（飲料または特定調味料）、その他紙製容器、その他プラスチック製容器容器包装区分

商品名
この欄には容器包装を利用した商品の名称を記入します。なお、ほぼ同じ形状・色・重量の容器包装
を用いるケースでは、ひとつの欄にまとめて記入することもできます。
例：2種類の商品（Aミネラルウォーター　B炭酸ソーダ）に、ほぼ同じ形、重量のペットボトルを利用している場合などです。

業種区分
 a.食料品製造業 畜産食料品、調味料、製粉、砂糖、パン、菓子、冷凍調理食品、めん類、とうふ、あん類、惣菜などの製造業

 b.清涼飲料及び茶・コーヒー製造業 清涼飲料、製茶、コーヒーなどの製造業

 c.酒類製造業 果実酒、ビール、清酒、蒸留酒、混成酒などの製造業

 d.小売業 各種食品小売業、製造小売業、スーパー

 e.その他 農林水産業、卸売業

注：畜産関係事業のうち、ハムやベーコンなどの加工食品の製造は食料品製造業に入りますが、精肉販売は小売業やその他の
卸売業に分類されます。

注：チーズやバターの製造と同時に清涼飲料を製造している場合は、食料品製造業と清涼飲料製造業の2業種に分けて記入し
ます。

再商品化義務量
⑪容器包装排出見込量×自主算定係数の式で求めます。

注：⑩が不明な場合の再商品化義務量は、（⑧－⑨）に簡易算定係数をかけて求めることができます。

容器包装排出見込量
⑧－⑨－⑩の式で、求めます。kg単位で記入します。

注：⑩が把握できない場合の容器包装排出見込量は、（⑧－⑨）に（100－事業系比率）をかけて求めます。（簡易算定方式）

事業所向けの販売量 ⑧－⑨のうち、事業所向けに販売された量をkg単位で記入します。

自らまたは、他者への
委託により回収する量

⑧のうち、自らまたは、他者への委託により回収する量をkg単位で記入します。

国内向けの容器利用量

直近年度の販売個数

⑥－⑦で、求めます。

直近年度において特定容器包装を用いた商品の販売個数の数値を記入します。

輸出量/輸出先

算定のための係数

特定容器包装を用いた商品を輸出した場合、その容器の量（kg単位）と輸出先を国名及び企業名を

記入します。

直近年度の容器利用量
（kg単位）

④×⑤で、販売した商品の特定容器包装の量をkg単位で記入します。

例えば、62gの容器を1,000万個販売した場合は、62g×1,000万個＝620,000kgです。

容器１個または
１枚当たりの重量
（g単位）

製造するまたは、利用する特定容器包装の重量をg単位で記入します。重量が分らない場合は、ほ
ぼ同種の容器を10個以上まとめて実測し、平均値をg単位で記入します。
例えば、61.9gなら、62gとなります。ただし、整数1桁以下の場合は、3桁めを四捨五入して
有効数字2桁を記入します。0.123gなら、記入は0.12gとなります。

この算定係数は、自主算定する場合は自主算定係数を、簡易算定する場合は簡易算定係数を業種別、
容器包装の種類別に用います。
注：業種区分及び容器包装区分が同じものは、同一の算定方式になります。2種類の算定方式を併用することはできません。
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3 容器包装区分

業　種 分類内容

利用する容器包装の区分を記入しま
す（4ページ「再商品化義務のある
容器包装」参照）。分類のポイントは
右記のとおりです。

業種区分を、右記の表の分類に従っ
て記入します。

■事業者の業種区分

 ガラスびん 少しでも色のついたガラスびんは「無色」ではありません。

 ペットボトル 飲料、特定調味料※以外の調味料や植物油のペットボトルは「プラスチック製容器」になります。

 紙製容器包装 本法での「紙」とは植物繊維を絡み合わせ膠着させて製造したものをいいます。

 プラスチック製容器包装 発泡スチロールのトレイ・カップ、レジ袋、スナック菓子の袋などが含まれます。

容器包装区分 分類のポイント

■容器包装区分の分類のポイント

※平成21年度

ホームページアドレス　http://www.shokusan.or.jp/kankyo/

法律で定められた義務を履行しましょう。怠ると罰金が科せられます。罰則

注）利用した容器又は包装と同一の業種区分及び同一の容器包装区分のものであれば、自ら利用したものでなくても良いことから、必ずしも商品ごとに整理する必要はなく、同一の業種
区分及び同一の容器包装区分の総量で整理しても構いません。　

容器包装帳簿の作成

※特定調味料は、しょうゆ、しょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢、調味酢、ドレッシングタイプ調味料のことをいいます。



15 16

小売業者には排出抑制に向けた取組の促進が義務づけ られました。

指定容器包装利用事業者には次のような取組が求められます。

ホームページアドレス　http://www.shokusan.or.jp/kankyo/

容器包装の使用の合理化の例

マイバッグ等の利用促進

マイバッグ等の持参を促進するため、

マイバッグ等の販売やレンタル等を

行う。

適切なサイズの容器包装の使用

大きめサイズの容器包装の

使用を控えて、商品の大き

さや数量に見合うサイズの

容器包装を使用する等。

声かけ

販売員から消費者に対して、

容器包装を使用するかどう

か、声かけ等を行う。

ポイント制等の実施

マイバッグを持参する消費者や、

容器包装の使用を辞退する消費

者に、買い物券や景品等の特典を

提供、またはポイント制等を行う。

商品の量り売り

生鮮食料品等の販売で、量り売り

を行い、あらかじめ袋詰めするこ

とを控える等。

薄肉化・軽量化された容器包装の使用

販売時に付す容器包装について、

従来より薄くて軽いものを採用・

調達する等。

簡易包装化の推進

二重包装を控える、商品を部分的

に包装する等。

容器包装の有料化

レジ袋を始めとして、消費者に

提供される容器包装の有料化等

を行う。

●容器包装廃棄物の排出の抑制を相当程度促進する。

●責任者の設置等を行うとともに、従業員に対し研修を行うこと等。

●容器包装の安全性および機能性等に配慮すること。

●容器包装を用いた量ならびに実施した取組およびその効果を適切に把握すること。

●容器包装の使用量が50トン以上の事業者には定期報告義務があります。

●容器包装の使用原単位の低減に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的
　に行う。

目標設定

容器包装の使用の合理化

情報の提供

体制の整備等

安全性等の配慮

容器包装の使用の合理化の
実施状況等の把握

関係者との連携

定期報告の義務

小売業者の義務

指定される小売業の事業を行う者（指定容器包装利用事
業者といいます）は、容器包装の使用の合理化により、

容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために以下のよ
うな取組が求められます。

指定容器包装利用事業者とは？

●取組を効果的に行うために、国、関係地方公共団体、消費者、関係団体および関係事業者
との連携を図るよう配慮すること。

●店頭において、容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に資する事項の掲示、事業者自らの取組内容
を記載した冊子等の配布、容器包装に容器包装廃棄物の排出の抑制の重要性についての表示等。

注）指定容器包装利用事業者とは、以上の小売業を営む事業者です。主たる事業でなくても、これらの小売業に属する事
業を行っている場合には、その事業について容器包装の使用の合理化の義務対象者となります。

指定容器包装利用事業者には、容器包装の使用の合理化により、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために、以下の
ような取組が求められます。

書籍・文房具小売業

医薬品・化粧品小売業
自動車部分品・
附属品小売業

各種商品小売業

家具・じゅう器・
機械器具小売業

織物・衣服・
身の回り品小売業

たばこ・喫煙具専門小売業
スポーツ用品・がん具・
娯楽用品・楽器小売業

飲食料品小売業
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容器包装の使用量が年間50トン以上の小売業者には 定期報告義務があります。

ホームページアドレス　http://www.shokusan.or.jp/kankyo/

容器包装多量利用事業者は以下の情報を平成20年度以降、毎年度6月末日までに報告することが義務となりました。

1 事業者概要

●事業者名、代表者名、所在地、業種、報告
書作成責任者名

6 過去5年度間の容器包装の

使用原単位の変化状況

2 容器包装を用いた量　

●プラスチック製容器包装　　　　                    
●紙製容器包装（段ボール製容器包装を除く）
●段ボール製容器包装                            
●その他の容器包装　　

7

3 容器包装を用いた量と

密接な関係をもつ値　

●売上高、店舗面積等　　

8 判断の基準となるべき事項に

基づき実施した取組

●前年度に実施した具体的取組およびその効
果を報告

4 容器包装の使用原単位（前年度分）

およびその前年度比

●○○kg／円（売上高）、○○kg／m2（店舗面積）
等

9 その他の容器包装の使用の

合理化のために実施した取組

容器包装の使用原単位を

改善できなかった場合の理由

5 容器包装の使用原単位の

算出方法の設定に係る説明　

●変更する場合はその理由と変更後の算出方
法の説明

●容器包装多量利用事業者が、以下のいずれかに該当する場合、20万円以下の罰金が科せられます。

定期報告書を提出しなかったり、虚偽の報告をした場合。

帳簿の記載をしなかったり、虚偽の記載をしたり、帳簿を保存しなかった場合。

主務大臣から業務の報告を求められたときに、報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合。

主務大臣から立入検査を求められたときに、これを拒んだり妨げたりした場合。

1

2

3

4

●容器包装多量利用事業者には省令で定められた事項について、帳簿に記載することが義務づけられています。

容器包装を用いた量

判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組、その他の容器包装の使用の合理化のために実施した取組およびその効果

売上高、店舗面積等の容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値

容器包装の使用原単位（　の量を　の値で割った値）

容器包装の排出の抑制や使用の合理化のために実施した取組の状況

1

2

3

1 34

5

定期報告の記入方法や様式のダウンロードはこのアドレスまで。

●容器包装多量利用事業者による容器包装廃棄物の排出抑制の促進の状況が、判断の基準となるべき事項に照らして著しく

不十分であると認められる場合、国による「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」（50万円以下の罰金）が科せられます。

勧 告 公 表 命 令 罰 則

小売業者の義務

指定容器包装利用事業者のうち前年度に容器包装を用い
た量が50トン以上の事業者（容器包装多量利用事業者と

いいます）は、事業所管省庁に、義務の実施状況を定期
的に報告する必要があります。

定期報告書の記入事項は？

容器包装多量利用事業者が義務を怠ると罰則が科せられます。

容器包装多量利用事業者には帳簿の記載が義務づけられています。

容器包装多量利用
事業者で、排出抑
制が著しく不十分
であるとき。

必要な措置をとる
よう勧告する。

勧告に従わなかっ
たときは、企業名
等を公表する。

なお、従わなかった
ときは、勧告通り
行うよう命令する。

この命令に違反し
た者には、50万円
以下の罰金が科せ
られる。

容器包装リサイクル関連
（農林水産省ホームページ） http://www.maff.go.jp/j/soushoku/recycle/youki/index.html
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（　　　　　　　　）

容器包装廃棄物を、消費者が適切に分別排出でき、市町
村の分別収集が促進するように、資源有効利用促進法では、

事業者に容器包装の識別表示を義務づけています。

適切な識別表示が容器包装のリサイクルを促進します。

これが識別表示の対象となる容器包装です。

識別マークの様式とデザインは次のとおりです。

紙製容器包装およびプラスチック製容器包装の識別表示チェックシート

平成20年4月より「ペットボトル」にみりん風調味料、食酢等食用油脂を含まず、かつ、簡単な洗浄により内容物及び臭いを
除去できるものが追加されました。

識別表示は、消費者にとって分かりやすいことが重要です。デザインは様式に反しない範囲であれば自由にできます。

同時廃棄の一体
容器包装にマーク
と役割名を表示
（直接表示省略可）

表示
義務
なし

表示
義務
なし

表示
義務
なし

表示
義務
なし

直接
表示

直接
表示

一体容器包装にマ
ークと役割名を表示
（直接表示省略可）
但し、同時廃棄部分
への表示優先

一体容器包装
にマークと
役割名を表示

該当容器包装に
直接表示

特定容器包装

国産品 輸入品

素材、構造、商標使用の
指示あり

素材、構造、商標使用の
指示なし

いわゆる包装紙
通常の容器包装

（いわゆる包装紙以外）

印刷または
刻印あり

1,300cm2

以下
1,300cm2

超
無地でなくかつ
表示可能

同時廃棄の
一体容器
包装あり

同時廃棄の
一体容器
包装なし

関連容器包装が
無地でなく
表示可能

関連容器包装が
全て無地または
表示不可能

無地または
表示不可能

関連容器包装
あり

関連容器包装
なし

印刷も刻印も
なし

容器包装に
印刷、ラベル、
刻印による
日本語表示あり

日本語表示が
一体容器包装
の上

日本語表示が
当該容器包装
の上

容器包装に
印刷、ラベル、
刻印による

日本語表示なし

資源有効利用促進法

識別表示は、容器包装リサイクル法の再商品化義務と異なり、小規模事業者にも義務づけられています。

■様式とデザイン

 H ：高さ

 L ：短外径　LはHの7／8

 W ：長外径　WはHの1.1倍

 a ：楕円の切れ目の幅  Hの7／100以内

 θ ：楕円の傾き　45°

●印刷、ラベルの場合 6mm以上

●刻印・エンボスの場合 8mm以上

 a ：一辺の長さ

 b ：正方形の切れ目の幅  aの2／5以内

 c ：正方形の切れ目の幅  aの1／14以内

●印刷、ラベルの場合 6mm以上

●刻印・エンボスの場合 8mm以上

紙製容器包装

段ボールと
飲料用紙パックでアルミが
使われてないものを除く （　　　　　　　　）飲料・酒類・特定調味料用

ペットボトルを除く

プラスチック製容器包装 飲料・酒類用
スチール缶

飲料・酒類用
アルミ缶

飲料・酒類・特定調味料用
ペットボトル

（　　　　　　　　）内容積が150ml未満
のものを除く

■識別表示義務の
　対象となる事業者

容器の製造事業者 容器包装の製造を
発注する事業者

輸入販売事業者

または

用語の解説

（1）無地の容器包装とは
容器包装の製造・利用および輸入販売段階で、印刷、刻印・エンボス、シール・ラベルが
施されていないもので、容器包装の製造段階で刻印・エンボスができる成形工程がない
容器包装をさします。

 注） 1.印刷のある容器包装は、改版などのときに表示できます。
  2.容器包装の製造段階に成形工程があれば、刻印・エンボスで表示できます。
  3.容器包装の利用段階でシール・ラベルがつけられるものは、シール・ラベルに表示できます。

（2）表示不可能な容器包装とは
識別表示を容器包装の表面に印刷、刻印・エンボス、シール・ラベルなどで表示するこ
とが、素材上、構造上、その他やむを得ない理由により不可能な容器包装のことです。

（3）関連容器包装とは
容器包装に入れられまたは包まれた商品を、入れまたは包む他の容器包装で、飲料・
酒類用スチール缶・アルミ缶、150ml以上の飲料・酒類・特定調味料用ペットボトル、
紙製容器包装、プラスチック製容器包装のことです。

（4）一体容器包装（多重容器包装）とは
容器包装に入れられまたは包まれた商品を、入れまたは包む他の容器包装のことです。
具体的には容器包装（外装フィルム、外箱、個包装など）が二重以上に重なっている
ものや、複数のパーツ（容器本体、キャップ、ノズルなど）からなる容器包装をさします。

正式名称：資源の有効な利用の促進に関する法律

 a ：一辺の長さ

 b ：一辺の切れ目の幅

 W ：線の幅

θ ：一つの角の大きさ60°

ホームページアドレス　http://www.shokusan.or.jp/kankyo/

文字の大きさ：「紙」「プラ」ともに JIS Z 8305に規定する6ポイント（印刷ラベルの場合）、8ポイント（刻印エンボスの場合）以上の大きさとする。
文字の大きさ：「1」「PET」ともに JIS Z 8305に規定するポイント（pt）の大きさとする。

※特定調味料には、しょうゆ、しょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢、調味酢、ドレッシングタイプ調味料が含まれます。

a  ：15mm以上
b  ：0.7～1.1mm｠
w ：1.4mm以上
1 ：13pt以上
PET：9pt以上

a  ：21mm以上
b  ：1.0～1.5mm｠
w ：2.1mm以上
1 ：20pt以上
PET：13pt以上

a  ：28mm以上
b  ：1.5～2.0mm｠
w ：2.8mm以上
1 ：26pt以上
PET：17pt以上

a ：8mm以上、b：0.3～0.8mm、w：0.7mm以上
1 ：7pt以上、PET：5pt以上

150P～1R未満 1R～4R未満 4R以上内容量

印刷

ラベル

刻印

※pt(ポイント)

ペットボトルの場合は印刷ラベルによる表示と容器への刻印が必要です。
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これらの場合は識別表示を省略できます。

輸入品にも表示義務があります。

輸入品を販売する場合でも、以下の要件を満たすときは識別表示が必要です。

プラスチック製容器包装には「材質表示」が望まれます。

プラスチック製容器包装の材質表示は義務づけられていませんが、識別マークの近くに材質表示を行うことが望まれます。

表示義務を怠ると罰則が科せられます。

表示義務のある事業者（指定表示事業者）が資源有効利用促進法に定める義務に違反した場合は、以下のような罰則が科
せられます。

※小規模事業者は罰則が科せられません。小規模事業者とは容器包装リサイクル法と同様に製造業では売上高2億4,000万円以下でかつ従業
員数20名以下、商業・サービス業では売上高7,000万円以下でかつ従業員数5名以下の事業者です。

複数の素材からなる分離不可能なもので、用いられている素材は「プラスチック」「紙」「金属」等の組み合わせで構成。重量構
成比の一番多いものを主たる素材とします。紙や金属は、プラスチック製容器包装の一部でない限り、表示は不要です。

複数の材質のプラスチックからなる分離不可能なもので、用いられている素材は全てプラスチックとなります。

識別表示が適用される要件

●外国で自ら容器包装を製造する場合

●外国へ製造を発注する場合

●容器包装の素材、構造、自己の商標等の使用などを
直接、または間接的に指示する場合

●印刷、シール・ラベルなどによる日本語表示がある
もの

識別表示の方法

●国産品と同じルールで識別表示をします

●日本語の表示部分に、構成されているすべての容器
包装について一括して識別表示をします

1 事業者が事業活動で使う商品を入れ、

または包むための容器包装

2 段ボール製の容器包装

3 紙製の容器包装で

飲料や酒類を充填するためのもの

※原材料としてアルミニウムが利用されているものは
　識別表示が必要です。

4 飲料、特定調味料、酒類を充填するための

150ml未満のペットボトル

5 無地または表示不可能な容器包装で、

紙製またはプラスチック製のもの

※この容器包装に関連容器包装がある場合は、
　その関連容器包装のすべてが無地または表示不可能な
　容器包装であることが条件になります。

6

7
日本語表示のない

紙製、プラスチック製容器包装に入れられ、

または包まれた輸入品を販売する場合

※ただし、下記の「輸入品にも表示義務があります」に
　該当する場合は識別表示が必要です。

小売業者が販売時に商品を包む紙製、

プラスチック製容器包装で

表面積が1,300cm2以下のもの

※特定の商品を包むために製造されるものは識別表示が必要です。

参考：A3判（本パンフレット見開きサイズ）で約1.250cm
2

●材質表示には材質の記号として、JIS K 6899-1 2000（ISO 1043-1 
1997）で定められた記号を用いてください。

●紙と金属についてもそれらがプラスチック製容器包装の一部を構成
している複合素材の場合、材質表示の記号により材質の表示を行い
ます。

●複合材質については、主要な構成材料を含めた2つ以上について表
記をし、最大重量の材料に下線を付します。

複合材質

複合素材

表示義務を履行しなかった場合
（勧告→公表→命令を経て罰金が科せられます）

業務状況の報告を求められ、報告しなかった場合

指定表示事業者の行為

50万円以下の罰金

罰　則

20万円以下の罰金

 材　質 記号 備　考

  ABS

 エチレンー酢酸ビニル樹脂 EVAC

 エチレンービニルアルコール樹脂 EVOH

 ポリアミド PA 通称：ナイロン

 ポリカーボネート PC

 ポリブチレンテレフタレート PBT

 ポリエチレン PE

 ポリエチレンテレフタレート PET 通称：PET・ペット

 ポリメチルペンテン PMP

 ポリプロピレン PP

 ポリスチレン PS

 ポリ塩化ビニル PVC 通称：塩ビ

 ポリ塩化ビニリデン PVDC

 スチレンーアクリロニトリル樹脂 SAN

 紙 P

 金属（スチール、アルミ等） M

識別マークに
付帯して表示

PE

識別マークと
離して表示

＞PE＜

識別マークに
付帯して表示

識別マークと
離して表示

PE, EVOH

＞PE, EVOH＜

■材質表示記号一覧（JIS K 6899-1）抜粋

アクリロニトリルー
ブタジエンースチレン樹脂

資源有効利用促進法
正式名称：資源の有効な利用の促進に関する法律

ホームページアドレス　http://www.shokusan.or.jp/kankyo/

■ポリエチレン単一の場合 ■主たる材質がポリエチレンで、
　エチレンービニルアルコール
　樹脂との複合材質の場合



農林水産省  総合食料局 食品産業企画課 食品環境対策室   容器包装リサイクル班 
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1　TEL.03-3502-8499　FAX.03-3508-2417
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/recycle/youki/index.html

北海道農政事務所農政推進課　〒060-0004 札幌市中央区北四条西17-19-6　 TEL.011-642-5410　FAX.011-642-5509

東北農政局 生産経営流通部食品課　〒980-0014 仙台市青葉区本町3-3-1（仙台合同庁舎）　 TEL.022-263-1111（内線）4443　FAX.022-217-4180

■お問い合わせ先

■表示等についてのお問い合わせ先

青森農政事務所農政推進課 〒030-0802 青森市本町2-10-4 TEL.017-775-2151

岩手農政事務所農政推進課 〒020-0013 盛岡市愛宕町13-33 TEL.019-624-1125 

秋田農政事務所農政推進課 〒010-0951 秋田市山王7-1-5 TEL.018-862-5611 

山形農政事務所農政推進課 〒990-0023 山形市松波1-3-7 TEL.023-622-7231 

福島農政事務所農政推進課 〒960-8107 福島市浜田町1-9 TEL.024-534-4145

近畿農政局 生産経営流通部食品課　〒602-8054 京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町 TEL.075-451-9161（内線）2398　FAX.075-414-7345

滋賀農政事務所農政推進課 〒520-0806 大津市打出浜3-49 TEL.077-522-4261 

大阪農政事務所農政推進課 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-5-44 TEL.06-6943-9691
 （大阪合同庁舎1号館6階）

兵庫農政事務所農政推進課 〒650-0024 神戸市中央区海岸通29  TEL.078-331-9951
 （神戸地方合同庁舎4階）

奈良農政事務所農政推進課 〒630-8307 奈良市西紀寺町13 TEL.0742-23-1281 

和歌山農政事務所農政推進課 〒640-8143 和歌山市ニ番丁2 TEL.073-436-3831
 （和歌山地方合同庁舎5階）

北陸農政局 生産経営流通部食品課　〒920-8566 金沢市広坂2-2-60（金沢広坂合同庁舎） TEL.076-263-2161（内線）3397　FAX.076-232-5824

新潟農政事務所農政推進課 〒951-8035 新潟市中央区船場町2-3435-1 TEL.025-228-5211 

富山農政事務所農政推進課 〒930-0048 富山市白銀町8-9 TEL.076-421-6121

福井農政事務所農政推進課 〒918-8555 福井市つくも2-11-21 TEL.0776-36-1790

東海農政局 生産経営流通部食品課　〒460-8516 名古屋市中区三の丸1-2-2 TEL.052-201-7271（内線）2346　FAX.052-219-2670

岐阜農政事務所農政推進課 〒500-8288 岐阜市中鶉2-26 TEL.058-271-4044 三重農政事務所農政推進課 〒514-0006 津市広明町415-1 TEL.059-228-3151

関東農政局 生産経営流通部食品課　〒330-9722 さいたま市中央区新都心2-1（さいたま新都心合同庁舎2号館）　 TEL.048-600-0600（内線）3139　FAX.048-740-0081

茨城農政事務所農政推進課 〒310-0061 水戸市北見町1-9 TEL.029-221-2188 

栃木農政事務所農政推進課 〒320-0806 宇都宮市中央2-1-16 TEL.028-633-3315 

群馬農政事務所農政推進課 〒371-0025 前橋市紅雲町1-2-2 TEL.027-221-1181 

千葉農政事務所農政推進課 〒260-0014 千葉市中央区本千葉町10-18 TEL.043-224-5617 

東京農政事務所農政推進課 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-3-3 TEL.03-3214-7321
 （大手町合同庁舎3号館）

神奈川農政事務所農政推進課 〒231-0003 横浜市中区北仲通り5-57 TEL.045-211-7175
 （横浜第2合同庁舎） 

山梨農政事務所農政推進課 〒400-0031 甲府市丸の内3-5-9 TEL.055-226-6611 

長野農政事務所農政推進課 〒380-0846 長野市旭町1108 TEL.026-233-2500
 （長野第2合同庁舎）

静岡農政事務所農政推進課 〒420-8618 静岡市葵区東草深町7-18 TEL.054-246-6211 

中国四国農政局 生産経営流通部食品課　〒700-8532 岡山市下石井1-4-1（岡山第2合同庁舎）　 TEL.086-224-4511（内線）2161　FAX.086-232-7225

鳥取農政事務所農政推進課 〒680-0845 鳥取市富安2-89-4 TEL.0857-22-3131
 （鳥取第1地方合同庁舎） 

島根農政事務所農政推進課 〒690-0001 松江市東朝日町192 TEL.0852-24-7311 

広島農政事務所農政推進課 〒732-0803 広島市南区南蟹屋2-1-21 TEL.082-281-2111 

山口農政事務所農政推進課 〒753-0042 山口市惣太夫町3-8 TEL.083-922-5200 

徳島農政事務所農政推進課 〒770-0943 徳島市中昭和町2-32 TEL.088-622-6131

香川農政事務所農政推進課 〒760-0018 高松市天神前3-5 TEL.087-831-8151

愛媛農政事務所農政推進課 〒790-8519 松山市宮田町188 TEL.089-932-1177
 （松山地方合同庁舎） 

高知農政事務所農政推進課 〒780-0056 高知市北本町1-8-11 TEL.088-875-2151 

九州農政局 生産経営流通部食品課　〒860-8527 熊本市二の丸1-2（熊本合同庁舎）　TEL.096-353-3561（内線）4282　FAX.096-324-1439

内閣府  沖縄総合事務局 農林水産部食料流通課　〒900-0006 那覇市おもろまち2-1-1（那覇第2地方合同庁舎2号館）　TEL.098-866-1673　FAX.098-860-1179

福岡農政事務所農政推進課 〒812-0018 福岡市博多区住吉3-17-21 TEL.092-281-8261 

佐賀農政事務所農政推進課 〒840-0803 佐賀市栄町3-51 TEL.0952-23-3131 

長崎農政事務所農政推進課 〒852-8106 長崎市岩川町16-16 TEL.095-845-7121
 （長崎地方合同庁舎） 

大分農政事務所農政推進課 〒870-0047 大分市中島西1-2-28 TEL.097-532-6134

宮崎農政事務所農政推進課 〒880-0801 宮崎市老松2-3-17 TEL.0985-22-3181 

鹿児島農政事務所農政推進課 〒892-0817 鹿児島市小川町3-64 TEL.099-222-0121 

（財）日本容器包装リサイクル協会／ 〒105-0001　東京都港区虎ノ門1-14-1　郵政福祉琴平ビル　TEL.03-5251-4870（コールセンター）
  ホームページ　 http://www.jcpra.or.jp/

企画制作／平成21年3月 財団法人  食品産業センター　
 〒107-0052  東京都港区赤坂1-9-13　三会堂ビル　TEL.03-3224-2384      FAX.03-3224-2398
 ホームページ　http://www.shokusan.or.jp/kankyo/　※ホームページから、このパンフレットがダウンロードできます。

法定「識別マーク」
（容器包装）

スチール缶リサイクル協会
tel.03-5550-9431  fax.03-5550-9435
ホームページ  http://www.steelcan.jp/

アルミ缶リサイクル協会
tel.03-3582-9755  fax.03-3505-1750
ホームページ  http://www.alumi-can.or.jp/

自主的表示

飲料用紙容器リサイクル協議会
tel.03-3264-3903  fax.03-3261-9176

段ボールリサイクル協議会
tel.03-3248-4853  fax.03-5550-2101

紙製容器包装リサイクル推進協議会
tel.03-3501-6191  fax.03-3501-0203
ホームページ  http://www.kami-suisinkyo.org/

プラスチック容器包装リサイクル推進協議会
tel.03-3501-5893  fax.03-5521-9018
ホームページ  http://www.pprc.gr.jp/

PETボトルリサイクル推進協議会
tel.03-3662-7591  fax.03-5623-2885
ホームページ  http://www.petbottle-rec.gr.jp/

古紙配合率100%再生紙を利用

ダンボール
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