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成立：令和３年６月４日
公布：令和３年６月11日
法律番号：令和３年法律第60号
施行期日：令和４年（2022年）４月１日

（法律）
• プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

（政令）
• プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令
• プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令

（省令）
• プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則
• プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定及び指定調査機関に関する命令
• 特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の

排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令
• 排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事

項等を定める命令
• 分別収集物の基準並びに分別収集物の再商品化並びに使用済プラスチック使用製品及びプラスチック使用製品産業廃棄

物等の再資源化に必要な行為の委託の基準に関する省令

（告示）
• プラスチックに係る資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針
• プラスチック使用製品設計指針

（パブリックコメント回答）
• 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案」等に対する意見募集の結果について

https://plastic-circulation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/houritsujoubun_001.pdf
https://plastic-circulation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/seirei_001.pdf
https://plastic-circulation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/seirei_002.pdf
https://plastic-circulation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/shourei_001.pdf
https://plastic-circulation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/shourei_002.pdf
https://plastic-circulation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/shourei_003.pdf
https://plastic-circulation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/shourei_004.pdf
https://plastic-circulation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/shourei_005.pdf
https://plastic-circulation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/kokuji_001.pdf
https://plastic-circulation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/kokuji_002.pdf
https://www.env.go.jp/press/files/jp/117330.pdf


基本方針
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基本方針の策定①

出所：経済産業省『「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について』
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基本方針の策定②

出所：経済産業省『「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について』
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基本方針の策定③

出所：経済産業省『「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について』
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基本方針の策定④

出所：経済産業省『「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について』
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基本方針の策定⑤

出所：経済産業省『「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について』
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基本方針の策定⑥

出所：経済産業省『「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について』
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基本方針の策定⑦

出所：経済産業省『「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について』



11

基本方針の策定⑧

出所：経済産業省『「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について』



特定プラスチック使用製品設計指針

設計認定制度
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特定プラスチック使用製品設計指針

出所：経済産業省『「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について』
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プラスチック使用製品設計指針：設計にあたっての基本的な考え方

• プラスチックは、その有用性から、幅広い製品や容器包装にあまねく利用されており、現代社会に不可欠な
素材である一方、海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応
を契機として、国内におけるプラスチックに係る資源循環の促進等の重要性が高まっている。

• 我が国では、３R＋Renewableを基本原則とし、「循環型社会形成推進基本法（平成12年法律第110号）」、
「循環型社会形成推進基本計画（平成30年６月19日閣議決定）」、「プラスチック資源循環戦略（令和元年５
月31日策定）」、「バイオプラスチック導入ロードマップ（令和３年１月策定）」、「今後のプラスチック資源循環
施策のあり方について（令和３年１月28日策定）」等において、プラスチックに係る資源循環の促進等に関
する基本的な考え方や方針等を示してきており、事業者、地方公共団体、NGO及び消費者等の幅広い主
体において、創意工夫に基づくプラスチックに係る資源循環の促進等に関する取組が進められてきた。

• このため、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和３年法律第60号。以下「プラスチック
資源循環促進法」という。）に基づくプラスチック使用製品設計指針（以下「本指針」という。）は、これまで環
境配慮の設計に率先的に取り組んできたプラスチック使用製品製造事業者等の取組を適切に反映したも
のとし、本指針により、プラスチック使用製品製造事業者等によるプラスチックに係る資源循環の促進等の
円滑な実施を図るためのプラスチック使用製品の設計に係る取組を更に加速させ、種々の環境問題の同
時解決を図っていくことを期待する。

• また、プラスチックを使用している製品は多種多様であり、安全性（食品衛生法（昭和22年法律第233号）や
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和48年法律第117号）等の関連法令を遵守すること
はもとより、安全性の確保された材料を使用すること等、製品に求められる安全性を担保すること。）や機
能性等その他の用途に応じて求められる性能が異なることに留意することが必要であり、これらと両立しつ
つ、プラスチックに係る資源循環の促進等の円滑な実施を図るため、プラスチック使用製品製造事業者等
が自ら合理的にプラスチックに係る資源循環の促進等の円滑な実施を図るためのプラスチック使用製品の
設計に係る取組についての優先順位等の決定を行うことを基本とする。

• 加えて、これまで業界団体等における自主的な製品分野ごとの設計の標準化や設計のガイドライン等の策
定を通じて、プラスチックに係る資源循環の促進等が進んできたことを踏まえ、一層のプラスチックに係る
資源循環の促進等の円滑な実施を図るため、業界団体等における製品分野ごとの設計の標準化や設計
のガイドライン等の策定を促していくこととする。

• なお、本指針は、こうした事業者による取組に加えて、国内外における技術革新や社会状況の変化等を踏
まえ、必要に応じて、見直しを行うこととする。
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プラスチック使用製品設計指針：取り組むべき事項・配慮すべき事項①

• プラスチックに係る資源循環の促進等の円滑な実施を図るためには、プラスチック使用製品
製造事業者等が行うプラスチック使用製品の設計の段階（試作・製造の前段階を含む。）にお
いて、３R＋Renewableの取組が不可欠である。具体的には、プラスチックの使用量の削減、

部品の再使用、再生利用を容易にするためのプラスチック使用製品の設計又はその部品若
しくは原材料の種類の工夫、プラスチック以外の素材への代替、再生プラスチックやバイオプ
ラスチックの利用等の取組を促進することが重要である。

• また、プラスチックに係る資源循環の促進等の円滑な実施のため、プラスチック使用製品製
造事業者等は、材料・部品等の供給者及び再商品化事業者、再資源化事業者、プラスチック
使用製品を使用及び排出する事業者、消費者、国、地方公共団体等に対して、プラスチック
使用製品の構造・部品の取り外し方法、プラスチックの種類その他の情報を提供することや
それぞれの立場で相互に連携協力を図ることも重要である。

• そこで、プラスチック使用製品の設計に当たっては、関係主体と密に連携をとりながら、プラス
チック使用製品に求められる安全性や機能性等その他の用途に応じて求められる性能並び
に（１）及び（２）に掲げる事項について、それぞれがトレードオフの関係となる場合があること
にも留意しながら、製品のライフサイクル全体を通じた環境負荷等の影響を総合的に評価し、
事業者自らが合理的にプラスチックに係る資源循環の促進等の円滑な実施を図るためのプ
ラスチック使用製品の設計に係る取組についての優先順位等の決定をした上で取組を実施
することとする。その際、（３）から（６）までについて留意することとする。

• また、プラスチック使用製品製造事業者等は、自ら決定したプラスチックに係る資源循環の促
進等の円滑な実施を図るためのプラスチック使用製品の設計に係る取組について、技術の
進展等を踏まえ、見直しを行うことが重要である。

• なお、本指針における対象は、プラスチックを使用している製品全般であり、本指針における
用語はプラスチック資源循環促進法に準ずるものとする。
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プラスチック使用製品設計指針：取り組むべき事項・配慮すべき事項②

（１）構造
➢ 減量化

材料・部品、さらには製品全体として、できるだけ使用する材料を少なくすること等を検討すること。
➢ 包装の簡素化

製品自体の保護や運搬・輸送時における効率化等を目的とすることが多い包装に関して、その目的の達成を維持
しながら、過剰な包装を抑制することを検討すること。

➢ 長期使用化・長寿命化
耐久性の高い部品の使用等により製品全体の耐久性を高めること、製品を繰り返し使用に耐えるものとすること、
寿命の短い部品や消耗部品を使用する場合には、その部品を容易に交換できる構造とすることなどを検討すること。
製品が壊れた場合、容易に修理することができるような設計を検討すること。

➢ 再使用が容易な部品の使用又は部品の再使用
使用された後に再使用が 容易な部品を使用することを検討すること 。
部品の再使用について検討すること。

➢ 単一素材化等
製品全体又は部品ごとに 単一素材化又は使用する素材の種類等が少なくするよう検討すること 。

➢ 分解 ・ 分別の容易化
部品ごとに容易に分解 ・ 分別できるような設計を検討すること 。 特に 、 収集 ・ 運搬や処理の段階で火災が発生
するおそれがあることから 、 リチウムイオン蓄電池とその他の部品等とを容易に分解 ・ 分別できることが望ましい 。
その際、 当該部品等を取り外すまでに必要な工程数ができるだけ少なくなるような設計を検討する こと 。
部品等について、 使用されている材料の種類の表示を行うことを検討する こと 。

➢ 収集 ・ 運搬の容易化
可能な限り収集・ 運搬を容易にするような重量 、 大きさ 、 形状 、 構造となるよう検討する こと 。

➢ 破砕 ・ 焼却の容易化
プラスチック使用製品が使用された後等には、 部品の再使用又は再生利用が可能な部品を 分離できない 部品や
再使用又は再生利用が難しい部品等については 、 プラスチック使用製品廃棄物の減量化及び無害化又はプラス
チック使用製品廃棄物からの熱回収等を目的として 、 破砕や焼却による処理が行われることを考慮し 、破砕や焼
却の容易化に配慮することを検討する こと 。
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プラスチック使用製品設計指針：取り組むべき事項・配慮すべき事項③

（２）材料
➢ プラスチック以外の素材への代替
プラスチック以外の素材への代替について検討すること。

➢ 再生利用の容易な原材料の使用
再生利用が容易な材料を使用し、かつ、材料の種類を減らすこと等を検討すること。
再生利用を阻害する添加剤等の使用を避けることについて検討すること。

➢ 再生プラスチックの利用
再生プラスチックの利用について検討すること。

※ケミカルリサイクル由来のプラスチックであっても再生プラスチックに該当（PC100）

➢ バイオプラスチックの利用
「バイオプラスチック導入ロードマップ」に示した考え方に基づき、
⚫ バイオマスプラスチックの利用について検討すること。

⚫ やむを得ず自然環境中に流出することの多い製品については、生分解の機能
が発揮される条件を考慮した上で、生分解性プラスチックを使用することについ
て検討すること。
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プラスチック使用製品設計指針：取り組むべき事項・配慮すべき事項④

（３） 製品のライフサイクル評価
• プラスチック使用製品に求められる安全性や機能性等その他の用途に応じて求められる性能並びに （１）

構造及び（２）材料に掲げる事項に関して、それぞれがトレードオフの関係となる場合があることにも留意し
ながら 、製品のライフサイクル全体を通じた環境負荷等の影響を総合的に評価することが望ましい 。

（４） 情報発信及び体制の整備
• 企業等のホームページ 、 製品本体 、取扱説明書等に 、必要とされる範囲で 、 ①製品の構造 、 ②部

品の取り外し方法 、③製品 ・ 部品の材質名 、④部品の交換方法 、 ⑤製品 ・ 部品の修理方法 、
⑥製品 ・ 部品の破砕 ・ 焼却方法 、 ⑦製品 ・ 部品の収集 ・ 運搬方法 、⑧処理時における安全性確
保及び環境負荷低減のための注意事項等の情報を記載することが望ましい 。

• こう した情報に関して 、 プラスチック使用製品を廃棄 、 修理 ・ 部品交換 、処理をしよう とする者等に対
し 、プラスチック使用製品の構造 ・ 部品の取り外し方法 、 プラスチックの種類その他の情報を提供するこ
とができるような体制整備を図ることや 、本指針に則した設計を実施するため 、必要な人員を確保するこ
と 、 プラスチックに係る資源循環の促進等の円滑な実施を図るためのプラスチック使用製品の設計に係
る取組の状況を把握し 、 その情報の開示を積極的に行うことが望ましい 。

（５）関係者との連携
• プラスチックに係る資源循環の促進等の円滑な実施を図るため 、プラスチック使用製品製造事業者等と材

料 ・ 部品等の供給者及び再商品化事業者 、 再資源化事業者 、プラスチック使用製品を使用及び排出す
る事業者 、 消費者 、国 、 地方公共団体等との間で相互に必要な協力を行うことが望ましい 。

（６）製品分野ごとの設計の標準化や設計のガイドライン等の策定及び遵守
• 業界団体等における自主的な製品分野ごとの設計の標準化や設計のガイドライン等の策定を通じて 、 プ

ラスチックに係る資源循環の促進等が円滑に実施されてきたことを踏まえ 、 一層のプラスチックに係る資
源循環の促進等を図るため 、業界団体等における製品分野ごとの設計の標準化や設計のガイドライン
等の策定を実施していることが望ましい 。

• また 、 プラスチック使用製品製造事業者等は 、 業界団体等における製品分野ごとの設計の標準化や設
計のガイドライン等の策定が実施されている場合は 、 当該ガイドライン等を遵守するよう努めること 。
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設計認定を受けるに当たって適合すべき事項

• プラスチック使用製品製造事業者等が本指針に則した設計を行うよう促すため、主
務大臣による設計認定の制度を創設し、国等による環境物品等の推進等に関する
法律（平成12年法律第100号）において、設計認定に係るプラスチック使用製品の
調達の推進が促進されるよう十分に配慮すること等としている。

• 本認定制度の趣旨等に鑑み、「２．プラスチック使用製品製造事業者等が取り組む
べき事項及び配慮すべき事項」に即した設計を行っていることを前提に、原則とし
て、製品全体に占めるプラスチックの割合が、重量比又は体積比で過半を占める
ものについて、次に掲げる基準を設け、特に優れた設計について主務大臣が認定
を行うこととする。

• なお、本指針並びに製品分野ごとに別途定める項目及び基準が改訂された場合
等においては、合理的な範囲内において、所要の経過措置を設けることとする。

（１）総合的な評価及び情報発信

➢ 製品分野ごとに別途定める項目について、製品のライフサイクルを通じた環境負荷
等の影響を総合的に評価しその評価結果を公表しているとともに、自ら決定したプ
ラスチックに係る資源循環の促進等の円滑な実施を図るためのプラスチック使用
製品の設計に係る取組について、その設計に係る取組の考え方等を公表している
こと

（２）製品分野ごとの基準

➢ 同種のプラスチック使用製品の設計と比較して特に優れた設計であるものとして、
製品分野ごとに別途定める基準に適合していること
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プラスチック使用製品設計指針と設計認定制度に関するQ&A

Ｑ．プラスチック使用製品設計指針に基づいて環境配慮設計に取り組むべき製品の対象範囲はどこまでですか。
Ａ．製品の一部にプラスチックを使用している場合は、プラスチック使用製品設計指針に基づいて、プラスチック使用製
品の設計に取り組んでいただくことになります。なお、主務大臣の設計認定を受けたいプラスチック使用製品製造事
業者等が任意に申請を行うことができる設計認定制度については、プラスチック使用製品の全体に占めるプラスチッ
クの割合が、原則として、重量比又は体積比で過半を占めるものとしております。

Ｑ．プラスチック使用製品設計指針に掲げられた項目を全て満たすことが難しい場合はどれを優先すべきですか。
Ａ．プラスチック使用製品に求められる安全性や機能性などの性能とプラスチック使用設計指針に掲げた各項目はそれ
ぞれがトレードオフの関係となる場合があることを考慮し、製品本来に求められる性能を維持しながら、環境配慮設
計に取り組んでいただくことになります。その際、製品のライフサイクル全体を通じた環境負荷等の影響を総合的に
評価し、事業者自らがプラスチック使用製品設計指針に掲げた項目の優先順位等を決めて取組を実施していただき
ます。（➡国が製品分野ごとに当該優先順位等を決定することは考えていない。）

Ｑ．実際に製造をしていない事業者などは対象となりますか。

Ａ．プラスチック使用製品設計指針に基づいて環境配慮設計に取り組んでいただく事業者は、そのプラスチック使用製
品の設計について決定権がある事業者になります。したがって、実際にプラスチック使用製品の製造を行っていない
事業者などの場合であっても、プラスチック使用製品の設計を行っている場合には対象となります。

Ｑ．設計認定を受ける必要はありますか。また、設計認定を受けるとどの様なメリットがありますか。

Ａ．設計認定制度は主務大臣の設計認定を受けたいプラスチック使用製品製造事業者等が任意に申請を行い、設計
認定を受けることができる制度です。また、認定プラスチック使用製品については、国がグリーン購入法上の配慮を
すること、認定プラスチック使用製品の情報を公表することで、認定プラスチック使用製品の需要の転換の促進を
図っていきます。また、認定プラスチック使用製品製造事業者等が行う認定プラスチック使用製品の製造（その全部
又は一部が産業廃棄物の処理に該当するものに限る。）の用に供する施設の整備等について、産業廃棄物処理事
業振興財団の優遇措置の対象となります。

Ｑ．設計認定を受けたいと思っていますが、具体的な設計認定の基準はありますか。
Ａ．設計認定を受けるための基準については、今後、順次、製品分野ごとに定める予定です。



特定プラスチック使用製品の使用の合理化
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特定プラスチック使用製品の使用の合理化

出所：経済産業省『「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について』
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事業者の判断の基準となるべき事項（法28条１項）

主務大臣（※１）は、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するため、主務省令で、
その事業において「特定プラスチック使用製品」を提供する事業者（フランチャイザー
（加盟者）を有するフランチャイジー（本部事業者）を含む（※２））（「特定プラスチック使
用製品提供事業者」）が特定プラスチック使用製品の使用の合理化によりプラスチック
使用製品廃棄物の排出を抑制するために取り組むべき措置に関し、当該特定プラス
チック使用製品提供事業者の判断の基準となるべき事項を定める。

（※１）本法における「主務大臣」は、「経済産業大臣」及び「環境大臣」。ただし、「特定
プラスチック使用製品の使用の合理化に関する事項」に関しては、「経済産業大臣」及
び「特定プラスチック使用製品提供事業者が行う事業を所管する大臣」。（法58条１項
本文・２号）

（※２）法律上、フランチャイザー（本部事業者）は「定型的な約款による契約に基づき、
当該業種に属する事業を行う者に特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品
の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を
行う事業を行う者」と定義されている。
「定型約款」は2020年４月１日に改正法が施行された民法に設けられている制度です

が、定型取引（ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、そ
の内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをい
う。）において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条
項の総体をいう（民法548条の２第１項）。

➡フランチャイズ契約が「定型的な約款による契約」に該当しない場合のフランチャイ
ザー（本部事業者）も含まれるのか。
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特定プラスチック使用製品（政令５条）

商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラス
チック使用製品のうち、提供量が多く使用の合理化の取組によってプラス
チック使用製品廃棄物の排出の抑制が見こまれる観点、過剰な使用の削減
を促すべき観点、代替素材への転換を促す観点等から、以下の製品が指定
されている。

※「主としてプラスチック製」とは、「政令で指定している１２製品」であって、複数の素材で構成さ
れているプラスチック使用製品について、その製品全体に占めるプラスチックの割合が、重量
比で一番大きい場合には、「主としてプラスチック製」の製品となり、特定プラスチック使用製品
に該当する。

主としてプラスチック製のフォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、
櫛、剃刀、シャワー用のキャップ、歯刷子、ハンガー、衣類用のカバー



25

特定プラスチック使用製品提供事業者の業種（政令６条）

特定プラスチック使用製品の提供量が多く、使用の合理化を行うことが特に必要な業
種として、以下を指定されています。（主たる事業が下記の業種に該当しなくても、事
業活動の一部で下記の業種に属する事業を行っている場合には、その事業の範囲で
対象となる。）

※主たる事業が指定された業種に属する事業に該当しない場合であっても、事業の
一部として指定された業種に属する事業を行っている場合（娯楽施設などで飲食を
提供している場合など）には、その事業の範囲において、特定プラスチック使用製
品の使用の合理化に取り組む必要がある。（PC３）

※反復継続性が認められず、一般的には事業性が認められない場合は対象外。

各種商品小売業、各種食料品小売業、その他の飲食料品小売業、無店舗小売業、
宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯業
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判断基準①：目標の設定（判断基準省令１条）

特定プラスチック使用製品提供事業者 は、特定プラスチック使用製品の使用の合理化を図るため、当該事業において提供する
特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する目標を下記に示す方法によって定め、これを 達成するための取組を計画的
に行わなければならない。

• 国において一律に使用の合理化の目標を設定するものではなく、事業者自ら設定する。
• 目標については、売上高、店舗面積その他の特定プラスチック使用製品の提供量と密接な関係をもつ値などを用いて判断基
準省令で示した目標の設定に係る表に示す方法によって設定することとしている。例えば、特定プラスチック使用製品の提供
量が客数に比例するのであれば、表の③及び④にそれぞれの年度の客数を記載することが可能である。

• 使用の合理化の取組として再生プラスチックやバイオマスプラスチックへ素材代替する場合等にあっては、表に示した目標の
設定に加えて、事業者自らが設定することも可能となる。

• 特定プラスチック使用製品の提供実態等が業種や業態に応じてその実情が異なることから、国において一律に削減目標を設
定することは想定していない。
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目標の設定の記載例

特定プラスチック使用製品の使用の合理化の目標については、基準年度及び目標年度を設定し、売上高、店舗面積その他の特
定プラスチック使用製品の提供量と密接な関係をもつ値などを用いて下記の表に示す方法によって設定する。

「プラスチック資源循環」（環境省）

https://plastic-circulation.env.go.jp/faq_tag/%e7%89%b9%e5%ae%9a%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%81%e3%83%83%e3%82%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%81%ae%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%ae%e5%90%88%e7%90%86%e5%8c%96
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目標の設定の記載例（バイオプラスチックや再生プラスチックの含有量）

• バイオプラスチックや再生プラスチックを含有した製品を提供された場合には、特定プラスチック使用製品の提供量には含まれ
るが、下記の表のように目標の設定や使用の合理化の取組の実績として計算することは可能である。

• バイオプラスチックや再生プラスチックの含有率については、一律に基準を定めていない。
• 下記の表のようにバイオプラスチックや再生プラスチックの含有量などを目標として設定することは可能である。

「プラスチック資源循環」（環境省）

https://plastic-circulation.env.go.jp/faq_tag/%e7%89%b9%e5%ae%9a%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%81%e3%83%83%e3%82%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%a3%bd%e5%93%81%e3%81%ae%e4%bd%bf%e7%94%a8%e3%81%ae%e5%90%88%e7%90%86%e5%8c%96
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判断基準②：特定プラスチック使用製品の使用の合理化（判断基準省令２条）

特定プラスチック使用製品提供事業者 は、次に掲げる取組その他の特定プラスチック使用製品

の使用の合理化のための取組を行うことにより、プラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制しな
ければならない。

【提供方法の工夫】

• 商品の販売又は役務の提供に際しては、消費者にその提供する特定プラスチック使用製品
を有償で提供すること（※必ずしも有料化しなければならないわけではない）

• 消費者が商品を購入し又は役務の提供を受ける際にその提供する特定プラスチック使用製
品を使用しないように誘引するための手段として景品等を提供（ポイント還元等）すること、

• その提供する特定プラスチック使用製品について消費者の意思を確認すること
• その提供する特定プラスチック使用製品について繰り返し使用を促すこと。

【提供する特定プラスチック使用製品の工夫】

• 薄肉化又は軽量化等の特定プラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種
類（再生可能資源、再生プラスチック等）について工夫された特定プラスチック使用製品を提
供すること

• 適切な寸法の特定プラスチック使用製品を提供すること
• 繰り返し使用が可能な製品を提供すること

⚫ 現在提供されている、特定プラスチック使用製品の在庫について、廃棄などをする必要はな
い。消費者への意思確認の徹底などの他の使用の合理化の取組をあわせて行っていくこと
や、計画的に順次、代替素材を利用した製品を提供することなどの取組を実施していくことが
重要である。
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判断基準③：情報の提供（判断基準省令３条）

消費者によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制を促進するための情報等に
ついて、以下の方法又はその他の措置を講ずることにより情報提供する。

• 店頭においてプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に資する事項を掲示する
こと

• 特定プラスチック使用製品提供事業者自らが特定プラスチック使用製品の使用の
合理化のために実施する取組の内容をウェブサイト等に公表すること

• 提供する特定プラスチック使用製品にプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制
の重要性についての表示を付すことその他の措置を講ずること

※国に報告する義務はないが、設定した使用の合理化の目標、提供量、取り組んだ
内容やその効果については、自社のホームページ、環境報告書や統合報告書など
で公表することが指導されている。
※定期的に情報を更新することが望ましい（PC50）。
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判断基準④：体制の整備等（判断基準省令４条）

特定プラスチック使用製品提供事業者は、特定プラスチック使用製品の使用の合理
化を図るため、以下の措置を講ずること。

①特定プラスチック使用製品の使用の合理化のための取組に関する責任者を設置
する等必要な体制の整備を行う。

②その従業員に対し、特定プラスチック使用製品の使用の合理化のための取組に関
する研修を実施する等の措置を講ずる。
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判断基準⑤：安全性等の配慮（判断基準省令５条）

特定プラスチック使用製品提供事業者は、「特定プラスチック使用製品の合理化」（上

記②：判断基準省令２条）に基づき実施する取組により特定プラスチック使用製品の
使用の合理化を図る際には、その提供する特定プラスチック使用製品に関し、その安
全性、機能性その他の必要な事情に配慮しなければならない。
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判断基準⑥：実施状況の把握・情報提供（判断基準省令６条）

• 提供した量並びに特定プラスチック使用製品の使用の合理化のために実施した取
組及びその効果を適切に把握し、情報を公開するよう努める。

• 特定プラスチック使用製品提供事業者は、その事業において「特定プラスチック使

用製品を提供した量」並びに「特定プラスチック使用製品の使用の合理化のために
実施した取組及びその効果」を適切に把握し、情報を公開するよう努める。
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基準の策定・必要な改訂（法28条２項～４項）

• 「事業者の判断の基準となるべき事項」は、基本方針に即し、かつ、特定プラスチッ
ク使用製品の使用の合理化の状況、特定プラスチック使用製品の使用の合理化に
関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に
応じて必要な改定をするものとする。（法28条２項）

• 主務大臣は、「事業者の判断の基準となるべき事項」を定め、又はその改定をしよ
うとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。（法28条３項）

• 主務大臣は、「事業者の判断の基準となるべき事項」を定め、又はその改定をし
たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。（法28条４項）
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指導・助言（法29条）

主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するため必要があると認める
ときは、特定プラスチック使用製品提供事業者に対し、「事業者の判断の基準となる
べき事項」を勘案して、特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック
使用製品廃棄物の排出の抑制について必要な指導及び助言をすることができる。
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勧告・命令・公表（法30条）①

〇特定プラスチック使用製品多量提供事業者への勧告・命令（法30条１項、政令７条）
主務大臣は、特定プラスチック使用製品提供事業者であって、その事業において提供する「特定プラスチック
使用製品多量提供事業者」（＝「特定プラスチック使用製品提供事業者」のうち、その事業において前年度にお
いて提供した「特定プラスチック使用製品の量」が「５トン以上」であるもの）の特定プラスチック使用製品の使用
の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制の状況が「事業者の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るときは、当該「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」に対し、その
判断の根拠を示して、特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出
の抑制に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
※特定プラスチック使用製品の提供量の算出については、事業所単位ではなく、事業者単位となる（PC４）。

特定プラスチック使用製品の提供量の多寡を問わず、全ての特定プラスチック使用製品提供事業者が本制度
の対象であり、特定プラスチック使用製品の使用の合理化に取り組む必要がある。特定プラスチック使用製品
多量提供事業者は、使用の合理化の取組が判断基準に照らして著しく不十分と認められる場合に、勧告・公
表・命令・罰則の対象になる。

〇勧告に従わなかった特定プラスチック使用製品多量提供事業者の公表（法30条３項）
主務大臣は、上記（１）の勧告を受けた特定プラスチック使用製品多量提供事業者がその勧告に従わなかった
ときは、その旨を公表することができる。

〇措置命令（法30条４項、62条、66条）
主務大臣は、上記の勧告を受けた特定プラスチック使用製品多量提供事業者が、上記（３）の勧告に従わな
かった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合におい
て、特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制を著しく害す
ると認めるときは、大臣ごとに以下の審議会の意見を聴いて、当該特定プラスチック使用製品多量提供事業者
に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
厚生労働大臣 厚生科学審議会（調整中）
農林水産大臣 食料・農業・農村政策審議会（調整中）
経済産業大臣 産業構造審議会
国土交通大臣 交通政策審議会



37

勧告・命令（法30条）②

〇フランチャイザー（本部事業者）におけるフランチャイジー（加盟者）の提供する特定プラスチッ
ク使用製品の量の勘案（法30条２項、判断基準省令８条）

フランチャイザー（本部事業者）が「特定プラスチック使用製品の量」（＝当該年度の前年度にお
いて提供した特定プラスチック使用製品の量が５トン以上）に該当するかの判断（すなわち、「特
定プラスチック使用製品多量提供事業者」に該当するかの判断）には、フランチャイジー（加盟
者）の事業において提供する特定プラスチック使用製品の量を含む場合がある。

具体的には、フランチャイザー（本部事業者）とフランチャイジー（加盟者）の契約が「定型的な約
款」による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の
提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款
に、以下の事項が定められている場合。
①特定プラスチック使用製品 に関し、本部事業者が加盟者を指導又は助言する旨の定め
②特定プラスチック使用製品に関し、本部事業者及び加盟者が連携して取り組む旨の定め

③本部事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書に①又②の定めが記載され、当該
契約書を遵守するものとする定め

④本部事業者が定めた環境方針又は行動規範に①又は②の定めが記載され、当該環境方針
又は行動規範を遵守するものとする定め

⑤特定プラスチック使用製品に関し、法に基づきプラスチックに係る資源循環の促進等のための
措置を講ずる旨が記載された、本部事業者が定めたマニュアルを遵守するものとする定め

※定型的な約款に基づく契約でない場合には、本部事業者と加盟店の関係にならず、上記取扱
いの適用を受けない（PC53）。
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罰則

• 措置命令違反の特定プラスチック使用製品多量提供事業者には、当該違反行為
をした者は、50万円以下の罰金に処せられる（法62条）。

• 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法
人又は人の業務に関し、当該違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その
法人又は人に対して各本条の刑を科する。（法66条）

• 「特定プラスチック使用製品多量提供事業者」は、指導・助言に留まらず、勧告・公
表・命令の措置の後、命令にも違反した場合は、50万円以下の罰金が処せられる。



製造事業者等による自主回収・再資源化
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製造事業者等による自主回収・再資源化

出所：経済産業省『「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について』
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出所：経済産業省『「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について』
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Q&A

Q.自社で製造や販売を行っていない製品も合わせて回収する場合でも、認定の対象となりますか。
A.他社が製造・販売したプラスチック使用製品であっても、自主回収を行うプラスチック使用製品と合わせて再資源化を実施することが効率

的なプラスチック使用製品であれば、認定の対象となります。ただし、他者が製造した製品のみを回収する場合など、自主回収と認められ
ない計画については、認定の対象外となります。

Q.事業者で共同して申請を行うことは可能ですか。
A.複数の事業者で共同して計画申請を行うことは可能です。また、複数の事業者で組合等を設立し、計画申請を行うことも可能です。

Q.消費者からではなく、事業者から使用済プラスチック使用製品を回収する場合でも認定の対象となりますか。
A. 認定の対象となります。

Q.委託を受けた事業者であっても、自主回収・再資源化事業計画を申請することは可能ですか。
A.申請者は、製造・販売・提供事業者等に限られます。

Q.自主回収・再資源化事業計画における再資源化の方法として熱回収することは認められますか。
A.計画を認定する際の基準として、「収集した使用済プラスチック使用製品に含まれるプラスチックを相当程度再資源化するものであるこ

と。」という規定を設けているため、再資源化の方法を熱回収のみとした自主回収・再資源化事業計画は認定の対象とはなりません。（「再
資源化」は、法律で「使用済プラスチック使用製品又はプラスチック副産物の全部又は一部を部品又は原材料その他製品の一部として利
用することができる状態にすること」と定義されています。）

Q.自主回収・再資源化事業計画の認定を受けるとどのようなメリットがありますか。
A.自主回収・再資源化事業計画の認定を受けることで、当該計画に基づいて行われる自主回収・再資源化事業について、廃棄物処理法に
基づく業の許可が不要となります。これにより、複数の自治体の区域にまたがって自主回収・再資源化事業を行う場合、これまでは各自
治体ごとに許可を受ける必要があった廃棄物処理法に基づく業の許可が、認定を受けた事業者は不要となります。

Q.認定を受けた場合、廃棄物の処理施設の設置許可も不要になりますか。
A.認定を受けた場合、収集若しくは運搬又は処分に関する廃棄物処理法上の業許可は不要になりますが、処理施設の設置許可は必要です。
また、廃棄物を処理する際の基準といった業の許可以外の廃棄物処理法に基づく規定は引き続き遵守する必要があります。

Q.認定を受けた場合、報告義務はありますか。また、認定の有効期限はありますか。
A.認定の期限は設けておりません。ただし、認定を受けた場合、毎年６月30日までに、その年の３月31日以前の1年間における当該認定に
係る自主回収・再資源化事業の実施の状況について報告を行う必要があります。
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認定を受けた自主回収・再資源化事業計画の内容を変更する場合の手続

認定を受けた事業者は、自主回収・再資源化事業計画を変更する場合、その内容に応じて、変更の認定の申請、事前届出又は事後届出を
行う必要がある。

「プラスチック資源循環」（環境省）

https://plastic-circulation.env.go.jp/faq_tag/%e8%a3%bd%e9%80%a0%e3%83%bb%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%80%85%e7%ad%89%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e8%87%aa%e4%b8%bb%e5%9b%9e%e5%8f%8e%e3%83%bb%e5%86%8d%e8%b3%87%e6%ba%90%e5%8c%96


排出事業者による排出の抑制・再資源化
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排出事業者による排出の抑制

出所：経済産業省『「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について』

250トン
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出所：経済産業省『「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について』
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出所：経済産業省『「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について』
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排出事業者による再資源化等

出所：経済産業省『「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について』
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出所：経済産業省『「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について』
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Q&A①

Q.排出量は「事業者単位」で計算するのですか、「事業所単位」で計算するのですか。
A.排出量の計算は「事業者単位」になります。そのため、法人格が異なる場合は、グループ会社等で合算して計算する必要はあ
りません。ただし、フランチャイズ事業で、定型約款にプラスチック使用製品産業廃棄物等の処理に関する定めを含む場合、加
盟者の排出量は本部事業者に含めて計算してください。また、建設工事が数次の請負によって行われる場合にあっては、建
設工事に伴い生ずる排出量は、当該建設工事の元請業者の排出量に含めて計算してください。

Q.排出の抑制・再資源化等の対象となるプラスチック使用製品産業廃棄物等の、具体例は何ですか。
A.事業活動に伴って排出されるプラスチック使用製品廃棄物が対象となります。具体的には、製造、加工又は修理の過程におい
て発生する端材、流通又は販売の過程において使用するプラスチック製の包装材、その他事業活動に伴い排出されるプラス
チック使用製品等が対象となります。例えば、一般的なオフィスであれば、事業活動に伴って排出されるボールペンやクリア
ファイル、バインダー等もプラスチック使用製品産業廃棄物等の対象となります。

Q.排出の抑制及び再資源化等については、国から基準等が示されるのですか。
A.国として統一の目標を掲げる予定はないため、各業種や業態ごとの事情に配慮した上で、排出の抑制及び再資源化等の取組
を行うようお願いします。ただし、多量排出事業者にあっては、排出の抑制及び再資源化等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ことが必要です。

Q.前年度の排出量や排出の抑制及び再資源化等の状況は国に報告する義務はありますか。
A.国に報告する義務はありませんが、排出量や排出の抑制及び再資源化等の状況、多量排出事業者に該当する場合は排出の
抑制及び再資源化等に関する目標については、自社のホームページ、環境報告書や統合報告書などで公表することをお願い
しています。

Q.多量排出事業者でなければ、取組を行う義務はないのですか。
A.小規模企業者等を除く排出事業者は、判断基準に従って取組を行うことが必要です。具体的には、①排出の抑制、②分別排
出、③再資源化、④再資源化できないものであって、熱回収できるものは熱回収を実施する、といった原則に従うこと、排出の
抑制及び再資源化等の状況の記録や管理体制の整備を行うこと等が必要です。また、多量排出事業者については、排出の
抑制及び再資源化等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ことが必要です。

Q.多量排出事業者に該当する年と該当しない年がある場合、その都度目標の設定等が必要ですか。
A.前年度の排出量が250トン以上である年度においては、多量排出事業者に該当するため、排出の抑制及び再資源化等に関す
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ことが必要です。ただし、多量排出事業者に該当しない年度であっ
ても、目標の設定や取組を行うことを妨げるものではありません。



51

Q&A②

Q.多量排出事業者に該当する場合、排出の抑制及び再資源化等の目標の設定はどのようにしたらいいですか。
A.国として統一のフォーマットを設定する予定はないため、各業種や業態ごとの事情に配慮した上で、排出の抑制に関する目標
と、再資源化等に関する目標の２つの観点について、事業者自らで設定いただきます。

Q.多量排出事業者には、罰則もありますか。
A.指導・助言に留まらず、勧告・公表・命令の措置の後、命令にも違反した場合は、50万円以下の罰金が処せられます。

Q.委託を受けた事業者であっても、計画を申請することは可能ですか。
A.複数の排出事業者からの委託を受けている事業者であれば、可能です。

Q.再資源化事業計画における再資源化の方法として熱回収することは認められるのですか。（自主回収・再資源化と同じ）
A.計画を認定する際の基準として、「収集したプラスチック使用製品産業廃棄物等に含まれるプラスチックを相当程度再資源化す

るものであること。」という規定を設けているため、再資源化の方法を熱回収のみとした再資源化事業計画は認定の対象とは
なりません。（「再資源化」は、法律で「使用済プラスチック使用製品又はプラスチック副産物の全部又は一部を部品又は原材
料その他製品の一部として利用することができる状態にすること」と定義されています。）

Q.認定を受けた場合、廃棄物の処理施設の設置許可も不要になりますか。（自主回収・再資源化と同じ）
A.認定を受けた場合、収集若しくは運搬又は処分に関する廃棄物処理法上の業許可が不要になりますが、処理施設の設置許可

は必要です。また、廃棄物を処理する際の基準といった業の許可以外の廃棄物処理法に基づく規定は引き続き遵守する必要
があります。

Q.認定を受けた場合、報告義務はありますか。また、認定の有効期限はありますか。（自主回収・再資源化と同じ）
A.認定の期限は設けておりません。ただし、認定を受けた場合、毎年６月30日までに、その年の３月31日以前の1年間における
当該認定に係る自主回収・再資源化事業の実施の状況について報告を行う必要があります。
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認定を受けた再資源化事業計画の内容を変更する場合の手続

認定を受けた事業者は、再資源化事業計画を変更する場合、その内容に応じて、変更の認定の申請、事前届出又は事後届出を行う必要が
ある。

「プラスチック資源循環」（環境省）

https://plastic-circulation.env.go.jp/faq_tag/%e6%8e%92%e5%87%ba%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e8%80%85%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e6%8e%92%e5%87%ba%e3%81%ae%e6%8a%91%e5%88%b6%e3%83%bb%e5%86%8d%e8%b3%87%e6%ba%90%e5%8c%96%e7%ad%89/page/2

