別紙８

第一

プラス チックに係 る資源循 環の促 進等に関 する法律 要綱
目的

この法 律は、国 内外にお けるプラ スチッ ク使用製 品の廃棄物 をめぐ る環境の 変化に対 応して、 プラス チ

ッ クに係 る資源循環 の促進 等を図る ため、プラ スチッ ク使用製 品の使用 の合理化 、プラ スチック使 用製品

の廃 棄物の市町 村によ る再商品 化並びに 事業者に よる自 主回収及び 再資源 化を促進 するための 制度の 創設

（第一条関 係）

等 の措置 を講ずる ことによ り、生活 環境の 保全及び国 民経済の 健全な 発展に寄 与するこ とを目的 とするこ

定義

この法 律におい て「プラス チック 使用製品 」とは、 プラスチ ックが 使用されて いる製 品をいう ものと

この法 律におい て「使 用済プラス チック使 用製品 」とは、一 度使用 され、又 は使用さ れずに収 集され

するこ と。

と。
第二
一

二

、若し くは廃棄 された プラスチッ ク使用 製品であ って、放射 性物質 によって 汚染され ていない ものを い
う ものと すること。

三

四

五

六

七

こ の法律にお いて「 プラスチ ック使用 製品廃棄 物」と は、使用済 プラスチ ック使 用製品が 廃棄物の 処

理 及び清掃に 関する 法律（昭 和四十五 年法律第 百三十 七号。以下 「廃棄 物処理法 」という。 ）第二 条第
一項に 規定する 廃棄物と なったも のをい うものと すること。

この 法律におい て「プ ラスチッ ク副産物」 とは、 製品の製 造、加工 、修理又 は販売 その他の事 業活動

に伴 い副次的に 得られ るプラス チックで あって、 放射性 物質によっ て汚染さ れてい ないものを いうも の
と するこ と。

この法 律において 「再資源 化」と は、使用済 プラス チック使 用製品又 はプラス チック 副産物（以 下「

使用済プ ラスチッ ク使用 製品等」 という。） 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 をいうも のとする こと。

こ の法律に おいて「 再資源化 等」とは 、再資源 化及び 使用済プ ラスチック 使用製 品等の全 部又は一 部

で あって燃 焼の用に 供するこ とができ るもの又 はその 可能性のあ るもの を熱を得 ることに 利用する こと
ができ る状態に するこ とをいうも のとす ること。

この 法律におい て「分 別収集物 」とは、 市町村が プラスチ ック使用 製品廃棄 物につ いて分別 して収集

八

九

第三
一

分別収集物 につい て、㈠に 規定する 製品とし てその まま使用す る者に有 償又は 無償で譲渡 し得る 状

の 部品又は 原材料と して利用 する者 に有償又は 無償で 譲渡し得 る状態に すること 。

分 別収集物 について 、製品（ 燃料と して利用 される製品 にあっ ては、政 令で定め るものに 限る。 ）

この法 律におい て「再 商品化」と は、次に 掲げる 行為をいう ものと すること 。

するこ と（以下「 分別収 集」とい う。）に より得ら れる物を いうもの とするこ と。

㈠

㈡
態 にするこ と。

この法 律において 「排出事 業者」 とは、プラ スチッ ク使用製 品廃棄物 のうち廃 棄物処 理法第二条 第四

項に規定 する産業 廃棄物 に該当す るもの（分 別収集 物となっ たものを 除く。） 又はプラ スチック 副産物

（第二条 関係）

（以 下「プラ スチッ ク使用製品 産業廃 棄物等」 という。 ）を排出 する事 業者をいう ものとす ること 。

基本 方針

主 務大臣は 、プラ スチック使 用製品 廃棄物及 びプラス チック副 産物の 排出の抑制 並びに回 収及び 再資

源 化等の 促進（以下 「プラス チック に係る資 源循環の 促進等」 という。 ）を総合 的かつ 計画的に 推進す

二

第四

るため の基本的な 方針（ 以下「基 本方針」 という。 ）を定め るものと すること 。

（第三 条関係 ）

基本方 針は、海 洋環境 の保全及び 地球温暖 化の防 止を図るた めの施 策に関す る法律の 規定によ る国の
方針と の調和が 保たれた ものでな ければ ならない ものとする こと。
事業 者及び消 費者の責 務

事業 者は、プラ スチッ ク使用製 品廃棄物 及びプラ スチッ ク副産物を 分別して 排出す るとともに 、その 再

資 源化等 を行うよ う努め、 消費者は 、プラ スチック使 用製品廃 棄物を 分別して 排出する よう努め 、事業者

及び 消費者 は、プラス チック使 用製品 をなるべく 長期間 使用する こと、プ ラスチッ ク使用 製品の過剰 な使

用を抑制 すること 等のプ 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

（第 四条関係 ）

を抑 制する とともに 、使用済プ ラスチ ック使用 製品等の 再資源化 等によ り得られた 物又は これを使 用した

国の 責務

物を使 用するよ う努めな ければな らないも のとする こと。
第五

国は、 プラスチ ックに 係る資源循 環の促 進等に必 要な資金の 確保、 プラスチ ックに係 る資源循 環の促 進

等 に関す る情報の収 集、整 理及び活 用、研究 開発の推 進及びそ の成果の 普及その 他の必 要な措置 を講ずる

よう努 めるととも に、教 育活動、 広報活動 等を通じ て、プ ラスチック に係る資 源循環 の促進等 に関する 国

地方 公共団体 の責務

（第五条 関係）

民 の理解を 深め、そ の実施 に関する国 民の協力 を求め るよう努め なけれ ばならな いものと すること 。

第六

市町 村は、その 区域内 における プラスチ ック使用 製品廃 棄物の分別 収集及び 分別収 集物の再商 品化に 必

要 な措置 を講ずる よう努め 、都道府 県は、 市町村に対 し、市町 村の責 務が十分 に果たさ れるよう に必要な

技術 的援助 を与えるよ う努め、 都道府 県及び市町 村は、 国の施策 に準じて 、プラス チック に係る資源 循環

（第六 条関係 ）

主 務大臣は 、プラス チック使 用製品の 製造を業 として 行う者（ その設計を 行う者 に限る。 ）及び専 ら

プラス チック使 用製品設 計指針の 策定等

の促進等 に必要な 措置を 講ずるよ う努めな ければな らないも のとする こと。
第七
一

プラスチック使用製品の設計を業として行う者（以下「プラスチック使用製品製造事業者等」とい

う。） が設計す るプラ スチック使 用製品 について プラスチッ クに係 る資源循 環の促進 等を円滑 に実施 す

る ために プラスチッ ク使用製 品製造 事業者等 が講ずべ き措置に 関する指 針（以下 「プラ スチック 使用製

二

第八
一

二

三

四
第九
一

品設計 指針」とい う。） を定める ものとす ること。

（第七 条関係 ）

プラス チック使 用製品 製造事業者 等は、プ ラスチ ック使用製 品設計 指針が定 められた ときは、 これに

即して プラスチ ック使用 製品を設 計する よう努め なければな らない ものとす ること。
プラ スチック 使用製品 の設計の 認定

プラスチッ ク使用 製品製造 事業者等 は、その 設計す るプラスチ ック使 用製品の 設計につい て、主 務大

臣 の認定 （以下「 設計認定 」という 。）を受 けること ができる ものと すること 。

主務大 臣は、設計 認定の申 請があ った場合に おいて 、当該申 請に係る プラスチ ック使 用製品の設 計が

プラスチ ック使用 製品設 計指針に 適合してい ると認 めるとき は、設計 認定をす るものと すること 。

主務大 臣は、設 計認定のた めの審 査に当た っては、 申請に係 るプラ スチック使 用製品 の設計の プラス

（ 第八条及 び第九条 関係）

チック 使用製品 設計指針 への適合 性につい ての技術 的な調査 を行う ものとする こと。
設計認 定に係る 設計の 変更の認定 等につい て所要 の規定を設 けるこ と。
認 定プラス チック 使用製品 の調達に ついての 配慮等

国は 、国等によ る環境 物品等の 調達の推 進等に関 する法律 （平成十 二年法律 第百号 ）第六条 第一項に

二

第十

規定す る基本方針 を定め 、又はこ れを変更 しようと する場合 には、設 計認定に 係るプ ラスチッ ク使用製

品 （以下「認 定プラ スチック 使用製品 」という 。）の 調達の推進 が促進 されるよ う十分に配 慮しな けれ
ばなら ないもの とするこ と。

（第十 条関係 ）

事業 者及び消費 者は、 認定プラ スチック使 用製品 を使用す るよう努 めなけれ ばなら ないものと するこ
と。
指定 調査機関

主務 大臣は、 その指定 する者（ 以下「 指定調査機 関」と いう。） に第八の三 に規定 する調査 （第八の 四

に係るも のを含む 。）の 全部又は 一部を行 わせるこ とができ ることと し、指定 調査機関 について 所要の 規

（第 十一条から 第二十 七条まで 関係）

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、 主務省令 で、その 事業にお いて特

特定プラ スチック 使用製品 の使用 の合理化

定を 設ける こと。
第十一
一

定プラ スチック 使用製 品（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（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（平成 七年法 律第百十 二号。

二

以下「 容器包装再 商品化 法」とい う。）第 二条第一 項に規定 する容器 包装を除 く。） として政 令で定め

る ものをいう 。以下 同じ。） を提供す る事業者 であっ て、特定プ ラスチ ック使用 製品の使用 の合理 化を

行うこ とが特に 必要な業 種として 政令で 定めるも のに属する 事業を 行うもの （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 を行う者を 含む。 以

下 「特定 プラスチ ック使用 製品提供 事業者」 という。 ）が特定 プラス チック使 用製品の 使用の合 理化に

（第 二十八条 関係）

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 るものと すること 。

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、一 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、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 製品の量 が政令で 定める要 件に該当 するも のをいう 。）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 状況が一

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

（第二 十九条 及び第三十 条関係 ）

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 勧告等 をすること がで
きる ものとする こと。
市 町村の分 別収集 及び再商品 化

市町村 は、その区 域内にお けるプ ラスチック 使用製 品廃棄物 の分別収 集に当た っては 、当該市町 村の

（第三 十一条関 係）

市 町村は、 分別収 集物（環境 省令で 定める基 準に適合 するもの に限る 。）の再商 品化を、 容器包 装再

し なければ ならない ものとす ること。

品廃棄 物を排出 する者は 、当該分 別の基準 に従い、 プラスチ ック使 用製品廃棄 物を適 正に分別 して排出

ずる よう努め 、市町 村が分別の 基準を 定めたと きは、当 該市町村 の区域 内において プラスチ ック使 用製

区域内に おいてプ ラスチ ック使用 製品廃棄物 を排出 する者が 遵守すべ き分別の 基準の策 定等の措 置を講

第 十二
一

二

商 品化法 第二十一条 第一項に 規定す る指定法 人（以下 「指定法 人」とい う。）に 委託す ることが できる

三

四

ものと すること。

（ 第三十二 条関係）

市町村 は、単独 で又は 共同して、 分別収集 物の再 商品化の実 施に関 する計画 （以下「 再商品化 計画」

（第 三十三条 及び第 三十四条関 係）

という 。）を作 成し、主 務大臣の 認定を 申請する ことができ ること とし、再 商品化計 画の変更 等につ い
て 所要の 規定を設け ること。

認定に係る 再商品 化計画に 記載され たプラス チック 容器包装廃 棄物（ 容器包装 再商品化法 第二条 第四

項 に規定 する容器 包装廃棄 物のうち その原材 料が主と してプラ スチッ クである ものとし て主務省 令で定

（第 三十五条 関係）

める ものをい う。）に ついては 、これ を容器包装 再商品 化法第二 条第六項に 規定す る分別基 準適合物 と
みなして 、容器包 装再商 品化法の 規定を適用 するも のとする こと。

指定法 人等は、 廃棄物処理 法の規 定にかか わらず、 同法の規 定によ る許可を受 けない で、分別 収集物

適 用除外に ついて 、所要の規 定を設 けること 。

五

六

製 造事業者 等による 自主回収 及び再 資源化

（第三十 八条関 係）

（第 三十六 条及び第三 十七条 関係）

の再商 品化に必 要な行為 を業とし て実施す ることが できるこ ととし 、所要の規 定を設 けること 。

第十 三

一

二

三

自 らが製造し 、若し くは販売 し、又は その行う 販売若 しくは役務 の提供に 付随し て提供す るプラス チ

ッ ク使用製品 が使用 済プラス チック使 用製品と なった ものの再資 源化の ための使 用済プラス チック 使用

製品の 収集、運 搬及び処 分の事業 （以下 「自主回 収・再資源 化事業 」という 。）を行 おうとす る者（ 以

下 「自主 回収・再資 源化事業 者」と いう。）は 、自主 回収・再 資源化事 業の実施 に関す る計画（以 下「

自主 回収・再資 源化事 業計画」 という。 ）を作成 し、主 務大臣の認 定を申請 するこ とができる ことと し
、 自主回 収・再資 源化事業 計画の変 更等につ いて所要 の規定を 設ける こと。

（第三 十九条 及び第四十 条関係 ）

自主 回収・再 資源化 事業計画 の認定を 受けた自 主回収・ 再資源化 事業者等 は、廃棄 物処理法 の規定 に

かか わらず、 同法の 規定による 許可を 受けない で、認定 に係る自 主回収 ・再資源化 事業計画 （以下 「認

定自主 回収・再 資源化事 業計画」 という。 ）に従っ て行う使 用済プ ラスチック 使用製 品の再資 源化に必

（ 第四十三 条関係）

（第四十 一条及 び第四十 二条関係 ）

要 な行為を 業として 実施する ことがで きること とし、 所要の規定 を設け ること。

適用 除外につい て、所 要の規定 を設ける こと。

排出事業 者による 排出の抑 制及び 再資源化等

主務大 臣は、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 等を促進 するため 、主務

（第 四十四条 関係）

主務大 臣は、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 を促進 するため必 要が

な るべき 事項を定 めるもの とするこ と。

排出 の抑制及び 再資源 化等を促 進するた めに取り 組むべ き措置に関 し、当該 排出事 業者の判断 の基準 と

模 企業者 その他の政 令で定め る者を 除く。二に おいて 同じ。） がプラス チック使 用製品 産業廃棄物 等の

省令で 、排出事 業者（中 小企業基 本法（ 昭和三十 八年法律第 百五十 四号）第 二条第五 項に規定 する小 規

第十四
一

二

あると認 めるとき は、排 出事業者 に対し、一 の判断 の基準と なるべき 事項を勘 案して、 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 等につい て必要な 指導及 び助言を、 多量排出 事業者 （排

出事業 者であっ て、プラ スチック 使用製品 産業廃棄 物等の排 出量が 政令で定め る要件 に該当す るものを

い う。）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 化等の状 況が一の 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 多量排出 事業者に 対し、そ の判断 の

根 拠を示 して、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 に関し 必要な措 置をと

るべき 旨の勧告等 をする ことがで きるもの とするこ と。

（ 第四十五 条及び 第四十六 条関係）

適用除 外につい て、所 要の規定を 設けるこ と。

（第 四十七条 関係）

三

自 らが排出 するプラ スチック 使用製 品産業廃 棄物等に ついて再 資源化事 業（プラ スチック 使用製 品産

（第 四十八条及 び第四十 九条関 係）

再 資源化事 業計画の 認定を受 けた再資 源化事業 者等は 、廃棄物 処理法の規 定にか かわらず 、同法の 規

るこ と。

務大臣の 認定を申 請する ことがで きることと し、再 資源化事 業計画の 変更等に ついて所 要の規定 を設け

とい う。）は 、再資源 化事業の 実施に 関する計画 （以下 「再資源 化事業計画 」とい う。）を 作成し、 主

プ ラスチ ック使用 製品産業 廃棄物等 について 再資源化 事業を行 おうと する者（ 以下「再 資源化事 業者」

以下 同じ。）を 行おう とする排 出事業者 及び複数 の排出 事業者の委 託を受け て、こ れらの者が 排出す る

業 廃棄物 等の再資源 化のため のプラ スチック使 用製品 産業廃棄 物等の収 集、運搬 及び処 分の事業を いう。

四

五

定 による許 可を受け ないで、 認定に係 る再資源 化事業 計画（以下 「認定 再資源化 事業計画 」という 。）

（第五 十条から 第五十 二条まで 関係）

に従っ て行うプ ラスチ ック使用製 品産業 廃棄物等 の再資源化 に必要 な行為を 業として 実施する ことが で
き ること とし、所要 の規定を 設ける こと。

六
第十 五

適 用除外につ いて、 所要の規 定を設け ること。
産業 廃棄物の 処理に 係る特定施 設の整備 の促進 に関する 法律の特 例

（第五十 三条関係 ）

産業廃 棄物の処 理に係る 特定施設 の整備 の促進に 関する法律 （平成 四年法律 第六十二 号）第十 六条第 一

項 の規定 により指定 された 産業廃棄 物処理事業 振興財 団は、同 法第十七 条各号に 掲げる 業務のほか 、認定

プラ スチック使 用製品 の製造、 認定自主 回収・再 資源化 事業計画に 従って 行う使用 済プラスチ ック使 用製

品 の再資 源化及び 認定再資 源化事業 計画に 従って行う プラスチ ック使 用製品産 業廃棄物 等の再資 源化の用

に供 する施 設の整備の 事業に必 要な資 金の借入れ に係る 債務の保 証及び認 定プラス チック 使用製品、 認定

自主回収 ・再資源 化事業 計画及び 認定再資 源化事業 計画に係 る研究開 発に必要 な資金に 充てるた めの助 成

（第五十 四条関 係）

（第 五十五条 関係）

主 務大臣は 、この 法律の施行 に必要 な限度に おいて、 認定プラ スチッ ク使用製品 製造事業 者等に 対し

報 告の徴収、 立入検 査及び関 係行政機関 への照 会等

金の 交付に 関する業 務並びにこ れに附 帯する業 務を行う ことがで きるも のとするこ と。

第十 六
一

、 業務の 状況等に関 し報告を させる ことがで きるもの とするこ と。

二

三

主 務大臣は、 この法 律の施行 に必要な 限度にお いて、 その職員に 、認定プ ラスチ ック使用 製品製造 事

業 者等の事務 所等に 立ち入り 、帳簿、 書類その 他の物 件を検査さ せるこ とができ るものとす ること 。

（第五十 六条関 係）

（第五十七 条関係 ）

主務 大臣は、こ の法律 の規定に 基づく事務 に関し 、関係行 政機関又 は関係地 方公共 団体に対し 、照会

主 務大臣等

し、 又は協力を 求める ことがで きるもの とするこ と。
第 十七

経過 措置

（第五十 八条関係 ）

この 法律にお ける主務 大臣及び 主務省 令並びに権 限の委 任につい て定めるも のとす ること。

第十 八

（第 五十九条 関係）

この法 律の規定 に基づき 命令を制 定し、又 は改廃す る場合に おいて は、その命 令で、 所要の経 過措置（

罰則

（第六 十条から 第六十 六条まで 関係）

罰 則に関す る経過措 置を含 む。）を定 めること ができ るものとす ること 。
第十九

罰 則につ いて所要の 規定を設 けるこ と。

附則

この法 律は、公 布の日 から起算し て一年を 超えな い範囲内に おいて 政令で定 める日か ら施行す るもの

（ 附則関係 ）

この 法律の施 行に関し 、登録免 許税法 （昭和四十 二年法律 第三十 五号）の 規定の整 備を行う ものとす

、そ の結果に基 づいて 必要な措 置を講ず るものと するこ と。

政府 は、この法 律の施 行後五年 を経過した 場合に おいて、 この法律 の施行の 状況に ついて検討 を加え

とする こと。

第二十
一

二

三
るこ と。

