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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

（目的）
第一条

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。
（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 。

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

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。

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、

第二条
２

３

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（以下「廃棄物」という。）となったものをいう。

- 2 -

４

５

６

７

８

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。

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（次項及び

第四 条第三項 において 「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。

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。

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す

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。）の

この法律において「再商品化」とは、次に掲げる行為をいう。

ること（第 六条第一 項及び第 三十一条第 一項におい て「分別収集」という。）により得られる物をいう。

一

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。
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９

二

分別収集物について、前号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
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（以下「産業廃棄物」という。）に該当するもの（分別収集物となったものを除く

基本方針等

。）又はプラスチック副産物（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。
第二章
（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

プラスチックに係る資源循環の促進等の基本的方向

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

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。

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

第三条

２
一
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二

三

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によるプラスチックに係る資
源循環の促進等のための方策に関する事項

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ための方策

分別収集物の再商品化の促進のため の方策 に関 する事項

に関する事項
四

プラスチック使用製品の製造又は販売をする事業者による使用済プラスチック使用製品（分別収集物

前各号に掲げるもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する重要事項

関する事項

環境の保 全に資する ものとし てのプラスチ ックに係る資源循環の促進等の意義に関する知識の普 及に

策に関する事項

排出事業者 によるプラ 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 のための方

う。第五十五条第五 項において同じ。）及び再資源化の促進のための方策に関する事項

とな ったもの を除く。以下 同じ。）の 自主回収 （自ら回収し、又は他人に委託し て回 収させ ることをい

五

六

七

八
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３

４

５

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。

主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長（

当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関）に協議しなけ れば ならな い。

主務大臣は、基本方針を定 め、 又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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

（事 業者及び消費者の責務）
第四条

２

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

消費者は、プラスチック使用製品廃棄物を分別して排出 するよう努めなければならない。

の再 資源化 等を 行うよう努めなければならない。

３

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 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
使用した物を使用するよう努めなければならない。
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（国の責務 ）

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その他の措 置を 講ずるよう努めな

国は、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民の理解を深

その成果の普及その他の必要な措置を講 ずるよ う努 めなければならない。

国は、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

ければならない。

第五条

２

３

めるとともに、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。
（地 方公共 団体 の責務）

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

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の促進等に必要な措置を 講ず

なければならない。

都道府県 は、市町村 に対し、前 項の責務が 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

に必要な措置を講ずる よう努めなければならない。

第六条

２

３
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プラスチック使用製品設計指針

るよう努めなければならない。
第三章
（プラスチック使用製品設計指針の策定等）

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

その他プラスチック使用製品製造事業者等がプラスチックに係る資源循環の促進等の円滑な実施につ

についての工夫に関して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

循環の促進等を円滑に実施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

プラスチックの使用量の削減、プラスチックに代替する素材の活用その他のプラスチックに係る資源

プラスチック使用製品設計指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

針」という。）を定めるものとする。

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品設計指

）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

ら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。

第七条

２
一

二
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３

４

５

いて配慮すべき事項

主務大臣は 、プラス チック使用 製品設計指 針を定め、又はこれを変更しようとす 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。

主務大臣 は、プラス チック使用 製品設計 指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく 、これ を公
表しなければならない。

プラスチック使用製品製造事業者等は、第一項の規定により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。
（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

前項の認 定（以下「 設計認定」 という。） を受けようとするプラスチック使用製 品製 造事業 者等は、主

大臣の認定を受けるこ とができる。

第八条

２

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

務省令で 定めると ころにより 、次に掲げ る事項を 記載した 申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
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３

４

５

６

二

当該プ ラスチック 使用製品の名称及び用途

前項の申請 書には、 当該プラス チック使用 製品の設計を記載した書類その他主務 省令 で定める書類を添
付しなければならない。

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。

主務大臣は、設計認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係るプラス

チッ ク使用製品 の設計のプ ラスチック 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 。

主 務大臣は 、設計認定 をしたと きは、当該設 計認定に係るプラスチック使 用製品の情報を公表するもの
とする。

設計認定 を受けたプラ スチック 使用製品 製造 事業者等（以下「認定プラスチック使用製品製造事業

（変更の認定等）
第九条

者等」という。）は、当該設計認定に係る設計を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなけれ
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２

ばならない 。

前項の認定 を受けよ うとする者 は、主務省 令で定めるところにより、設計の変更 の内 容を記載した書類

前条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定に準用する。

その他主務省令で定める書類 を主 務大臣に提出しなければならない。
３

認 定プラスチ ック使用製 品製造事業 者等は、 前条 第二項 各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞

主務大臣は、前項の規定により設計認定を取り消したときは、その取消しに係るプラスチック使用製品

り消すことができる。

ときは、当該認定プラスチック使用製品製造事業者等に対し、その改善を指示し、又は当該設計認定を取

主 務大臣は、 設計認定 に係る設計 がプラスチ ック使用製品設計 指針 に適合しないものとなったと認める

なく 、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

４

５

６

の情報を公表するものとする。

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

（認定プラスチック使用製品 の調 達につ いての配慮等）
第十条
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２

に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。

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。
（指定調査機関による調査）

主務大臣は、その指定する者（以下「指定調査機関」という。）に第八条第五項（第九条第三項

主務大臣 が第一項の 規定により 指定調査 機関に設計調査の全部又は一部を行わせることとしたとき は、

ければならない。

によ り通知す る設計調査 の結果を 考慮して設計 認定又は第九条第一項の変更の認定のための審査を行 わな

査の全部又 は一部を 行わない ものとする 。この場合 において、主務大臣は、指定調査機関が第四項の規定

主 務大臣は 、前項の規 定により 指定調査機関 に設計調査の全部又は一部を 行わせるときは、当該設計調

るこ とがで きる 。

にお いて準用す る場合を含 む。）に規 定する調 査（以下「設計調査」という 。）の全部又は一部を行わせ

第十一条

２

３
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４

設計認定又は第九条第一項の変更の認定を受けようとする者は、当該設計調査の全部又は一部については

、第 八条第二項 及び第三 項並びに 第九条第二項 の規定にかかわらず、主務省令で定めるところ により 、指
定調査機関に申請しなければ なら ない。

指定調査 機関は、前 項の規定に よる申請 に係る設計調査を行ったときは、遅滞なく、当該設 計調査 の結

前条第 一項の規 定による指 定（以下こ の章において「指 定」 という。）は、主務省令で定めると

果を、主務省令で定めるところにより、 主務大 臣に 通知しなければならない。
（指 定）
第十二条

ころ により 、設 計調査を行おうとする者の申請により行う。
（欠格条項）
次 の各 号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

第二十二条第一項から第三項までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から一年を経過し

わり、又は執行を受けることがなくな った日 から 一年を経過しない者

この法律 又はこの法 律に基づ く命令若しく は処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行 を終

第十三条
一

二
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三

ない者（当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法

（平成五年法律第八十八号）第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であ
った者で当該取消しの日から一年を経過しないものを含む。）

法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

主務大臣は、第十二条の規定により指定の申請をした者（第二号において「指定申請者」という

（指定の基準等）
第十四条

一

プラスチック使用製品の設計、製造、輸入、販売その他の取扱いを業とする者（以下この号において

設計調査を適確に行うために必要なものとして主務省令で定める基準に適合していること。

。）が次に掲げる要件の全てに適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

二

指定申請者が法人である場合にあっては、その役員（持分会社（会社法第五百七十五条第一項に規

八十六号）第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。）であること。

指定申請者が株式会社である場合にあっては、取扱業者がその親法人（会社法（平成十七年法律第

「取扱業者」という。）に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ

ロ
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２

ハ

定する持分会社をいう。）にあっては、業務を執行する社員）に占める取扱業者の役員又は職員（過

去二 年間に取扱 業者の役 員又は職員 であった者 を含む。ハにおいて同じ。）の割合が二分 の一を超え
ていること。

指定申請者（法人にあっては、その代表権を有する役員）が、取扱業者の役員又は職員である こと 。

主 務大臣は、 指定をした ときは、遅 滞なく、 指定 調査機 関の氏名又は名称及び住所並びに設計調査の業
務を 行う事務所の所在地を公示しなければならない。

指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によ

（指定の更新）
第十五条

２

第一項の 指定の更新 の申請があ った場合に おいて、同項の期間（以下この条にお いて 「指定 の有効期間

前三条の 規定 は、前項の指定の更新について準用する。

って、効力を失う。

３

」という 。）の満 了の日まで にその申請 に対する 処分がさ れないときは、従前の指定は、指定の有効期間
の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
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４

５

前項の場合において、第一項の指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効
期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

主務大臣は、第一項の指定の更新の申請が指定の有効期間の満了の日の六月前までに行われなかったと

き、又は同項の規定により指定が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示し なけ ればな らない。
（設計調査の実施）

指定調査機関は、設計調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞

指定調査機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により設計調査を行わなければ

なく、設計調査を行わなければならない。

第十六条

２
ならない。
（変更の届出）

指 定調査機関 は、その氏 名若しくは 名称若しくは住所又は設計調査の業務 を行 う事務 所の所在地

主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を 公示し なけ ればならない。

を変更しようとするときは、 変更 しよう とする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

第十七条

２
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指定 調査機関 は、設計調 査の業務に 関する規程（以下この条において「業 務規 程」という。）を

（業務規程 ）
第十八条

２

主 務大臣は、 第一項の認 可をした業 務規程が 設計 調査の 公正な実施上不適当となったと認めるときは、

業務規程には、設計調査の実施方法その他の主務省令で定める事項を定め ておかなけ ればならない。

定め、主務大臣の認可を受け なけ ればならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

３

その 業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
（業務の休廃止）

指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又

主務大臣 は、 前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

は廃止してはならない。

第十九条

２

主務大 臣は、指定調 査機関が 第十四条 第一 項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと

（適合命令）
第二十条

認めるときは、当該指定調査機関に対し、これらの要件に適合するため必要な措置をとるべきことを命ず
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ることがで きる。

主務大臣は、指定調査機関が第十六条の規定に違反していると認めるとき、又は指定調査機関

（改善命令）
第二十一条

が行 う設計調 査が適当 でないと認 めるときは 、当該指定調査機関に対し、設計調査を行うべきこと又 は設

計調査の方法その他の業務の方法の改善 に関し 必要 な措置をとるべきことを命ずることができる。
（指 定の取消し等）

主務 大臣は、 指定調査機 関が第十三 条各号のいずれか に該 当するに至ったときは、その指定を

主 務大臣は 、指定調査 機関が次 の各号のいず れかに該当するときは、その 指定を取り消し、又は一年以

取り 消さな けれ ばならない。

第二十二条

２

第十八条第三項又は前二条の規定による命令に違反したとき。

反したとき。

第十一条 第四項、第 十六条、 第十七条第一 項、第十八条第一項、第十九条第一項又は次条の規定 に違

内の期間を定めて設計 調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一

二
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３

４

三

不正の 手段により 指定又はその更新を受けたとき。

主務大臣は 、前二項 に規定する 場合のほか 、指定調査機関が、正当な理由がない のに 、その指定を受け

た日から 一年を経 過してもな おその指定 に係る設計 調査の 業務を開始しないときは、その指定を取り消す
ことができる。

主務大臣は、前三項の規定 によ る処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

指定 調査機関 は、主務省 令で定める ところにより、帳 簿を 備え、設計調査の業務に関し主務省

（帳 簿の記載等）
第二十三条

令で 定める 事項 を記載し、これを保存しなければならない。
（秘密保持義務等）

指定調査機関の役員（法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。次項、第六

設計調査 の業務に従 事する指定 調査機関 の役員又は職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）そ の他

て知り得た秘密を漏らし、又 は自 己の利 益のために使用してはならない。

十条 及び第六 十三条にお いて同じ 。）若しくは 職員又はこれらの者であった者は、設計調査の業務に 関し

第二十四条

２
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の罰則の適 用について は、法令により公務に従事する職員とみなす。
（主務大臣による設計調査の業務の実施）

主務大臣は、指定調査機関が第十九条第一項の規定により設計調査の業務の全部若しくは一部

主務大臣が、第一項の規定により設計調査の業務を行うこととし、第十九条第一項の規定により設計調

調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を 公示 しなければならない。

主務大臣は、前項の規定により設計調査の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている設計

ず、設計調査の業務の全部又は一部を自ら行う ものとする 。

施することが困難となった場合において、必要があると認めるときは、第十一条第二項の規定にかかわら

の停止 を命じた 場合又は指定 調査機関が 天災その 他の事由 により 設計 調査の業務の全部若しくは一部を実

を休 止した場 合、第二 十二条第二 項の規定に より指定調査機関に対し設計調査の業務の全部若しくは 一部

第二十五条

２

３

査の 業務の廃 止を許可し 、又は第 二十二条第一 項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合 にお
ける設計調査の業務の引継ぎ その 他の必 要な事項は、主務省令で定める。
（手数料）
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設計認定又は第九条第一項の変更の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める

指定調査 機関が行う 設計調査を 受けよう とする者は、政令で定めるところにより指定調査機 関が主 務大

に設計調査の全部を行わせる こと としたときは、この限りでない。

額の 手数料を国 に納めな ければな らない。ただ し、主務大臣が第十一条第一項の規定により指 定調査 機関

第二十六条

２

臣の認可を受けて定める額の手数料を、 当該指 定調 査機関に納めなければならない。

この 章の規定 による指定 調査機関の 処分又はその不作 為に ついて不服がある者は、主務大臣に

（審 査請求）
第二十七条

対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法（平成二十六年法

律第 六十八号） 第二十五条 第二項及 び第三項、 第四十六条第二項並びに第四十九条 第三 項の規 定の適用に

特定プラスチック使用製品の使用の合理化

ついては、当該指定調 査機関の上級行政庁とみなす。
第四章

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

（事業者の判断の基準となる べき 事項）
第二十八条
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２

いて特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

。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。

前項に規 定する判断 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。
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３

４

主務大臣は、第一項に規定する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。

主務大臣は、第一項に規定する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。

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、

（指導及び助言）
第二十九条

特定 プラスチッ ク使用製品 提供事業者 に対し、 前条第一項に規定する判断の 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。

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

（勧告及び命令）
第三十条

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（以下「特定プラスチック使用製品多量提供

事業者」という。）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
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２

３

４

出の抑制の状況が第二十八条第一項に規定する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。

前 項に規定す る特定プラ スチック使 用製品の 量に は、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、 当該事業に加盟する者（以下 この項において「加盟者」と

いう。）が提供する特定プラスチック使用製品に関する定めであって主務省令で定めるものがあるものを

行う 特定プラス チック使用 製品提供 事業者にあ っては、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も のとする。

主務大臣 は、第一項 に規定する 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。

主務大臣 は、第一項 に規定する 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、前項の 規定
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によりそ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 、審議 会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百

二十 号）第八 条に規定 する機関を いう。第四 十六条第五項において同じ。）で政令で定めるものの意 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

市町村の分別収集及び再商品化

ずる ことができる。
第五章

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、次に掲

（分 別収集 等）
第三十一条

定

前号に規定する分別の基準をプラスチック使用製品廃棄物を排出する者に周知させるための措置その

当該市町 村の区域内 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

げる措置を講ずるよう 努めなければならない。
一

二
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２

他当該市 町村の区域 内におい てプラスチ ック使用 製品廃棄物が当該分別の基準に従って適正に分別して
排出されることを促進するために必要な措置

市町村が前項第一号に規定する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
排出しなければならない。

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。第三十六条において同

（再 商品化の委託）
第三十二条

じ。）の再商品化を、容器包装再商品化法第二十一条第一項に規定する指定法人（第三十六条において「
指定法人」という。）に委託することができる。

市町村は、 単独で又は 共同して、 主務省令で定めるところにより、分別 収集 物の再 商品化の実

（再商品化計画の認定 ）
第三十三条

施に関す る計画（ 以下この条 及び次条第 四項第一 号におい て「再商品化計画」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。
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２

再 商品化 計画 においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

分別収集物 の種類（ 分別収集 物にプラスチ 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

三

二

分別収 集物 の再商品化の実施方法

各年度において得られる分別収集物の種類 ごとの量の 見込み

分別収集物の再商品化を実施しようとする期間

一

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める

ものをいう。第三十五条において同じ。）が含まれる場合は、その種類を含む。第三号において同

四

分別収集物の再商品化の実施に要する費用の総額及びその内 訳

じ。）

五

分別収 集物の収 集、運搬 又は処分（ 再生を含む 。次項第四号ロ、第三十九条第三項第三号ロ及びハ並

分別収集物の収集又は運搬の用に供する施設

収集、運搬又は処分の別

びに第四十八条第三項第三号ロ及びハを除き、以下同じ。）を行う者の氏名又は名称及びその者が行う

六

七
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３

九

八
その他主務省令で定める事項

分別収 集物の処分 の用に供する施設の所在地、構造及び設備

主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再商品化計画が次の各号

再 商品化計 画の内容が、 基本方針に 照らして 適切なも のであ り、 かつ、プラスチック使用製品廃棄物

のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一

の適正な処理及び分別収集物の再商品化の効率的な実施に資するものとして主務省令で定める基準に適

前項第 二号 に規定する期間が主務省令で定める期間を超えないものであること。

合するものであること。
二

前項第六号 に規定する 者の能力 並びに同項 第七号に掲げる施設及び同項第八号 に規 定する 施設が、分

廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者

前項第六号に規定する者 が次 のいず れにも該当しないこと。

合するものであること。

別収集物 の再商品化 を適確に 、かつ、 継続して実 施する に足りるものとして主務省令で定める基準に適

三

四
イ
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ロ

ハ

この 法律又はこ の法律に 基づく命令 若しくは 処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

営業 に関し成 年者と同 一の行為能 力を有しな い未成 年者で あっ て、その法定代理人（法定代理人が

法人 である場 合において は、その役 員（業務 を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ず る者

をいい 、相談役、 顧問その他 いかなる名 称を有す る者 である かを 問わず、法人に対し業務を執行する

社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む

。第六 十条及び第 六十三条 を除き、以 下同じ。 ）を含む。第三十九条第 三項第三号ニ及び第四十八条
第三項 第三 号ニにおいて同じ。）がイ又はロのいずれかに該当するもの

法人であ って、その役 員又は政 令で定め る使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当す る者が ある

個人であって、政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する 者があるも の

ニ

ホ

廃棄物処理法第十四条第五項第二 号ヘに 該当 する者

もの

ヘ

（再商品化計画の変更等）
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前条第三項の認定を受けた市町村（以下「認定市町村」という。）は、同条第二項第一号から

認定市 町村（前 条第三項 の認定に係 る再商品化 計画（第一項の規定による変更又は前二項の規定によ

主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定を取り消すことができ

滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければな らない。

認定市町村は、前条第二項第九号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅

ところにより、あらかじめ、その旨を主 務大臣 に届 け出なければならない。

認定市町 村は、前項 ただし書の 主務省令 で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省 令で定 める

受けなければならない。ただ し、 主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

第八 号までに掲 げる事項 を変更し ようとすると きは、主務省令で定めるところにより、主務大 臣の認 定を

第三十四条

２

３

４
る。
一

る届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定再商品化計画」という。）に記載さ

れた同条 第二項第 六号に規 定する者（ 以下「再商 品化実施者」 とい う。）を含む。第五十五条第四項に

おいて「認定市町村等」という。）が、認定再商品化計画に従って分別収集物の再商品化を実施してい
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５

二

三

四

ないとき。

認定市町村 が、再商 品化実施 者以外の者に 対して、認定再商品化計画に係る分別収集物の 再商品 化に

必要な行為（収集、運搬又は処分に該 当するもの に限る。）を委託したとき。

再商品化 実施者の 能力又は認 定再商品化 計画に記載された前条第二項第七号に掲げる施設若しく は同

項第八号に規定する施設が、同条第三項第三 号の主務省 令で定める基準に適合しなくなったとき。

再商品化実施者が前条第三項第四号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき。
前条第三項の規定は、第一項の認定に ついて 準用 する。

認 定再商品化 計画に記 載されたプラ スチック容器包装廃棄物につ いては、これを容器包装再商

（容 器包装 再商 品化法の特例）
第三十五条

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。

第三 十二条の規定 により市 町村の委 託を 受けて分別収集物の再商品化に必要な行為（廃棄物処

（廃棄物処理法の特例）
第三十六条

理法第二条第二項に規定する一般廃棄物（以下「一般廃棄物」という。）又は産業廃棄物の運搬又は処分
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２

３

４

に該当するものに限る。以下この項、第四項及び第五項において同じ。）を実施する指定法人又は指定法

人の 再委託を受 けて分別 収集物の 再商品化に必 要な行為を業として実施する者は、廃棄物処理 法第七 条第

一項若し くは第六 項又は第十 四条第一項 若しくは第 六項の 規定にかかわらず、これらの規定による許可を
受けないで、当該行為を業として実施することができる。

廃 棄物処理法 第六条の二 第二項の規 定にかか わら ず、第 三十二条の規定により市町村が分別収集物の再

商品化に必要な行為（一般廃棄物の運搬又は処分に該当するものに限る。）を指定法人に委託する場合の
基準は、政令で定める。

指定法人は、市町村の委託を受けた分別収集物の再商品化に必要な行為（産業廃棄物の運搬又は処分に

該当するものに限る。）を他人に再委託する場合には、政令で定 める 基準に従わなければならない。

指定法人（市町村の委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為を実施する場合に限る。以下この

条に おいて同 じ。）は、 廃棄物処 理法第七条第 十三項、第十五項及び第十六項並びに第七条の五の規 定（

これらの 規定に係 る罰則を含 む。）又は 廃棄物処 理法第十 二条の四第一項、第十四条第十二項から第十五

項まで及び第十七項並びに第十四条の三の三の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用について
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５

６

は、一般廃棄物収集運搬業者（廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。

以下 同じ。）若 しくは一 般廃棄物 処分業者（廃 棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄 物処分 業者

をいう。 以下同じ 。）又は産 業廃棄物収 集運搬業者 （廃棄 物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄

物収 集運搬業 者をいう 。以下同じ 。）若しく は産業廃棄物処分業者（廃棄物処理法第十四条第十二項 に規
定する産業廃棄物処分業者をいう。以下 同じ。 ）と みなす。

指定法人の再委託を受けて分別収集物の再商品化に必要な行為を業として実施する者は、廃棄物処理法

第六 条の二第六 項、第七条 第十三項及 び第十四 項並びに第七条の五の規定（ これらの規定に係る罰則を含

む。）又は廃棄物処理法第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十六項まで及び第十四条の三の三

の規 定（これら の規定に係 る罰則を 含む。）の 適用については、一般廃棄物収集運 搬業 者若し くは一般廃

棄物処分業者又は産業 廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

前二項に 規定する者 は、廃棄物 処理法第十 九条の三の規定（同条の規定に係る罰 則を 含む。 ）の適用に

ついては 、一般廃 棄物収集運 搬業者若し くは一般 廃棄物処 分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産
業廃棄物処分業者とみなす。
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７

一般廃棄物処理基準（廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準をいう。第四十一

条第 七項におい て同じ。 ）に適合 しない分別収 集物（一般廃棄物であるものに限る。）の運搬 又は処 分（

保管を含 む。以下 この項にお いて同じ。 ）が行われ た場合 において、指定法人が当該運搬若しくは処分を

行っ た者に対 して当該 運搬若しく は処分をす ることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの 者が

当該運 搬若しく は処分をする ことを助け たときは 、指定法 人は、 廃棄 物処理法第十九条の四（廃棄物処理

法第十九条の十第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定（当該規定に係

る罰 則を含む。 ）の適用に ついては、 廃棄物処 理法第十九条の四第一項に規 定する処分者等に該当するも
のと みなす 。

再 商品化実施 者は、廃 棄物処理法第 七条第一項若しくは第六項又 は第十四条第一項若しくは第

廃棄物処 理法第六条 の二第二項 の規定に かかわらず、認定市町村が分別収集物の再商品化に必要な 行為

限る。）を業として実施する こと ができ る。

集物 の再商品 化に必要な 行為（一 般廃棄物又は 産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するも のに

六項の規定 にかかわ らず、こ れらの規定 による許可 を受けないで、認定再商品化計画に従って行う分別収

第三十七条

２
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３

４

（一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。）を再商品化実施者に委託する場合の
基準は、政令で定める。

再商品化実施者は、廃棄物処理法第七条第十三項から第十六項まで及び第七条の五の規定（これらの規

定に 係る罰則 を含む。 ）又は廃棄 物処理法第 十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十七項まで 及び

第十四 条の三の 三の規定（こ れらの規定 に係る罰 則を含む 。）の 適用 については、一般廃棄物収集運搬業

者若 しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

前 項に規定す る者は、 廃棄物処理 法第十九条 の三の規定（同条 の規 定に係る罰則を含む。）の適用につ

いては、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業
廃棄物処分業者とみなす。
（適用除外）

特定家庭用機器再商品化 法（ 平成十 年法律第九十七号）第二条第四項に規定する特定家庭用機器

この章の規定は、次に掲げる製品が廃棄物となったも のに ついては、適用しない。

一

使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成十四年法律第八十七号）第二条第一項に規定する自動

第三十八条

二
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車
第六章

製造事業者等による自主回収及び再資源化

（自主回収・再資源化事業計 画の 認定）

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

申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

自主回収・再資源化 事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

申請することができる。

この条及び 次条第四 項におい て「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

る者 を含む。） は、主務省 令で定め るところに より、自主回収・再資源化事業の実 施に 関する 計画（以下

者（当該収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託して当該自主回収・再資源化事業を行おうとす

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

ック使用製品を含む。）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

ラスチ ック使用 製品（当該プ 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

第三十九条

２
一
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３

申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者

三
自主回収・再資源化事業の内容

申請者が個人である場合 にお いて、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名

二

四

使 用済プラ スチック使用 製品の収集 、運搬又 は処分の 全部又 は一 部を他人に委託しようとする場合に

の氏名

五

八

七

六

その他主務省令で 定める事項

使用済プラスチック使用製品の再資源化に関する研究開発を 行お うとする場合には、その内容

使用済 プラ スチック使用製品の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備

使用済プラスチック使用製品の収集又は運 搬の用に供 する施設

は 、その 者の 氏名又は名称及びその者が行う収集、運搬又は処分の別

九

主務大臣 は、第一項 の規定によ る申請があ った場合において、その申請に係る自 主回 収・再 資源化事業

自主回収・再資源化事業の内容が、基本方針に照らして適切なものであり、かつ、使用済プラスチッ

計画が次の各号のいずれにも 適合 するも のであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
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二

三

ク使用製品の再資源化の促 進に 資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。

申請者（前 項第五号 に規定す る者がある場 合にあっては、当該者を含む。次号において同 じ。） の能

力並びに 同項第六 号に掲げ る施設及び 同項第七号 に規定 する施 設が 、自主回収・再資源化事業を適確に

、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。

廃棄 物処 理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者

申請者が次のいずれにも該当しない こと。
イ

この法律 又はこの法律 に基づく命 令若しく は処分に違反し、罰金以上の刑に 処せ られ、 その執行を

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからハまで

いものを含む。）

よる 通知があ った日前六 十日以内に 当該法人の 役員であった者で当該取消しの日から五年 を経過 しな

取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定に

次条第四 項の規定によ り認定を 取り消さ れ、その取消しの日から五年を経過しない者（ 当該認 定を

終わり 、又 は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ロ

ハ

ニ
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のいず れか に該当 するもの

法人であ って、その 役員又は 政令で定め る使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する 者が

個人であって、政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの

ホ

ヘ

廃棄物処理法第十四条第五項第二号ヘに 該当する者

あるもの

ト
（自 主回収・再資源化事業計画の変更等）

前条第 三項の認 定を受けた 者（以下「 認定自主回収・再 資源 化事業者」という。）は、同条第二

認定 自主回収 ・再資源化事 業者は、 前条第二 項第 一号から第三号まで、第八号又は第九号に掲げる事項

、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出 なけれ ばな らない。

認定自主回収・再資源化事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは

大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める 軽微 な変更については、この限りでない。

項第四号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務

第四十条

２

３

を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければなら
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４

ない。

主務大臣は 、次の各 号のいずれ かに該当す ると認めるときは、前条第三項の認定 に係 る自主回収・再資

源化事業 計画（第 一項の規定 による変更 又は前二項 の規定 による届出に係る変更があったときは、その変

更後 のもの。 以下「認 定自主回収 ・再資源化 事業計画」という。）の変更を指示し、又は同条第三項 の認

認定 自主回収 ・再資源化 事業者の能 力又は前 条第二項 第六号に掲げる施設若しくは同項第七号に規定

製品の再資源化に必要な行為を委託したとき。

に規定す る者以外の 者に対し て、当該 認定自主回 収・再 資源化事業計画に係る使用済プラスチック使用

認定自主回 収・再資源 化事業者 が、認定自 主回収・再資源化事業計画に記載さ れた 前条第 二項第五号

資源化事業計画に従 って自主回収・再資源化事業を実施していないとき。

が記 載されて いる場合には 、当該者を 含む。次 号及び次条を除き、以下同じ。） が、 認定自 主回収・再

認定自主回収・再資源化事業者（認定自主回収・再資源化事業計画に前条第二項第五号に規定する者

定を取り消すことができる。
一

二

三

す る施設が、同条第三項第二号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
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５

四

認定自 主回収・再 資源化事業者が前条第三項第三号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

（廃棄物処理法の特例）

認定自主回 収・再資源 化事業者 は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は 第十四 条第

認定 自主回収 ・再資源化事 業者の委 託を受け て使 用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為を

る者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

当するもの に限る。 ）を認定 自主回収・ 再資源化事 業計画に記載された第三十九条第二項第五号に規定す

認 定自主回 収・再資源 化事業者 は、前項に規 定する行為（産業廃棄物の収 集若しくは運搬又は処分に該

がで きる。

物の 収集若しく は運搬又は 処分に該当 するもの に限る。第三項において同じ 。）を業として実施すること

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に必要な行為（一般廃棄物又は産業廃棄

一項若 しくは第 六項の規定に かかわらず 、これら の規定に よる許 可を 受けないで、認定自主回収・再資源

第四十一条

２

３

業として実施する者（認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第三十九条第二項第五号に規定する
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４

５

者に限る。）は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定に

かか わらず、こ れらの規 定による 許可を受けな いで、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 化に必要な行為を業として実施することができる。

認定自主 回収・再資 源化事業者 は、廃棄 物処理法第七条第十三項、第十五項及び第十六項並 びに第 七条

の五の 規定（こ れらの規定に 係る罰則を 含む。） 又は廃棄 物処理 法第 十二条第五項、第十二条の四第一項

、第十四条第十二項から第十五項まで及び第十七項並びに第十四条の三の三の規定（これらの規定に係る

罰則 を含む。） の適用につ いては、一 般廃棄物 収集運搬業者若しくは一般廃 棄物処分業者又は産業廃棄物
収集 運搬業 者若 しくは産業廃棄物処分業者とみなす。

第 三項に規 定する者は 、廃棄物 処理法第六条 の二第六項、第七条第十三項 及び第十四項並びに第七条の

五の規定（ これらの 規定に係 る罰則を含 む。）又は 廃棄物処理法第十二条の四第一項、第十四条第十二項

から 第十六項 まで及び第 十四条の 三の三の規定 （これらの規定に係る罰則を含む。）の適用について は、

一般廃棄 物収集運 搬業者若し くは一般廃 棄物処分 業者又は 産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処
分業者とみなす。
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６

７

前二項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定（同条の規定に係る罰則を含む。）の適用に

ついては、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産
業廃棄物処分業者とみなす。

一般廃棄物処理基準に適合しない使用済プラスチック使用製品（一般廃棄物であるものに限る。）の収

集、運搬又は処分（保管を含む。以下この項において同じ。）が行われた場合において、認定自主回収・

再資源化事業者が当該収集、運搬若しくは処分を行った者に対して当該収集、運搬若しくは処分をするこ

とを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該収集、運搬若しくは処分をすることを助けた

ときは、当該認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第十九条の四（廃棄物処理法第十九条の十

第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定（当該規定に係る罰則を含む。

）の適用については、廃棄物処理法第十九条の四第一項に規定する処分者等に該当するものとみなす。

主務大臣は、認定自主回収・再資源化事業者に対し、認定自主回収・再資源化事業計画に係る

（指導及び助言）
第四十二条

自主回収・再資源化事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
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こ の章の規 定は、第三 十八条各号 に掲げる製品又は使用済小型電子機器 等の 再資源化の促進に

（適用除外 ）
第四十三条

関する法 律（平成 二十四年法 律第五十七 号）第二条 第一項 に規定する小型電子機器等に該当するプラスチ

排出事業者による排出の抑 制及び再資 源化等

ック使用製品については、適用しない。
第七章

（プ ラスチック使用製品産業廃棄物等の排出事業者の判断の基準となるべき事項）

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

前項 に規定す る判断の基準 となるべ き事項は 、基 本方針に即し、かつ、プラスチック使用製品産業廃棄

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なるべき事項を定 めるも のと する。

号において 同じ。） がプラス 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に

小規 模企業者そ の他の政令 で定める 者を除く。 以下この項、次条、第四十六条及び 第五 十八条 第一項第三

、主務省令で、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

第四十四条

２

物等の排出の抑制及び再資源化等の状況、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
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３

等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。

主務大臣は、第一項に規定する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。

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

（指導及び助言）
第四十五条

必要 があると認 めるときは 、排出事業 者に対し 、前条第一項に規定する判断 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す
ることができる。

主務大臣は 、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

（勧告及び命令）
第四十六条

る要件に 該当する もの（以下 「多量排出 事業者」 という。 ）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第四十四条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく

- 45 -

２

３

４

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 旨の勧告をすることができる。

前項に規定するプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量には、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 、当該 事業 に加盟する者（以下この項において

「加盟者」という。）が排出する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であって主務省

令で 定めるもの があるもの を行う排出 事業者に あっては、加盟者がその事業 において排出するプラスチッ
ク使 用製品 産業 廃棄物等の排出量を含むものとする。

第 一項に規 定するプラ スチック 使用製品産業 廃棄物等の排出量には、建設 工事（廃棄物処理法第二十一

条の三第一 項に規定 する建設 工事をいう 。）が数次 の請負によって行われる場合における当該建設工事の

元請 業者（同 条第一項に 規定する 元請業者をい う。）にあっては、当該建設工事に伴い生ずるプラス チッ
ク使用製品産業廃棄物等の排 出量 を含む ものとする。

主務大臣 は、第一項 に規定する 勧告を受 けた多量排出事業者がその勧告に従わなかったときは、そ の旨
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５

を公表する ことができ る。

主務大臣は 、第一項 に規定する 勧告を受け た多量排出事業者が、前項の規定によ りそ 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 、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著しく害すると認めるとき は、

審議会 等で政令 で定めるもの の意見を聴 いて、当 該多量排 出事業 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。

前三条の規定は、第三十八条各号に掲げる製品が廃棄物となったものについては、適用し ない 。

（適用除外）
第四十 七条

次に掲げる者は、主務省令で定めるところにより、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資

（再資源化事業計画の認定）
第四十八条

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（以下「再資源化事業 」と

いう。） の実施に 関する計画 （以下この 条及び次 条第四項 において「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。
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２

一

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を行おうとする排出事業者

（ 当該プラス チック使用 製品産業 廃棄物等の 収集、運搬又は処分の全部又は一部を他人に委託して 当該
再資源化事業を行おうとする者を含む 。）

複数の排 出事業者 の委託を受 けて、これ らの者が排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等に つい

申請者 の氏 名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二

て再資 源化事業 を行おうと する者（当 該プラスチ ック使用製品産業廃棄物 等の収集又は運搬の全部又は
一 部を他 人に 委託して当該再資源化事業を行おうとする者を含む。）

一

申請者が法 人である場 合におい ては、その 役員の氏名及び政令で定める使用人 があ るとき は、その者

再資源化事業計画においては、次に掲 げる事 項を 記載しなければならない。

二

四

三

申請者が前項第二号に掲げる者である場合にあっては、同号の排出事業者の氏名又は名称

再資源化事業の内容

申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、 その者 の氏 名

の氏名

五
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３

プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬又は処分（申請者が前項第二号に掲げる者である場

八

七

プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に関する研究開発を行おうとする場合には、その内容

プラスチック使用製品産業廃棄物等 の処分 の用 に供する施設の所在地、構造及び設備

プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬の用に供する施設

六

合 にあっては 、収集又は 運搬。以 下この号に おいて同じ。）の全部又は一部を他人に委託しようと する

九
その他主務省令で定める事項

場合には、その者の氏名又は名称及び その者が行 う収集、運搬又は処分の別

十

主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再資源化事業計画が次の

申請者（前項第六号に規定する者がある場合にあっては、当該者を含む。次号において同じ。）の能

て主務省令で定める基準に適合するも のであ るこ と。

して適切なものであり、かつ、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化の促進に資するものとし

再資源 化事業の 内容が、 基本方針及 び第四十四 条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照ら

各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定 をす るものとする。
一

二
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三

力並びに 同項第七号 に掲げる 施設及び同 項第八号 に規定する施設が、再資源化事業を適確に、かつ、継
続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合すること。

廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者

申請者が次のいずれにも 該当 しないこと。
イ

こ の法律又 はこの法律 に基づく命 令若しくは 処分に違反し、罰金以上 の刑に処せられ、その執行を

法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当する者が

のいずれかに該当するも の

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイからハまで

いものを含む。）

よる通 知があっ た日前六十 日以内に 当該法人の 役員であった者で当該取消しの 日か ら五年を経過しな

取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定に

次条第四 項の規定によ り認定を取 り消され 、その取消しの日から五年を経過 しな い者（ 当該認定を

終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ロ

ハ

ニ

ホ
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ヘ
廃棄物処理法第十四条第五項第二 号ヘに該当 する者

個人であって、政令で定める使用人のうちにイからハまでのいずれかに該当 する 者があ るもの

あるも の

ト
（再資源化事業計画の変更等）

前条 第三項の認 定を受けた 者（以下 「認 定再資 源化事業者」という。）は、同条第二項第四号

認定再資 源化事業者 は、前条第 二項第一号 から第三号まで、第五号、第九号又は 第十 号に掲 げる事項を

で定めるところにより 、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

認 定再資源 化事業者は 、前項た だし書の主務 省令で定める軽微な変更をし ようとするときは、主務省令

い。

務大 臣の認定を 受けなけれ ばならない 。ただし 、主務省令で定める軽微な変 更については、この限りでな

又は第六号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主

第四十九条

２

３

変更した ときは、 主務省令で 定めるとこ ろにより 、遅滞な く、その旨を主務大臣に届け出なければならな
い。
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４

主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定に係る再資源化事業計

画（ 第一項の規 定による 変更又は 前二項の規定 による届出に係る変更があったときは、その変 更後の もの

。以下「 認定再資 源化事業計 画」という 。）の変更 を指示 し、又は同条第三項の認定を取り消すことがで

認定再資源化事業者が前条第三項第三号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき 。

、同条第三項第二号の主務省令で定め る基準 に適 合しなくなったとき。

認定再資 源化事業者 の能力又 は前条第二項 第七号に掲げる施設若しくは同項第八号に規定する施 設が

為を委託したとき。

に 対して、当 該認定再資源 化事業計 画に係る 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

認定再資源化事業者が、認定再資源化事業計画に記載された前条第二項第六号に規定する者以外の者

って再資源化事業を実施していないとき。

には、当該者を含む。次号、次条及び第五十一条を除き、以下同じ。）が、認定再資源化事業計画に従

認 定再資源 化事業者（認 定再資源化 事業計画 に前条第 二項第 六号 に規定する者が記載されている場合

きる。
一

二

三

四
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５

前 条第三 項の 規定は、第一項の認定について準用する。
（廃棄物処理法の特例）

認定再資源化事業者（第四十八条第一項第一号に掲げる者に限る。）の委託を受けてプラスチッ

前 項に規定 する者は、 廃棄物処 理法第十二条 第五項、第十二条の四第一項 、第十四条第十二項から第十

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。

これ らの規定に よる許可を 受けないで 、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

第二項第六号に規定する者に限る。）は、廃棄物処理法第十四条第一項又は第六項の規定にかかわらず、

のに限 る。以下 この項におい て同じ。） を業とし て実施す る者（ 認定 再資源化事業計画に記載された同条

ク使 用製品産 業廃棄物 等の再資源 化に必要な 行為（産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当す るも

第五十条

２

五項まで及 び第十六 項本文、 第十四条の 三の三並び に第十九条の三の規定（これらの規定に係る罰則を含

認定再資源化事業者（第四十八条第一項第二号に掲げる者に限る。以下この条において同

む。）の適用については、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者 とみな す。
第五十一条

じ。）は、廃棄物処理法第十四条第一項又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受け
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２

３

４

ないで、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に必要な行為

（産 業廃棄物の 収集若し くは運搬 又は処分に該 当するものに限る。）を業として実施すること ができ る。

認定再資源化事業者は、前項に規定する行為（産業廃棄物の収集又は運搬に該当するものに限る。次項

にお いて同じ 。）を認 定再資源化 事業計画に 記載された第四十八条第二項第六号に規定する者に委託 する
場合には、政令で定める基準に従わなけ ればな らな い。

認定再資源化事業者の委託を受けて第一項に規定する行為を業として実施する者（認定再資源化事業計

画に 記載された 第四十八条 第二項第六 号に規定 する者に限る。）は、廃棄物 処理法第十四条第一項の規定

にかかわらず、同項の規定による許可を受けないで、第一項に規定する行為を業として実施することがで
きる。

認定再資源化事業者は、廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第

十五 項まで、 第十六項本 文（産業 廃棄物の処分 に係る部分に限る。）及び第十七項、第十四条の三の 三並

びに第十 九条の三 の規定（こ れらの規定 に係る罰 則を含む 。）の適用については、産業廃棄物収集運搬業
者又は産業廃棄物処分業者とみなす。
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５

第三項に規定する者は、廃棄物処理法第十二条の四第一項、第十四条第十二項から第十六項まで、第十

四条 の三の三及 び第十九 条の三の 規定（これら の規定に係る罰則を含む。）の適用については 、産業 廃棄
物収集運搬業者とみなす。

主務 大臣は、認 定再資源化 事業者に 対し 、認定 再資源化事業計画に係る再資源化事業の適確な

（指導及び助言）
第五十二条
実施 に必要な指導及び助言を行うものとする。

第四十八条から前条までの規定は、第四十三条に規定するプラスチック使用製品が廃棄物とな

（適用除外）
第五十三条

雑則

ったものについては、適用しない。
第八章

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

（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）
第五十四条

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（次項において「振興財団」という。）
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ハ

ロ

イ

認定自主回収・再資源化事業者が認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う研究開発（産業廃

廃棄物の処理に関する新 たな 技術の開発に資するものに限る。）に必要な資金

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に 関す る研究 開発（産業

次に掲げる資金に 充てるための助成金を交付すること。

資源化（産業廃棄物の処理に該当するものに限る。）の用に 供す る施設の整備の事業に必要な資金

認定 再資源化事 業者が認定 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

に必要な資金

ク使用製品の再資源化（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の事業

認 定自主回 収・再資源 化事業者が 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

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の事 業に 必要な 資金

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

次に掲げる資金の借入れに係る債務を保証すること。

は、同法第 十七条各号 に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一

二
イ

ロ
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２

三

ハ

棄物の 処理 に関す る新たな技術の開発に資するものに限る。）に必要な資金

認定再資 源化事業者 が認定再 資源化事業 計画に従って行う研究開発（産業廃棄物の処理に関す る新
たな技術の開発に資する もの に限る。）に必要な資金
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

前 項の規定に より振興財 団が同項各 号に掲げ る業 務を行 う場合には、産業廃棄物の処理に係る特定施設

号。以下「プラ スチック資源循環促進法」と

の整備の促進に関する法律第十八条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及びプラスチックに
係る資源循環の促進等に関する法律（令和三年法律第

いう。）第五十四条第一項第一号に掲げる業務」と、同法第十九条中「掲げる業務」とあるのは「掲げる

業務 及びプラス チック資源 循環促進 法第五十四 条第一項各号に掲げる業務」と、同 法第 二十一 条第二号中

「掲げる業 務及び」 とあるの は「掲げる 業務及びプ ラスチック資源循環促進法第五十四条第一項第一号に

掲げ る業務並 びに」と、 同条第三 号中「掲げる 業務及びこれに」とあるのは「掲げる業務及びプラス チッ

ク資源循 環促進法 第五十四条 第一項第二 号に掲げ る業務並 びにこれらに」と、同法第二十二条第一項、第

二十三条及び第二十四条第一項第一号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又はプラスチック資源循
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環促進法第五十四条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十三条中「この章」とあるのは「この章又は

プラ スチック資 源循環促 進法」と 、同法第二十 四条第一項第三号中「この章」とあるのは「こ の章若 しく

はプラス チック資 源循環促進 法」と、同 法第三十条 中「第 二十二条第一項」とあるのは「第二十二条第一

項（ プラスチ ック資源 循環促進法 第五十四条 第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以 下こ

の条において同じ。）」と、「同項」と あるの は「 第二十二条第一項」とする。
（報 告の徴収）

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

主務大臣 は、この法 律の施行に 必要な限 度において、認定市町村等に対し、分別収集物の再商品化 の実

、特定プラスチック使用製品 の使 用の合 理化の実施の状況に関し報告させることができる。

主務大臣 は、この法 律の施行に 必要な限度 において、特定プラスチック使用製品 多量 提供事 業者に対し

し報告させることがで きる。

主 務大臣は 、この法律 の施行に 必要な限度に おいて、指定調査機関に対し 、設計調査の業務の状況に関

に対 し、認 定プ ラスチック使用製品の設計の業務の状況に関し報告させることができる。

第五十五条

２

３

４
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５

６

７

施の状況に 関し報告さ せることができる。

主務大臣は 、この法 律の施行に 必要な限度 において、認定自主回収・再資源化事 業者 に対し、使用済プ

ラスチック使用製品の自主回 収及 び再資源化の実施の状況に関し報告させることができる。

主務大臣 は、この法 律の施行に 必要な限 度において、多量排出事業者に対し、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 の実施 の状 況に関し報告させることができる。

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定再資源化事業者に対し、プラスチック使用製
品産業廃棄物等の再資源化の実施の状況に関し 報告させる ことができる。
（立 入検査 ）

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

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、指定調査機関の事務所、事業場又は

、事業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることが できる 。

製造事業者 等、再商 品化実施 者、認定自 主回収・再 資源化事業者又は認定再資源化事業者の事務所、工場

第五十六条

２

倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
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３

４

５

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、特定プラスチック使用製品多量提供

事業 者又は多量 排出事業 者の事務 所、工場、事 業場又は倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の 物件を 検査
させることができる。

前三項の 規定により 立入検査を する職員 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示 しなけ れば
ならない。

第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
ならない。

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

（関 係行政 機関 への照会等）
第五十七条

、照会し、又は協力を 求めることができる。

この 法律における 主務大臣 は、経済 産業 大臣及び環境大臣とする。ただし、次の各号に掲げる

（主務大臣等）
第五十八条

事項については、当該各号に定める大臣とする。
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一

二

三

プラスチック使用製品設計指針に関する事項

経済産業大臣及び特定プラスチック使用製

経済産業大臣及びプラスチック使用製品設計指針に係

るプラスチック使用製品の製造の事業を所管する大臣
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
品提供事業者が行う事業を所管する大臣

第 四十四条 第一項に規定 する判断の 基準とな るべき事 項の策 定及 びその改定、第四十五条に規定する

指導及び助言、第四十六条第一項に規定する勧告、同条第四項の規定による公表、同条第五項の規定に

経済産業 大臣、環境大臣及び排出事業者が行う事業を所管する

よる 命令、第 五十五条第六 項の規定に よる報告 の徴収並びに第五十六条第三項の 規定 （多量 排出事業者
に係る部分に限る。）による立入検査

この法律 にお ける主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

大臣
２

内閣総理 大臣は、こ の法律によ る権限（金 融庁の所掌に係るものに限り、政令で 定め るもの を除く。）

この法律 に規定する 主務大臣の 権限は、 政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長 に委

を金融庁長官に委任する。

３

４
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５

任すること ができる。

金融庁長官 は、政令 で定めると ころにより 、第三項の規定により委任された権限 の一 部を財務局長又は
財務支局長に委任することが でき る。

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、その制定

（経過措置）
第五十九条

又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含
む。）を定めることができる。
罰則

第二 十二条第二 項の規定 による命令に 違反した場合には、当該違反 行為をした指定調査機関の役

第九章
第六十条

第二十四条 第一項の規 定に違反し て、設計調査の業務に関して知り得た 秘密 を漏ら し、又は自

員又は職員は、一年以 下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十一条

第三十条第 四項又は第 四十六条 第五項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行 為を

己の利益のために使用した者 は、 一年以 下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十二条
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次 の各号の いずれかに 該当する場 合には、当該違反行為をした指定調査 機関 の役員又は職員は

した者は、 五十万円以 下の罰金に処する。
第六十三条

一

第 二十三条 の規定に違反 して、帳簿 を備えず 、帳簿に 記載せ ず、 若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又

第十九条第一項の許可を受けないで設計調査の業務の全部又は一部を休止し、 又は 廃止し たとき。

、三十万円以下の罰金に処す る。

二

第五十五条第二項の規定による報告をせず 、又は虚偽 の報告をしたとき。

は 帳簿を 保存 しなかったとき。
三

第五十 六条 第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

次 の各号のい ずれかに 該当する場合 には、当該違反行為をした者 は、三十万円以下の罰金に処

四
第六十四条

第五十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第五十五 条第一項、 第四項（ 認定市町村に 係る部分を除く。）、第五項又は第七項の規定による 報告

する。
一

二
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第六十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処

第五十五条第三項又は第 六項 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

する。
一

第五十六条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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

二

則

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、

（検討）

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。

（施行期日）

附

人に対して各本条の刑を科する。

に関し、第六十二条、第六十四条又は前条の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

第六十六条

１

２

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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３

（登録免許 税法の一部 改正）

登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）の一部を次のよ うに 改正する。

認定件数

認定件数

一件につき十五万円

一件につき十五万円

使用済プラスチック使用製品の自主回収・再資源化事業計画又はプラスチック使用

別表第一第百五十六号の二の次に次の ように加え る。
百五十六の三

号）第三十九条第三項（自主回収・再資源

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第四十

画の認定

化事業計画の認定）の規定による自主回収・再資源化事業計

三年法律第

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

製品産業廃棄物等の再資源化事業計 画の 認定
㈠

㈡

八条第三項（再資源化事業計画の認定）の規定による再資源
化事業計画の認定（同条第一項第二号に掲げる者が受けるも
の に限る。）
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理

由

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、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 度を創設 するととも に、プラス チック使 用製品の廃棄物の排出の抑制等の措置を講ずる必要 がある 。こ
れが、この法律案を提出する理 由で ある。
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