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はじめに 

 

これまで我が国の古紙需給は、比較的安定して推移してきたものの、今後、中国におけ

る古紙回収率の上昇が見込まれ、かつ、人件費の高騰などから中国でのミックス古紙（雑

誌・雑がみが混在している古紙）の再資源化が困難になる可能性も指摘されている。 

我が国の古紙輸出量の約８割を占める中国への輸出が停滞すれば、多くの古紙が国内に

滞留し、貴重な資源である古紙が廃棄物として処理される可能性も危惧されている。古紙

は古くから製紙原料として利用されてきており、あくまでもマテリアルリサイクルを前提

として有償で安定的に取引されるべきであり、こうした事態を避けるためには国内循環（古

紙利用率の向上）を強化していくことが重要である。 

このような状況の中、家庭から排出されている「雑誌・雑がみ」の大部分は、国内では

板紙以外にほとんど利用されておらず、国内の回収量の３割以上が中国へ輸出されている。

仮に、混在されている「雑誌・雑がみ」について、雑がみが取り除かれた「選別雑誌」と

「雑がみ」に分別することが可能になれば、選別雑誌は中質ベースの紙、雑がみはより安

価な段ボール原紙等の板紙に利用できることになり、国内循環をさらに促進させることが

できる。 

一方、昨年度から、紙製造業者には我が国で発生する貴重な古紙資源を有効利用するた

めに資源有効利用促進法に基づいて「平成２７年度までに古紙利用率を６４％に向上させ

る」という新たな目標が定められ、国内循環を進める観点から我が国の紙リサイクルを維

持・発展させることが決められたところ。そのため、新たな古紙利用率を達成するには、

紙分野の古紙利用率の向上が不可欠となっている。 

 

このように、我が国で発生する貴重な古紙資源を今まで以上に有効利用する必要がある

ことから、雑誌・雑がみの有効利用に関する調査委員会を組織し、雑誌・雑がみの有効利

用を図る上で問題点が指摘されている識別マーク（資源有効利用促進法で規定され、特定

容器包装に該当するものに表示義務があり、容器包装リサイクル法では特定事業者による

再商品化が義務付けられている。）のあり方については、識別マーク検討ワーキンググルー

プを設け、集中的に検討を行い、その検討結果を踏まえつつ、国内発生古紙のさらなる国

内循環を進めるための雑誌・雑がみの分別方法やその回収方法を整理した上で雑誌、雑が

みの有効利用のための方策の検討を行った。 

 

 本調査報告書が我が国の紙リサイクルの更なる進展の一助となることを期待する。 
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第１章 雑誌、雑がみの分別の現状把握 

１．雑誌古紙の品質の実態  

製紙原料に向かないものの混入比率の増加により、雑誌古紙の品質は年々低

下傾向にある。製紙メーカーの各工場では、古紙問屋から納品される古紙をさ

らに選別し、使用しているが、トラブルの発生件数は増加している。 

 

この背景としては、雑誌の販売量（重量ベース）は近年減少傾向にあるが、

雑がみを含む雑誌古紙の回収量は底堅く推移している。これは、雑誌古紙にお

ける雑がみ比率が上昇しており、雑誌古紙の品質が年々低下しているためと推

測される。 

 

 

図 1-1 雑誌販売重量、雑誌古紙回収量の推移 

単位：トン
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（資料）紙板紙向け消費量：経済産業省「紙・印刷・プラスチック・ゴム製品統計月報」、 

輸出量：財務省「日本貿易月表」 
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２．地方自治体における雑誌、雑がみの分別回収の実態 

地方自治体アンケート調査（人口 10 万人以上の自治体全てと人口 10 万人未

満の自治体から一定数を選定し、およそ 400 の自治体を対象に実施）による雑

誌、雑がみの分別回収の実態は以下のとおりとなっている。 

（１）行政回収における雑誌、雑がみの回収状況 

雑誌と雑がみを分別回収している地方自治体は全体の２割ほどであった。昨

年度の調査においても、排出時点で分別を実施している自治体の割合はほとん

ど変わらない。 

 

図 1-2 行政回収における雑誌、雑がみの回収状況（n=３４２） 

混合回収している
58%

分別回収している
19%

雑誌のみ回収し、

雑がみは回収して

いない
7%

雑誌も雑がみも

回収していない
10%

その他
6%

 

〈参考：昨年度調査結果〉 



3 

 

（２）雑誌、雑がみの分別回収前の回収状況  

 雑誌、雑がみを分別回収する前の回収状況としては、雑がみを可燃ごみとし

ていた自治体が 7割以上である。 

また、雑誌と雑がみの分別回収をはじめた時期は、「2005～2009年」が最も多

い。 

 

図 1-3 雑誌、雑がみの分別回収をはじめた時期、分別回収前の回収状況（n=65） 

n=65

分別回収をはじめた時期 分別回収前の回収状況

2000年以前
17%

2000～2004年
23%

2005～2009年
31%

2010年以降
18%

無回答
11%

雑誌と雑がみの混合

回収をしていた
18%

雑誌のみ回収し、雑が

みは可燃ごみと一緒

に回収していた

53%

雑誌も雑がみも可燃

ごみと一緒に回収して

いた

21%

その他

8%
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（３）行政回収における雑誌、雑がみの回収の今後 

行政回収における雑誌、雑がみの回収の今後については、大半の自治体が 3

年後も現在と同様と回答しており、何らかの取組を実施し、分別回収に転換可

能となる条件を整備しない限り、混合回収している自治体や雑がみを回収して

いない自治体が分別回収へ転換することは期待できない。 

 

 

図 1-4 行政回収における雑誌、雑がみの回収の今後 

混合回収実施自治体の今後（n=198）

分別回収実施自治体の今後（n=65）

雑誌のみ回収する自治体の今後（n=23）
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88%

「雑誌」「雑が

み」の分別回収

に移行する予

定である

0%

「雑誌・雑がみ」

の混合回収に

移行する予定

である

4%

集団回収での

「雑誌」回収に

移行する予定

である

0%

その他

8%
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（４）雑誌、雑がみの分別回収実施前に存在した課題、当該課題の克服方法 

 雑誌、雑がみの分別回収実施前に存在した課題としては、『「雑がみ」区分に関

する住民への周知徹底が難しかった』、『どの紙が「雑がみ」に該当するのかが

分かりにくく、排出方法を含め、住民への説明がしにくかった』等、周知徹底

に関する回答が多かった。 

 この課題の克服方法としては、冊子・チラシ・リーフレット、広報誌、web

ページ等を活用し、住民への「雑がみ」区分の周知に努めた自治体がほとんど

であった。 

図 1-5 分別回収実施前に存在した課題（n=65） 

66%

62%

2%

18%

5%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「雑がみ」区分に関する住民への周知徹底が難しかった

どの紙が｢雑がみ」に該当するのかが分かりにくく、排出方法を含

め、住民への説明がしにくかった

雑がみの引渡先を見つけるのに苦労した

新たに回収ラインが増えることから、回収費用が増加する

その他

とくに課題はない

 

 

図 1-6 分別回収実施前に存在した課題の克服方法（n=65） 
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（５）雑誌、雑がみの分別回収を実施した結果、生じた課題、当該課題の克服

方法 

 雑誌、雑がみの分別回収実施後に、特段、課題は生じていない場合が多いが、

『「雑誌」と「雑がみ」での分別排出が徹底されず、ミックス状態で排出する状

態が続いた』、『「雑誌」もしくは「雑がみ」区分で想定したほどの量が集まらな

かった』、『「雑がみ」区分への禁忌品の混入が増えた』を課題にあげた自治体も

一部にみられた。 

 この課題の克服方法としては、「雑がみ排出できるもの、排出できないものに

係るチラシ、PR 資料等を作成し、配布した」への回答が多かった。「その他」

として、「出前講座、学習会の実施」、「市民団体・小売店との連携による店頭啓

発の実施」等が挙げられた。 

図 1-7 分別回収実施後に生じた課題（n=65） 

 

図 1-8 分別回収実施後に生じた課題の克服方法（n=65） 
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（６）雑誌、雑がみを分別回収している理由・メリット 

 雑誌、雑がみの分別回収を実施している理由・メリットとして、「可燃ごみを

減らせる（焼却処理費用を減らせる）」を挙げた自治体が 9 割にものぼった。次

いで、『「雑誌」区分への禁忌品の混入を減らせる』への回答が多かった。 

 

図 1-9 分別回収しているメリット・理由（n=65） 

 

（７）雑誌、雑がみの分別回収実施前後における回収量の変化 

 雑誌、雑がみの分別回収実施前後における回収量の変化をみると、全体とし

て回収量が増加したと回答した自治体が約７割と多数を占めた。 

 

図 1-10 分別回収実施前後における回収量の変化（n=65） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分別後、雑誌の

回収量が増加した
12%

分別後、雑がみの

回収量が増加した
32%

雑誌・雑がみの比率

は不明だが、２つを

合計した回収量は

増加した

22%

分別前と比較して

雑誌・雑がみの

回収量が減少した

5%

回収量に変化は

見られなかった
11%

無回答

18%
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３．雑誌、雑がみの流通、利用の現状  

 実際に雑誌、雑がみの分別排出を実施している自治体はあるものの、古紙問

屋から製紙メーカーへの納品区分に「雑がみ」は存在しない。また、輸出にお

いても雑誌と雑がみが混在した状態で取引が行われており、他国の古紙と比較

しても、高い価格で取引されている。 

そのため、分別排出された雑誌と雑がみは回収・流通段階で混ぜられ、製紙

メーカーに納入される際は、ミックス状態となっていることが多いと考えられ

る。 

ただし、一部の製紙メーカーにおいては、異物が除去された「選別雑誌」を

白板紙、洋紙原料として利用しており、ミックス古紙より割高で取引されてい

るのが現状である。 

 

 

 

 〈まとめ〉 

既に分別回収を実施している自治体は全体の 2 割ほどであるが、これら

の自治体については、 

① 可燃ごみの減量化（焼却費用の低減） 

② 資源回収量の増加 

などの理由から分別排出を実施している。 

自治体にとっては分別排出における住民への周知徹底が必要となるもの

の、上記のような経済的なインセンティブが働くことになる。 

 

雑誌古紙の品質は年々低下傾向にあるが、今後、古紙利用の拡大を図っ

ていく上で、古紙品質の向上は必要不可欠である。このことから、雑誌、

雑がみの分別を行い、雑誌古紙の品質を向上させることは有効な政策であ

ると考えられる。 
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第２章 紙製容器包装の識別マークのあり方について 

１．紙製容器包装の現状 

（１）紙製容器包装の回収状況 

環境省のデータによれば、紙製容器包装の分別収集を実施している自治体数

は 627 自治体であり、実施率は 35.8％である。これらの自治体においては識別

マークを目印に紙製容器包装を回収しており、他の古紙と分別して排出すると

いう役割を十分に果たしている。 

ただし、紙製容器包装の回収を行っている自治体数が非常に少ないため、紙

製容器包装の回収量を拡大させるには、既存の古紙ルートでの回収も重要とな

る。 

 

表 2-1 容器包装廃棄物の分別収集量、再商品化量、分別収集実施市町村数 

 
（資料）環境省ホームページ 
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（２）紙製容器包装に係るマテリアルフローの概要 

識別マークのついた紙製容器包装の家庭からの排出量は 78.6万トン。そのう

ち市町村が分別収集している量 9.3 万トン。紙製容器包装は、排出量の 11.8％

しか回収されていない。 

また、容器包装リサイクルルートで引取られる量は 2.84万トン（分別収集量

の 30.5％）に留まっており、大半は古紙ルートで製紙原料としてリサイクルさ

れている。 

 

図 2-1 紙製容器包装のマテリアルフロー 

（資料）容器包装リサイクル協会ホームページ 
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（３）識別マークの活用状況 

 地方自治体へのアンケート調査によると「紙製容器包装を分別する際の目印

として活用している」への回答が 12％、混合回収や雑がみの分別回収時の目印

として活用している割合が 15％（10％＋5％）であり、残り 7 割の自治体にお

いては、古紙回収時に識別マークを活用していない。 

 

 

図 2-2 識別マークの活用状況（n=342） 
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（４）識別マークの問題点 

識別マークはあくまでも再生資源としての紙製容器包装の利用を促進するた

めの分類上のマークであり、製紙原料として適したものであるという意味では

ない。そのため、容リルートによる「紙製容器包装」の回収を行っている自治

体以外の自治体においては、 

①排出を行う消費者に混乱を与える 

②自治体が回収物、製紙原料不適品を周知する際に混乱を招く 

一因となっている。 

 

図 2-3 現状の識別マークの問題点、改善点について(地方自治体アンケート調査) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=342

識別マークの活用状況に

照らし、問題点、改善点が

ある, 46%

識別マークの活用状況に

照らし、特段の問題点、改

善点はみられない, 51%

無回答, 4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

87%

65%

39%

28%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

識別マークがついているものはすべて紙にリサイクルされるもの、との誤解を与える

住民の排出段階での禁忌品の排除に役立たない

識別マークの大きさが小さく、住民は識別マークに気がつかないことがある

現在の識別マークでは、製紙原料用とそれ以外に利用されるもの（燃料用等）に分別排出できない

その他
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２．古紙回収における消費者意識 

消費者の多くは、可燃ごみの中にリサイクルできそうな古紙があると感じて

いるが、製紙原料に向かないものや難処理古紙について理解している消費者は

少ない。 

消費者にもわかりやすい情報発信という意味においては、紙製容器包装の識

別マークを整理することが、ひとつの有効な方策となる。 

 

図 2-4-1 古紙回収に係る消費者意識 

◇自分の家庭で排出する可燃ごみの中にリサイクルできそうな古紙が 

含まれていると思うか？ 

かなりの量が

含まれていると

思う35%

多少は含まれ

ていると思う
46%

あまり含まれて

いないと思う
14%

ほとんど含まれ

ていないと思う
5%

 
（注１）政令指定都市の消費者２，０００人対象 

（注２）平成２０～２２年度結果。 

（資料）古紙再生促進センターの消費者 web アンケート 

 

 

図 2-4-2 古紙回収に係る消費者意識 

◇古紙はその種類によって、紙の原料に利用する用途が異なることを 

知っているか？ 

 
（注１）政令指定都市の消費者２，０００人対象 

（注２）平成２０～２２年度結果。 

（資料）古紙再生促進センターの消費者 web アンケート 
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図 2-4-3 古紙回収に係る消費者意識 

◇特殊加工した紙の中には、製紙原料として使用する古紙に混入すると製品が 

欠陥商品になることを知っているか？  

 
（注１）政令指定都市の消費者 2，000 人対象 

（注２）平成 20～22 年度結果。 

（資料）公益財団法人 古紙再生促進センターの消費者 web アンケート 

 

 

図 2-4-4 古紙回収に係る消費者意識 

◇どの古紙回収システムが利用しやすいと思うか？（＊） 

64.9%

22.8%

37.4%

37.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

自治体の資源回収

住民グループの集団回収

スーパー、公共施設の回収ボックス

その他の民間回収

 
（注１）政令指定都市の消費者 2，000 人対象 

（注２）平成 21～22 年度結果。 

（資料）公益財団法人 古紙再生促進センターの消費者 web アンケート 
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３．製紙原料に向かないものの混入比率について 

（１）雑誌・雑がみにおける組成 

雑誌・雑がみにおける組成調査において、製紙原料に向かないものの比率は

2.8％であり、そのうちの約 5 割以上が紙製容器包装である。 

 

表 2-2 雑誌・雑がみ混合調査結果 

（2010 年 10 月～2012 年 11 月の間に南関東地区の 9 市において 

行った調査〈全 10 回〉） 

 

市町村名

調査実施場所

調査実施日

集荷品目名

回収方法

重量（ｋｇ） 混入率（％） 重量（ｋｇ） 混入率（％） 重量（ｋｇ） 混入率（％） 重量（ｋｇ） 混入率（％） 重量（ｋｇ） 混入率（％）
1 新聞 53.61 2.11% 11.64 1.08% 189.74 12.40% 16.63 1.38% 33.87 1.92%
2 チラシ 306.20 12.06% 88.76 8.20% 349.95 22.86% 150.00 12.47% 174.79 9.92%
3 雑誌 1,763.77 69.46% 794.71 73.44% 534.38 34.91% 920.00 76.51% 1,520.00 86.28%
4 段ボール 41.20 1.62% 9.02 0.83% 41.12 2.69% 8.14 0.68% 4.42 0.25%
5 紙箱 117.66 4.63% 85.84 7.93% 121.38 7.93% 45.68 3.80% 6.38 0.36%
6 ティッシュ箱 19.90 0.78% 10.38 0.96% 18.92 1.24% 5.90 0.49% 0.46 0.03%
7 紙袋 28.96 1.14% 14.08 1.30% 35.92 2.35% 7.38 0.61% 2.48 0.14%
8 シュレッダー 0.60 0.02% 0.16 0.01% 0.20 0.01% 1.50 0.12% 0.00 0.00%
9 包装紙 5.48 0.22% 3.28 0.30% 10.28 0.67% 3.68 0.31% 0.66 0.04%

10 小物・ポスター・その他 133.92 5.27% 24.42 2.26% 147.26 9.62% 22.32 1.86% 8.74 0.50%
11 その他製紙原料に向くもの 9.06 0.36% 4.00 0.37% 8.94 0.58% 4.58 0.38% 0.48 0.03%

2,480.36 97.67% 1,046.29 96.69% 1,458.09 95.26% 1,185.81 98.61% 1,752.28 99.46%

⑫ マルチパック（B） 11.32 0.45% 3.94 0.36% 9.26 0.60% 2.68 0.22% 0.56 0.03%
⑬ 臭いのついた箱（洗剤箱等）（A） 4.68 0.18% 1.80 0.17% 4.36 0.28% 1.04 0.09% 0.08 0.00%
⑭ 金銀・メタリック箔（B） 4.08 0.16% 4.68 0.43% 3.60 0.24% 2.16 0.18% 0.48 0.03%
15 紙パック（B） 12.12 0.48% 1.06 0.10% 24.56 1.60% 1.28 0.11% 0.24 0.01%
⑯ 複合材製箱、袋、包装紙（B） 8.24 0.32% 17.58 1.62% 13.44 0.88% 3.34 0.28% 2.56 0.15%
⑰ カップ（B） 1.96 0.08% 0.26 0.02% 1.02 0.07% 0.26 0.02% 0.00 0.00%
18 フィルム貼の紙（B） 5.72 0.23% 1.58 0.15% 3.62 0.24% 2.06 0.17% 1.26 0.07%
19 裏カーボン（B） 3.12 0.12% 2.22 0.21% 0.70 0.05% 0.22 0.02% 0.14 0.01%
20 その他製紙原料に向かないもの（A） 7.82 0.31% 2.70 0.25% 12.06 0.79% 3.62 0.30% 4.16 0.24%

59.06 2.33% 35.82 3.31% 72.62 4.74% 16.66 1.39% 9.48 0.54%

2,539.42 100.00% 1,082.11 100.00% 1,530.71 100.00% 1,202.47 100.00% 1,761.76 100.00%

12.12 0.48% 1.06 0.10% 24.56 1.60% 1.28 0.11% 0.24 0.01%

30.28 1.19% 28.26 2.61% 31.68 2.07% 9.48 0.79% 3.68 0.21%

42.40 1.67% 29.32 2.71% 56.24 3.67% 10.76 0.89% 3.92 0.22%

Ａ：紙パック比率（一部アルミ付きを含む）

Ａ＋Ｂ：紙製容器包装禁忌品比率

合　　計

製
紙
原
料
に
向
く
も
の

計

雑誌・雑紙
行政回収

製
紙
原
料
に
向
か
な
い
も
の

計

雑誌・その他の紙 雑誌・雑がみ 雑誌・その他紙 雑誌・ざつ紙
2010年10月 2011年1月 2011年1月 2011年7月 2011年7月

地区古紙問屋ヤード 地区古紙問屋ヤード 地区古紙問屋ヤード 地区古紙問屋ヤード 清掃センター
Ａ市 Ｂ市 Ｃ市 Ｄ市 Ｅ市

Ｂ：複合紙製容器包装比率（紙パックを除
く）

行政回収 行政回収 行政回収 行政回収

 

 
市町村名

調査実施場所

調査実施日

集荷品目名

回収方法

重量（ｋｇ） 混入率（％） 重量（ｋｇ） 混入率（％） 重量（ｋｇ） 混入率（％） 重量（ｋｇ） 混入率（％） 重量（ｋｇ） 混入率（％） 重量（kg） 混入率（％）
1 新聞 8.00 0.83% 18.51 1.83% 13.60 1.66% 29.73 2.93% 46.66 6.39% 42.20 3.34%
2 チラシ 103.18 10.71% 130.00 12.89% 58.18 7.10% 159.14 15.70% 99.36 13.61% 161.96 12.80%
3 雑誌 620.84 64.42% 730.00 72.36% 598.02 72.93% 601.03 59.28% 403.85 55.33% 848.66 67.07%
4 段ボール 47.08 4.89% 11.70 1.16% 15.52 1.89% 36.44 3.59% 18.07 2.48% 23.27 1.84%
5 紙箱 33.90 3.52% 48.04 4.76% 58.58 7.14% 84.68 8.35% 76.26 10.45% 67.84 5.36%
6 ティッシュ箱 25.30 2.63% 6.10 0.60% 12.34 1.50% 14.86 1.47% 15.52 2.13% 12.97 1.02%
7 紙袋 28.90 3.00% 7.36 0.73% 10.42 1.27% 18.26 1.80% 11.23 1.54% 16.50 1.30%
8 シュレッダー 0.04 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1.40 0.14% 1.00 0.14% 0.49 0.04%
9 包装紙 9.54 0.99% 1.52 0.15% 3.52 0.43% 3.00 0.30% 3.50 0.48% 4.45 0.35%

10 小物・ポスター・その他 31.00 3.22% 35.15 3.48% 11.10 1.35% 15.06 1.49% 27.10 3.71% 45.61 3.60%
11 その他製紙原料に向くもの 11.28 1.17% 2.56 0.25% 5.00 0.61% 7.52 0.74% 6.36 0.87% 5.98 0.47%

919.06 95.36% 990.94 98.23% 786.28 95.89% 971.12 95.78% 708.91 97.13% 1,229.91 97.20%

⑫ マルチパック（B） 11.60 1.20% 4.66 0.46% 6.98 0.85% 7.08 0.70% 6.84 0.94% 6.49 0.51%
⑬ 臭いのついた箱（洗剤箱等）（A） 2.04 0.21% 0.82 0.08% 1.58 0.19% 1.72 0.17% 0.56 0.08% 1.87 0.15%
⑭ 金銀・メタリック箔（B） 3.96 0.41% 3.06 0.30% 2.74 0.33% 1.78 0.18% 2.60 0.36% 2.91 0.23%
15 紙パック（B） 11.38 1.18% 2.66 0.26% 14.82 1.81% 15.34 1.51% 4.26 0.58% 8.77 0.69%
⑯ 複合材製箱、袋、包装紙（B） 4.82 0.50% 3.04 0.30% 4.28 0.52% 6.74 0.66% 4.08 0.56% 6.81 0.54%
⑰ カップ（B） 0.38 0.04% 0.46 0.05% 0.26 0.03% 0.74 0.07% 0.20 0.03% 0.55 0.04%
18 フィルム貼の紙（B） 4.26 0.44% 1.44 0.14% 1.00 0.12% 1.72 0.17% 0.82 0.11% 2.35 0.19%
19 裏カーボン（B） 0.16 0.02% 0.32 0.03% 0.20 0.02% 0.80 0.08% 0.22 0.03% 0.81 0.06%
20 その他製紙原料に向かないもの（A） 6.08 0.63% 1.38 0.14% 1.86 0.23% 6.90 0.68% 1.40 0.19% 4.80 0.38%

44.68 4.64% 17.84 1.77% 33.72 4.11% 42.82 4.22% 20.98 2.87% 35.37 2.80%

963.74 100.00% 1,008.78 100.00% 820.00 100.00% 1013.94 100.00% 729.89 100.00% 1,265.28 100.00%

11.38 1.18% 2.66 0.26% 14.82 1.81% 15.34 1.51% 4.26 0.58% 8.77 0.69%

22.80 2.37% 12.04 1.19% 15.84 1.93% 18.06 1.78% 14.28 1.96% 18.64 1.47%

34.18 3.55% 14.70 1.46% 30.66 3.74% 33.40 3.29% 18.54 2.54% 27.41 2.17%

行政回収

Ｂ：複合紙製容器包装比率（紙パックを除
く）

行政回収 行政回収

Ｆ市 Ｇ市 Ｆ市
地区古紙問屋ヤード 地区古紙問屋ヤード 地区古紙問屋ヤード

2011年10月 2012年1月 2012年7月

製
紙
原
料
に
向
か
な
い
も
の

計

雑誌・雑がみ
行政回収行政回収

雑誌・ざつ紙
行政回収

2012年11月
雑誌・雑がみ雑誌・雑紙 雑誌・ざつ紙

合　　計

9市（全10回）平均Ｉ市

製
紙
原
料
に
向
く
も
の

計

Ａ：紙パック比率（一部アルミ付きを含む）

Ａ＋Ｂ：紙製容器包装禁忌品比率

地区古紙問屋ヤード
2012年11月
雑誌・ざつ紙

Ｈ市
地区古紙問屋ヤード

（資料）公益財団法人 古紙再生促進センター資料 
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（２）雑がみにおける組成 

雑がみにおいては製紙原料に向かないものの比率が 7.9％であり、そのうちの

約 5 割以上が紙製容器包装である。 

 

表 2-3 雑がみ単独調査 

（2011 年 9 月に南関東地区の 2 市において行った調査〈全 2 回〉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）公益財団法人 古紙再生促進センター資料 

 

 

市町村名

調査実施場所

調査実施日

集荷品目名

回収方法

重量（ｋｇ） 混入率（％） 重量（ｋｇ） 混入率（％） 重量（kg） 混入率（％）
1 新聞 6.42 2.11% 14.96 2.08% 10.69 2.09%
2 チラシ 65.20 21.42% 164.57 22.88% 114.89 22.45%
3 雑誌 84.78 27.85% 153.79 21.38% 119.29 23.31%
4 段ボール 16.42 5.39% 34.02 4.73% 25.22 4.93%
5 紙箱 57.42 18.86% 110.36 15.34% 83.89 16.39%
6 ティッシュ箱 10.46 3.44% 15.72 2.19% 13.09 2.56%
7 紙袋 12.58 4.13% 29.96 4.17% 21.27 4.16%
8 シュレッダー 5.06 1.66% 11.72 1.63% 8.39 1.64%
9 包装紙 1.80 0.59% 18.94 2.63% 10.37 2.03%

10 小物・ポスター・その他 17.30 5.68% 95.20 13.24% 56.25 10.99%
11 その他製紙原料に向くもの 6.82 2.24% 8.90 1.24% 7.86 1.54%

284.26 93.38% 658.14 91.51% 471.20 92.07%

⑫ マルチパック（B） 3.76 1.24% 13.72 1.91% 8.74 1.71%
⑬ 臭いのついた箱（洗剤箱等）（A） 1.20 0.39% 4.84 0.67% 3.02 0.59%
⑭ 金銀・メタリック箔（B） 1.46 0.48% 2.70 0.38% 2.08 0.41%
15 紙パック（B） 4.88 1.60% 8.22 1.14% 6.55 1.28%
⑯ 複合材製箱、袋、包装紙（B） 4.30 1.41% 13.54 1.88% 8.92 1.74%
⑰ カップ（B） 0.72 0.24% 1.66 0.23% 1.19 0.23%
18 フィルム貼の紙（B） 1.64 0.54% 5.28 0.73% 3.46 0.68%
19 裏カーボン（B） 0.34 0.11% 4.22 0.59% 2.28 0.45%
20 その他製紙原料に向かないもの（A） 1.84 0.60% 6.90 0.96% 4.37 0.85%

20.14 6.62% 61.08 8.49% 40.61 7.93%

304.40 100.00% 719.22 100.00% 511.81 100.00%

4.88 1.60% 8.22 1.14% 6.55 1.28%

11.44 3.76% 36.46 5.07% 23.95 4.68%

16.32 5.36% 44.68 6.21% 30.50 5.96%

Ａ：紙パック比率（一部アルミ付きを含む）

Ａ＋Ｂ：紙製容器包装禁忌品比率

清掃センター 清掃センター

その他の紙 雑がみ類

合　　計

2市平均

雑がみ
行政回収

2011年9月 2011年9月

J市 K市

Ｂ：複合紙製容器包装比率（紙パックを除く）

製

紙

原

料

に

向

く

も

の

計

製

紙

原

料

に

向

か

な

い

も

の
計

行政回収 行政回収
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４．家庭から排出される紙製容器包装の組成 

 紙製容器包装リサイクル推進協議会で作成した資料を元に、紙製容器包装を

製紙原料に向くもの（紙単体）とそうでないもの（複合品）におおまかに区分

すると以下のとおりとなる。 

〈参考〉 

 古紙基準： 製紙原料 → 83％   禁忌品 → 17％ 

（公益財団法人 古紙再生促進センターの古紙標準規格による） 

 紙製容器包装構成比： 紙単体 → 88％  複合品 → 12％ 

 

表 2-4 家庭から排出される紙製容器包装の組成（1市） 

分類
紙製容
器包装
構成

古紙
基準
（※）

Ｈ23年
調査％

Ｈ22年
調査％

Ｈ21年
調査％

Ｈ20年
調査％

Ｈ19年
調査％

平均
（％）

備考

単一素材紙箱 単一 ○ 57.9 61.48 60.05 55.6 54.3 57.87
食品・医薬・日用
品など

ティッシュボックス（フィ
ルム易分離）

単一 ○ 12.66 6.78 9.2 8.8 7.13 8.91
＊フィルム付き含
む

マルチパック 単一 × 4.05 3.84 3.62 3.6 4.19 3.86

防水加工していな
いもの（ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ
用など）は製紙原
料として利用可能

金銀箱（印刷、蒸着） 単一 ○
金銀箱（金属箔） 複合 ×
洗剤の箱（紙単体）、
石鹸の包装、線香の箱

単一 ×

洗剤の箱（プラ貼合せ） 複合 ×
その他複合箱 複合 × 1.12 0 0.31 2.1 1.13 0.93
単一素材 単一 ○ 6.11 11.13 8.69 10.7 15.39 10.4
複合紙袋（袋部が複合
素材）

複合 × 0.56 0.8 1.6 2.5 2.13 1.52 袋部が複合素材

単一素材包装紙 単一 ○ 3.8 2.7 2.02 3.5 3.04 3.01
複合素材包装紙 複合 × 0.44 0 0.09 0.2 0.36 0.22

パルプモール
ド

紙単体 単一 ○ 0.39 0.61 0.75 0.7 0.42 0.57 卵パックなど

飲料用紙容器
アルミ付き紙容器（複
合）

複合 × 4.43 5.26 4.67 3.8 3.36 4.3
清涼飲料・ジュー
スなど

プラスチック貼り合せ
（複合）

複合 ×
ヨーグルト容器、
カップ麺容器、な

易分離紙カップ（外カッ
プ）

単一 ○ 外カップは単一
内面プラ（複合） 複合 ×
紙単体紙管製容器
（プラ個装）

単一 ○

紙箱

0.81 0.73 0.85 1.4 1 ＊印刷・蒸着含む

3.18 2.35 4.22 3.8 4.18 3.55
単一素材でも、古
紙基準では、「に
おい」で×

1.21

紙袋

包装紙

紙カップ 4.18 3.87

スナック菓子など

2.7 2.83 3.35

紙管製容器 0.37 0.45 0.74 0.6 0.32 0.5

3.19

注）単一・複合の区分は、紙製容器包装に該当するものを詳細に検討し、区別表示ガイドラインの作成が必要である。 

 上記分類以外に、紙箱台紙・中仕切り、蓋、封筒、容器に入った靴の詰め物・靴下の薄い紙などが対象となる。  

 今回複合とした分類中でも、単一製品が含まれる。比率の想定及び区別表示対象には、詳細な分析が必要と考える。

           

（資料）紙製容器包装リサイクル推進協議会 
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５．紙製容器包装の識別マークのあり方 

（１）識別マークを製紙原料に向くもの（紙単体）とそうでないもの（複合品）

に区分する方策について 

現状の「消費者に混乱を与える」という問題点を改善するには、紙製容器包

装の識別マークを「製紙原料に向くもの（紙単品）とそうでないもの（複合品）」

に分けることが有効だと考えられる。 

理由として、 

 

〈消費者のメリット〉 

 識別マークの整理を行うことによって、分別排出する際の判断材料として

識別マークを活用できるようになれば、消費者の混乱を避けることができ

る。 

 

〈自治体のメリット〉 

 何らかの形で禁忌品の情報を伝達している自治体（アンケート調査では

75％の自治体）では製紙原料に向かないものの周知、分別排出の方法に

ついて普及啓発を実施しやすくなる。 

 製紙原料に向くもの（紙単体）とそうでないもの（複合品）がわかりやす

くなることで、集団回収においても識別マークの活用が期待できる。 

 識別マークを変更しても自治体の回収費用は増加しないとする自治体が

多い自治体での周知や集団回収において識別マークを活用することが可

能となる。 

 

〈回収業者、古紙問屋、製紙メーカーのメリット〉 

 識別マークの変更により、分別排出が徹底されれば、雑誌・雑がみもしく

は雑がみにおける製紙原料不適品の混入比率が低下し、古紙品質が向上す

る。 

 製紙原料不適品の混入比率低下により、回収、流通、利用の各段階におい

て選別コストの低減につながる。 
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《社会全体のメリット》 

 識別マークを製紙原料に向くもの（紙単体）とそうでないもの（複合品）に

分けることにより、「雑誌・雑がみ」又は「雑がみ」における製紙原料不適

品の混入量の半数以上の問題に対応することができ、古紙品質の向上が期待

される。 

 紙製容器包装の回収量は現状排出量の 2 割程度に留まっているが、識別マー

クを区分することにより、雑がみ回収において識別マークを活用する自治体、

新たに雑がみ回収を実施する自治体が増え、資源化量を拡大させる可能性が

ある。 

ことが挙げられる。 

 

 また、紙製容器包装の識別マークを整理することで、消費者が雑がみを分別

しやすくなり、雑誌・雑がみの分別排出が促進される。 
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（２）識別マークを２つに分ける上での課題、デメリット 

 識別マークを製紙原料に向くもの（紙単体）とそうでないもの（複合品）に

分けるにはいくつかの課題、デメリットがある。 

 

〈消費者〉 

 マークの種類が増えることで、マークの意味を確認し、覚えなければいけ

ない。 

〈課題解決の可能性〉 

 →製紙原料に向くもの（紙単体）とそうでないもの（複合品）の区別表示を

行うため、消費者にとっても理解しやすいマークになり、排出段階での分

別を実施しやすくなる。同時に、消費者の混乱を避けることができる。 

 

〈自治体〉 

 変更されたマークについて、周知徹底が必要。 

〈課題解決の可能性〉 

 →現状の課題である「分別排出の際に識別マークが活用できない」という点

が整理されることから、周知自体は行いやすくなる。 

→また、現在マークを活用していない自治体についても、識別マークの変更を

契機に識別マークを利用した周知を行う可能性があり、識別マークの利用価

値が高まる。 

→古紙回収において識別マークの活用を進めることにより、可燃ゴミの焼却費

用を低減させることができる。 

 

〈容器包装メーカー等〉 

 パッケージデザインの変更が必要になり、一時的ではあるがコスト増とな

る。 

〈課題解決の可能性〉 

→コスト増になるにも関わらず、業界団体である紙製容器包装リサイクル推進

協議会で提言をまとめており、容器包装メーカー等についても合意が得られ

ている。 
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（３）製紙原料に向かないもの全てにマークを付与する方策について 

製紙原料に「向かないもの」すべてにマークを付すことは、現状、以下の理

由から困難であると考えられる。 

① 製品の製造事業者は自社の製品にマイナスイメージのマークが付される

ことになる。 

② 対象品目、ステークホルダーが多くなりすぎる。 

③ デザイン変更、印刷費用等、コスト増となるが、誰が費用を負担するのか

不明確。 

④ 製紙原料不適品全てにマークをつけたとしても、「におい」などにより、

製品が使用されてから、製紙原料不適品となるものもある。 

 

 いずれにせよ、紙製容器包装以外の製紙原料不適品についても情報発信を行

うことは重要である。 
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６．識別マーク検討ワーキンググループでの議論 

（１）自治体 

①識別マークの変更についての意向 

製紙原料に向かないとして住民に周知しているものに識別マークが付与さ

れているため、住民からの問い合わせを受けることが多い。このため、識別マ

ークを製紙原料に向くものとそうでないものに区分する方向性が好ましい。 

 

②留意事項 

 新しい識別マークを作る場合は、既に多種類存在するリサイクル関連マー

クの中で埋没しないような工夫をする必要がある。 

 識別マークで製紙原料に向くものを明示することにより、雑がみの回収も

増える可能性があるが、回収量が増大した雑がみがリサイクルされる仕組

みを構築できるかが懸念事項。 

 識別マークの変更を契機に、自治体をうまく巻き込むとともに、雑がみ利

用の需要開拓、技術開発も進める必要がある。 

 

（２）古紙業界 

①識別マークの変更についての意向 

 自治体はごみ減量等推進員などを設置して苦労して啓発を行っているが、

啓発すればするほど市民からの疑問が出ている。識別マークの変更は有効

な手段であり、排出者目線で識別マークの変更を考えると、複合品に新た

なマークを設定する方法がよい。 

 識別マークは簡素化する方向で、製紙原料に向かないものにのみ識別マー

クをつけるのがよい。 

 

②留意事項 

識別マークの変更に向けての留意事項として、紙製容器包装の識別マークは、

第１段階でごみの減量を図るとともに、第２段階は、マテリアルリサイクル優

先を意識したマークとすべき、との指摘があった。 
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（３）製紙業界 

①識別マークの変更についての意向 

 消費者に混乱が生じており、自治体の啓発の苦労が大きいので、識別マー

クを製紙原料に向くもの（紙単体）とそうでないもの（複合品）に区分す

る方向性が好ましい。 

 現行の識別マークが長期間使用されてきた点にも配慮し、現行マークを活

かしつつ、紙単体と複合品の区分を検討すべき。また、現行マークの下に、

「紙から紙」、「紙から紙以外」という表示をつけるもの一案である。 

 

① 留意事項 

識別マークの変更に向けての留意事項として、識別マークは分かりやすく

すべきであるが、リサイクルできないものに×をつけることは識別マークが

付される製品イメージを考慮する必要があり、慎重な検討が必要、との指摘

があった。 

 

（４）消費者団体 

①識別マークの変更についての意向 

 複合品にアルミ付き紙パックなど良質な製紙原料になりうるものも含ま

れるため、複合品を一律にＲＰＦ化することは避けるべき。 

 識別マークを製紙原料に向くもの（紙単体）と向かないもの（複合品）に

区分する提案は消費者にも分かりやすくてよい。 

 

②留意事項 

 市民には現在の識別マークの課題や、製紙原料に向かないものに関する情

報が十分に伝わっておらず、特段の関心をもたない市民も多い。新たな識

別マークを追加する理由について、時間をかけ十分に情報提供していかな

いと、理解されない。 

 識別マークの導入を契機に、紙製容器包装利用事業者が製紙原料向きの素

材利用を促進させることを望む。また、メーカーには、リサイクルしやす

いものを作ることを促すべき。 
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〈今後の方向性〉 

現状の識別マークは、容リルートを選択している自治体にとっては、十分に

機能しているが、古紙ルートでの回収を実施している自治体、雑がみの回収を

行っている自治体の消費者には混乱を与えている。 

このため、現状の容リルートとの融和を図りながら、消費者一般にとって利

用しやすい識別マークのあり方を検討していく必要がある。 

 

識別マークの変更については、製紙原料に向くもの（紙単体）とそうでない

もの（複合品）に区分する方策が有効であるとの方向性が得られた。 

 

このため、来年度以降も「消費者にとってわかりやすく、分別しやすいマー

クであること」を前提として、より具体的な識別マークの議論を進めていく。 

 

いずれにせよ、識別マークは万能ではないため、 

① 国や自治体、業界関係者による普及啓発の強化（新たな識別マークに

関する情報発信、製紙原料に向かないもの全般に対する対策等） 

② 製紙原料としての利用促進に向けた技術開発、需要開拓 

③ 古紙業界の選別機能やＲＰＦ化等の利用 

が重要である。  
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第３章 雑誌、雑がみの有効利用のための方策に向けて 

１．雑誌、雑がみの分別回収を行うメリット 

 雑誌、雑がみの分別を行うことによる関係主体別、社会全体のメリットは以下

のとおり。 

 

図 3-1 雑誌、雑がみの分別を行うメリット（関係主体別） 

 

 

 資源回収量が増加し、可燃ごみが減
少する

 識別マークについても併せて整理を
行っていくことで、古紙品質が向上し、
紙リサイクルシステムの強化、安定
化につながる（海外の古紙市況低迷
の影響を軽減できる）

 選別雑誌を洋紙分野で上手く利用し
いくことにより、古紙利用率の向上が
期待できる

自治体

・資源としての古紙回収量が増加することで、可燃ごみ
が減少。焼却処理費用の低減につながる

古紙回収業者
古紙問屋

・雑誌、雑がみともに、回収量が増加することが想定され
るため、取扱量の増加につながる

・「雑誌」区分の品質向上により、輸出面でも国際競争力
が強化される。

・分別により雑誌の品質が安定すれば、「新聞」・「段ボー
ル」で実施しているJ-Brandに「雑誌」区分を導入しやす
くなる

製紙メーカー

・雑誌の品質向上により、工場内での禁忌品除去作業の
軽減

《社会全体のメリット》

・識別マークの整理も併せて実施していくことで雑がみは
安価な段原紙の原料として使用できる

・一部の難処理古紙を利用できる家庭紙メーカーでは雑
がみを原料として使用できる可能性もある。

・禁忌品の減少に伴い抄紙工程でのトラブル減少
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２．雑誌、雑がみの分別回収を行う上での課題 

雑誌、雑がみの分別回収を行う課題及び課題解決の可能性を整理すると以下

のようになる。 

  

図 3-2 雑誌、雑がみの分別回収を行う課題、課題解決の可能性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

段階 関係主体 分別回収を行うデメリット デメリット解消の可能性

排出
段階

地域住民 ・分別排出の手間がかかる ・分別回収実施による社会全体のメリットを伝えること
で、分別排出の意義を理解いただき、協力を促す

・排出段階での分別を容易にするため、識別マークの
整理を行うことで、禁忌品の混入防止を図る回収

段階
自治体 ・住民への分別排出に係る周知徹底を継続的に行っ

ていく必要がある

古紙回収
業者

・混合回収の場合よりも回収時間、回収コストが増加
する

・分別保管するスペースも必要になる

・すでに分別を実施している自治体では工夫次第でコ
スト増にならない事例もあり、成功事例の中からベス
トプラクティスを検討していく

流通
段階

古紙問屋 ・分別回収、分別保管に見合うだけの収入が得られ
ない（採算がとれない可能性がある）

・「雑がみ」区分の禁忌品混入比率が高まり、選別費
用が増加する

・「雑がみ」区分での製紙メーカーへの納入実績がな
い

・すでに分別を実施している自治体では工夫次第でコ
スト増にならない事例もあり、成功事例の中からベス
トプラクティスを検討していく

・相対的な古紙回収量の増加により、収益面ではプラ
スの材料もある

・識別マークの変更により、排出段階での禁忌品の排
除を実施していく

・製紙メーカーへのヒアリング結果によれば、段ボール
原紙（中芯）、白板紙での利用が可能である。

利用
段階

洋紙
メーカー

家庭紙
メーカー

・難処理古紙を利用できる一部の家庭紙メーカーで
あっても、原料利用にあたり、設備投資や生産ライ
ン対応を行うことが必要となる可能性がある

・今後、上質古紙の飛躍的な発生増加が見込めない
なか、安価に雑がみを原料として調達できることはメ
リットでもある

段原紙
メーカー

・ミックス古紙（「雑誌」と「雑がみ」の混合状態）の原
料調達ができなくなり、原料不足が起こる可能性が
ある

・「雑がみ」区分の禁忌品の混入比率が高まり、トラ
ブル発生、損紙発生のリスクが高まる

・分別を実施することにより雑誌、雑がみの回収量は
増加することが見込まれるため、原料不足は起こら
ないと考えられる

・禁忌品の混入を防止するべく、識別マークの変更を
行う

白板紙
メーカー

段階 関係主体 分別回収を行うデメリット デメリット解消の可能性

排出
段階

地域住民 ・分別排出の手間がかかる ・分別回収実施による社会全体のメリットを伝えること
で、分別排出の意義を理解いただき、協力を促す

・排出段階での分別を容易にするため、識別マークの
整理を行うことで、禁忌品の混入防止を図る回収

段階
自治体 ・住民への分別排出に係る周知徹底を継続的に行っ

ていく必要がある

古紙回収
業者

・混合回収の場合よりも回収時間、回収コストが増加
する

・分別保管するスペースも必要になる

・すでに分別を実施している自治体では工夫次第でコ
スト増にならない事例もあり、成功事例の中からベス
トプラクティスを検討していく

流通
段階

古紙問屋 ・分別回収、分別保管に見合うだけの収入が得られ
ない（採算がとれない可能性がある）

・「雑がみ」区分の禁忌品混入比率が高まり、選別費
用が増加する

・「雑がみ」区分での製紙メーカーへの納入実績がな
い

・すでに分別を実施している自治体では工夫次第でコ
スト増にならない事例もあり、成功事例の中からベス
トプラクティスを検討していく

・相対的な古紙回収量の増加により、収益面ではプラ
スの材料もある

・識別マークの変更により、排出段階での禁忌品の排
除を実施していく

・製紙メーカーへのヒアリング結果によれば、段ボール
原紙（中芯）、白板紙での利用が可能である。

利用
段階

洋紙
メーカー

家庭紙
メーカー

・難処理古紙を利用できる一部の家庭紙メーカーで
あっても、原料利用にあたり、設備投資や生産ライ
ン対応を行うことが必要となる可能性がある

・今後、上質古紙の飛躍的な発生増加が見込めない
なか、安価に雑がみを原料として調達できることはメ
リットでもある

段原紙
メーカー

・ミックス古紙（「雑誌」と「雑がみ」の混合状態）の原
料調達ができなくなり、原料不足が起こる可能性が
ある

・「雑がみ」区分の禁忌品の混入比率が高まり、トラ
ブル発生、損紙発生のリスクが高まる

・分別を実施することにより雑誌、雑がみの回収量は
増加することが見込まれるため、原料不足は起こら
ないと考えられる

・禁忌品の混入を防止するべく、識別マークの変更を
行う

白板紙
メーカー
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３．雑誌・雑がみの有効利用に関する委員会での議論 

（１）自治体  

①雑誌・雑がみの分別回収実施についての見解 

 雑誌・雑がみを分別回収することは、自治体にとっても可燃ごみの減量に

つながる、ごみの焼却費用が低減する、雑誌区分への禁忌品の混入が減少

する、といったメリットがある。 

 また、雑誌・雑がみを混合回収するよりも、分別する方がトータルの回収

量は増加する。 

 分別を行うことで焼却費用の低減、古紙売却量の増加など経済的なインセ

ンティブが働く。 

 回収方法の工夫次第で、必ずしも雑がみの分別＝コスト増になるわけでは

ない。 

 

②留意事項 

 政令市では集団回収のみを行っている自治体もあるため、雑誌・雑がみの

分別回収を進めるには、自治会等への指導も重要である。 

 また、雑誌・雑がみの分別回収に着手する自治体を増やすようなベストプ

ラクティスを整理することも必要である。 

 

（２）古紙業界  

①雑誌・雑がみの分別回収実施についての見解 

 今後、古紙の利用を拡大していく上で、分別回収の強化により古紙の品質

向上を図って行くことは、有効な方策の１つである。  

 また、古紙取扱量が減少傾向にある中で、雑誌・雑がみの分別により古紙

の回収量が増加し、新たに取扱量が増えることはメリットがある。  

 ただ、国際マーケットでは日本のミックス古紙は高く評価されており、市

況も他国の古紙より高い状況。国際市況が高い状態では雑誌と雑がみに排

出段階で分別されたものを、手間を掛けて流通段階で分けて取り扱うこと

には経済的なインセンティブが働かない。問屋サイドとしては、この状況

で分別回収を実施するのはなかなか難しい。  

 

②留意事項 

 分別区分が１種類増加すると、回収車両と回収人員、保管スペースが新た

に必要となり、コストが増える。  

 今まで、製紙メーカーに雑がみ単独で納品したことはないため、分別後の

雑がみの利用についても整理が必要。  

 



29 

 

 

（３）製紙業界 

①雑誌・雑がみの分別回収実施についての見解 

 各製紙工場では、人件費を割いてまで古紙の選別作業を実施している。ミ

ックス古紙の品質は年々低下しており、工場でのトラブル発生件数は増加

傾向にある。  

 今のままでは、現状の古紙利用率を維持することすら困難。  

 ましてや、平成２７年度までに古紙利用率６４％目標達成に向け、古紙利

用率を向上させるためには、さらに良質な古紙の確保が必要となる。古紙

利用促進を図って行く上で、雑誌・雑がみの分別回収を進めるべき。  

 

②留意事項 

  雑誌、雑がみの分別回収実施に向け、古紙のリサイクル手法については、

雑がみのうち製紙原料に向かないものを、ＲＰＦを含め、様々な方法でリサ

イクルしていくことも進めるべき。  

 

（４）消費者団体 

①雑誌・雑がみの分別回収実施についての見解 

 消費者は「分別排出したものは輸出するのではなく国内で利用して欲し

い」と考えている。分別回収された古紙が国内循環することが消費者に伝

われば、消費者は分別回収に積極的に協力すると考えられる。  

 分別回収された雑がみを原料として、雑がみ回収袋などを生産し、消費者

に配布する等の取組も有効。  

 

②留意事項 

  雑誌、雑がみの分別回収実施に向け、古紙の利用を促進していくためには、

製紙メーカーが新規需要を創出していくことも重要である、との指摘があっ

た。  
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〈今後の方向性〉 

今後、古紙の利用促進を図って行くためには、古紙品質を向上させることが

必要不可欠であり、雑誌・雑がみの分別排出は古紙品質を向上させる上で有効

な方策である。  

 

雑誌・雑がみの分別排出は、自治体にとってはごみの減量化、資源回収量の

増加策として有効であり、かつ、選別された雑誌古紙は通常の雑誌・雑がみよ

り高い価格で取引される可能性が高い。  

また、雑誌のみでなく、雑がみの品質が向上していけば、将来的に家庭紙原

料、洋紙原料として利用できる可能性もある。  

雑がみの回収に当たり、消費者に混乱を与えている紙製容器包装の識別マー

クについては、消費者の理解を前提に、製紙原料に向くもの（紙単体）とそう

でないもの（複合品）に区分する方向を目指すこととし、雑がみ回収の増大に

向けた環境整備を図る。  

 

以上により、今後は、各自治体の現状を考慮しながら、排出段階で雑誌と雑

がみの分別を促し、古紙及び製紙業界においても市場原理に見合った雑誌・雑

がみの有効利用を促進していくこととする。  
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第４章 分別回収推進に向けたベストプラクティスの作成 

１．雑誌、雑がみの分別について 

（１）趣旨 

雑誌・雑がみの分別を行うことは資源回収量の増加、ごみの減量化という点

から、自治体においても有効な政策である。このため、実際に分別回収への移

行を検討している自治体が資料として活用できるよう参考となるような事例を

まとめた。 

 

（２）メリット 

 今まで可燃ごみとして排出されていた雑がみが新たに回収されることによ

り、可燃ごみの焼却処理費用が減少する。 

 また、雑誌・雑がみを混合回収するよりも分別回収する方がトータルの回収

量が増加するため、資源回収量が増加する。 

 回収方法の工夫次第で、必ずしも雑がみの分別＝コスト増になるわけではな

い。 

 

（３）実際の分別実施に向けて 

実際に分別を行う際は、住民への周知を継続的に実施していくことや、回収

費用を抑制するため、回収業者との連携を強化することが重要となる。 
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２．分別回収の実施例①（さいたま市） 

（１）分別回収開始時期 

 平成 13 年度（平成 13 年の市町村合併を機に雑誌・雑がみの分別回収に転換。） 

 

（２）分別回収前の回収状況 

 雑誌のみ回収し、雑がみは可燃ごみとしていた。 

 

（３）回収業者との契約形態 

 古紙回収業者組合への委託（随意契約）。 

 

（４）周知方法、PR方法 

全戸配布する「家庭ごみの出し方マニュアル」等で、周知を行っているほか、

以下の取組を実施。 

   －各種説明会等の開催（自治会には出前説明会を開催している） 

   －「第３次さいたま市一般廃棄物処理基本計画」に定めるごみの排出削減

目標に向け、雑誌・雑がみの分別回収を実施。必要性を PR している 

   ―雑がみに限定した普及啓発を実施 

 

⑤雑がみの回収方法 

紙袋による回収を実施 

  →指定のものは設けず、紙袋であればなんでもＯＫ 

一般住民からの排出だけでなく、古紙問屋までの流通でも雑誌と雑がみを分

別。 

 

⑥工夫点 

分別回収を行うには、 

  1)住民に分別排出の必要性を理解してもらうこと 

  2)住民が取り組んだ成果を見える化し、情報発信すること  

 が重要。 

   －“さいたま市は政令指定都市の中でもごみの排出量が少ない”ことを周

知するなど、絶えず情報発信を行っている 

古紙回収の委託業者に新聞や段ボールと合わせて、雑がみも一緒に回収して

もらえるよう交渉したため、分別回収で追加費用は発生しなかった。（新しい回

収日の設定や回収車両の手配をする必要が生じなかったため。） 
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「家庭ごみの出し方マニュアル」の中で、“その他の紙”の定義と排出方法を説明 

 

「第３次さいたま市一般廃棄物処理基本計画」（平成 24年 3月）の中で 

ごみ排出量を紹介 
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「第３次さいたま市一般廃棄物処理基本計画」（平成 24年３月）の中で、 

数値目標達成に向け雑がみの定義と分別排出が必要であることを PR 

 
雑がみの定義、排出方法、雑がみの禁忌品を周知するチラシ 
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３．分別回収の実施例②（千葉市） 

（１）分別回収開始時期 

 平成 18 年度から実施（平成 17 年度に１行政区を対象に１年間モデル事業を

展開） 

 

（２）分別回収前の回収状況 

 集団回収で雑誌・雑がみを混合回収（行政回収は未実施）。 

 

（３）回収業者との契約形態 

一般的な委託契約と異なり、千葉市再生資源化事業協同組合と協定を締結し、

補助金を交付している。組合が回収の実施主体となり、古紙の回収を行う。市

は回収量、その年の古紙市況に応じて補助金を支出している。 

 

（４）周知方法、PR方法 

自治会等へ可燃ごみ削減のための説明会を実施。そのなかで雑がみの分別排

出の必要性を周知している。 

また、「雑がみ」区分へ製紙原料に向かないものの混入が増えてきたため、雑

がみについては PR をきめ細かく行っている。 

   －市民ボランティアも説明員として参加する「雑がみ分別説明会」の実施 

  －小学４年生を対象とした「ごみ分別スクール」 の実施  

  －各種配布物の作成 

 

（５）雑がみの回収方法  

 ひもで縛る又は紙袋を活用した回収を実施  

   →紙袋については、指定のものは設けず、製紙原料として利用できる紙

袋であればなんでもＯＫ。ただし、持ち手が紙以外の素材の場合は取

り除くよう周知している。  

 一般住民からの排出だけでなく、古紙問屋までの流通でも雑誌と雑がみ

を分別。  

 

（６）工夫点  

 市内全域で従来の集団回収に加え、行政回収も行うことにより、回収量

を増大させ、古くなった清掃工場の建て替え費用（約２００億円）を節

約。  

 分別排出指導制度を創設し、可燃ごみ、不燃（有害）ごみを中心にルー

ルどおり分別排出されているかチェックしている。（制度運用後、ごみス

テーションがきれいになる効果もあった。）  
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 また、きちんと分別排出されていない紙袋等にシールを貼付し、ルール

どおり排出されるまで回収しないようにしている。  

 違反者には、条例に基づく訪問指導を実施。  

 

啓発冊子「千葉市のごみ減量大作戦！」での雑がみ分別の PR 

 
チラシ「古紙はこうして資源に!!」での PR 
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全戸配布の「家庭ごみと資源物の出し方一覧表」を増ページにし雑がみの PR 

 

 

新聞折込の「Go! Go! へらそうくん」（年１回発行）の中で雑がみ分別を特集 
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チラシ「雑がみ分別大作戦」での雑がみの PR（その１） 

 

 

チラシ「雑がみ分別大作戦」での雑がみの PR（その２） 
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チラシ「Go! Go! へらそうくん」でのごみ分別・排出ルールの PR（その１） 

 

 

チラシ「Go! Go! へらそうくん」でのごみ分別・排出ルールの PR（その２） 
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４．雑誌、雑がみの店頭回収事例 

 

古紙に限らず、資源物全体の回収を拡大していくに当たり、量販店等を巻き

込みながら回収を行う方法も有効であると考えられる。 

以下のスーパーマーケットでは実際に雑誌、雑がみの店頭回収を実施してい

る。 

 

＊雑誌、雑がみの店頭回収事例（マミーマート） 

 

（１）店頭回収開始時期 

 平成 24年 12月 14日。 

 

（２）店頭回収の回収対象古紙 

 新聞、雑誌のほか、ノート等の雑がみが回収対象となっている。 

 
（資料）トムラ・ジャパンホームページ 

 

（３）回収業者との契約形態 

 古紙問屋へ有償売却契約。（随意契約） 
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（４）住民の店頭回収への協力促進策～買い物ポイントとの連動 

店頭に設置したリサイクルステーションに、ポイントカードをかざし、古紙

を投入すると、古紙１㎏（新聞紙朝刊約３日分に相当）当たり１ポイントのリ

サイクルポイントが付与される。 

 ポイントは、１ポイント当たり１円として、店舗での買い物時やカタログギ

フトの商品と交換することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）トムラ・ジャパンホームページ 

 

 

 

（５）雑がみの回収方法 

 新聞紙、雑誌と一緒にひもで縛り、回収  

 

（６）工夫点 

 顧客の利便性が向上し、家庭で毎日溜まってゆく古紙をスーパーマーケ

ットの店頭で買い物ポイントに変え、買い物をすることができる。 

 スーパーマーケット側は、自社のポイントカードの使用用途が拡大する

ことで来店動機に結び付き、集客効果につながることが期待できる。 

 また、回収した古紙の売却益も期待できる。 

 

 本システムとほぼ同様もしくは類似のシステムが関東一円で普及し始めてい

る。将来的に、スーパーマーケットが資源回収の拠点としてリサイクルの一翼

を担う可能性を秘めている。 
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５．雑誌、雑がみの分別におけるベストプラクティス 

上述の事例から分別回収におけるベストプラクティスを整理すると以下のと

おり。 

 

① 雑がみの回収方法 

 紙袋による回収が好ましい 

   →製紙原料として利用できる紙袋を使用することが重要。 

   →ただし、持ち手が紙以外の素材の場合は取り除くことも必要。 

 

② 回収業者との契約形態 

 地元企業との持続的な契約関係、安定的な古紙の流通 

   →契約形態を問わず、回収業者と持続的な関係を構築していくことが重

要である。このため、地元企業、回収組合等との連携が効果的である。

このような、自治体と回収業者との協力関係により、雑がみ回収のベ

ストプラクティスが生まれる。 

   →地元企業との持続的な契約関係の構築は、古紙の安定的な流通、利用

を可能にする点からも重要。 

 

③ 周知方法・ＰＲ方法 

 各家庭にチラシを配布するのみでなく、雑がみに絞った周知や自治会単位

で説明会を開催するなど、製紙原料に向かないものの混入を防ぐため、継

続的に情報発信を行っていくことが重要である。また、分別回収された成

果を住民にフィードバックしていくことも必要。 

 

④ 自治体と回収業者のタテのつながりに加え、ヨコの連携 

 スーパー等のＣＳＲの意識を活用した、拠点回収も有効である。 

 

５．集団回収における雑誌・雑がみの分別 

 集団回収においては、既に古紙回収業者と連携しながら古紙の回収を進めて

いると考えられるため、回収業者との関係の中でその地域の特性に合った分別

排出の方法、回収方法について、決定していくことが望ましい。 
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補章 アルミ付き紙パックのリサイクルの現状と今後の方向性 

 

複合品ではあるが、独自の回収システムを構築し、特殊な設備・技術を有す

る製紙メーカーに流通させることで、良質な製紙原料になりうる代表例として、

アルミ付き紙パックが取り上げられ、アルミ付き紙パックのリサイクルの今後

の方向性を議論した。 

 

１．アルミ付き紙パックのリサイクルの現状 

（１）アルミ付き紙パックの販売量 

アルミ付き紙パックは現状は禁忌品となっているが、一部の家庭紙メーカー

ではものによっては有償で受け入れている所もあるため、全くリサイクルでき

ないものではない。 

過去５年分の販売量を平均すると、約７万トンほどである。これは家庭から

排出される紙製容器包装の約 10％を占める量である。 

アルミ付き紙パックの販売量、回収量

年度

（単位：トン）

15.6%
14.5%

17.6%
17.0% 16.7%

15.9%

1.2% 1.5% 1.8%
2.4% 2.7% 3.1%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

2005（試算） 2006 2007 2008 2009 2010

アルミ付き紙パックの回収率

アルミ付き紙パック回収率(産業古紙を含む）

市中からの使用済みアルミ付き紙パック回収率

（年度） 販売量
回収量

（市中からの使用済み

アルミ付き紙パック）

2006 80,029 1,140 

2007 76,838 1,320 

2008 70,518 1,668 

2009 69,383 1,827 

2010 69,335 2,092 

平均 73,221 1,609 

 

（ 資 料 ） 印 刷 工 業 会 液 体 カ ー ト ン 部 会 「 ア ル ミ 付 き 飲 料 用 紙 容 器 リ サ イ ク ル フ ロ ー 調 査 報 告 書 2 0 1 0 年 度 」 

図 1 アルミ付き紙パックの販売量、回収量、回収率の推移 

 

（２）アルミ付き紙パックのリサイクルを考える上での問題点 

 アルミ付き紙パックのリサイクルを考える上での問題点として、次のものが

挙げられた。 

 アルミ付き紙パック（7 万トン）と通常の紙パック（20 万トン）を混在し

て回収すると、紙パック単体の場合より引き取り価格が低下する可能性が

高い。 

 排出量が少ないことから、他の古紙に混在して回収されてしまう恐れがあ

り、他の古紙に禁忌品が混入する原因になりうる。 

 当然、処理設備を有していない企業に持ち込まれた場合は処理できないた

め、処理設備の新規投資が必要。 
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２．アルミ付き紙パックのリサイクルの今後の方向性 

アルミ付き紙パックは、古紙ルートでは資源化が困難な場合が多いことから、

引き続き、紙製容器包装としての回収、指定法人ルート（容リルート）での流

通を積極的に推進し、特殊な設備・技術を保有する企業において製紙原料とし

て活用する。 

 

図２ アルミ付き紙パックのリサイクルの今後の方向性 

 

 

アルミ付き紙パックのリサイクルを行う再生紙メーカーは、北海道、関東、

東海、北陸、近畿、中国・四国、九州に点在しているため、再生紙メーカーへ

の引渡が円滑に行えると考えられる。 

 

 

図３ アルミ付き紙パックのリサイクルを行う再生紙メーカーの分布状況 
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参考：紙パックの回収率、回収主体、利用実態 

紙パックの 2010 年度の販売量は約 21 万トン。そのうち、使用済み紙パック

として回収 されたものは 7 万トン弱。回収率は 33％となっている。また、産

業古紙を含めた回収率は 43.6％となっており、両者ともは年々上昇傾向にある。 

 アルミ付き紙パックとは違い、リサイクルの仕組みがうまく回っているのが

見て取れる。 

紙パック販売量、回収量

年度（単位：トン）

28.8%
30.2% 31.1%

34.3%
35.5% 36.2%

37.4%

41.1%
42.6% 43.5% 43.6%

21.4% 22.3% 22.2%
24.1% 24.9% 25.8% 26.4%

30.5%
32.0% 33.0% 33.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

紙パックの回収率

紙パック回収率(産業古紙を含む）

市中からの使用済み紙パック回収率

（業界独自のマークとして付与
されている紙パックマーク）

（年度） 販売量
回収量

（市中からの使用済み紙
パック）

2006 220,887 57,100 

2007 217,674 65,800 

2008 211,783 67,400 

2009 206,773 68,000 

2010 207,964 68,400 

平均 213,016 65,340 

 

（ 資 料 ） 全 国 牛 乳 容 器 環 境 協 議 会 「 飲 料 用 紙 容 器 リ サ イ ク ル の 現 状 と 動 向 に 関 す る 基 本 調 査 報 告 書  

2 0 1 0 年 度 」  

 

紙パックについては通常の古紙とは違い、スーパーマーケットなどでの店頭

回収の比率が全体の 60％と圧倒的に高い。また、紙パックは主に家庭紙メーカ

ーで衛生用紙にリサイクルされており、トイレットペーパーとティッシュペー

パーで約８割を占めている。 

店頭回収

59%

市町村回収

（行政回収）

25%

集団回収

16%

紙パックの回収主体構成

41.8 43.5 42.0 

37.2 
40.1 39.1 

8.2 
9.2 

7.9 
6.5 

0.4 7.3 

0

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010

トイレットペーパー ティシュペーパー 板紙 その他

93．7 93．2 96．3

紙パックからの再生品

年度
（2010年度）

％

 

（ 資 料 ） 全 国 牛 乳 容 器 環 境 協 議 会 「 飲 料 用 紙 容 器 リ サ イ ク ル の 現 状 と 動 向 に 関 す る 基 本 調 査 報 告 書  

2 0 1 0 年 度 」  
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参考資料１：雑がみの禁忌品について 

 

１．「雑がみ・オフィスペーパーの分別排出基準」にみる禁忌品 

古紙再生促進センターの「雑がみ・オフィスペーパーの分別排出基準」によ

れば、雑がみに入れられない紙類として、次のものが挙げられている。 

 

雑がみに入れられない紙類 

○防水加工された紙（紙コップ、紙皿、紙製のカップ麵容器、紙製のヨーグル

ト容器、油紙、ロウ紙など） 

○カーボン紙、ノンカーボン紙（宅配便の複写伝票など） 

○圧着はがき（親展はがき） 

○感熱紙（ファックス用紙、レシートなど） 

○印画紙の写真、インクジェット写真プリント用紙、感光紙（青焼きコピー紙） 

○プラスチックフィルムやアルミ箔などを貼り合せた複合素材の紙 

○金・銀などの金属が箔押しされた紙 

○臭いのついた紙（石鹸の個別包装紙、紙製の洗剤容器、線香の紙箱など） 

○昇華転写紙（捺染紙、アイロンプリント紙、主に絵柄など布地に加熱してプ

リントする際に使われる紙） 

○感熱発泡紙（主に点字関係で使用されるもので、熱を加えたところが盛り上

がる紙） 

○合成紙、ストーンペーパー（プラスチックと鉱物でつくられているので、正

確には紙でない。） 

○水に濡れた紙、油のついた紙、使い終わったティッシュペーパーやタオルペ

ーパー、食品残さなどでよごれた紙 

○その他製紙原料として不適なもの 

（資料）古紙再生促進センター「雑がみ・オフィスペーパーの分別排出基準」 
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２．紙製容器包装に該当する雑がみの禁忌品 

紙製容器包装に該当する雑がみのうち、禁忌品に相当するものを以下に例示

した。 

 

 
（ 資 料 ） 古 紙 再 生 促 進 セ ン タ ー 「 古 紙 の 品 質 を 守 る た め に  異 物 混 入 の 現 状 と 対 策 （ 第 3 - 1 版 ）」  

 

 
（ 資 料 ） 古 紙 再 生 促 進 セ ン タ ー 「 古 紙 の 品 質 を 守 る た め に  異 物 混 入 の 現 状 と 対 策 （ 第 3 - 1 版 ）」  
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（ 資 料 ） 古 紙 再 生 促 進 セ ン タ ー 「 古 紙 の 品 質 を 守 る た め に  異 物 混 入 の 現 状 と 対 策 （ 第 3 - 1 版 ）」  

 

 

 

（ 資 料 ） 古 紙 再 生 促 進 セ ン タ ー 「 古 紙 の 品 質 を 守 る た め に  異 物 混 入 の 現 状 と 対 策 （ 第 3 - 1 版 ）」  
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参考資料２：アンケート調査結果 

行政回収における雑誌、雑がみの分別の現状

n=342

（回収率：84％）

問１ 貴自治体では、行政回収において、雑誌、雑がみをどのように回収していますか。

 

 

行政回収における雑誌、雑がみの回収量、回収頻度、回収費用

問1-1 「雑誌・雑がみ」の回収量、回収頻度、回収費用、雑がみの混入比率、禁忌品の混

入比率について、具体的な数値をご記入ください。
問1-7 分別回収している雑がみの回収状況等について、具体的な数値をご記入ください。
問1-9 可燃ごみの回収・焼却処理費用について、具体的な数値をご記入ください。

回答数 混合回収 分別回収

回収量（平均値）
67
31

雑誌・雑がみ 9.7kg/人
雑誌 7.4kg/人
雑がみ 4.3kg/人

回収頻度（平均値）/月
192

53
雑誌・雑がみ 2.2回 雑がみ 2.9回

回収費用（平均値）/トン
63
22

雑誌・雑がみ 21,371円 雑がみ 40,573円

雑がみの混入比率（加重平均値） 8 19％ －

禁忌品の混入比率（加重平均値）
4
4

雑誌・雑がみ 4％ 雑がみ 2％

（注）回答数の上段は混合回収、下段は分別回収であることを示す。
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混合回収から分別回収に転換可能となる条件

混合回収から分別回収に転換可能となる条件として回答率の高かった選択肢は、以下
の３点であった。

①「雑誌」と「雑がみ」で分別回収する意義・目的が明確に説明できる
②「雑がみ」区分に関する住民への周知徹底が容易にできる
③混合回収費用と同額もしくはそれ未満で、分別回収ができる

n=198

問1-2 現在の混合回収から、「雑誌」区分、「雑がみ」区分での分別回収に転換可能となる

条件はどのようなものですか？（複数回答可）

 

 

混合回収から分別回収に転換する際の雑がみの回収区分

分別回収に転換する際に、「雑誌」と「雑がみ」の２区分にする意向をもつ自治体が多い。
その理由として、以下のような意見が挙げられた。

－紙製容器包装での分別収集は、雑がみなどとの分別が難しく、市民等への周知が困難と考え
られるため。

－現在、「雑誌・雑がみ」の区分で回収を行っているため。
－紙製容器包装の分別回収を開始する場合，選別保管施設における対応（保管場所の確保，選

別が必要な場合は施設の整備等）や市民への周知徹底等の新たな対応が必要となり，処理経
費増の恐れもあるため。

問1-3 仮に、現在の混合回収から分別回収に転換する際に、雑がみはどのように回収す

ることが考えられますか？
問1-4 問1-3で選択した回収方法を想定した理由はどのようなものですか。

n=198
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分別回収をはじめた時期、分別回収前の回収状況

分別回収実施前に、雑がみを可燃ごみとしていた自治体が７割以上。
分別回収をはじめた時期は、「2005～2009年」が最も多い。

n=65

問1-6 雑誌と雑がみでの分別回収を始めたのはいつからですか。また、分別回収をはじ

める前の回収状況はどのようなものでしたか。

分別回収をはじめた時期 分別回収前の回収状況

 

 

分別回収している理由・メリット

n=65

問1-7 分別回収している理由・メリットについて、あてはまる番号全てに○をつけてください。
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分別回収実施前に存在した課題

n=65

問1-7 分別回収実施上の課題及びその課題の克服方法について、あてはまる番号全て

に○をつけてください。

 

 

分別回収実施前に存在した課題の克服方法

n=65

問1-7 分別回収実施上の課題及びその課題の克服方法について、あてはまる番号全て

に○をつけてください。
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分別回収実施後に生じた課題

n=65

問1-7 分別回収実施上の課題及びその課題の克服方法について、あてはまる番号全て

に○をつけてください。

 

 

 

分別回収実施後に生じた課題の克服方法

n=65

問1-7 分別回収実施上の課題及びその課題の克服方法について、あてはまる番号全て

に○をつけてください。
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分別回収実施前後における回収量の変化

雑がみの回収量のみならず、雑誌の回収量が増加したと回答した自治体が１２％。
全体としても回収量が増加したと回答した自治体が約７割と多数を占めた。

n=65

問1-7 分別回収実施前後における回収量の変化について、あてはまる番号全てに○をつ

けてください。

 

 

 

可燃ごみとして回収している理由（現在、雑誌のみ行政回収している場合）

n=23

問1-9 雑がみを可燃ごみとして回収している理由について、あてはまる番号全てに○をつ

けてください。
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分別回収への転換可能条件（現在、雑誌のみ行政回収している場合）

n=23

問1-10 「雑誌」、「雑がみ」の分別回収への転換が可能となる条件はどのようなものですか？
（現在、雑誌のみを回収し、雑がみは回収していない自治体へ質問、複数回答可 ）

 

 

 

行政回収における雑誌、雑がみの回収の今後

自治体の雑誌、雑がみの回収区分は、３年
後も現在とほぼ同様。

ごくわずかであるが、混合回収から分別回
収、雑誌のみ回収から混合回収への移行
予定あり。

混合回収実施自治体の今後（n=198）

分別回収実施自治体の今後（n=65）

雑誌のみ回収する自治体の今後（n=23）

問1-5、問1-8、問1-11 今後３年程度の間に古紙の回収区分を変更する可能性はありま

すか。
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禁忌品の扱いの地域住民への伝達方法

問５ 貴自治体では、禁忌品の扱いを地域住民にどのように伝達していますか。

「古紙全体での禁忌品がわかるように伝達している」への回答が45％と最も多く、
次いで、「禁忌品について特段、伝達していない」への回答が24％となっている。
「 「雑誌・雑がみ」区分の禁忌品がわかるように伝達している」への回答も21％ある。

n=342

 

 

 

禁忌品を除外して排出してもらえるような啓発手段、有効な回収方法

問5-1 地域住民が雑誌、雑がみを排出する際に、禁忌品を除外して排出してもらえるよう

な啓発手段、有効な回収方法がございましたら、以下の空欄にご記入ください。

＜各自治体で実施している啓発手法、有効な回収方法＞
○実施している啓発手法
ごみの分け方出し方ガイドブックの全戸配布、ごみカレンダーへの記載（２７件）
広報誌、自治体回覧、啓発用パンフレット、チラシ、ホームページ（３５件）
出前講座、施設見学会・市民説明会、研修会、各種イベントでの啓発（２４件）
分別ルール違反の資源物の取り残し、違反内容を認識していただくための警告シールの貼付（６
件）

○実施している有効な回収方法
雑がみ保管袋の配布（２件）

＜提案＞
○識別マークの変更
禁忌品と分かる明確な識別マーク等の表示をしてほしい（３件）

○製品そのものへの明示
禁忌品及びその付属品に，古紙として再生不可である旨を記載する（10件）

○その他
雑がみのリサイクルや禁忌品について全国放送のニュースや番組で取り上げてもらう（３件）
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可燃ごみ中の資源化可能性のある古紙の割合

問5-2 貴自治体の可燃ごみの中に、資源化の可能性がある古紙はどの程度含まれてい
ますか（乾重量ベース）。

「わからない」への回答が46％と最も多く、次いで「15％以上」への回答が28％、
「５％以上10％未満」への回答が10％、「10％以上15％未満」への回答が９％となっ

ている。

n=342

 

 

 

古紙リサイクルにおける問題点、リスク（その１）

問６ 禁忌品の扱い、海外動向による古紙需給リスクなど古紙リサイクルにおける問題点、
リスク等について、認識していることがあればご記入ください。

＜禁忌品の扱い＞
禁忌品の扱いについては、古紙再生促進センターなどのパンフレット等を活用し啓発

に努めているところであるが、禁忌品の分別排出は困難。住民にとってわかりやすい
マーク等があれば啓発しやすい（４件）

＜海外動向による古紙需給リスク＞
日本の古紙の多くが中国に輸出され、中国においてリサイクルされている現状は認識

しており、中国での古紙回収量が増えることで日本からの古紙輸入量が減った場合、
国内に古紙がだぶつくことが予想される。古紙回収の分別化をすることでより古紙再
生製品の高度化が図れるのであれば、雑誌・雑がみの詳細の分別に協力することは
可能であると思われる。ただし、古紙回収業者の対応と今までよりコストがかからない
ことが条件である（５件）

現在行政回収に代わる集団資源回収を実施する地域の拡大を目指しているが、中国
の古紙リサイクル率向上に伴う古紙の値下がりが進むことで、回収を実施している古
紙回収業者が、採算が合わず回収を取りやめてしまう懸念がある（２件）

海外の需要低下による古紙買取価格の下落（１０件）
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その他、古紙全般についての意見、要望

問７ その他古紙の回収全般について、ご意見、ご要望などございましたら、以下の回答
欄にご自由にご記入ください。

＜自由回答例＞
古紙だけでなく、プラ等も含めて、容器包装の統一化を図ってほしい。企業間の問題

もあるが同様の商品で容器包装の種類が異なっていたり、それを包装することで禁
忌品扱いになったり（匂いや、汚れ）するものもあるので、再資源化しやすい包装の統
一も必要ではないか（３件）

古紙回収の方法について、基準を全国的に統一すべきである（２件）
国内の製紙原料化技術（選別を含む）の向上を図り、禁忌品の範囲を狭める努力が

必要である（４件）

燃えるごみの中に混入している雑誌・雑がみ類の比率が高いので、資源化を進め、
燃えるごみになる量を減らすよう啓発を進めてゆきたい（３件）

古紙の持ち去り行為の根絶に、業界等も含めて積極的に取り組んでいただきたい
（７件）
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参考資料３：アンケート調査票 

最初に、貴自治体及びご回答者のことについておうかがいします。以下の記入欄にご記入ください。

貴自治体名

所属部署

連絡先 ＴＥＬ

E-mail

ご担当者名

はじめに、雑誌、雑がみの行政回収(拠点回収を含む）の状況についておうかがいします。（共通質問：すべての方におうかがいします。）

※雑誌とは、「家庭より排出される雑誌、書籍等」のことをいいます。

※雑がみとは、「家庭より排出される紙・板紙及びその製品で、新聞・雑誌・段ボール
・飲料用パック以外の区分で回収されたもの」のことをいいます。

問１ 貴自治体では、行政回収において、雑誌、雑がみをどのように回収していますか。（最もあてはまる番号１つに○）

１．混合回収している（「雑誌・雑がみ」区分として回収したり、「雑誌」区分に雑がみを混ぜたり、「雑がみ」区分で雑誌と雑がみを回収している）    →問1-1～問1-5へ

２．分別回収している（「雑誌」区分と「雑がみ（その他の紙）」区分に分けて、それぞれを分別回収している） → 問1-6～問1-8へ

３．雑誌のみ回収し、雑がみは回収していない → 問1-9～問1-11へ

４．雑誌も雑がみも回収していない → 問２へ

５．その他　具体的にご記入ください→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ） → 問２へ

（問１で「１．混合回収している」と回答した方におうかがいします。）

問1-1 「雑誌・雑がみ」の回収量、回収頻度、回収費用、雑がみの混入比率、禁忌品の混入比率について、

具体的な数値を以下の回答欄にご記入ください。

雑誌・雑がみの回収量 トン／年（平成23年度実績）

雑誌・雑がみの回収頻度 回／月（平成23年度実績）

雑誌・雑がみの回収費用 円／トン（平成23年度実績）

雑がみの混入比率 ％（平成23年度実績）

％（平成23年度実績）

※回収費用は、「収集運搬費 (人件費+処理費+委託費)(組合分担金を除く)」÷回収量で算出してください。

※雑誌・雑がみの回収費用、雑がみの混入比率、雑誌・雑がみへの禁忌品の混入比率がわからない場合は、空欄で結構です。

問1-2 現在の混合回収から、「雑誌」区分、「雑がみ」区分での分別回収に転換可能となる条件はどのようなものですか？　（あてはまる番号全てに○）

１．「雑がみ」区分に関する住民への周知徹底が容易にできる

２．「雑誌」と「雑がみ」で分別回収する意義・目的が明確に説明できる

３．混合回収費用と同額もしくはそれ未満で、分別回収ができる

４．古紙回収業者等から「雑誌」、「雑がみ」で分別回収するよう要請を受ける

５．「雑誌」、「雑がみ」での分別回収を実施する委託業者等が見つかる

６．雑がみのみでも紙類を散逸させることなく回収できる方法がある

７．資源回収量を増加させることができる（可燃ごみを減らせる（焼却処理費用を減らせる））

８．その他　具体的にご記入ください→ （ ）

問1-3 仮に、現在の混合回収から分別回収に転換する際に、雑がみはどのように回収することが考えられますか？　（最もあてはまる番号１つに○）

１．「雑誌」「雑がみ」の２区分

２．「雑誌」「紙製容器包装」の２区分

３．「雑誌」「雑がみ」「紙製容器包装」の３区分

４．「雑誌」「雑がみ」「紙製容器包装（製紙原料用途）」「紙製容器包装（製紙原料以外の用途（燃料用等）」の４区分

５．その他　具体的にご記入ください→ （ ）

問1-4 問1-3で選択した回収方法を想定した理由はどのようなものですか。以下の空欄に具体的にご記入ください。

問1-5 今後３年程度の間に古紙の回収区分を変更する可能性はありますか。（最もあてはまる番号１つに○）

１．現在の混合回収を継続実施予定である

２．分別回収に移行する予定である

３．集団回収での「雑誌・雑がみ」の混合回収へ移行する予定である

４．その他　具体的にご記入ください→ （ ）

→　問２へ移動してください。

雑誌・雑がみへの禁忌品の混入比率

雑誌・雑がみの分別回収の推進可能性に関するアンケート調査票

 



68 

 

（問１で「２．分別回収している」と回答した方におうかがいします。）

問1-6 雑誌と雑がみでの分別回収を始めたのはいつからですか。また、分別回収をはじめる前の回収状況はどのようなものでしたか。

最もあてはまる番号１つに○を、具体的な数値を以下の回答欄にご記入ください。

分別回収をはじめた時期 年度

分別回収前の回収状況 １．雑誌と雑がみの混合回収をしていた

２．雑誌のみ回収し、雑がみは可燃ごみと一緒に回収していた

３．雑誌も雑がみも可燃ごみと一緒に回収していた

４．その他　具体的にご記入ください→ （ ）

問1-7 分別回収している理由・メリット、分別回収実施上の課題及びその課題の克服方法、雑がみの回収状況等について、

あてはまる番号全てに○を、具体的な記述や数値を以下の回答欄にご記入ください。

分別回収している理由・メリット １．可燃ごみを減らせる（焼却処理費用を減らせる）

２．「雑誌」区分への禁忌品の混入を減らせる（「雑誌」区分の売却収入が増加する）

３．古紙回収業者から、雑誌と雑がみを分けるよう要請されている

４．地域住民から、雑誌と雑がみを分別排出したいとの要望が出された

５．その他　具体的にご記入ください→ （ ）

分別回収実施前に存在した課題 １．「雑がみ」区分に関する住民への周知徹底が難しかった

２．どの紙が｢雑がみ」に該当するのかが分かりにくく、排出方法を含め、住民への説明がしにくかった

３．雑がみの引渡先を見つけるのに苦労した

４．新たに回収ラインが増えることから、回収費用が増加する

５．その他　具体的にご記入ください→ （ ）

６．とくに課題はない

上記課題の克服方法 １．ごみ減量指導員等を活用し、回収場所での雑がみの分別排出指導に努めた

３．雑がみ保管袋等、排出時に住民が「雑がみ」区分を確認できる啓発資材を配布し、周知に努めた

４．古紙再生促進センター等の専門家を招聘し、自治体職員向けの研修会、勉強会を実施した

５．「雑誌」、「雑がみ」で分別回収している近隣自治体に、どのような引渡先があるのか教えてもらった

６．回収費用が増えないような回収システムを構築した

７．その他　具体的にご記入ください→ （ ）

８．特段の対策は実施していない

分別回収した結果、生じた課題 １．「雑誌」もしくは「雑がみ」区分で想定したほどの量が集まらなかった

２．「雑誌」と「雑がみ」での分別排出が徹底されず、ミックス状態で排出する状態が続いた

３．「雑がみ」区分への禁忌品の混入が増えた

４．雑がみが散乱し、回収作業に支障が生じた

５．その他　具体的にご記入ください→ （ ）

６．とくに課題はない

上記課題の克服方法 １．雑がみ保管袋を配布する等、雑がみの分別排出促進策を講じた

２．雑がみ排出できるもの、排出できないものに係るチラシ、PR資料等を作成し、配布した

３．その他　具体的にご記入ください→ （ ）

４．特段の対策は実施していない

１．分別後、雑誌の回収量が増加した

２．分別後、雑がみの回収量が増加した

３．雑誌・雑がみの比率は不明だが、２つを合計した回収量は増加した

４．分別前と比較して雑誌・雑がみの回収量が減少した

５．回収量に変化は見られなかった

雑誌の回収量 トン／年（平成23年度実績）

雑がみの回収量 トン／年（平成23年度実績）

雑がみの回収頻度 回／月（平成23年度実績）

雑がみの回収費用 円／トン（平成23年度実績）

％（平成23年度実績）

※回収費用は、「収集運搬費 (人件費+処理費+委託費)(組合分担金を除く)÷回収量」で算出してください。

問1-8 今後３年程度の間に古紙の回収区分を変更する可能性はありますか。（最もあてはまる番号１つに○）

１．現在の分別回収を継続実施予定である

２．混合回収に移行する予定である

３．集団回収での「雑誌・雑がみ」の混合回収へ移行する予定である

４．その他　具体的にご記入ください→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（ ）

→　問２へ移動してください。

分別回収実施前後における回収量の変
化

２．自治体の冊子・チラシ・リーフレット、広報誌、webページ等を活用し、住民への「雑がみ」区分の周知に努めた

雑がみへの禁忌品の混入比率
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（問１で「３．雑誌のみ回収し、雑がみは回収していない」と回答した方におうかがいします。）

問1-9 雑がみを可燃ごみとして回収している理由、可燃ごみの回収・焼却処理費用について、あてはまる番号全てに○を、

具体的な数値を以下の回答欄にご記入ください。

可燃ごみとして回収している理由 １．焼却炉の燃焼効率の維持・向上のために、雑がみを可燃ごみとして回収することが必要

２．「雑がみ」区分に関する住民への周知徹底が難しい

３．雑がみは燃えるごみとして排出する習慣が定着しており、変更が難しい

４．分別排出して回収するだけの量が集まらない

５．雑がみが散乱し、回収作業が難しい

６．「雑がみ」区分で分別回収しても、引き取ってくれる古紙問屋がみつけられない

７．古紙回収は集団資源回収を推進し、行政回収を行っていない

８．その他　具体的にご記入ください→ （ ）

可燃ごみの回収費用 円／トン（平成23年度実績）

可燃ごみの焼却処理費用 円／トン（平成23年度実績）

※焼却処理費用は、「中間処理費 (人件費+処理費+委託費)(組合分担金を除く)÷回収量」で算出してください。

問1-10 「雑誌」、「雑がみ」の分別回収への転換が可能となる条件はどのようなものですか？　（あてはまる番号全てに○）

１．可燃ごみの減量化の必要性が高まる

２．「雑がみ」区分に関する住民への周知徹底が容易にできる

３．混合回収費用と同額もしくはそれ未満で、分別回収ができる

４．「雑がみ」区分での回収を行うだけの量が回収できる

５．雑がみを住民が分別排出しやすいような、リサイクルシステムを構築できる

６．雑がみを引き取る古紙問屋が見つかる

７．資源回収量を増加させることができる

８．その他　具体的にご記入ください→ （ ）

問1-11 今後３年程度の間に古紙の回収区分を変更する可能性はありますか。（最もあてはまる番号１つに○）

１．現在の雑誌のみの回収を継続実施予定である

２．「雑誌」「雑がみ」の分別回収に移行する予定である

３．「雑誌・雑がみ」の混合回収に移行する予定である

４．集団回収での「雑誌」回収に移行する予定である

５．その他　具体的にご記入ください→ （ ）

→　問２へ移動してください。

次に、雑誌、雑がみの集団回収の状況についておうかがいします。（共通質問：すべての方におうかがいします。）

問２ 貴自治体では、集団回収において、雑誌、雑がみをどのように回収していますか。（最もあてはまる番号１つに○）

１．混合回収している（「雑誌」区分に雑がみを混ぜたり、「雑誌」区分に雑がみを混ぜたり、「雑がみ」区分で雑誌と雑がみを回収している）　　→問2-1へ

２．分別回収している（「雑誌」区分と「雑がみ（その他の紙）」区分に分けて、それぞれを回収している） → 問2-2へ

３．雑誌のみ回収し、雑がみは回収していない → 問３へ

４．雑誌も雑がみも回収していない → 問３へ

５．その他　具体的にご記入ください→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ ） → 問３へ

（問２で「１．混合回収している」と回答した方におうかがいします。）

問2-1 「雑誌・雑がみ」の回収量、回収頻度、混合回収に係る助成金について、以下の回答欄にご記入ください。

雑誌・雑がみの回収量 トン／年（平成23年度実績）

→行政回収と比べて １．多い ２．少ない ３．同程度 （あてはまる番号を記入）

雑誌・雑がみの回収頻度 ～ 回／月（平成23年度実績、回収団体平均）

雑誌・雑がみ混合回収に係る助成金 ～ 円／kg（平成23年度実績）

（問２で「２．分別回収している」と回答した方におうかがいします。）

問2-2 「雑誌」、「雑がみ」の回収量、「雑がみ」の回収頻度、「雑がみ」回収に係る助成金について、以下の回答欄にご記入ください。

雑誌の回収量 トン／年（平成23年度実績）

雑がみの回収量 トン／年（平成23年度実績）

→行政回収と比べて １．多い ２．少ない ３．同程度 （あてはまる番号を記入）

雑がみの回収頻度 ～ 回／月（平成23年度実績、回収団体平均）

雑がみの回収に係る助成金 ～ 円／kg（平成23年度実績）
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次に、行政回収における紙製容器包装の分別収集の状況についておうかがいします。（共通質問：すべての方におうかがいします。）

紙製容器包装の識別マーク

問３ 貴自治体では、紙製容器包装の分別収集はどのようになっていますか。(最もあてはまる番号１つに○）

→ 問3-1へ

２．紙製容器包装の分別収集を行っていない（雑誌、雑がみと混合回収を行い、混合品を売却している） → 問3-2へ

（問３で「１．「紙製容器包装」区分で、分別収集している」と回答した方におうかがいします。）

問3-1 紙製容器包装の分別収集量、分別収集の頻度、分別収集費用、分別収集している理由、引渡ルート等を、以下の回答欄にご記入ください。

分別収集量 トン／年（平成23年度実績）

分別収集の頻度 回／月（平成23年度実績）

分別収集費用 円／トン（平成23年度実績）

分別収集している理由 １．可燃ごみを減らし、資源化量を増やせる（焼却処理費用を減らせる）

（あてはまる番号の横に○） ２．「雑誌」区分、「雑誌・雑がみ」区分への禁忌品混入を減らせる

３．識別マークがあることで分別しやすいから

４．集団回収ルートでは、雑がみがそれほど集まらない

５．容器包装廃棄物は一通り、法律に則って、対応する方針である

６．売却先から紙製容器包装を分別収集するよう、要請があったから

７．その他　具体的にご記入ください→ （ ）

１．あり

２．なし

独自ルートの活用状況 １．あり　２．なし

売却先 １．古紙回収業者　　２．古紙問屋　３．ＲＰＦ製造業者　　４．商社　　５．その他（　　　）

売却価格 円／トン（平成23年度実績）

今後の分別収集方法（短期的な見通し）

（あてはまる番号の横に○） ２．紙製容器包装の分別収集を止めて、雑誌、雑がみとの混合回収に移行する

３．行政回収を止めて、集団回収に移行する

４．その他　具体的にご記入ください→ （ ）

→　問４へ移動してください。

（問３で「２．紙製容器包装の分別収集を行っていない」と回答した方におうかがいします。）

問3-2 今後３年程度の間に、紙製容器包装の分別収集を行う予定はありますか。(どちらかあてはまる番号１つに○）

１．紙製容器包装の分別収集を行う予定がある → 問3-3へ

２．紙製容器包装の分別収集を行う予定はない → 問3-4へ

（問3-2で「１．紙製容器包装の分別収集を行う予定がある」と回答した方におうかがいします。）

問3-3 紙製容器包装の分別収集を行う予定となったきっかけは何ですか。（あてはまる番号全てに○）

１．可燃ごみを減らし、資源化量を増やせる（焼却処理費用を減らせる）

２．「雑誌」区分、「雑誌・雑がみ」区分への禁忌品混入を減らせる

３．識別マークがあることで分別しやすいから

４．集団回収ルートでは、雑がみがそれほど集まらない

５．容器包装廃棄物は一通り、法律に則って、対応する方針である

６．売却先から紙製容器包装を分別収集するよう、要請があったから

７．その他　具体的にご記入ください→ （ ）

→　問４へ移動してください。

（問3-2で「２．紙製容器包装の分別収集を行う予定はない」と回答した方におうかがいします。）

問3-4 紙製容器包装の分別収集を行わない理由は何ですか。（あてはまる番号全てに○）

１．現状（混合回収したもの）でも有価で取引が可能なため

２．分別収集を実施しても、分別収集量がわずかなため

３．費用対効果からみて、分別収集しないほうが得策であるため

４．さらに分別区分が増えることについて、住民の理解が得られないため

５．その他　具体的にご記入ください→ （ ）

→　問４へ移動してください。

容リ協ルートの活用状況

→「１．あり」の場合、このルートを活用する理由は？
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１．現在と同様、「紙製容器包装」区分で、分別収集する
　　（別途、委託業者等と契約し、回収後に紙製容器包装を分別している場合を含む）

→「1．あり」の場合、このルートを活用する理由は？
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

→「2．なし」の場合、このルートを活用する理由は？
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１．「紙製容器包装」区分で、分別収集している（別途、委託業者等と契約し、回収後に紙製容器包装を分別している場合を含む）
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次に、雑誌、雑がみの分別回収の推進可能性についておうかがいします。（共通質問：すべての方におうかがいします。）

問４ 貴自治体では、行政回収や集団回収において識別マークをどのように活用していますか。(あてはまる番号全てに○）

１．「雑誌・雑がみ」を分別する際の目印として活用している

２．「雑がみ」を分別する際の目印として活用している

３．「紙製容器包装」を分別する際の目印として活用している

４．古紙回収を行うにあたり、識別マークは活用していない

問4-1 現状の識別マークに問題点、改善点などはありますか。（どちらかあてはまる番号１つに○）

１．識別マークの活用状況に照らし、問題点、改善点がある → 問4-2へ

２．識別マークの活用状況に照らし、特段の問題点、改善点はみられない → 問4-3へ

問4-2 現状の識別マークにはどのような問題点、改善点があると思われますか。（あてはまる番号全てに○）

１．識別マークがついているものはすべて紙にリサイクルされるもの、との誤解を与える

２．住民の排出段階での禁忌品の排除に役立たない

３．識別マークの大きさが小さく、住民は識別マークに気がつかないことがある

４．現在の識別マークでは、製紙原料用とそれ以外に利用されるもの（燃料用等）に分別排出できない

５．その他　具体的にご記入ください→ （ ）

問4-3 現状の識別マークの変更が可能であれば、変更されることを希望しますか。（どちらかあてはまる番号１つに○）

１．変更が可能であれば、変更してほしい → 問4-4～問4-6へ

２．変更が可能であっても、変更してほしくない（識別マークは現在のままでよい） → 問５へ

問4-4 識別マークをどのように変更してほしいですか。（あてはまる番号全てに○）

１．製紙原料向きの紙製容器包装と、それ以外に利用される紙製容器包装（燃料用等）に分別しやすくなるよう、２種類に分けてほしい

２．製紙原料以外に利用される紙製容器包装（燃料用等）にのみ、識別マークをつける形にしてほしい（有価で売却可能なものへの識別マーク付与は不要）

３．識別マークの大きさを大きくしてほしい

４．その他　具体的にご記入ください→ （ ）

問4-5 識別マークの変更により、どのような効果が期待できるとお考えですか。（あてはまる番号全てに○）

１．住民の排出段階での禁忌品の排除に役立つ（回収物の品質が向上する）

２．行政回収や集団回収での回収対象物を住民に啓発しやすくなる

３．行政回収や集団回収での回収対象物でないものの混入が改善される（回収対象物の品質が向上する）

４．その他　具体的にご記入ください→ （ ）

問4-6 識別マークの変更により、雑誌、雑がみの回収費用はどのように変化すると考えますか。（最もあてはまる番号１つに○）

１．識別マークの変更に応じて、回収区分、回収方法を見直すため、回収費用は増加する →回収費用の増加率は？ （　　　　　） ％

２．識別マークが変更されても、現在と同様の回収区分、回収方法で対応可能であり、回収費用は現状と同等もしくは減少する

３．識別マークの変更に応じて、回収区分、回収方法を見直すが、回収費用は現状と同等もしくは減少する

４．その他　具体的にご記入ください→ （ ）
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最後に、禁忌品や古紙全般についておうかがいします。（共通質問：すべての方におうかがいします。）

問５ 貴自治体では、禁忌品の扱いを地域住民にどのように伝達していますか。(最もあてはまる番号１つに○）

１．「雑誌」区分の禁忌品、「雑がみ（その他の紙）」区分の禁忌品がそれぞれわかるように伝達している

２．「雑誌・雑がみ」区分の禁忌品がわかるように伝達している → 禁忌品の周知に係るチラシ等を、

３．古紙全体での禁忌品がわかるように伝達している 送付してください

４．禁忌品について特段、伝達していない

問5-1 地域住民が雑誌、雑がみを排出する際に、禁忌品を除外して排出してもらえるような啓発手段、有効な回収方法がございましたら、

以下の空欄にご記入ください。

問5-2 貴自治体の可燃ごみの中に、資源化の可能性がある古紙はどの程度含まれていますか（乾重量ベース）。（最もあてはまる番号１つに○）

１．　５％未満　　

２．　５％以上10％未満

３．　10％以上15％未満　　

４．　15％以上　　

５．　わからない

問６ 禁忌品の扱い、海外動向による古紙需給リスクなど古紙リサイクルにおける問題点、リスク等について、認識していることがあればご記入ください。

問７ その他古紙の回収全般について、ご意見、ご要望などございましたら、以下の回答欄にご自由にご記入ください。

本アンケート調査票の調査項目、内容等に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

＜本アンケート調査票の調査項目、内容等に関するお問い合わせ先＞

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 環境･エネルギー部　　櫻井（さくらい）、松岡（まつおか）、小川(おがわ)

　 　　 ＴＥＬ：０３－６７３３－１０２３　

　　　　ＦＡＸ：０３－６７３３－１０２８

�　　　 E-mail：sakusaku@murc.jp

また、ご回答いただきましたアンケート調査票は、電子メール、もしくは同封の返信用封筒にてご郵送ください。

郵送では締切に間に合わない場合、FAXもご利用ください。

回答方法　 　　　　　 ①電子メール： sakusaku@murc.jpへ送付ください

　　　　　　 　　　　　　②郵　　　　送： 同封の返信用封筒にて郵送ください（25日必着）

　　　　　　　　　　　　 ③Ｆ　 Ａ　 Ｘ：　03-6733-1028へ送付ください

お忙しい中、ご協力ありがとうございました
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参考資料４：地方自治体ヒアリング結果 

 

 自治体へのアンケート調査内容を作成するにあたり、自治体における雑誌と雑がみの分

別回収の現状を把握することを目的として事前のヒアリングを実施した。雑誌と雑がみを

分別回収している自治体、混合回収している自治体及び雑がみの回収を行っていない自治

体を対象に、実施の目的や背景についてヒアリングを行った。 

 

記述内容 雑誌と雑がみの分別回収を実施している自治体：回収状況

○＝回収している ×＝回収していない

自治体名
人口
（人）

行政回収（t/年） 集団回収（t/年）

合計
（t/年）
①＋②

回収後
雑誌選別
の有無雑誌

雑がみ

小計① 雑誌

雑がみ

小計②
紙製容器
包装以外
の雑紙

紙製容器
包装

紙製容器
包装以外
の雑紙

紙製容器
包装

東郷町
40,902

(H23.3.31)

○

１６４ｔ
4.0kg/人

随時
ヒモでしばら
なくても可

○：「紙製容
器包装・雑が

み」区分

４３ｔ
1.1kg/人

随時
外箱のビ
ニール類

○

２ｔ
0.04kg/人

随時

２０９ｔ
5.1kg/人

○
○：「雑が
み」区分

×
不明 不明 無

大阪市
2,671,929
（H23.12.1）

○
※平成25年
２月１日～

○：「その他
の紙」区分
※平成25年
２月１日～

× －

○

6,656t
2.5kg/人

○

15t
0.005
kg/人

×
6,671t
（100％）

2.5kg/人

6,671t
（100％）

2.5kg/人
無

（注１）東郷町の行政回収量は平成23年度実績値
（注２）大阪市の集団回収量は平成23年度実績値
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雑誌と雑がみを分別回収する目的 分別回収が可能になった理由 所期の目的の達成状況

<大阪市>
・市の清掃工場建て替え計画が
中止になったこと、ごみ減量化へ
の取組が前倒しで進展したこと
などを背景に、新たなごみ減量
化目標が設定された。

・可燃ごみの中では資源化可能
な紙類が11.6％と高く、当該目標
の達成のためには、古紙類の分
別収集が必要不可欠であった。

・集団回収でのミックス古紙での
回収状況から品質が一定になら
ない課題があることを把握してお
り、雑誌と雑がみを分別回収す
ることで、雑誌区分の品質を高
められることから、行政回収では、
雑誌と雑がみを分別回収するこ
ととした。

<大阪市>
・新たな分別収集区分の設定は、
行政コストの増加につながりか
ねないが、粗大ごみの車両を有
効利用する、人員も別のごみ収
集部門の人間を充当させる等、
コスト増加につながることなく、分
別回収システムを構築できたた
め、分別回収が実現した。

<東郷町>
・雑誌と雑がみの分別回収が
実現している。

・雑がみについても、ボール紙
用途として売却可能な「雑が
み・紙製容器包装」区分とRPF
原料として容器包装リサイクル
ルートで引き取ってもらえる「そ
の他の紙製容器包装」区分で
分別回収できている。

記述内容 雑誌と雑がみの分別回収を実施している自治体： ヒアリング結果
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紙類の回収に関する考え方

<名古屋市>
・藤前干潟の埋立計画の中止に伴い、ごみ減量化を推進する必要性に迫られ、紙製容器包装の分
別収集に着手した。
・識別マークを目印に紙製容器包装の分別回収を推進したい。
・回収頻度から、市民は集団回収方式による雑がみよりも行政回収である紙製容器包装のほうに排
出の利便性を感じている。

・可燃ごみの中にはリサイクル可能な紙類が約２割あり、その中で雑がみが最も多いことから、雑が
みの分別・リサイクル促進に向け、集団資源回収やリサイクルステーション回収を推進したい。

記述内容 雑誌と雑がみの分別回収を行っていない自治体： ヒアリング結果②

【類型別ヒアリング項目】
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【識別マークに係る自治体の意見① 名古屋市】

識別マークに係るコメント

・識別マークは、特定事業者にリサイクル費用を負担させ、容リ法に則ってリサイクルを進
める上では有効なマーク。

・拡大生産者責任の中で紙製容器包装の発生抑制を働かせる効果もあるため、識別マー
クを目印に紙製容器包装の分別収集を進めるのが望ましい。

自治体名
人口
（人）

行政回収（t/年） 集団回収（t/年）

合計
（t/年）
①＋②

回収後
選別

の有無雑誌

雑がみ

小計① 雑誌

雑がみ

小計②
紙製容器
包装以外
の雑がみ

紙製容器
包装

紙製容器
包装以外
の雑がみ

紙製容器
包装

名古屋市
2,265,158
（H22.12.1）

×

○

1.5万ｔ
6.6kg/人

週１回
資源用
指定袋

1.5万ｔ
(37%)

6.6kg/人

○：「雑誌」区分

2.6万ｔ
11.5kg/人

頻度は団体ごとに異なる
雑誌はヒモで縛る

×

2.6万ｔ
(63%)

11.5kg/人

4.1万ｔ
(100%)

18.1kg/人
有

〈参考〉
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参考資料５：紙製容器包装の識別マークの利用実態 

（資料）尼崎市 家庭ごみべんりちょう

「雑がみ」を分別する際の目印として識別マークを活用している事例（尼崎市）

＜現状＞
現在、雑誌と雑がみを「その他

紙類」で混合回収。
識別マークを目印に、雑がみを

分別排出してもらっている。
一方で、禁忌品も明示し、「その

他紙類」に禁忌品が混入しない
ようにしている。

＜識別マークの変更意向＞

しかし、以下の理由から、現在の
識別マークには問題点、改善点が
あると感じており、変更を希望。
識別マークがついているものは

すべて紙にリサイクルされるも
の、との誤解を与える

住民の排出段階での禁忌品の
排除に役立たない

リサイクル可能なものだけにつけ
てほしい
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参考資料６：容器包装リサイクル制度の見直しに向けた提言 

 

平成２４年１１月２０日 

 

 容器包装リサイクル制度の見直しに向けた提言  

                 

紙製容器包装リサイクル推進協議会 

会 長 降 矢 祥 博 

                  

平成 12 年における容器包装リサイクル法の完全施行により「その他紙製容器包装」

のリサイクルが開始され、平成 18 年 6 月には改正容器包装リサイクル法が成立した。 

改正容器包装リサイクル法において、容器包装廃棄物の排出抑制の促進、質の高い分

別収集・再商品化費用の効率化推進に対する施策が実施された。併せて我々事業者は、

平成 18 年 3 月に平成 22 年度を目標年度とした「事業者による３Ｒ推進に向けた自主

行動計画」を発表し、紙製容器包装の薄肉化、軽量化、小型化等の包装材削減によりリ

デュースを推進し、また分別収集のしやすさ及び再商品化しやすさ等によりリサイクル

を促進し、削減率、回収率の目標を達成した。 

 

紙製容器包装の収集においては、主に平成 12 年より開始された容器包装リサイクル

法に基づいた指定法人ルート（以下「容リルート」という）及び従来から実施されてい

る古紙リサイクルルート（以下「古紙ルート」という）の二つのルートがある。両ルー

トの併用により回収量は増加しており、紙製容器包装の収集に一定の成果が現れている。 

 

容リルートでは、平成 12 年度実績の 1.1 万トンから平成 22 年度実績の 2.8 万トンに

増加しているが、平成 15 年度から 3 万トン弱の回収量で横ばい状態となっている。 

古紙ルートでは、平成 17 年に古紙の主要銘柄として「雑がみ」が設けられて以来、

紙小物類（チラシ、パンフレット等）と混合して紙製容器包装を収集している市町村が

増加した。この結果「雑がみ」、「雑誌・雑がみ」分類で紙製容器包装が資源物として収

集され、古紙ルートでの紙製容器包装回収量は平成 22 年度では約 14.2 万トンとなった

（当推進協議会データ）。 

ただし、古紙ルートでは、市町村は紙製容器包装を製紙原料として収集しているが、

古紙取引状況により紙製容器包装が逆有償になり資源物として収集されない場合が想

定されること、及び製紙原料に向かない複合容器包装が収集されていないことが懸念さ

れる。容リルートではこの古紙ルートの状況に対応できることから、紙製容器包装の安

定的収集には容リルートも有効であると考える。 

 

当推進協議会は容リルート、古紙ルートを併用して、紙製容器包装の回収量の増大を

図るために以下のとおり提言する。 
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 １．紙製容器包装の収集・リサイクルの促進 

 

紙製容器包装の収集は、平成 12 年に完全施行となった容リルートと従来の古紙ルー

トが併用されており、紙製容器包装を効率よく収集するのに効果的であると考えている。 

しかしながら、紙製容器包装の収集においては、容リルート及び古紙ルートの合計で

回収量 170,759 トン、回収率 20.3％（平成 22 年度実績当推進協議会データ）となって

いる。 

未回収の紙製容器包装については、ごみとして処分されていると推察され、紙製容器

包装の収集をさらに促進するため以下のとおり要望する。 

 

 

提言１ 紙製容器包装を収集する市町村の拡大を要望する 

 

容リルート「紙製容器包装」分類での収集及び古紙ルート「雑がみ｣分類での収集 

を実施する市町村の拡大を要望する。 

 

 

紙製容器包装は、容リルートでは「紙製容器包装」分類で、古紙ルートでは「雑がみ」

「雑誌・雑がみ」分類で収集されている。 

古紙ルートでは、紙製容器包装単独でなく、他の紙との混合で収集されているため、

一般消費者に紙製容器包装を意識してもらうには、紙製容器包装の含有量が多い分類が

有効と考えている。 

 

当推進協議会では、古紙ルート（行政収集、集団回収）での組成調査において、「雑

がみ」分類では紙製容器包装が約４０％含まれ、「雑誌・雑がみ」分類では約１０％含

まれるという結果を得ている。したがって古紙ルートでは、「雑がみ」分類で収集する

ことが紙製容器包装の収集には有効である。 

 

しかし、当推進協議会のアンケート調査（人口 10 万人以上 294 市区：平成 23 年度

調査）においては、「雑がみ」分類での収集市区数は調査市区数の 9.6%であり、平成

23 年度の容リルート「紙製容器包装」の実施市町村数は全市町村数の 8.4％と、両ルー

トともに実施市町村数が十分とは言えない状況にある。 

 

したがって、容リルート「紙製容器包装」分類での収集及び古紙ルート「雑がみ｣分

類でのいずれかによる収集を実施する市町村の拡大を要望する。 
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提言２ 紙単体紙製容器包装と複合紙製容器包装の区別表示の設定を提言する。 

 

古紙ルート「雑がみ」分類で収集を実施する市町村の拡大及び紙製容器包装の回収

量拡大のために、紙単体紙製容器包装（以下「紙単体」という）と複合紙製容器包装

（以下「複合品」という）の区別表示の設定を提言する。 

 

 

 

古紙ルート「雑がみ」分類では、紙識別マーク付容器包装を全て回収しておらず、紙

識別マークは紙製容器包装の収集に用いられていない。区別表示の設定は、表示と収集

品の整合性を図ることであり、以下の効果が期待できる。 

 

１）消費者の分別排出しやすさの向上 

現在、古紙ルートにおいて、紙製容器包装の紙単体と複合品に同じ紙識別マークがつ

いているため、消費者は、どの紙製容器包装が収集対象に相当するのかがわかりにくく、

分別排出が難しい。そのために家庭から排出される紙製容器包装の多くはごみとして排

出されていると推察している（家庭から排出される紙製容器包装の約 80%がごみとし

て排出：当推進協議会推定）。 

市町村が収集対象としている紙単体と、対象外としている複合品に区別表示を設定す

ることで、消費者が対象の紙製容器包装を分別排出しやすくなり、市町村が紙製容器包

装を資源物として分別収集する効率の向上が期待できる。 

 

２）「雑がみ」の品質向上 

古紙ルート「雑がみ」分類では、製紙原料向けの紙単体（紙箱、紙袋、包装紙）を主

に収集し、複合品は対象外としているが、現在の紙識別マークは、紙単体、複合品両方

についているため、混入が起こりやすいことも課題となっている。 

したがって、本区別表示の設定を行うことにより収集対象外の混入が防止できること

から、「雑がみ」の品質が向上することで、「雑がみ」収集を実施する市町村が拡大し、

紙製容器包装の回収量の拡大が期待できる。 

 

区別表示の基準化に当たっては、当推進協議会、紙関連団体、自治体等による共同で

の検討が必要と考えている。 
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提言３ 複合品の収集・リサイクルの促進を提言する 

 

複合品も、家庭から排出される容リ法対象の紙製容器包装の約１５％（約１３万トン：

当推進協議会調査）を占め、固形燃料等の有効なリサイクル資源であるため収集・リサ

イクル促進を提言する。 

 

 

 

   古紙ルートでは、製紙原料向けとして紙単体の紙製容器包装を主として収集しており、 

原則として複合品は収集されていない。 

 

 複合品とは、防水加工された紙、プラスチックフィルムやアルミ箔等を貼り合わせた 

紙、金・銀等の金属が箔押しされた紙等を使用した紙製容器包装であり、古紙ルート「雑 

がみ」の分別排出基準では、製紙原料不適合品とされている。（紙コップ、カップ麺・ 

・ヨーグルト等の紙容器、紙蓋材、液体紙容器等） 

 

しかしながら、容リルートにおいては古紙ルートでの収集対象外である複合品も、 

ＲＰＦ等の固形燃料や製紙原料として再商品化されており、複合品も有効な資源として

利用されている。 

事業者としては、複合品を収集しやすくするために、複合品としてのマークを付すこ

とにより収集促進を支援していく。 

したがって、複合品も有効なリサイクル資源であるため、収集・リサイクル促進を提

言する。 

 

 

尚、アルミを使用しない飲料用紙パック（牛乳パック等）と遜色なく製紙原料になる

複合品（酒パック、アルミ付飲料用紙パック等）については、事業者の自主的取組みに

より製紙原料へのリサイクルを行っているところである。 

当推進協議会は、複合品の製紙原料へのリサイクル推進を研究・支援する所存である。 
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提言４ 紙製容器包装の収集拡大のための啓発を要望する 

 

紙製容器包装収集を実施する市町村を拡大するために、紙製容器包装が有効な資源

であることを市町村に啓発することを要望する。 

 

 

 

古紙ルートでは、紙製容器包装は「雑がみ」等の分類により他の紙類と混合で収集さ

れているため、一般市民に紙製容器包装が収集対象になっており、有効な資源であるこ

との認知が得られにくい。そのため、当推進協議会では、紙製容器包装の分別収集・リ

サイクルに関するパンフレット、パネルを作成して、市町村に配布又は貸与し、紙製容

器包装のリサイクル啓発の一助としてきた。 

今後、当推進協議会は、古紙再生促進センター及び関係諸団体と連携して啓発に努め

ていく所存である。 

 

しかしながら、紙製容器包装を収集していない市町村もあるため、紙製容器包装の収

集・資源化を市町村に啓発することを要望する。 

 

 

 

 

 

提言５ 今後の制度見直し 

 

紙製容器包装全体のリサイクルシステムのあるべき姿の研究を進める 

 

 

 

容リルート、古紙ルートにとらわれず、紙製容器包装全体の回収率向上を含め、リサ

イクルシステムのあるべき姿について検討することが必要と考える。 
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２．容器包装３Ｒ制度全体のあり方について 

 

 

提言６ 三者の役割分担を維持し取組みの深化を図る 

 

 

 

容器包装リサイクル法における、消費者・市町村・事業者の役割分担は維持すべきで

ある。消費者が分別排出し、市町村が収集し再商品化事業者に引渡し、そのリサイクル

費用を事業者が負担するという明確な役割分担が機能している。 

そのため、分別収集、再商品化により家庭から排出される容器包装廃棄物が減少して

いるという結果となって現われている。 

したがって、今後とも三者の役割分担を維持しつつ、各主体の取組みの深化を図るこ

とが目指すべき方向と考える。 

 

 

 

 

 

提言７ 主体間連携の強化を図る 

 

 

 

先の改正審議において「主体間連携の推進」の重要性が示され、事業者においては、

３Ｒ推進団体連絡会の自主行動計画に基づく取組み等、様々に展開しているところであ

る。 

しかしながら、事業者の取組みのみでは一定の限界があるため、より一層の連携を強

化することが必要と考える。 

 

 

 

 

 

                                   以上 
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参考資料７：紙製容器包装回収率調査集計、アンケート調査票 

 

 

 紙製容器包装リサイクル推進協議会が 2012 年夏に、人口 10 万人以上の自治

体に対し実施したアンケート調査結果を以下に示す。 

 また、アンケート調査票を次ページ以降に付した。 

 

　紙製容器包装の回収率調査集計　 2012.09.21
調査対象：人口10万人以上の自治体　アンケート回答数＝２９３/２９５ 紙製容器包装リサイクル推進協議会

自治
体数

人口
(万人)

回収量
(トン)

自治
体数

人口
(万人)

回収量
(トン)

自治
体数

人口
(万人)

回収量
(トン)

252 7,435 81,465 X 「紙製容器包装」を回収している 244 7,183 90,136 180 5,767 28,845

(152) (内、集団も実施) （内訳） (151) (内、集団も実施)

35 1,104 33,655 Ａ 単独量を回答した市区 33 1,013 31,659 7 162 954

217 6,331 47,811 Ｂ 混合回収量を回答した市区 211 6,170 58,477 173 5,280 27,891

(45) (1,556) (7,460) a 古紙総量を回答　(新聞・雑誌・段ボール他含む) (35) (1,220) (4,806) (29) (498) (2,852)

(143) (3,933) (30,530) b 雑誌総量(又は段ボール総量)を回答 (142) (3,998) (28,452) (107) (3,531) (22,378)

(28) (695) (9,814) c "雑がみ"などで回収した量を回答 (32) (930) (25,219) (23) (958) (2,662)

(1) (147) d 回収しているが量の把握はしていない (2) (22) (14) (293)

42 (1499) Y 「紙製容器包装」は回収していない 49 1664 113 3,080

294 8,934 81,465 293 8,847 90,136 293 8,847 28,845

12,806 (116,763) 12,780 (130,207) 12,780 (41,668)

841,622 841,622 841,622

13.9% 15.5% 5.0%

家庭からの年間排出量推定　(2009調査結果)　(トン)

紙製容器包装の回収率(推定)

２０１０年度行政回収 ２０１１年度行政回収 ２０１１年度集団回収

調査項目

調査結果合計

全国の人口（総務省人口推計2010）→(回収量拡大推計)
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