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1. 計画策定の意義 

目黒区では、東京都からの清掃事業の移管を受けた平成１２年度以降、ごみ排出量は減

少傾向で推移してきています。一方、資源化量については平成１５年度以降増加傾向にあり

ます。ごみと資源をあわせた総量は減少し続けています。不用物の排出抑制が徐々に進展し、

あわせてごみから資源への移行も進んでいるといえます。 
しかし、平成１８年度に実施した集積所ごみ組成分析調査結果を見ても分かるように、依

然として、可燃ごみの８．４％を紙製容器包装が占め、また不燃ごみの６３．４％をびん、缶、ペ

ットボトル及びその他のプラスチック製容器包装が占めています（いずれも湿ベース重量比）。 
ごみの発生抑制を促し、またごみから資源への転換によって循環型社会の形成を促進す

るためには、ごみ組成で大きな割合を占めるこれらの容器包装廃棄物の発生抑制と再資源化

を推進することが急務となります。 
本計画の策定と実施によって、容器包装廃棄物の発生抑制を促進し、また不用となった

容器包装廃棄物の再資源化を進め、使い捨て社会から循環型社会への移行に貢献すること

が期待できます。 
また、事業者、区民、行政が役割を分担することによって、再商品化義務を負う事業者の

拡大生産者責任や、排出者である区民の環境意識の醸成を実現することができます。加えて、

発生抑制と再資源化の促進による資源の有効利用、さらに石油等の消費抑制による温室効

果ガス削減と地球温暖化防止にも寄与することができます。 
 

2. 基本的方向 

本計画を実施するにあたっての基本的方向は次のとおりです。 

 「ともにつくる みどり豊かな 人間のまち」の実現をめざす目黒区の基本構想のもと、循

環型社会の形成に向けて一般廃棄物処理基本計画と整合をとりながら本計画を実施し

ます。 

 事業者、区民及び区は、環境問題への認識を深め、生活様式や事業活動のあり方を見

直し、社会経済システムを循環的な仕組みに変えることを目指して、それぞれの責任と役

割を果たしながら施策を推進します。 

 生産・消費・廃棄の各段階で、①発生抑制、②再使用、③再生利用、④熱回収、⑤適正

処分の優先順位に従い、容器包装廃棄物の削減と再資源化を推進します。 

 環境への負荷削減効果、再商品化技術の進展と再生製品への需要、収集運搬及び処

理のコスト等を総合的に考慮し、容器包装廃棄物の分別収集を推進します。 

 国内における容器包装リサイクルの円滑かつ効率的な実施を確保する観点に立ち、原

則として、目黒区内で資源回収した使用済みペットボトル等は指定法人に円滑かつ計画

的に引き渡していきます。 
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 一般廃棄物処理事業に係るコスト分析の標準的な手法として、環境省から示される「廃棄

物処理会計基準」を利用して、容器包装廃棄物の分別収集を含む事業全体の効率化を

推進します。 

 この分別収集計画に示される資源の回収量や、計画達成に向けた容器包装廃棄物の３

Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の促進方策などを公表し、消費者・事業者と一体とな

って、循環型社会への転換に取り組みます。 

 

3. 計画期間 

本計画の計画期間は、平成２０年４月を始期とする５か年間とし、３年ごとに改定します。 
 

4. 対象品目 

本計画の対象となる容器包装廃棄物は、次のとおりです。 
 アルミ製容器 
 スチール製容器 
 ガラス製容器（無色） 
 ガラス製容器（茶色） 
 ガラス製容器（その他） 
 飲料用紙製容器（紙パック） 
 段ボール製容器 
 ペットボトル 
 その他のプラスチック製容器包装 

 

5. 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み（法第８条第２項
第１号） 

計画期間における目黒区での容器包装廃棄物の排出量見込みは次のとおりです。 

（単位：t/年）

年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

容器包装廃棄物の合計 22,457 22,076 21,741 21,522 21,214
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6. 容器包装廃棄物の排出の抑制に関する事項（法第８条第２項第２号） 

容器包装廃棄物の排出抑制を促進するために、次の施策を実施します。 

(1) 「めぐろ買い物ルールづくり」の推進 
将来ごみになるものを暮らしや事業活動に取り込む、最も身近な行為である「買い物」に着

目し、区民や事業者を中心とする区独自の「ルールづくり」を行います。 
 めぐろ買い物ルールを広める会による活動の展開 
 めぐろ買い物ルール・ボランティアの募集 
 めぐろ買い物ルール・ブログの立ち上げ 
 めぐろ買い物ルール・ソングの制作 
 めぐろ買い物ルール・キャンペーンの開催 
 参加者・参加店舗の募集・拡大 
 区主催イベントでのＰＲ活動 

(2) 家庭ごみ有料化の検討 
家庭ごみ有料化についての議論の素地を作るため、関連する各種の情報を収集し、これ

を区民に提供することにより相互のコミュニケーションを図ります。他区との連携を強化し、共

通認識を深めます。 
 先進事例の調査研究、合意形成手法の研究 
 区民とのきめ細かな意見交換 
 他区及び東京二十三区清掃一部事務組合との意見調整 
 基礎データ収集と具体的な有料化制度の検討 

(3) さまざまな環境学習機会の創出 
次世代を担う子どもたちに対して、幼少時から広く環境問題に関心を持ってもらうこと、大

人に対しては、ごみ減量や環境問題について理解をより深めてもらうことと併せ、ルールを守る

ことが税の有効利用につながることを知ってもらうため、さまざまな環境学習機会を創出しま

す。 
 環境学習及び啓発活動を体系化し、区民の参加しやすさと学習意欲を高める 
 環境学習に体験的要素を取り入れ、日常生活に結びつける 
 環境学習を単独事業とせず、できるだけ他の事業と連動させる 
 環境学習に関する年間重点テーマを設け、事業効果をあげる 
 区独自の環境学習に関する人材育成を図る 
 多様な主体の参加を促し、協働に基づく多彩なプログラムを展開する 
 地域団体活動に環境保全の視点が取り入れられるよう、必要な働きかけと支援を行なう 

(4) 徹底したＰＲ・啓発の展開 
区民や事業者が、暮らしや事業活動のあり方を見直し、ごみ減量に自主的に取り組んで

いけるよう、各種事業の経費や進捗状況、ごみ量・資源回収量の推移、収集から最終処分ま
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での流れ等に関する情報提供を充実させるなど、ＰＲ・啓発を積極的に展開します。 

(5) エコプラザの活用 
地域の活動拠点・情報発信拠点としての機能をより充実させ、環境全般を対象とした自主

的な活動を支援するとともに、環境配慮活動などの情報発信を促進します。また、環境学習推

進計画と連動させながら、エコプラザを活用した講座、講習会を幅広く展開します。 

(6) 事業者との協調・連携 
容器包装の削減などごみの発生抑制に関する意見交換や具体的な取り組みについて、さ

らには３Ｒ推進キャンペーンやめぐろ買い物ルールの普及などの際に、商店街や大型小売店

舗などの事業者と協調・連携を進めます。 
 
 

7. 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装
廃棄物の収集に関する分別の区分（法第８条第２項第３号） 

分別収集を行う区分は次のとおりです。 
 

分別収集する容器包装の種類 収集に係る分別の区分 
主としてアルミ製の容器 
主としてスチール製の容器 

缶 

主としてガラス製の容器 無色のガラス製容器 
   茶色のガラス製容器 
   その他のガラス製容器 

びん 

主として紙製の容器であって飲料を充てんするためのもの

（原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。） 
紙パック 

主として段ボール製の容器 
 

段ボール 

主としてポリエチレンテレフタレート（PET）製の容器であっ

て飲料又はしょうゆ等を充てんするためのもの 
ペットボトル 

主としてプラスチック製の容器包装であって上記以外のもの

 
ペットボトル以外のプラスチ

ック製容器包装 
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8. 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごと
の量及び第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み
（法第８条第２項第４号） 

計画期間における分別区分ごとの回収量見込みは次のとおりです。 
（単位：t/年）

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

253 289 306 315 323

477 521 537 538 535

合計量 1,160 1,257 1,250 1,224 1,191

（引渡し量） 1,160 1,257 1,250 1,224 1,191

（独自処理量） 0 0 0 0 0

合計量 589 642 639 621 609

（引渡し量） 589 642 639 621 609

（独自処理量） 0 0 0 0 0

合計量 748 745 741 723 711

（引渡し量） 748 745 741 723 711

（独自処理量） 0 0 0 0 0

113 159 222 260 259

3,404 3,379 3,297 3,245 3,203

合計量 1,188 1,601 1,723 1,873 1,994

（引渡し量） 1,188 1,601 1,723 1,873 1,994

（独自処理量） 0 0 0 0 0

合計量 2,797 4,961 5,242 5,396 5,455

（引渡し量） 2,797 4,961 5,242 5,396 5,455

（独自処理量） 0 0 0 0 0

10,729 13,554 13,957 14,195 14,280

主としてプラスチック製の容器包装
であって上記以外のもの

主として紙製の容器であって飲料を充てんす
るためのもの（原材料としてアルミニウムが利用
されているものを除く。）

主として段ボール製の容器

回収量見込みの合計

容器包装の種類

茶色のガラス製容器

その他の色のガラス製容器

主としてポリエチレンテレフタレート
（PET）製の容器であって飲料又は
しょうゆ等を充てんするためのもの

無色のガラス製容器

主としてアルミ製の容器

主としてスチール製の容器

 
注：ガラス製容器、ＰＥＴ製容器及びプラスチック製容器包装の欄は３段書きとし、 

上段は分別収集で得られる分別基準適合物の合計量、 
中段は（財）日本容器包装リサイクル協会（指定法人）への引渡し見込量、 
下段は区が独自に選定した再商品化事業者への引渡し量を示します。 

 
 

9. 分別収集を実施する者に関する基本的な事項（法第８条第２項第５
号） 

分別収集は、事業者による自主回収や区民の協力を積極的に促すとともに、区が主体と

なって現行の体制を活用して行います。 
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分別区分ごとの収集・運搬段階及び選別・保管段階での実施者は次のとおりです。 

 
 
 

10. 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項（法第８条第２項第
６号） 

 びんについては、目黒区の２カ所のストックヤードで選別した後、民間施設で保管等を行

います。 
 缶、紙パック、段ボール、ペットボトルについては、民間施設において選別等の中間処理

を行います。 
 ペットボトル及びペットボトル以外のプラスチック製容器包装の分別回収事業の区内全域

展開を見据えて、平成１９年度中を目途に、中間処理施設を確保します。 
 
 

分別収集する容器 
包装の種類 

収集に係る

分別区分 
収集・運搬段階 選別・保管等段階 

アルミ製容器 
スチール製容器 
 

 
缶 

・委託業者による分別回収 民間業者 

無色のガラス製容器 
茶色のガラス製容器 
その他のガラス製容器 

びん ・委託業者による分別回収 区のストックヤードで

選別した後、民間業

者の施設で保管等を

委託 
飲料用紙製容器 紙パック ・委託業者による公共施設

等からの拠点回収 
・地域団体等による集積所

等を活用した集団回収 

民間業者 

段ボール製容器 段ボール ・区による定期的な分別回収

・地域団体等による集積所

等を活用した集団回収 

民間業者 

ペットボトル ペットボトル ・委託業者による小売店店

頭からの拠点回収 
・委託業者による分別回収 

民間業者の施設で選

別保管等を委託 

ペットボトル以外のプ

ラスチック製容器包装 
ペットボトル

以 外 の プ ラ

ス チ ッ ク 製

容器包装 

・委託業者による分別回収 民間業者の施設で選

別保管等を委託 
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11. その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項（法第８
条第２項第７号） 

 古紙回収について、平成２２年度を目途に、行政主体の分別回収から町会・自治会等が

主体となった集団回収への一元化を図ります。そのため、区民の利便性などに配慮しな

がら、集団回収が地域に普及・拡大するように支援等を計画的に取り組みます。 
さらに、紙パックについても、住区センター等の拠点回収に加え、町会・自治会での集団

回収で資源回収が普及するように支援します。 

 今まで「不燃ごみの日」に回収していたびん・缶・ペットボトルなどの資源について、区民

の分別意識が高まり分別排出が容易となるよう、「資源の日」に統一して回収していきま

す。併せて、作業効率の向上や収集運搬コストの節減を図りながら、ごみ収集と資源回

収の曜日、収集頻度、分別排出方法などの見直しを検討します。 

 ペットボトルや、ペットボトルを除くその他のプラスチック製容器包装については、発生抑

制の推進とともに可能な限り再生利用を図るために、環境への負荷、再資源化に必要な

行政コストや再資源化技術の動向なども考慮に入れながら、区内全域での分別回収を

促進していきます。 

 容器包装リサイクル法が改正されて、再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して、各

市区町村に金銭が支払われる資金拠出制度が創設されました。また、平成２０年度から

プラスチック製容器包装を資源として区内全域で分別回収する予定です。こうした事情を

考慮して、ペットボトルのキャップやラベルはボトル本体から外して、プラスチック製容器

包装の区分で資源回収に出すことなど、新たな排出ルールの周知と指導を区民に対し

て行います。 

 ポリバケツなどのプラスチック製品については、現行制度上、再資源化を進めるしくみが

整備されていません。現時点でリサイクルが困難なこれらの廃プラスチックについては、

拡大生産者責任（EＰＲ）の原則に基づき、事業者による自主回収・再資源化の仕組みが

整備されるべきだと考えています。他区や都などと連携しながら、国や業界団体への継

続した働きかけを行なっていきます。 


