参加無料

「容器包装リサイクル制度説明会・個別相談会」のご案内
家庭で消費される様々な商品に使われる「容器」や「包装」は、多くの素材で製造されています。そのうち、ガラスび
ん、ＰＥＴボトル、プラスチック製および紙製（飲料用紙パック、段ボールを除く）の容器・包装を利用する“中身商品の
製造事業者（食品・清涼飲料・酒類・石けん・塗料・医薬品・化粧品など）”、あるいは“容器そのものの製造事
業者”、商品の販売の段階で新たに容器・包装を使用する“卸・小売事業者”、さらには“商品の輸入業者”の皆
様には、「容器包装リサイクル法」（平成１２年４月完全施行）によって、それら容器包装を再商品化（＝リサイクル）する
義務が課せられています。また、義務を怠ると国（所管：環境省、経済産業省、財務省（国税庁）、厚生労働省、農林水
産省）からの指導や法的措置もあるなど、ご留意をいただきたい事項も多くございます。
そこで、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会は、各地商工会議所、日本商工会議所との共催で、これら容器
包装に関わる事業者の皆様（ただし、同法が規定する小規模事業者は適用外）に、同制度の基礎知識と、リサイクル義
務を果たすための事務手続等について、改めてご理解を賜りたく、説明会・個別相談会を開催いたします。商工会議
所・商工会の会員・非会員は問いませんので、奮ってご参加くださいますようお願いいたします。

本制度説明会・個別相談会は東京 2020 応援
プログラム（持続可能性）に認証されています。

◎開催時期 令和元年１１月～令和２年１月（開催地・日時については裏面をご参照ください。
）
◎内
容 ■説明会 ①容器包装リサイクル制度、②リサイクル（再商品化）委託申込手続き等
■個別相談会
◎主
催 各地商工会議所（裏面ご参照）
・日本商工会議所・
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会（共催）
◎協
力 全国商工会連合会
◎申込方法 下記申込書に必要事項をご記入のうえ、開催日の２週間前までにＦＡＸ（番号は裏面に記載の「申
込先ＦＡＸ」ご参照）にてお申込みください。
（東京商工会議所はＷｅｂ申込受付となっており
ます。ご注意ください）
◎問合先
参加申込や会場に関するお問合せについては、裏面の各開催地（主催）商工会議所までお願いい
たします。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------※裏面をご参照いただき、申込先商工会議所のＦＡＸ番号をご記入ください。
（東京商工会議所はＷｅｂ申込受付となっております。ご注意ください）

申込先ＦＡＸ：

－

－

「容器包装リサイクル制度説明会」 参加申込用紙
記入・送信日：令和
商工会議所主催の「説明会」
（令和

年

月

年

月

日

日開催）への参加を申込みます。

事業者名：
住 所：
（〒

－

）

部署・役職：
電話：

－

氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）
：

－

E-mail：

本説明会で確認したいこと、聞きたいこと等がありましたら、次の欄にご記入ください。

(注)書ききれない場合は別紙（書式自由）にご記入のうえ添付してください。

個別相談会への参加希望（人数）
： 有（

名） ・ 無

※○印をつけてください。

※ご記入いただいた個人情報は、容器包装リサイクル制度に係る各種連絡・情報提供に利用する場合があります。

容器包装リサイクル制度説明会・個別相談会 開催一覧
（令和元年９月 30 日現在）
日
時
会 場 名
申込先ＦＡＸ
（個別相談会含む）
（所在地）
札幌商工会議所
令和元年 12 月 16 日（月） 北海道経済センター ８階 Ｂホール
011-231-1078
（産業部地域振興・ものづくり課、011-231-1373）
13:30～16:00
（札幌市中央区北 1 条西 2 丁目）
青森商工会議所
令和元年 11 月 19 日（火） 青森商工会議所会館 ５階ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ１
017-775-3567
（地域振興部 商工業振興課、017-734-1311）
13:30～16:00
（青森市新町 1-2-18）
福島商工会議所
令和元年 12 月 19 日（木） 福島商工会議所 会議室
024-525-3566
（総合企画部 総合企画課、024-536-5511）
14:00～16:30
（福島市三河南町1-20ｺﾗｯｾふくしま8階）
さいたま商工会議所
令和元年 12 月 20 日（金） さいたま商工会議所会館 ２階ホール
048-838-7710
（会員ｻｰﾋﾞｽ課、048-838-7704）
13:30～16:00
（さいたま市浦和区高砂 3-17-15）
令和元年 12 月 17 日（火）
丸の内二重橋ビル ５階東商ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｰﾙ
14:00～17:00
（千代田区丸の内 3-2-2）
(*)ＦＡＸによ
ｲﾍﾞﾝﾄ No. 95016
る申込みは出来
令和元年 12 月 20 日（金）
東京商工会議所
丸の内二重橋ビル
５階東商ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｰﾙ
14:00～17:00
ません。詳細は
（中小企業部 中小企業相談センター
（千代田区丸の内 3-2-2）
ｲﾍﾞﾝﾄ No. 95017
容器リサイクル係、03-3283-7700）
下記をご参照く
令和２年１月 15 日（水）
ださい。
ＡＰ浜松町 Ｄ～Ｆルーム
14:00～17:00
（港区芝公園
2-4-1
地下１F）
ｲﾍﾞﾝﾄ No. 95018
(*)東京商工会議所のホームページにアクセスし、右上「イベントを検索」の欄に、ご希望のイベント番号
「95016」
、
「95017」または「95018」を半角で入力・検索し、専用の入力フォームよりお申し込みください。
横浜商工会議所
令和元年 12 月 17 日（火） 横浜商工会議所 ８階大会議室
045-671-7429
（産業振興部、045-671-7470）
14:00～16:30
（横浜市中区山下町 2 産業貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ）
新潟商工会議所
令和元年 11 月 26 日（火） 新潟商工会議所 ７階大会議室
025-290-4421
（総合政策課、025-290-4411）
14:00～16:30
（新潟市中央区万代島 5-1）
金沢商工会議所
令和元年 11 月 12 日（火） 金沢商工会議所会館 大会議室
076-263-1158
（企業支援グループ、076-263-1157）
13:30～16:00
（金沢市尾山町 9-13）
名古屋商工会議所
令和元年 11 月 11 日（月） 名古屋商工会議所 ５階会議室ＡＢＣ
052-232-5752
（産業振興部、052-223-6748）
13:30～16:00
（名古屋市中区栄 2—10—19）
大津商工会議所
令和元年 12 月６日（金） びわ湖大津ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ 淡海１階「石楠花」
077-526-0795
（企画総務部、077-511-1500）
14:00～16:30
（大津市におの浜 4-7-7）
大阪商工会議所
令和元年 12 月 24 日（火） 大阪商工会議所 地下１階１号会議室
06-4791-0444
（中小企業振興部経営相談室、06-6944-6472）
14:00～16:30
（大阪市中央区本町橋 2—8）
神戸商工会議所
令和２年１月 28 日（火） 神戸商工会議所 ３階 第３会議室
078-306-2348
（産業部産業・国際チーム、078-303-5806）
13:30～16:00
（神戸市中央区港島中町 6—1）
松江商工会議所
令和元年 12 月５日（木） 松江商工会議所 １階教養文化センター
0852-23-1656
（総務課、0852-32-0503）
13:30～15:30
（松江市母衣町 55-4）
岡山商工会議所
令和２年１月 16 日（木） 岡山商工会議所 ４階 404 会議室
086-225-3561
（地域振興課、086-232-2262）
13:30～16:00
（岡山市北区厚生町 3-1-15）
広島商工会議所
令和２年１月 17 日（金） 広島商工会議所 １階 101 号室
082-222-6411
（産業・地域振興部 産業振興課、082-222-6651）
14:00～16:00
（広島市中区基町 5—44）
山口商工会議所
令和元年 11 月 28 日（木） 山口商工会議所 ５階ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾎｰﾙ
083-921-1555
（総務部 総務課、083-925-2300）
14:00～16:30
（山口市中市町 1-10）
高松商工会議所
令和元年 12 月 10 日（火） 高松商工会議所会館 ４階 401 会議室
087-825-3525
（会員活動推進課、087-825-3501）
13:30～16:00
（高松市番町 2-2-2）
福岡商工会議所
令和２年１月 16 日（木） 福岡商工会議所会館 ５階 501 会議室
092-411-1600
（会員組織・共済グループ、092-441-1114）
13:30～16:00
（福岡市博多区博多駅前 2-9-28）
佐世保商工会議所
令和元年 12 月５日（木） 佐世保商工会議所 ３階会議室
0956-25-8616
（業務課、0956-22-6121）
13:30～16:00
（佐世保市湊町 6-10）
大分商工会議所
令和元年 11 月 25 日（月） 大分商工会議所 ５階中ホール
097-536-3143
（中小企業相談部 経営支援課、097-536-3208）
14:00～16:30
（大分市長浜町 3-15-19）
宮崎商工会議所
令和元年 11 月 21 日（木） 宮崎商工会議所 KITEN８階ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ
0985-24-2000
（商工観光部、0985-22-2161）
13:30～16:00
（宮崎市錦町 1-10）
那覇商工会議所
令和２年１月 10 日（金） 那覇商工会議所 ２階ホール
098-866-9834
（企画業務部、098-868-3758）
14:00～16:00
（那覇市久米 2-2-10）
開催地（主催）商工会議所
（担当部署、問合先電話番号）

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会の連絡先： 総務部 電話：03－5532－8596
※本開催案内発送後の最新情報（開催地追加・会場変更等）については、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のホーム
ページ（https://www.jcpra.or.jp/）でご案内させていただく予定です。

