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要約１

プラスチックごみ削減のために全国のスーパーやコンビニなど小売店でプラスチッのレジ袋

の有料化が7月1日から始まる。すでに先行している店舗では、客がエコバックを持参するな
ど対応している一方、やむなくレジ袋を購入する客も見られた。その一方でレジ袋の無料配

布に慣れている状態からエコバックに転換するのは難しいという意見もあり、レジ袋をいつ

も使用している人の約7割は有料化後も使用すると回答した。その一方で、店舗の方から呼
びかけを行ったり、独自のエコバックの販売を行うなどそれぞれ対応を見せている。環境経

済学の細田さんは、有料化でレジ袋が様々な問題を抱えていることを消費者が意識すること

でプラスチックの使わない生活に転換していくことを期待されている。
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新聞記事１

読売新聞 朝刊 2020/04/21
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新聞記事２

朝日新聞 ６月２４日 朝刊 １面
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要約２

７月から先行したスーパーに続き、多くのコンビニでレジ袋の有料化が始まる。容器包装リサ

イクル法の改正に伴い、プラ製のレジ袋を扱うすべての小売業者で有料化が義務化される。

一方で、有料化の対象でないバイオマス素材を25％以上使用したレジ袋を導入するなど、無料
配布を続ける店舗もある。また、新型コロナウイルスの影響でテイクアウト需要が高まる中の

導入で客離れを心配する意見もある。しかし、レジ袋の有料化は脱プラスチックの一環で、海

洋プラスチックや焼却時の二酸化炭素などの問題解決に向けたものである。G20で政府が掲げ
た目標に向けた足掛かりであるこの政策で、日本人のプラスチック製品依存のライフスタイル

に対する意識改革が期待されている。
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現状分析

現在、⽇本国内では年間460億枚ものレジ袋を消費している。
⼈⼝で割ると、国⺠⼀⼈につき年間約460枚使っている計算。（そのほとんどがゴミとして捨
てられている。）

⇒そんな中、「改正容器包装リサイクル法」が施⾏された。

「改正容器包装リサイクル法」
…これはレジ袋対策に的を絞ったもの。主な内容としては、容器包装をたくさん使う⼩売業者
に対してレジ袋の有料化などの取り組みを求めるというもの。しかし、コストおよび効率両⾯
でのリスクがあるため、なかなか進展していないのが現状である。また、有料化による客離れ
も懸念されている。

http://www.glwwp.com/main/bag.html 7



日本のプラごみ事情

日本は使い捨てプラスチックごみの

廃棄量が、一人当たりの換算で、

世界2位

出典：UNEP 「Single-use Plastics: A 
roadmap for Sustainability」

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11
822/25496/singleUsePlastic_sustainability.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y
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海洋汚染の実態

世界の現在する海洋プラスチックごみ

＝1億5,000万トン

毎年、800万トン流入している

9https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/3776.htmlWWF 海洋プラスチック問題について

https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/3776.html
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何故、レジ袋を削減？

現在レジ袋は、⽇本では年間460億枚、国⺠⼀⼈につき約460枚が使⽤。

⇒⼀⾒多そう…
・原料の⽯油に換算すると、年間75万㎘。これは、⽇本⼈⼀⼈あたり、わずか4.5ℓ︕
・⽇本の⽯油消費量は年間約2.4億㎘。レジ袋の⽯油使⽤量は、⽇本の⽯油消費量のわずか0.3％

製造⼯程のための原油必要量が別に必要であることを考えても、決して⽯油使⽤量の⼤削減とはいかな
い…
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レジ袋有料化の真意

「改正容器包装リサイクル法」は国⺠の意識改⾰という効果を持っている。

この法が環境改善の決め⼿にならなくとも、この⾝近な法によって国⺠⼀⼈⼀⼈の意識
を変えていく。

https://tabi-labo.com/276148/english-carrier-bag 12



コラム：経産省の目的

2015年G7エルマウサミットで海洋を汚染するマイクロプラスチックの問題が取り上げられ
て以来、国際社会では海洋プラスチックごみの削減が地球規模の課題となっている。

2019年G20大阪サミットでは、先進国だけでなく新興国も含めた全世界で2050年までに海洋
プラスチックごみによる追加的汚染をゼロとする「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を

共有し、海洋プラスチックごみの削減に向けた取組を強化する旨を確認した。

国内でプラスチックごみの適正処理、３Rを実践しているが、使い捨てプラスチックの使用
量の多さが指摘されている。2019年5月には「プラスチック資源循環戦略」を定め、2030年
までにワンウェイプラスチックを累積25％排出抑制することをマイルストーンとした。

レジ袋⇒国民生活に直結し、エコバックという直接的な代替品が存在するから。

⇒消費者のライフスタイル改革の第一歩にふさわしい。
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砂浜に落ちてるレジ袋の数が、有料化以降4割も減った⁉

英海洋保護協会（MCS）は、英国の砂浜で⾒つかるプラスチックのレジ袋の数が、有料化以降
4割も減ったと報告した。その数は過去10年で最も少ないという。（2016年時）

MCS砂浜監視担当のローレン・アイルズさんは、「ポリ袋の数が激減したのは、全国で5ペンス
(約7.5円)かかるようになったから、有料化の成果としか考えられない。海洋環境にとって朗報
になると予測した通りで、実施を要求したのが報われる気持ちだ」と述べている。

2015年に⼀⾜先にレジ袋有料化に始めたイギリス
では、開始1年でレジ袋枚数は何と約9割減少︕

https://www.bbc.com/japanese/38060509
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果たして有料化によってレジ袋の削減効果はどの程度⾒込めるの
か。

事例① 富⼭県 レジ袋の無料配布を廃⽌（2010年）

10年間で協定に参加する店舗におけるマイバッグ持参率は95％に達し、この間、配布されたレジ袋は15億枚。
何も対策を講じなかった場合のレジ袋の配布量は30億枚に上ると推計されることから、無料配布の廃⽌により、
約半分のレジ袋が削減されたことになる。

事例② 京都府⻲岡市 海洋⽣分解性プラスチック製のものを除きレジ袋全⾯禁⽌（2021年）

海洋⽣分解性プラスチックについても有料での配布とする。なお、現時点では2021年1⽉に施⾏予定するが、
新型コロナウイルスの感染拡⼤などの状況に応じて、⾒直される可能性もある。
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ドラッグストアの先行事例

ドラッグストアの運営会社133社で運営する「日本チェーンドラッグストア協会」で
は、前倒しで2020年4月から有料化(1枚2円~10円)に取り組むよう加盟社に呼びかけて
いた。

協会が取り組み状況についてアンケートを行ったところ、回答のあった66社のうち、
大手を中心に11社が4月1日から有料化を始めていた。

⇒レジ袋を利用しなかった人の割合は、11社合わせて5000余りの店舗の平
均で77％だった。
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しかし……

レジ袋の価格が3円程度では、払って買う人も多い。特にコンビニエンスストアでは、その利
便性故に利用されてきた一面もあり、急な需要の際にマイバックを持参していなかったり、
手ぶらの時は買わざるを得ないだろう。
⇒コンビニエンスストアのおけるレジ袋の利用率はさほど下がらないと思われる。

ドラッグストアや、大手スーパーチェーンでの先行事例の結果のように、これから導入する
小売店各店で大きな利用率減少に向かうかをこれから注視していきたい。

ただし、セブンイレブンは特大サイズは５円
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実際に

我々がTwitterでアンケートをとった結果、
右図のようになった。
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10円未満なら買う人
が多いみたいだね。



問題提起

日本で、もしレジ袋有料化から、さらに
厳しくすると効果は現れるのか？
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政策提言

1. 有料化→課税へ変更する
2. 一層のこと、レジ袋を全面禁止にしてみる
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でシェア！

緑→全面禁止 黄→有料 オレンジ→自主協定により有料 紫→部分的に有料・禁止
https://en.wikipedia.org/wiki/Phase-out_of_lightweight_plastic_bags 21

https://twitter.com/share?url=https://charitsumo.com/column/9182&text=%E3%83%93%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AB%E8%A2%8B%20%E5%85%A8%E9%9D%A2%E7%A6%81%E6%AD%A2%E3%81%AE%E5%9B%BD%E3%80%81%E3%83%AB%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%80%20@charitsumo


(Case１ 課税

特徴

・有料化とは異なり、政府によって具体的な金額が提示される。

（現行では1円以上）

→小売店などによる値下げを防ぐ。

・環境保全を目的としながら、税収を得ることができる。
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(Case１ 課税

ex) アイルランド

・2002年導入

・1枚につき0.15ユーロ（20円）

→0.22ユーロ（30円）に値上げ

・利用量96％減

file:///C:/Users/seoyu/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Shag
akukenRonshu_16_Kumatori%20(1).pdf 23



(Case１ 課税

日本で導入した場合

・税 30円/枚→使用量96％減少 を仮定

・現在の使用量 年間約460億枚（約460枚/人）

→税収は 460億×0.04×30＝552億円

・税収の一部を小売店に渡すことで導入のインセンティブを生む
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(Case2 全面禁止

でシェア！

緑→全面禁止 黄→有料 オレンジ→自主協定により有料 紫→部分的に有料・禁止
https://en.wikipedia.org/wiki/Phase-out_of_lightweight_plastic_bags 25

https://twitter.com/share?url=https://charitsumo.com/column/9182&text=%E3%83%93%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%AB%E8%A2%8B%20%E5%85%A8%E9%9D%A2%E7%A6%81%E6%AD%A2%E3%81%AE%E5%9B%BD%E3%80%81%E3%83%AB%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%80%20@charitsumo


(Case１ 課税

安田八十五氏等による推定

一枚20円→辞退率約99％

20円以上にすれば禁止と

ほぼ変わらない効果が見込まれる

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmr/25/2/25_7
/_pdf/-char/ja 26



(Case2 全面禁止

主な国々→インド・ケニア・ルワンダ・オーストラリア etc...

〇インド
⇒2018年、25州の政府が使い捨てレジ袋の使⽤を禁⽌する法律を導⼊。
さらにこの法律を違反した場合は罰⾦や懲役などが科せられる。

例）インド第⼆の都市ムンバイがあるマハーラーシュトラ州では
違反者に約8,000円から4万円の罰⾦、また懲役3ヶ⽉の罰。

モディ⾸相は2022年までに全インドで使い捨てプラスチック製品を⼀掃すると宣⾔。
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出典;newsweek
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/09/post-8389.ph

ケニア

2017年から法律でビニール袋が禁⽌されて
いる。

製造・販売・輸⼊も禁⽌

→最⻑で4年の禁固刑、あるいは最⾼4万ドル
の罰⾦刑の可能性がある重い罰則規定。

世界で最も厳しいポリ袋禁⽌令

28

ポリ袋全面禁止前の状況

(Case2 全面禁止

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2017/09/post-8389.php


(Case2 全面禁止

しかし、、、

ポリ袋全面禁止による負の側面は無視できない

⇒・暴動 →国民の理解が必須

・密輸の横行

・ポリ袋製造業界への甚大な影響
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(Case2 全面禁止

〈日本のプラスチック製品製造企業〉

個人企業を含む1,000万円未満が434社（39.8％）
と全体の4割を占め、大手がトップシェアを誇る、
典型的な中小企業の集合業界

経産省によると、2018年時点で、国内には約1万
2000社のプラスチック製品製造企業が存在し、従
業員は約40万人以上。

⇒経営が厳しくなる（中小・零細企業）

⇒廃業、失業の可能性
出典;東京商工リサーチ
https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20200528_03.html

プラスチック製品製造業売上別割合
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どっちがいいの？

課税と全面禁止の２つの政策提言を挙げたが、

まずは、課税（全面禁止は急進的過ぎ…）

国民の理解を伴いつつ徐々に取り組みを進めていくことが大事

31



(Case2 全面禁止

レジ袋全面禁止は強制力あり

→環境への効果は絶大

例：ルワンダ

アフリカで一番きれいな国だと言われるようになり、実際に、ビニール袋による野

生動物の死骸数や土壌侵食、洪水の件数が減少した。

出典;チャリツモ ビニール袋 全面禁止の国、ルワンダ

https://charitsumo.com/column/9182
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まとめ

・明日から始まるレジ袋有料化の結果を見て、課税を検討するべきである

・レジ袋産業への打撃を考慮することが今後の課題

・レジ袋以外のプラスチック削減についても取り組みを進めるべき

→そのためには意識的に、ある程度の便利さを放棄する覚悟も必要
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ご清聴ありがとうございました
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コラム

・Original Unverpackt ＠独ベルリン

・リフィルキャンペーン（イギリス発）の規模拡⼤
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Original Unverpackt

コンセプト→オリジナル＆無包装

個別包装がなく、商品の多くが量り売りで、客が
⾃ら容器を持参したり、再利⽤可能な器を店で購
⼊するシステム。

取り扱い商品→洗剤、化粧品、菓⼦類、乾物等750点
に及ぶ

⇒本当に必要な量だけを購⼊

https://www.newsweekjapan.jp/stories/woman/2019/04/post-
158.php
出典:newsweek
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リフィルキャンペーン

・イギリス始動の取り組み

・目的は水を買うインセンティブをなくすこと

・全国に給⽔スポットを広げることで、ペットボトル等の使い捨て容器⼊り飲料の利⽤
を減らし、環境負荷の低減と魅⼒的なまちづくりを推進する活動

・いつでもどこでも給⽔が簡単にできる「給⽔ステーション」の普及を⽬指す

・公共の場のほかにカフェやレストランにも

・⽇本では2019年5⽉から開始
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リフィルキャンペーン
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リフィルキャンペーン

・給水ステーションの場所を教えてくれるアプリ

→イギリス国内の16,000箇所の給⽔ステーションを地図上に表⽰してくれる

→給⽔もアプリも無料であることにこだわった

・経済効果

→50〜67％の利⽤者は給⽔のついでに店舗で商品を買っている
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