年月
2022 年

3月

プラ推進協

国、その他

・プラスチック資源性状調査（東京都）に

・
（環境省）海洋プラスチックごみ学術シンポ

参加

ジウム開催
・
（経産省）
「プラスチックの係る資源循環の
促進等に関する法律」に関する制度説明会
（事業者向け）をオンライン開催。

2月

・
（環境省）ＨＰに「プラスチックに係る資源
循環の促進等に関する法律」の普及啓発ペ
ージ開設

1月

・第１６回容器包装３Ｒ推進フォーラムを
オンライン開催（３R 推進団体連絡会）

2021 年

12 月

・プラスチック資源循環法の概要と環境配
慮設計ガイドラインの説明会を開催
・エコプロ 2021 に出展
・神戸プラスチックネクスト～みんなでつ
なげよう。つめかえパックリサイクル～
視察

11 月

・容リプラ・製品プラ一括回収物組成調査
（九州大学・大木町・柳川市・みやま

・(環境省・経産省)プラスチック資源循環合
同会議（第 1１回）開催

市）に参加
10 月

・中央区環境保全ネットワーク主催「第１

・
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関

８回 2021 年子供とためす環境まつり」

する法律」の政令・省令・告示(案)に関す

（10 月 16 日～3 月末、オンライン開

るパブコメ募集

催） に出展
・東京都消費者月間実行委員会「くらしフ
ェスタ東京２０２１」
（10 月 22 日～1
月 31 日、オンライン開催）に出展
・第１５回３Ｒ推進全国大会 in 和歌山
（オンライン開催）参加
・ＰS モノマー還元実証検討会を設置
9月

・環境省「令和３年度プラスチックの資源循
環に関する先進的モデル形成支援事業」に
松本市、静岡市、京都市、亀岡市、大阪
市、倉敷市採択

8月

・プラスチック製容器包装の環境配慮設
計・ガイドラインを策定公表

・(環境省・経産省)プラスチック資源循環合
同会議（第９回）開催
・(環境省・経産省)プラスチック資源循環合
同会議（第 10 回）開催

7月

・2021 年度 第１回３Ｒセミナーをオン
ライン開催
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6月

・2021 年度第２４期定時総会を書面開催

・
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関
する法律（プラスチック資源循環法」）公布

5月

・プラスチック資源循環法対応のための新
法 WG 設置

4月

・
「プラスチックに係る資源循環の促進に関す
る法律案」衆議院本会議を通過

・容器包装３Ｒのための自主行動計画
2025 発表（3R 推進団体連絡会）
・プラスチック資源循環法の対応のための
新法研修会を開催
・HP 全面リニューアル

3月

・未来のプラスチック ワークショップ＠
大木町を後援

・
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関
する法律案」閣議決定
・(環境省)令和 2 年度海洋プラスチックごみ学
術シンポジウム開催
・(環境省)循環経済ラウンドテーブル開催

1月

・第１５回容器包装３R 推進フォーラム
web 開催(３Ｒ推進団体連絡会)
・「今後のプラスチック資源循環施策のあ
り方について(案)」と「バイオプラスチッ
ク導入 ロードマップ(案)に対するパブ
リックコメント提出

・(環境省・経産省)プラスチック資源循環合同
会議（第８回）開催。
・(環境省)「プラスチック資源循環施策」を小
泉環境大臣に意見具申
・(環境省)バイオプラスチック導入ロードマッ
プ検討会(第４回)開催
・(環境省)バイオプラスチック導入ロードマッ
プ公表
・(経産省)「サーキュラー・エコノミーにかか
わるサステナブル・ファイナンス促進のため
の開示・対話ガイダンス」公表
・(環境省)循環経済パートナーシップ(環境省
×経団連)の立ち上げ公表

2020 年

12 月

・エコプロ 2020 出展
・容器包装３R のための自主行動計画 2020
フォローアップ報告（2019 年度実績）実
施（３Ｒ推進団体連絡会）

・(経産省)第５回サーキュラー・エコノミー及
びプラスチック資源循環ファイナンス研究
会開催
・(経産省)2050 年カーボンニュートラルに伴
うグリーン成長戦略策定

11 月

・容器包装交流セミナーin まつもと開催(３
R 推進団体連絡会)
・プラスチック容器包装の環境配慮に関す
る自主設計指針（改訂版）策定公表

・(環境省・経産省)プラスチック資源循環合同
会議(第７回)開催
・(環境省)バイオプラスチック導入ロードマッ
プ検討会(第３回)開催
・(環境省)第２次 G２０海洋プラスチックごみ
対策報告書公表

10 月

・(環境省・経産省)プラスチック資源循環合同
会議(第６回)開催
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9月

・容器包装交流セミナーin はこだて開催(３
R 推進団体連絡会)

8月

・(環境省・経産省)プラスチック資源循環合同
会議(第５回)開催
・(経産省)第４回サーキュラー・エコノミー及
びプラスチック資源循環ファイナンス研究
会開催

7月

・2020 年度第１回３Ｒ推進セミナー開催

・(環境省・経産省)プラスチック資源循環合同
会議(第４回)開催
・(経産省)第３回サーキュラー・エコノミー及
びプラスチック資源循環ファイナンス研究
会開催
・(環境省)バイオプラスチック導入ロードマッ
プ検討会(第２回)開催

6月

・2020 年度定時総会開催
会長にマルハニチロ㈱ 執行役員 小梶聡
氏を選出

・(環境省・経産省)プラスチック資源循環合同
会議(第３回)開催
・(経産省)第２回サーキュラー・エコノミー及
びプラスチック資源循環ファイナンス研究
会開催

5月

・資源循環 WG 設置

・(環境省・経産省)プラスチック資源循環合同
会議(第 1 回)開催
・（環境省・経産省）プラスチック資源循環合
同会議（第２回）開催
・(経産省)第１回サーキュラー・エコノミー及
びプラスチック資源循環ファイナンス研究
会開催
・(環境省)バイオプラスチック導入ロードマッ
プ検討会(第１回)開催

2月

・容器包装交流セミナーin 秋田開催(３R 推

・(厚労省)食品衛生法改正説明会開催

進団体連絡会)
1月

・第１４回容器包装３R 推進フォーラム開
催(３Ｒ推進団体連絡会)

2019 年

12 月

・2019 年度第１回３Ｒ推進セミナー開催
・エコプロ 2019 出展

11 月

的に推進するための基本的な方針」策定

・容器包装３R のための自主行動計画 2020

・(厚労省)食品用器具及び容器包装の規制の在

フォローアップ報告（2018 年度実績）実

り方に関する技術検討会の改定案に対する

施（３Ｒ推進団体連絡会）

パブリックコメント募集

・容器包装交流セミナーin 京都開催(３R 推
進団体連絡会)

10 月

・(環境省)「海岸漂着物対策を総合的かつ効果

・(農水省)「プラスチック資源循環アクション
宣言」企業公募

・プラ推進協フォーラム in きりゅう開催
・第１４回３Ｒ推進全国大会(新潟市)出展

9月

・中央区
「子どもとためす環境まつり 2019」 ・(厚労省)薬事・食品衛生審議会(食品衛生分科
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出展

会器具・容器包装部会)開催
・(環境省・経産省)レジ袋有料化検討小委員会
合同会議開催

8月

・欧州のリサイクル状況視察(容リ協合同)

7月

・YK クリーン㈱油化設備及びトータルケ
ア・システム㈱使用済紙おむつリサイク

・(厚労省)薬事・食品衛生審議会(食品衛生分科
会器具・容器包装部会)開催

ル工場見学会開催
・容器包装交流セミナーin 福岡開催(３R 推
進団体連絡会)
6月

・2019 年度定時総会開催
・(厚労省)食品用器具及び容器包装の規制の在
り方に関する技術検討会開催
・(厚労省)薬事・食品衛生審議会(食品衛生分科
会器具・容器包装部会)開催
・(環境省)「海ごみゼロ国際シンポジウム」開
催
・Ｇ２０持続可能な成長のためのエネルギー
転換と地球環境に関する関係閣僚会議開催

5月

・「プラスチック容器包装の資源循環２０
３０宣言」策定、公表
・
「海ごみゼロキャンペーン(環境省)」参加
・プラ推進協・海ごみゼロキャンペーン開
始

・(政府)「プラスチック資源循環戦略」策定、
公表
・(環境省)海洋プラスチックごみ対策アクショ
ンプラン策定
・(環境省・日本財団)海ごみゼロウィーク、海
ごみゼロアワード、海ごみゼロ国際シンポジ
ウム開催
・(経産省)海洋生分解性プラスチック開発・導
入普及ロードマップ策定
・(経産省)クリーン・オーシャン・マテリアル・
アライアンス「CLOMA ビジョン」策定

4月

・
「クリーン・オーシャン・マテリアル・ア
ライアンス：ＣＬＯＭＡ(経産省)」加盟

3月

・2018 年度第２回３Ｒ推進セミナー開催
・
「プラスチック・スマート」フォーラム(環
境省)加盟
・第１８回市民・自治体と事業者との意見
交換会 in きりゅう開催

・(環境省)環境報告のための解説書～環境報告
ガイドライン 2018 年版対応～公表
・(厚労省)食品用器具及び容器包装の規制の在
り方に関する技術検討会開催
・(農水省)地球にやさしいプラスチックの資源
循環推進会議開催
・(環境省・日本財団)「海ごみゼロウィーク」
への参加申し込み開始

2月

・(厚労省)薬事・食品衛生審議会(食品衛生分科
会器具・容器包装部会)開催
・(厚労省)食品用器具及び容器包装の規制の在
り方に関する技術検討会開催
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・(環境省)プラスチック資源循環戦略小委員会
(第５回)開催
・(環境省)持続可能な開発目標(SDGs)ステー
クホルダーズ・ミーティング開催
1月

・亜星商事㈱リサイクル施設見学

・(経産省)「クリーン・オーシャン・マテリア
ル・アライアンス：ＣＬＯＭＡ」設立
・(環境省)「プラスチック・スマート」フォー
ラム立ち上げ

2018 年

12 月

・2018 年度第１回３Ｒ推進セミナー開催

・(環境省)「海岸漂着物対策を総合的かつ効果

・エコプロ 2018 出展

的に推進するための基本的な方針」の改定案

・容器包装３R のための自主行動計画 2020

に対するパブリックコメント募集

フォローアップ報告（2017 年度実績）実
施（３Ｒ推進団体連絡会）

・(厚労省)食品用器具及び容器包装の規制の在
り方に関する技術検討会開催
・(厚労省)薬事・食品衛生審議会(食品衛生分科
会器具・容器包装部会)開催

11 月

・田中石灰工業㈱高知プラスチック再生セ
ンター見学会開催
・容器包装交流セミナーin 高知開催(３R 推
進団体連絡会)
・循環戦略検討 WT 設置

・(環境省)プラスチック資源循環戦略小委員会
(第４回)開催
・
（農水省）
「プラスチック資源循環アクション
宣言」企業公募
・(環境省)プラスチック資源循環戦略(案)に対
するパブリックコメント募集
・(経産省)「クリーン・オーシャン・マテリア
ル・アライアンス：ＣＬＯＭＡ」設立参加企
業募集
・(農水省)地球にやさしいプラスチックの資源
循環推進会議開催

10 月

・第１３回容器包装３R 推進フォーラム in
高円寺開催(３Ｒ推進団体連絡会)
・第１３回３Ｒ推進全国大会(富山県)出展

・(環境省)プラスチック資源循環戦略小委員会
(第３回)開催
・(農水省)地球にやさしいプラスチックの資源
循環推進会議開催
・(環境省)「プラスチック・スマート」キャン
ペーン立ち上げ
・(厚労省)食品用器具及び容器包装の規制の在
り方に関する技術検討会開催

9月

・第１７回市民・自治体と事業者との意見
交換会 in おおいた開催
・容器包装交流セミナーin 金沢開催(３R 推

・(経産省)循環ビジョン研究会開催
・(環境省)プラスチック資源循環戦略小委員会
(第２回)開催

進団体連絡会)
8月

・プラ資源循環戦略検討委員会設置

・(環境省)プラスチック資源循環戦略小委員会
(第１回)開催

7月

・あらかわリサイクルセンター見学会開催
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・(環境省)プラスチック資源循環戦略小委員会

・容器包装交流セミナーin 山形開催(３R 推
進団体連絡会)
・容器包装交流エキスパートミーティング
開催(３R 推進団体連絡会)

設置
・(経産省)循環経済ビジョン研究会開催
・(経産省)資源循環経済課(旧リサイクル推進
課)設置
・(厚労省)食品器具及び容器包装の規制の在
り方に関する技術検討会開催

6月

・2018 年度定時総会開催
会長に日清食品ホールディングス㈱ 執
行役員 中井敏雄 氏を選出。

・(環境省)環境報告ガイドライン(2018 年版)
公表
・(厚労省)食品器具及び容器包装の規制の在り
方に関する技術検討会開催
・海岸漂着物処理推進法改正
・(農水省)農林水産物・食料等の輸出促進に資
する容器包装の高機能化事例集公表

5月

・(環境省)第四次循環型社会形成推進基本計画
(案)の公表及び本案に対するパブリックコ
メント募集

4月

・トベ商事㈱リサイクル施設見学会開催

3月

・2017 年度第２回３Ｒ推進セミナー開催

・(環境省)海岸漂着物対策専門家会議開催

・石塚化学産業㈱リサイクル施設見学会開

・(環境省・経産省)容リプラ、製品プラ一括回

催

収実証実験クロージングミーティングを開
催

2月

・第１６回市民・自治体と事業者との意見
交換会 in おおいた開催
・新日鐵住金㈱大分製鉄所ケミカルリサイ
クル工場見学会開催

・(経産省)プラスチックリサイクルに関する座
談会開催
・(環境省・経産省)容リプラ、製品プラ一括回
収実証実験実施(名古屋市)

・荒川区リーダー研修会開催(３R 推進団体
連絡会)
1月

・(経産省)プラスチックリサイクルに関する座
談会開催

2017 年

12 月

・新基本問題 WG 設置
・エコプロ 2017 出展

収実証実験実施(横浜市、川崎市、北九州市、

・容器包装３R のための自主行動計画 2020

広島市)

フォローアップ報告（2016 年度実績）実
施（３Ｒ推進団体連絡会）
11 月

・(環境省・経産省)容リプラ、製品プラ一括回

・第４回容器包装交流エキスパートミーテ
ィング開催(３R 推進団体連絡会)

・(厚労省)食品衛生規制等の見直しに向けた検
討状況に関する説明会を開催(全国 7 都市)
・(環境省・経産省)容リプラ、製品プラ一括回
収実証実験実施(大阪市)

・容器包装交流セミナーin 鳥取開催(３R 推
進団体連絡会)
10 月

・三重県研究会プロジェクト参画

・中国が廃棄物輸入禁止

・第１２回容器包装３R 推進フォーラム in

・(環境省・経産省)容リプラ、製品プラ一括回
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日本橋開催(３Ｒ推進団体連絡会)
・第１２回３Ｒ推進全国大会(沖縄県)出展

収実証実験実施(富山市)
・(農水省)食品ロスの削減に資する容器包装の
高機能化事例集＜第二版＞公表
・(厚労省)薬事・衛生審議会食品衛生分科会開
催

9月

・2017 年度第１回３Ｒ推進セミナー開催
・第３回容器包装交流エキスパートミーテ
ィング開催(３R 推進団体連絡会)

8月

・第１５回市民・自治体と事業者との意見
交換会 in こおりやま開催

7月

・容器包装交流セミナーin 札幌開催(３R 推
進団体連絡会)

６月

・2017 年度定時総会開催
・欧州のソーティングプラント等視察

４月

・新・基本問題検討会設置

3月

・2016 年度第２回３Ｒ推進セミナー開催
・第１４回市民・自治体と事業者との意見
交換会 in にいがた開催

2016 年

12 月

・エコプロ 2016 出展
・プラスチック製容器包装の再商品化に係
る入札制度の変更に関する説明会開催
・容器包装３R のための第二次自主行動計
画（2011 年度～2015 年度）5 年間の取
組み成果並びに 2015 年度のフォローア
ップ報告実施（３Ｒ推進団体連絡会）

11 月

・第１１回容器包装３R 推進フォーラム in
にっぽり 開催(３Ｒ推進団体連絡会)
・第２回容器包装交流エキスパートミーテ
ィング開催(３R 推進団体連絡会)
・容器包装交流セミナーin 長崎開催(３R 推
進団体連絡会)

10 月

・第１１回３Ｒ推進全国大会(徳島県)出展

9月

・第１３回市民・自治体と事業者との意見
交換会 in とよなか開催

８月

・基本問題検討会設置

7月

・黒田工業㈱ソーティングセンター見学会
開催
・容器包装交流セミナーin 千葉開催(３R 推
進団体連絡会)
・第 1 回容器包装交流エキスパートミーテ
© 1995 Plastic Packaging Recycling Council

ィング開催(３R 推進団体連絡会)
6月

・2016 年度定時総会開催
会長に雪印メグミルク㈱ 取締役執行役
員 城端克行 氏を選出
・2016 年度第１回３Ｒ推進セミナー開催

5月

・(経産省)産構審第 18 回会合開催

4月

・韓国のリサイクル状況視察

3月

・第１２回市民・自治体と事業者との意見
交換会 in ふくやま開催
・遠東石塚グリーンペット㈱リサイクル施
設見学会開催
・容器包装３Ｒ推進のための自主行動計画
２０２０（2016～2020 年度）発表

2月

・2015 年度第２回３Ｒ推進セミナー開催
・北海道容器包装簡素化シンポジウム出展

1月

・容器包装交流セミナーin 埼玉開催(３Ｒ推
進団体連絡会)

2015 年

12 月

・エコプロダクツ 2015 出展
・富士車両㈱リサイクルセンター見学会開
催
・容器包装３R のための自主行動計画 2015
年フォローアップ報告実施（３Ｒ推進団
体連絡会）

11 月

・第１１回市民・自治体と事業者との意見
交換会 in ふくやま開催
・広島リサイクルセンター見学会開催
・離島での油化実証試験(環境省)参画
・第１０回３Ｒ推進全国大会(福井県)出展

10 月

・容器包装交流セミナーin 福井開催(３Ｒ推
進団体連絡会)
・第１０回容器包装３R 推進フォーラム in
北区開催(３Ｒ推進団体連絡会)

8月

・環境配慮設計指針策定
・2015 年度第１回３Ｒ推進セミナー開催
・ケミカルリサイクル研究会設置

7月

・容器包装交流セミナーin 静岡開催(３Ｒ推
進団体連絡会)

6月

・自治体と事業者との意見交換会 in あさひ
かわ開催
・プラ推進協事務局を港区西新橋 1-22-5 新
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橋 TS ビル５F に移転
５月

・2015 年度定時総会開催

４月

・環境配慮設計・指針策定委員会設置

3月

・2014 年度第３回３Ｒ推進セミナー開催

2月

・容器包装交流セミナーin 名古屋開催(３Ｒ
推進団体連絡会)

1月

・第９回市民・自治体と事業者との意見交
換会 in 北九州開催

2014 年

12 月

・2014 年度第２回３Ｒ推進セミナー開催
・エコプロダクツ 2014 出展
・第９回容器包装３R 推進フォーラム in 品
川開催(３Ｒ推進団体連絡会)
・容器包装３R のための自主行動計画 2014
年フォローアップ報告実施（３Ｒ推進団
体連絡会）

11 月

・第８回市民・自治体と事業者との意見交
換会 in もりおか開催
・関西地区活動報告会開催
・容器包装交流セミナーin 松山開催(３Ｒ推
進団体連絡会)

10 月

・東京パック 2014 出展(３Ｒ推進団体連絡
会)
・第９回３Ｒ推進全国大会(相模原市)出展
・日韓共同セミナー２０１４開催
・環境配慮設計自主指針策定 WT 設置

９月

・容リプラ再生に関する懇談会設置

8月

・(環境省・経産省)容リ法の見直しに関するパ
ブリックコメント募集

7月

・2014 年度第１回３Ｒ推進セミナー開催
・第７回市民・自治体と事業者との意見交
換会 in まつさか開催
・容器包装交流セミナーin 長野開催(３Ｒ推
進団体連絡会)

５月

・2014 年度定時総会開催
会長に山崎製パン㈱ 執行役員 森本廣
氏を選出

４月

・プラキャップの店頭回収・リサイクル実
証委員会設置

3月

・韓国のソーティングセンター等視察

2月

・第６回市民・自治体と事業者との意見交
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換会 in かわさき開催
・2013 年度第３回３Ｒ推進セミナー開催
・第８回容器包装３R 推進フォーラム in 川
崎開催(３Ｒ推進団体連絡会)
・容リ法見直し審議に関する検討会設置
1月

・容器包装交流セミナーin 東京開催(３Ｒ推
進団体連絡会)

2013 年

12 月

・2013 年度第２回３Ｒ推進セミナー開催
・エコプロダクツ 2013 出展
・容器包装３R のための自主行動計画 2013
年フォローアップ報告実施（３Ｒ推進団
体連絡会）

11 月

・市民セミナーin 四谷開催(３R 推進団体連
絡会)

10 月

・欧州のリサイクル状況視察

・(農水省)食品容器包装のリサイクルに関する
懇談会開始
・第８回３R 推進全国大会(栃木県)開催

・容器包装交流セミナーin 富山開催(３Ｒ推
進団体連絡会)
・第８回３Ｒ推進全国大会(栃木県)出展
9月

・第５回市民・自治体と事業者との意見交
換会 in くまもと開催

7月

・容器包装交流セミナーin 岡山開催(３Ｒ推
進団体連絡会)

6月

・2013 年度第１回３Ｒ推進セミナー開催

５月

・2013 年度定時総会開催

４月

・再商品化手法に関する勉強会設置

3月

・2012 年度第４回セミナー開催

2月

・第４回市民・自治体と事業者との意見交
換会 in とうきょう開催
・2012 年度第３回セミナー開催

2012 年

12 月

・エコプロダクツ 2012 出展
・容器包装３R のための自主行動計画 2012
年フォローアップ報告実施（３Ｒ推進団
体連絡会）

11 月

・2012 年度第２回セミナー開催
・第７回容器包装３R 推進フォーラム in 仙
台開催(３Ｒ推進団体連絡会)

10 月

・第３回市民・自治体と事業者との意見交
換会 in せんだい開催
・第７回３Ｒ推進全国大会(東京都)出展

8月

・第２回市民・自治体と事業者との意見交
© 1995 Plastic Packaging Recycling Council

・中環審・産構審で容リ法の見直し審議開始

換会 in さっぽろ開催
・市民セミナーin 札幌開催(３R 推進団体連
絡会)
・欧州のリサイクル状況視察
7月

・第１回市民・自治体と事業者との意見交
換会 in こうべ開催

６月

・韓国のリサイクル調査団来日、意見交換
会開催
・環境配慮 WT 設置

5月

・2012 年度定時総会開催
会長に花王㈱ 包材部長小林三喜雄 氏を
選出
・2012 年度第１回セミナー開催

3月

・2011 年度第 3 回セミナー開催

2月

・第６回自治体と事業者の交流会開催

1月

・市民セミナーin 福岡開催(３R 推進団体連
絡会)
・レジ袋店頭回収の実証に関する検討会設
置

2011 年

12 月

・エコプロダクツ 2011 出展
・2011 年度第２回セミナー開催
・容器包装３R のための第一次自主行動計
画（2006 年度～2010 年度）5 年間の取
組み成果並びに 2010 年度のフォローア
ップ報告実施（３Ｒ推進団体連絡会）

10 月

・第５回容器包装３R 推進フォーラム in 名
古屋開催(３Ｒ推進団体連絡会)
・第６回３Ｒ推進全国大会(京都市)出展

5月

・2011 年度定時総会開催
・2011 年度第１回セミナー開催

3月

・容器包装３R のための第二次自主行動計
画（2011 年度～2015 年度）発表

2月

・市民セミナーin 名古屋開催(３Ｒ推進団体
連絡会)

1月
2010 年

12 月

・第５回自治体と事業者の交流会開催
・エコプロダクツ 2010 出展
・容器包装３R のための自主行動計画 2010
年フォローアップ報告実施（３Ｒ推進団
体連絡会）

10 月

・第５回容器包装３R 推進フォーラム in さ
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いたま開催(３Ｒ推進団体連絡会)
・第５回３Ｒ推進全国大会(佐賀県)出展
５月

・2010 年度定時総会開催
会長に㈱ニチレイ 取締役執行役員河合
義雄 氏を選出

3月

・市民セミナーin 仙台開催(３Ｒ推進団体連
絡会)

2009 年

2月

・2009 年度第１回セミナー開催

1月

・第４回自治体と事業者の交流会開催

12 月

・エコプロダクツ 2009 出展

10 月

・志木出前講座開催
・第４回容器包装３R 推進フォーラム in 京
都開催(３Ｒ推進団体連絡会)
・第４回３Ｒ推進全国大会(千葉市)出展
・容器包装３R のための自主行動計画 2009
年フォローアップ報告実施（３Ｒ推進団
体連絡会）

5月

・2009 年度定時総会開催

3月

・市民セミナーin 京都開催(３Ｒ推進団体連
絡会)

2008 年

2月

・2008 年度第２回セミナー開催

1月

・第 3 回自治体と事業者の交流会開催

12 月

・エコプロダクツ 2008 出展
・３R 改善事例集発刊
・容器包装３R のための自主行動計画 2008
年フォローアップ報告実施（３Ｒ推進団
体連絡会）

10 月

・第３回容器包装３R 推進フォーラム in 東
京開催(３Ｒ推進団体連絡会)
・エコプロ山形出展(３Ｒ推進団体連絡会)
・第３回３Ｒ推進全国大会(山形県)出展

9月

・出前講座開始

7月

・年次報告書発刊

6月

・2008 年度第 1 回セミナー開催

5月

・2008 年度定時総会開催
会長に日清食品㈱ 取締役 横越隆吏 氏
を選出

2月
1月
2007 年

12 月

・容リ法：市町村への拠出資金制度施行
・第 2 回自治体と事業者の交流会開催
・プラスチックの再商品化手法セミナー開
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催
・エコプロダクツ 2007 出展
・容器包装３R のための自主行動計画 2007
年フォローアップ報告実施（３Ｒ推進団
体連絡会）
10 月

・フォーラム in 北九州開催(３Ｒ推進団体
連絡会)
・第２回３Ｒ推進全国大会(北九州市)出展

9月

・第２回容器包装３R 推進フォーラム in 神
戸開催(３Ｒ推進団体連絡会)

7月

・広報委員会設置

6月

・ドイツ、ベルギー、フランスのリサイク
ル状況視察

5月

・2007 年度定時総会開催
・自主行動計画情報交換専門委員会設置
・３Ｒリーダー交流会開始

4月

・プラスチックの再商品化に係る中環審・

・改正容リ法本会施行

産構審合同会議でプレゼン実施
2月

・プラスチックの再商品化に係る中環審・
産構審合同会議に委員として参加

・(環境省・経産省)プラスチックの再商品化手
法の検討開始

・第１回セミナー開催(3Ｒ推進団体連絡会)
1月
2006 年

12 月

・第 1 回自治体と事業者の交流会開催
・エコプロダクツ 2006 出展
・容器包装の３Ｒ推進に関する中環審・産

・(環境省・経産省)中環審・産構審合同会議で
容器包装の３Ｒ推進に関する検討開始

構審の合同会議に委員として参加
10 月

・第１回容器包装リサイクルフォーラム開
催(３Ｒ推進団体連絡会)
・第１回３Ｒ推進全国大会(愛知県)出展

５月

・2006 年度定時総会開催

3月

・上海市のリサイクル状況視察

・改正容リ法成立

・プラ推進協の自主行動計画公表開始
・八団体連絡会を３Ｒ推進団体連絡会に改
称
・容器包装３R のための第一次自主行動計
画（2006 年度～2010 年度）発表（３Ｒ
推進団体連絡会）
2月

・(環境省)「今後の容リ制度のあり方について」
の意見具申公表

1月

・(環境省・経産省)容リ法見直し案を取りまと
め
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2005 年

12 月

・エコプロダクツ 2005 出展
・リサイクル八団体が八団体連絡会結成
・「容器包装リサイクル法の目標達成への
提言」発表（八団体連絡会）

5月

・2005 年度定時総会開催
・パブリックコメント検討委員会設置

2004 年

10 月

・容リ法見直しの中環審、産構審でプレゼ
ン実施

8月

・中環審、産構審容リ法見直し審議に委員

・(環境省・経産省)容リ法の見直し審議開始

として参加
7月

・容リ法見直しに関する検討小委員会設置

５月

・2004 年度定時総会開催

・(経産省)識別表示進捗調査結果公表

会長に明治乳業㈱ 常務取締役岩倉捷之
助 氏を選出

2003 年

4月

・各ＷＧを専門委員会に移行

2月

・名古屋モニター排出量調査実施

12 月

・会長が産構審委員に就任
・エコライフフェア 2003 出展

11 月

・韓国リサイクル状況視察

5月

・2003 年度定時総会開催

4月

・中長期ビジョン検討委員会、自治体実態
調査 WG、ケミカルリサイクル実態調査

・紙製容器包装、その他プラスチック製容器包
装の識別表示の罰則開始

WG 設置
2月
2002 年

11 月

・材料リサイクル WG 設置
・フランス、スペインのリサイクル状況視
察

５月

・2002 年度定時総会開催
・エコライフフェア 2002 出展

2001 年

12 月
9月

・会員企業の３Ｒ取組み状況調査
・会長が産構審にアドバイザーとして参加

7月
５月

・容リ協が再商品化義務履行事業者名を公表
・2001 年度定時総会開催、
・エコライフフェア 2001 出展

4月

・紙製容器包装、その他プラスチック製容器包
装の識別表示義務化

1月

・ドイツのリサイクル状況視察(容リ協)参
加

2000 年

11 月

・リサイクルシステム検討会(環境省)参加

8月

・プラマークの商標登録証受理

7月

・ホームページ WG 設置
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・産構審容器包装識別表示等検討委員会で「識

別表示法」議決
５月

・2000 年度定時総会開催

4月

・企画運営小委員会を３作業委員会に改組

・容器包装リサイクル法完全施行(紙製容器包
装及びその他プラスチック容器包装追加)

1999 年

1998 年

5月

・1999 度定時総会開催

4月

・引取り品質 GL 策定 WG 設置

8月

・第１回セミナー開催

7月

・プラ推進協事務局を港区西新橋 1-1-21 日
本酒造会館 3F に設置

・(通産省)容器包装式熱表示等検討委員会開始
・プラスチックの再商品化手法公表

・企画運営委員会、技術委員会、広報委員
会設置
・複合材質 WG、帳簿様式 WG 設置
4月

・プラ推進協設立
会長に明乳業㈱ 常務取締役 細野正昭
氏を選出

1997 年

4月

・容器包装リサイクル法一部施行(ガラスび
ん、ペットボトル）

1996 年

9月

・公益社団法人日本容器包装リサイクル推進
協会(略：容リ協)設立

1995 年

6月

・容器包装リサイクル法(略：容リ法)制定
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