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 令和３年１０月に連携協定を締結
 令和４年４月から家庭から収集した使用済みペットボトルを新たなペットボ
トルへ水平リサイクル

 資源循環の「見える化」として、市内でリサイクルされたペットボトルの商
品に、「ワケルくんファミリー」をデザインしたボトル飲料を販売

「ワケルくん」デザイン
ボトル

ペットボトル水平リサイクルの推進
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仙台市基本計画（令和３年３月議決）

3

挑戦を続ける、新たな杜の都
まちづくりの理念

仙台の４つの都市個性を掛け合わせ、世界からも選ばれるまちを目指す

「環境」は本市の重要
な都市個性であり、ま
ちづくりの基盤！

１ 仙台市における環境施策の位置づけ



杜の都環境プラン（仙台市環境基本計画）(令和３年３月議決)
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杜の恵みを生かした、持続可能なまち

目指す環境都市像

脱炭素都市
づくり

自然共生都市
づくり

資源循環都市
づくり

快適環境都市
づくり

行動する人づくり

環境都市像の実現に向けた取り組み

世界的に喫緊の課題である地球温暖化対策やプラスチック
資源循環に本市が率先して取り組むことで、「杜の都」の
ブランド向上を図る

１ 仙台市における環境施策の位置づけ



週２回 有料 焼却

週１回 有料 リサイクル

週１回 無料 リサイクル

月２回 無料 リサイクル

２ ごみの分別・処理状況

家庭ごみ

プラスチック
製容器包装

缶・びん・
ペットボトル

紙 類

令和３年度プラスチック製容器包装の資源化量 １２，６６１ｔ

仙台市のごみの分別方法
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ごみ総量（生活ごみ＋事業ごみ） 市民1人１日当たりの家庭ごみ排出量
)

H20.10家庭
ごみ有料化

H28～
ごみ減量キャン
ペーンを展開

H23.3
東日本大震災

東日本大震災の影響により、ごみ量は急増したものの、全市的なキャン
ペーンの展開等により、現在は、震災前の水準にまで回復

令和３年３月に策定した「仙台市一般廃棄物処理基本計画」では、プラス
チック資源循環等に重点的に取り組み、ごみ減量・リサイクルを一層推進

ごみ量の推移

6

２ ごみの分別・処理状況

36.1

R3

465



家庭ごみに、約２万トンのプラスチック製容器包装が混入

一層のごみ減量・リサイクルに向けては、市民にとって分かりやすい
仕組みづくりが重要

廃棄物の焼却処理での温室効果ガス排出量の約８割を占める、プラス
チックごみの焼却を削減することは、「脱炭素都市づくり」にも貢献
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家庭ごみの組成（令和３年度）

生ごみ
35.4%

紙類
21.3%プラスチック製

容器包装
11.0%

布類
7.5%

缶・びん
等2.2%

その他
19.2%

製品プラスチック
3.4%

２ ごみの分別・処理状況
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２ ごみの分別・処理状況

菓子袋等
３１．８％

その他のプラ容器包装
９％

製品プラスチック
１１．６％

ペットボトル
１．１％

洗剤・シャンプー等容器
１０．９％

プラスチック以外
３．４％

プラスチック製容器包装の組成
令和３年度

食用容器
３２．２％

結構、製品プラスチック
が混じっているわね！！



さらなるごみ減量・リサイクル
市民が「迷わない出し方」の構
築が必要

製品プラスチック一括回収・リサイクルの実施へ
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都市ブランドの向上
プラスチック資源循環に先駆
的に取り組むことで、「杜の
都」のブランド向上を図る

～背景のまとめ～

脱炭素都市づくり
「脱炭素の推進」に向けては、廃棄物の
焼却処理での温室効果ガス排出量の約８
割を占めるプラスチックごみの全量リサ
イクルを目指すべき



①一括回収 • 製品プラスチックを、容器包装とまとめて指定袋へ入れ、
「プラスチック製容器包装」の収集日（週１回）に回収

• プラスチック素材100％の製品を対象
②組成調査 • 回収した製品プラスチックの品目や素材等を調査

③リサイクル • 小型家電等の不適物を除去後、製品プラスチックと容器包
装を混合した状態のまま、物流パレット等へリサイクル

④アンケート • 実施地区の住民を対象に、アンケートを実施

３ 実証事業の実施

目 的
• 排出される製品の量や種類の把握
• リサイクルにおける技術的な課題等の検証

実施地区及び期間

• 令和２年度：１地区（約2,800世帯）・１か月間
• 令和３年度：５地区（各区１か所・約8,100世帯）・延べ９か月間
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（１）概要

実施内容
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回収量 • プラスチックごみの回収量は、一括回収前と比べて約
12％増加

• 製品プラスチックの割合は、回収量全体の約９％

リサイクル • 製品プラスチックは形状や素材が多岐にわたるものの、
設備も含め現状の処理工程でリサイクルに支障はない
ことを確認

• 不適物の混入が見られたが、選別工程で適切に除去
アンケート • 約８割の方が「分別が分かりやすくなった」、「今後

の本格実施を望む」と回答

令和5年4月からの全市展開を決断

令和5年1月から一部地域で先行実施

３ 実証事業の実施

（２）結果
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４ 認定再商品化計画によるリサイクル

（１）大臣認定第１号！！

（２）認定申請を行った理由

仙台市は、令和４年９月３０日に、環境大臣及
び経済産業大臣よりプラスチック資源循環促進法
に基づく再商品化計画の認定を受けた。

市が主体的に材料リサイクルの推進や市民に身近な製品の製造によるリサイ
クルの見える化などに取り組める
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４ 認定再商品化計画によるリサイクル

（３）再商品化計画の概要

① 計画期間 令和５年４月１日から３年間

材料リサイクル（ＰＥ・ＰＰ混合フラフ、ＰＥ・ＰＰ混合減容品など）

【注記】再商品化製品は、物流パレットの製造などに用いられる。

プラスチック製容器包装 １３，１０４ｔ／年
製品プラスチック １，４５６ｔ／年

③ 再商品化の実施方法（再商品化製品）

② 分別収集物の種類及び量
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４ 認定再商品化計画によるリサイクル

（３）再商品化計画の概要

④ 分別収集物の基準

⑤ 分別収集物の収集、運搬又は処分を行うものの名称

３０ｃｍ以内のプラスチック素材１００％のもの。ただし、外観上プラス
チック素材１００％と判断されるものであれば、一部他素材を含んでいるも
の、複合素材のものであっても対象とする。

Ｊ＆Ｔ環境株式会社

⑥ 再商品化の実施費用（３年間の総額・税込み）

２，６９０，６８８，０００円（５６千円／ｔ（税抜き単価））

【注記】

再商品化計画には、市が行う異物除去のための選別・圧縮工程が含まれな
いため、再商品化費用のみの額である。



全戸配布用リーフレット
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４ 認定再商品化計画によるリサイクル

（４）令和５年度の概算事業費

令和４年度予算に比べて約１．３億円増加

項目 金額（百万円）

収集・運搬 ５０１

選別 ４４５

リサイクル（容器包装及び製品プラスチック） １１０
合計 １，０５６

増加理由 収集量の増に伴う選別費用の増加
製品プラスチックのリサイクル費用
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（５）今後の取り組みについて

４ 認定再商品化計画によるリサイクル

材料リサイクルの推進やリサイクルの見える化など、リサイクルの中身に
ついて市民、議会などへ説明することが求められる

市民に分別をしてもらうためには、身近な製品へのリサ
イクルを行い、リサイクルを実感できることが必要

リサイクルを市が主体的に行うことが可能になったので・・・

実際、こんな意見が寄せられています・・・
他人のせいにできないワン！！
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（５）今後の取り組みについて

４ 認定再商品化計画によるリサイクル

製品プラスチックや容器包装廃棄物には、様々な素材が混在するとともに、
劣化防止等のために添加剤が使われているものも多い

しかしながら・・・

再商品化量は、廃棄物処
理量の５割に留まる
再商品化の用途は、物流
パレット等に限られる
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（５）今後の取り組みについて

４ 認定再商品化計画によるリサイクル

異物として焼却していたプラス
チック製容器包装の指定袋を、
地域清掃用（町内会等への無償
配布）のごみ袋へリサイクルす
ることを検討中

さらには・・・・

「見える化」の推進は、必須。仙台市として
は、プランターなど新たなリサイクル製品の
検討を引き続き進める

正直厳しいですが・・・

ごみの指定
袋に注目
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５ まとめ

 プラスチック資源の有効活用に向けては、地
域の事情に応じたアプローチが必要である。

 認定再商品化計画によるリサイクルは、地域
の実情に応じた創意工夫を応援する仕組みで
ある。

 市区町村は、脱炭素社会の実現に向け具体にどう取り組む
かを示すことが求められている。

 脱炭素社会に向け、プラスチック資源の有効活用は、喫緊
の課題である。

 製品プラスチックの一括回収は、単に、ごみ処理の問題で
はなく、脱炭素社会の実現に向けた重要施策である。



ご清聴ありがとうございました
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仙台市ごみ減量・リサイクル推進キャラクター
ワケルくんファミリー


