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一般社団法人 全国清涼飲料連合会

松尾 嘉朗会長

　　いつの時代も社会を明るく楽しくすることが、 清涼飲料水の重要な役割です。 近年のコロナ禍により、

その存在意義はより大きなものになったと感じております。

　　その一方で、 サスティナビリティの観点から、 カーボンニュートラルや資源循環など地球環境に負荷

をかけない事業の在り方が、 いま社会から強く求められています。

　　清涼飲料水製造企業各社は、 環境と資源循環に配慮した事業活動に、 それぞれが最善を尽くし

て取り組んでいます。 しかし、それは「点」に過ぎず、より幅広い「面」として社会全体を動かすためには、

個々の力を結集する必要があります。 その力を集めた団体こそ、 清涼飲料水製造企業ならびに関連

する業界の賛助会員で構成される一般社団法人全国清涼飲料連合会 （略称 ： 全清飲） です。

　　全清飲では、 水平リサイクル 「ボトルtoボトル」 をはじめ、 ペットボトルのリサイクル促進などの活動

に積極的に取り組んでおります。 ただし、 企業が一致団結しなければ大きな動きは起こせないのと

同様に、 社会全体で資源循環を推進しなければ、 サスティナブルな循環型社会の実現は難しいと

考えます。 自治体や生活者の皆さまにもぜひ全清飲の活動をご理解いただき、 避けては通ることので

きない環境問題とともに向き合いながら、 地球環境を思いやる取り組みを一緒に進めていくことを願っ

ています。

　　また、 会員の皆さまとも団結し、 社会の要請に応え、 業界のさらなる成長を目指してまいりたいと

思います。 引き続きのご指導、 ご鞭撻を賜りますよう、 よろしくお願いいたします。
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地球環境を思いやる

取り組みを皆さまと

会長メッセージ 

全清飲新旧会長対談06

米女 太一　　 　松尾 嘉朗

21代会長

清涼飲料業界が一致団結し、
循環型社会への貢献を

私達は、加工食品業界において、最大規模の売上高を

誇る業界団体として、規模に相応しい社会への貢献を会

員各社に推進・支援する事業を実施いたします。

社会貢献

私達は、業界の代表として、会員社間の調整や行政や

関係団体との交渉・調整機能を発揮する活動を通じ、会

員企業の事業活動を法令遵守・CSR活動を通じ、推進・

支援いたします。

推進 ・ 支援

私達は、国際化への対応を強化し、情報受発信力を高め

ます。同時に、国内外・業界内外に向けて、業界や商品

知識への理解度を高め、消費者啓発により、愛される清

涼飲料水となる活動を実施いたします。

国際化の対応

私達は、会員企業の利益、業界共通の共益、社会共通

の公益の３益の中で、共益と公益を優先し、清涼飲料水

事業の発展に貢献する活動をいたします。

事業の発展への貢献

全国清涼飲料連合会　活動理念
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数字で振り返る

2021年清涼飲料業界

2021年の総生産量は、前年比102.5％。３年

ぶりに増加。前年がコロナ禍でマイナスとなっ

た裏返しもありましたが、8月の記録的長雨

が響き19年の水準には及びませんでした。

総生産量

（ 前年比 102.5％ ）

22,125千㎘

販売金額は前年比102.5％。４兆円の大台に

は届かなかったものの、加工食品業界では、

最大規模を維持しています。

生産者販売金額の推移 （2017～2021年）

生産者販売金額

（ 前年比 102.5％ ）

3兆8,909億円

こんなにすごい清涼飲料業界

私たちの毎日の暮らしの中で、身近な存在と

して親しまれている清涼飲料水。毎年、驚く

ほどの新製品が発売され、多くの皆さまに愛

飲されています。その市場パワーは、なんと1日

あたり生産金額で、約107億円に上ります。

2021年の

新製品数

1,231点

1日あたりの

生産金額

約107億円483㎖

1日あたりの

1人消費量

全清飲は会員社、協力会社からデータを集計して「清涼飲料水統計」

として公表しています。

清涼飲料業界を生産量と生産者販売金額ベースで集計してあり、その

数字は業界動向分析など、各方面で活用されています。
※ 同じ製品で容器・容量の異なるものは1点とする
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※ 2020年の数値増加は、調査業務向上に起因

品目別では、ミネラルウォーターがシェアを1ポイント拡大しました。

2021年ペットボトルのシェアは77.2％に達しました。

6.6. 容器別生産量のシェア推移 （2018～2021年）5.5. 容器別生産量シェア （2021年）

3.3. 新製品数の推移 （2017～2021年）2.2. 製品数の推移 （2017～2021年）

4.4. 品目別生産量割合 （2021年）1.1. 飲料総生産量・生産者販売金額の推移 （2017～2021年）
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0.8

総生産量の推移 （2017～2021年）
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茶系飲料は以下の分類の合計

緑茶飲料

むぎ茶飲料

ブレンド茶飲料

ウーロン茶飲料

その他茶系飲料

13.2％

5.3％

2.8％

1.9％

1.3％

※

※ミネラルウォーターを除く容量別割合
※小型 1～399㎖／中型 400～699㎖／大型 700㎖以上
※端数処理のため、集計値の合計は100％とならない場合があります ※端数処理のため、集計値の合計は100％とならない場合があります

※端数処理のため、集計値の合計は100％とならない場合があります

24.5％

野菜飲料

乳性飲料 (ストレート)

豆乳類

その他飲料

2.6％

2.7％

1.9％

1.7％

4.9％紅茶飲料

0.8％

びん

6.2％果実飲料 等

総生産量

22,125千㎘

小型

中型

大型

6.5％

58.2％

35.2％

77.2％

ペットボトル

10.4％

缶

8.1％

紙

3.6％その他容器

1,184
1,112

1,074

1,399

1,231

8.9％その他

5.6％スポーツ飲料 等

13.8％コーヒー飲料 等 17.2％炭酸飲料

茶系飲料

18.8％ミネラルウォーター類
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サンプル507文字

　社 会 ・ 生 活 の 変 化 の 中 で も　

　変 わ ら な い 飲 料 の 価 値　

米女 コロナ禍で社会情勢が大きく変化しています

が、そのような中でも生活者に寄り添う清涼飲料の

基本的な価値は変わらないと考えています。

 健康の維持・向上機能などの付加価値を加えつ

つも、美味しさを探求したり、飲むシチュエーションの

楽しさをクリエイトしたりすることで、社会を明るく楽

しくしていくのが清涼飲料水です。

　私が全清飲の会長に就任した際に申し上げたこ

とですが、オンラインが中心になりつつある社会にお

いて大切なのは体温を感じるような人と人のつな

がりであり、清涼飲料水はみんなの心をつなげる媒

体であってほしいし、そんな産業でありたいと願って

います。

松尾　水は生きるためになくてはならないものです

が、清涼飲料水は人々に憩いを提供し、生活そして

心を豊かにするものです。コロナ禍で在宅時間が増

えるなど生活スタイルが変わっていく中で、私自身

も「この商品の意味は何だろうか？」といったことを

改めて見つめ直す機会が多くなりました。機能性で

あったり嗜好であったり、清涼飲料水を通じて生活

に潤いを与える方法はいろいろありますが、清涼飲

料水製造企業各社はそこを意識して新しい商品を

生み出しています。生活を楽しくする商品の幅が広

がることで、清涼飲料水の存在意義はさらに大きく

なると思っています。

　「ボ ト ル to ボ ト ル」 に よ り　

　利 便 を 保 ち つ つ 資 源 を 循 環　

米女 ただし、清涼飲料業界が直面している課題も

いくつかあります。中でも優先的に解決すべき喫緊

の課題は、やはり環境問題です。特に資源循環につ

いては、業界にとっていま大きなテーマになっていま

す。2018年11月、全清飲は「清涼飲料業界のプラ

スチック資源循環宣言」を発表し、そこで2030年

度までにペットボトル100%有効利用を目指すこと

を宣言し、さらに2021年4月には「2030年ボトルto

ボトル比率50％宣言」を行いました。使用済みペッ

トボトルを元の素材、同等の品質に戻して何度もボ

トルにつくり変える水平リサイクルは、私たちの自己

責任という観点からも非常に理想的なリサイクルで

あると考えています。

松尾　プラスチックの資源循環を全清飲が他の業

界に先駆けて提唱したのは非常に素晴らしいことで

す。「ボトルtoボトル」がいかに理想的なリサイクル

であり、それを中心とした取り組みを推進していくべ

きことは専門家の方々からもご支持いただいていま

す。清涼飲料業界が一致団結して取り組んでいか

なければならない課題だと痛感しています。

米女　「清涼飲料業界のプラスチック資源循環宣

言」から3年以上たちましたが、各地でデザインを工

夫したリサイクルステーションや自販機横新機能リ

サイクルボックスの実証実験の取り組みも進んでい

ます。そして個社の資源循環の活動も活発に行わ

れていると肌で感じています。そうした意味では、全

清飲は非常に良い形で推進役を果たせているので

はないかと思います。

松尾　確かにこの活動は個社でも取り組まなければ

ならないことはありますが、業界として全体最適を

考えていかないとできない部分もあります。私自身

が自社でサスティナビリティも担当しており、飲料業

界全体が動いているという感があるだけに「当社も

遅れてはいけない」と刺激を受けています。

　これからは個社は個社で切磋琢磨していろいろな

やり方を考え、さらに業界全体として力を合わせて

取り組んでいくべきでしょう。

　「サーキュラー＆エコロジカル・ 　

　 エ コ ノ ミ ー」 と い う 考 え 方 　

米女 全清飲が精力的に活動を行ってきたことで、

業界内で考え方の整理ができたという認識を持っ

ています。具体的には、環境省の意向にも合致して

いるのですが、「サーキュラー＆エコロジカル・エコノ

ミー」という考え方です。これは、生態系の健全も見

据えて、持続可能な循環共生型の社会を目指すも

のです。

　「資源を極力使わないでおきましょう」という考え

方があって、それは地球環境を守っていくという観

点では間違いではありません。一方、「使ったものは

とにかく循環させましょう」という活動は、経済を回し

つつ地球環境を守っていくことにつながります。全清

飲は後者の、ペットボトルの水平リサイクルで資源

をきちんと循環させることを進めているわけです。

　日本国内の飲料業界に焦点を当てると、30年前

に「自主設計ガイドライン」を設定し、ペットボトルの

ベースカップを禁止したり無色透明にしたりと、環境

に配慮したさまざまな取り組みを継続的に行ってき

ました。それによりペットボトルの有効利用率は今や

98%に達し、リサイクル率も88.5%となっています。さ

らに「ボトルtoボトル」の比率も着実に上がってきて

いる状況です。

　つまり、日本においてはペットボトルリサイクルのイ

ンフラは整備されており、ペットボトルの優れた利便

性を生活者に提供しながら高い比率でリサイクルを

行う仕組みが構築されているわけです。生活者の

利便性を保ちながら、飲料業界として最大限に資

源を活用していく、それがまさに水平リサイクル「ボ

トルtoボトル」です。　

　「ボトルtoボトル」で完全循環が実現できれば、地

球にサスティナブルな貢献ができると私は信じてい

ます。そうしたことからも「リサイクルのサーキュラー

＆エコロジカル・エコノミー」を完成形に近づけていく

ということが大切だと思っています。

松尾　ペットボトルリサイクルのインフラが出来上

がってきた状況で、今やるべきことはさらに精度を

高めていくこと、例えば回収率を向上し、回収の品

質を上げるといったことでしょう。

　いま飲料メーカー各社も「環境配慮」を見据えて

ペットボトルに植物性由来のPET樹脂を使用するな

ど、さまざまな努力が行われています。こうした個社

の取り組みに加えて、行政や自治体にも回収につい

てご協力いただければかなりのレベルの資源循環

が実現できるはずです。

　30年先、50年先を見据えて、新たなイノベーション

の可能性もありますが、ペットボトルは非常に優れた

容器であることを改めて認識していただき、「使わ

ない」ではなく、より良い循環を追求するのが理想

的です。ぜひ行政や自治体にもご理解いただけれ

ばと思っています。

　自 治 体 と よ り 協 力 し 合 い、　

　リサイクルをさらに次の段階へ

米女 回収のお話が出ましたが、全清飲では水平リ

サイクルを実践していくうえで大切なのは「集める」

「作る」「使う」「伝える」の循環としています。その中

で「集める」、つまり回収が一番のネックになってい

ることは事実です。特に品質が悪い状態でペットボ

トルが集まってくると、その後の工程も非効率です

し、そもそもリサイクルができないこともあります。

　また、家庭系の「集める」は分別が進んでいます

が、事業系はまだまだ不十分です。

　そこで、全清飲では啓発活動に力を入れるととも

に、投入口が見えづらく、さらに口径を小さくするこ

とで異物の投入を減らすことを図った新機能の自

販機横リサイクルボックスを開発し、実証実験を

行ってきました。既存の自販機横リサイクルボックス

は異物混入率が30％以上あるというのが現状です

が、新たなリサイクルボックスにすることで、異物混

入率が格段に下がったことが実証されています。業

界統一のものとして年内の市場導入を目指してい

ます。

　全清飲では2020年からさまざまな自治体と協働

し、自販機横の新機能リサイクルボックスなどを用

いた実証実験を行ってきましたが、そのような活動

を通じて少しずつ良い方に向かっている状況です。

　また、近年は街中からゴミ箱が少なくなっています

が、ペットボトルを回収する場があること、きれいな

状態で回収することが、効率的なリサイクルにつな

がることを消費者にも認知していただきたいと思

い、周知活動にも力を入れています。

松尾　「集める」について、全清飲は自治体としっか

り協力体制を構築して進めていますが、それは素

晴らしいことです。自治体も問題意識は同じだと思

うので、互いに協力し合い、丁寧かつ粘り強く活動を

続け質の高いペットボトルの回収を行っていけば、

ペットボトルのリサイクルはさらに次の段階に進める

と感じています。

　そのためには、より一層の啓発活動が大切です。

さまざまな形で情報発信を行い、自治体も含め社

会全体に理解を広げていくために、会員各社の皆

さまと意見を出し合いながら、全清飲が一つのファ

シリテーターとして活動を展開していければと思っ

ています。

　その一方で、各自治体と深く話し合うことも大切

です。地域によって要望や課題は違うかもしれない

ため、しっかりコミュニケーションをとって、清涼飲料

業界として提案を行いながら、一つひとつ行動に移

していくのです。活動のベースはすでに出来上がっ

ているので、今後はその頻度をより高め、内容も深

めていこうと考えています。

　「共益」 「公益」 を尊重しながら　 

　発展していく業界を目指して

米女 冒頭で申し上げましたように、清涼飲料水と

いうのは生活者に寄り添い、社会を明るく楽しくする

ものであり、私たちの業界はそれに貢献できる産業

であるべきです。そのためには個社が価値創造の

競争を適正に行い、その一方で環境問題の是正は

全社の協働によって行うべきと考えます。全清飲の

存在意義はそこにあるし、一丸で取り組むことでさ

らに良い業界になっていき、循環型社会の構築に向

けて大きく貢献できるはずです。

　全清飲の活動理念には非常に良い言葉がありま

す。「私達は、会員企業の利益、業界共通の共益、

社会共通の公益の3益の中で、共益と公益を優先

し、清涼飲料水事業の発展に貢献する活動をいた

します」というものですが、この「共益」と「公益」を大

切にしながら行動することは、「会員各社が手を携

えて業界の上流の部分を良くしていこう」という考え

になると思います。全清飲は今後もそれを推進する

団体であってほしいし、清涼飲料業界はそういう産

業であってほしいと願っています。

松尾　企業活動は財務的利益の獲得と社会的価

値追求の両方が求められます。飲料という生活にな

くてはならないものを提供し、人に安らぎを与え、人

と人をつなげていく産業において、社会的な価値の

追求は必須です。それを個社だけでなく、業界全体

で推進していくのです。

　個社にはそれぞれの特性を活かして商品開発や

事業活動を行っていただきながら、全清飲が業界

全体をリードすることで、皆さまと一緒に活動に力を

注いでいきたいと考えています。

　飲料業界の特色として、数社が共同で行う取り組

みは少なくなく、健全な競争を行いながらも協力体

制がしっかり築かれています。環境対策など業界全

体で行うからこそ価値がある活動に、今後もぜひ力

を合わせて取り組めればと切に願っています。

　皆さまとディスカッションしながら、業界としての団

結力、一体感をさらに発展していくために、いろいろ

なご意見や叱咤をいただきたいと思っています。ぜ

ひよろしくお願いいたします。

米女　今後はぜひ全清飲の活動をリードし、サポート

していただければと思います。よろしくお願いいたし

ます。

スペシャル対談

Special Talk

新型コロナウイルスの感染拡大により、人々の生活スタイルは大きく変化しました。

一方、カーボンニュートラルや資源循環などの環境問題は国際社会における喫緊の課題となっています。

そのような中、生活シーンに憩いと潤いを提供し、またプラスチック資源の循環に関わる清涼飲料業界も

大きな使命を持っています。全国清涼飲料連合会（全清飲）の果たす役割、推進していくべき取り組みについて、

2020年度より全清飲の会長を務めた米女太一前会長と、

2022年度より会長に就任した松尾嘉朗新会長に語っていただきました。

清涼飲料業界が一致団結し、循環型社会への貢献を
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サンプル507文字

　社 会 ・ 生 活 の 変 化 の 中 で も　

　変 わ ら な い 飲 料 の 価 値　

米女 コロナ禍で社会情勢が大きく変化しています

が、そのような中でも生活者に寄り添う清涼飲料の

基本的な価値は変わらないと考えています。

 健康の維持・向上機能などの付加価値を加えつ

つも、美味しさを探求したり、飲むシチュエーションの

楽しさをクリエイトしたりすることで、社会を明るく楽

しくしていくのが清涼飲料水です。

　私が全清飲の会長に就任した際に申し上げたこ

とですが、オンラインが中心になりつつある社会にお

いて大切なのは体温を感じるような人と人のつな

がりであり、清涼飲料水はみんなの心をつなげる媒

体であってほしいし、そんな産業でありたいと願って

います。

松尾　水は生きるためになくてはならないものです

が、清涼飲料水は人々に憩いを提供し、生活そして

心を豊かにするものです。コロナ禍で在宅時間が増

えるなど生活スタイルが変わっていく中で、私自身

も「この商品の意味は何だろうか？」といったことを

改めて見つめ直す機会が多くなりました。機能性で

あったり嗜好であったり、清涼飲料水を通じて生活

に潤いを与える方法はいろいろありますが、清涼飲

料水製造企業各社はそこを意識して新しい商品を

生み出しています。生活を楽しくする商品の幅が広

がることで、清涼飲料水の存在意義はさらに大きく

なると思っています。

　「ボ ト ル to ボ ト ル」 に よ り　

　利 便 を 保 ち つ つ 資 源 を 循 環　

米女 ただし、清涼飲料業界が直面している課題も

いくつかあります。中でも優先的に解決すべき喫緊

の課題は、やはり環境問題です。特に資源循環につ

いては、業界にとっていま大きなテーマになっていま

す。2018年11月、全清飲は「清涼飲料業界のプラ

スチック資源循環宣言」を発表し、そこで2030年

度までにペットボトル100%有効利用を目指すこと

を宣言し、さらに2021年4月には「2030年ボトルto

ボトル比率50％宣言」を行いました。使用済みペッ

トボトルを元の素材、同等の品質に戻して何度もボ

トルにつくり変える水平リサイクルは、私たちの自己

責任という観点からも非常に理想的なリサイクルで

あると考えています。

松尾　プラスチックの資源循環を全清飲が他の業

界に先駆けて提唱したのは非常に素晴らしいことで

す。「ボトルtoボトル」がいかに理想的なリサイクル

であり、それを中心とした取り組みを推進していくべ

きことは専門家の方々からもご支持いただいていま

す。清涼飲料業界が一致団結して取り組んでいか

なければならない課題だと痛感しています。

米女　「清涼飲料業界のプラスチック資源循環宣

言」から3年以上たちましたが、各地でデザインを工

夫したリサイクルステーションや自販機横新機能リ

サイクルボックスの実証実験の取り組みも進んでい

ます。そして個社の資源循環の活動も活発に行わ

れていると肌で感じています。そうした意味では、全

清飲は非常に良い形で推進役を果たせているので

はないかと思います。

松尾　確かにこの活動は個社でも取り組まなければ

ならないことはありますが、業界として全体最適を

考えていかないとできない部分もあります。私自身

が自社でサスティナビリティも担当しており、飲料業

界全体が動いているという感があるだけに「当社も

遅れてはいけない」と刺激を受けています。

　これからは個社は個社で切磋琢磨していろいろな

やり方を考え、さらに業界全体として力を合わせて

取り組んでいくべきでしょう。

　「サーキュラー＆エコロジカル・ 　

　 エ コ ノ ミ ー」 と い う 考 え 方 　

米女 全清飲が精力的に活動を行ってきたことで、

業界内で考え方の整理ができたという認識を持っ

ています。具体的には、環境省の意向にも合致して

いるのですが、「サーキュラー＆エコロジカル・エコノ

ミー」という考え方です。これは、生態系の健全も見

据えて、持続可能な循環共生型の社会を目指すも

のです。

　「資源を極力使わないでおきましょう」という考え

方があって、それは地球環境を守っていくという観

点では間違いではありません。一方、「使ったものは

とにかく循環させましょう」という活動は、経済を回し

つつ地球環境を守っていくことにつながります。全清

飲は後者の、ペットボトルの水平リサイクルで資源

をきちんと循環させることを進めているわけです。

　日本国内の飲料業界に焦点を当てると、30年前

に「自主設計ガイドライン」を設定し、ペットボトルの

ベースカップを禁止したり無色透明にしたりと、環境

に配慮したさまざまな取り組みを継続的に行ってき

ました。それによりペットボトルの有効利用率は今や

98%に達し、リサイクル率も88.5%となっています。さ

らに「ボトルtoボトル」の比率も着実に上がってきて

いる状況です。

　つまり、日本においてはペットボトルリサイクルのイ

ンフラは整備されており、ペットボトルの優れた利便

性を生活者に提供しながら高い比率でリサイクルを

行う仕組みが構築されているわけです。生活者の

利便性を保ちながら、飲料業界として最大限に資

源を活用していく、それがまさに水平リサイクル「ボ

トルtoボトル」です。　

　「ボトルtoボトル」で完全循環が実現できれば、地

球にサスティナブルな貢献ができると私は信じてい

ます。そうしたことからも「リサイクルのサーキュラー

＆エコロジカル・エコノミー」を完成形に近づけていく

ということが大切だと思っています。

松尾　ペットボトルリサイクルのインフラが出来上

がってきた状況で、今やるべきことはさらに精度を

高めていくこと、例えば回収率を向上し、回収の品

質を上げるといったことでしょう。

　いま飲料メーカー各社も「環境配慮」を見据えて

ペットボトルに植物性由来のPET樹脂を使用するな

ど、さまざまな努力が行われています。こうした個社

の取り組みに加えて、行政や自治体にも回収につい

てご協力いただければかなりのレベルの資源循環

が実現できるはずです。

　30年先、50年先を見据えて、新たなイノベーション

の可能性もありますが、ペットボトルは非常に優れた

容器であることを改めて認識していただき、「使わ

ない」ではなく、より良い循環を追求するのが理想

的です。ぜひ行政や自治体にもご理解いただけれ

ばと思っています。

　自 治 体 と よ り 協 力 し 合 い、　

　リサイクルをさらに次の段階へ

米女 回収のお話が出ましたが、全清飲では水平リ

サイクルを実践していくうえで大切なのは「集める」

「作る」「使う」「伝える」の循環としています。その中

で「集める」、つまり回収が一番のネックになってい

ることは事実です。特に品質が悪い状態でペットボ

トルが集まってくると、その後の工程も非効率です

し、そもそもリサイクルができないこともあります。

　また、家庭系の「集める」は分別が進んでいます

が、事業系はまだまだ不十分です。

　そこで、全清飲では啓発活動に力を入れるととも

に、投入口が見えづらく、さらに口径を小さくするこ

とで異物の投入を減らすことを図った新機能の自

販機横リサイクルボックスを開発し、実証実験を

行ってきました。既存の自販機横リサイクルボックス

は異物混入率が30％以上あるというのが現状です

が、新たなリサイクルボックスにすることで、異物混

入率が格段に下がったことが実証されています。業

界統一のものとして年内の市場導入を目指してい

ます。

　全清飲では2020年からさまざまな自治体と協働

し、自販機横の新機能リサイクルボックスなどを用

いた実証実験を行ってきましたが、そのような活動

を通じて少しずつ良い方に向かっている状況です。

　また、近年は街中からゴミ箱が少なくなっています

が、ペットボトルを回収する場があること、きれいな

状態で回収することが、効率的なリサイクルにつな

がることを消費者にも認知していただきたいと思

い、周知活動にも力を入れています。

松尾　「集める」について、全清飲は自治体としっか

り協力体制を構築して進めていますが、それは素

晴らしいことです。自治体も問題意識は同じだと思

うので、互いに協力し合い、丁寧かつ粘り強く活動を

続け質の高いペットボトルの回収を行っていけば、

ペットボトルのリサイクルはさらに次の段階に進める

と感じています。

　そのためには、より一層の啓発活動が大切です。

さまざまな形で情報発信を行い、自治体も含め社

会全体に理解を広げていくために、会員各社の皆

さまと意見を出し合いながら、全清飲が一つのファ

シリテーターとして活動を展開していければと思っ

ています。

　その一方で、各自治体と深く話し合うことも大切

です。地域によって要望や課題は違うかもしれない

ため、しっかりコミュニケーションをとって、清涼飲料

業界として提案を行いながら、一つひとつ行動に移

していくのです。活動のベースはすでに出来上がっ

ているので、今後はその頻度をより高め、内容も深

めていこうと考えています。

　「共益」 「公益」 を尊重しながら　 

　発展していく業界を目指して

米女 冒頭で申し上げましたように、清涼飲料水と

いうのは生活者に寄り添い、社会を明るく楽しくする

ものであり、私たちの業界はそれに貢献できる産業

であるべきです。そのためには個社が価値創造の

競争を適正に行い、その一方で環境問題の是正は

全社の協働によって行うべきと考えます。全清飲の

存在意義はそこにあるし、一丸で取り組むことでさ

らに良い業界になっていき、循環型社会の構築に向

けて大きく貢献できるはずです。

　全清飲の活動理念には非常に良い言葉がありま

す。「私達は、会員企業の利益、業界共通の共益、

社会共通の公益の3益の中で、共益と公益を優先

し、清涼飲料水事業の発展に貢献する活動をいた

します」というものですが、この「共益」と「公益」を大

切にしながら行動することは、「会員各社が手を携

えて業界の上流の部分を良くしていこう」という考え

になると思います。全清飲は今後もそれを推進する

団体であってほしいし、清涼飲料業界はそういう産

業であってほしいと願っています。

松尾　企業活動は財務的利益の獲得と社会的価

値追求の両方が求められます。飲料という生活にな

くてはならないものを提供し、人に安らぎを与え、人

と人をつなげていく産業において、社会的な価値の

追求は必須です。それを個社だけでなく、業界全体

で推進していくのです。

　個社にはそれぞれの特性を活かして商品開発や

事業活動を行っていただきながら、全清飲が業界

全体をリードすることで、皆さまと一緒に活動に力を

注いでいきたいと考えています。

　飲料業界の特色として、数社が共同で行う取り組

みは少なくなく、健全な競争を行いながらも協力体

制がしっかり築かれています。環境対策など業界全

体で行うからこそ価値がある活動に、今後もぜひ力

を合わせて取り組めればと切に願っています。

　皆さまとディスカッションしながら、業界としての団

結力、一体感をさらに発展していくために、いろいろ

なご意見や叱咤をいただきたいと思っています。ぜ

ひよろしくお願いいたします。

米女　今後はぜひ全清飲の活動をリードし、サポート

していただければと思います。よろしくお願いいたし

ます。
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資源循環のためには、業界の取り組みのほか、皆さま一人一人の協力

が必要です。リサイクルのために、飲んだ後の分別と排出が大切で

す。全清飲では、ペットボトルを資源として理解していただくための啓

発活動を行っています。

適切な分別排出を啓発

再商品化の工程を経た原料は、さまざまなものにリサイクルが

可能です。飲料業界では、ペットボトルを再びペットボトルに戻す

「水平リサイクル」である「ボトルtoボトル」の比率を2030年まで

に50％に引き上げることを目指し取り組んでいます。

再びペットボトルへ、
水平リサイクルを推進

回収された飲料容器を分別・加工する中間処理。異物を取り除

き、ペットボトルを選別し、ベール化することで次の再商品化につ

なげる重要な工程です。一方で、特に事業系中間処理の現場

では、さまざまな課題があります。

中間処理の課題解決に取り組み

毎日の生活に欠かせない清涼飲料水。その清涼飲料水をこ

の先も持続的に利用していただくため、飲料業界ではさまざ

まな取り組みを行っています。中でも主力容器のペットボト

ルは、貴重な資源として、リサイクルしていくための循環の輪

が加速しています。

日本のペットボトルのリサイクル率は現在88.5％、世界でも

トップレベルです。ペットボトルはリサイクルにより、さまざまな

製品に再利用が可能ですが、近年技術革新によりペットボト

ルを再びペットボトルに戻す「水平リサイクル」の「ボトルtoボ

トル」が進んでいます。

一方で、高度なリサイクルのためには、その仕組みを滞りなく

回してくこと、またそれぞれの工程の精度を高めていくことが

重要です。

今回の特集では、この「ペットボトル資源循環の輪」を構成

するそれぞれの工程で、飲料業界・全清飲が取り組んでい

る活動をご紹介します。

ペットボトルは現在もっとも使われ

ている飲料容器です。飲料業界

では30年前から環境に配慮した

さまざまな工夫を行っており、現在

も改良が進んでいます。

より環境にやさしい容器へ

ペットボトル資源循環の輪
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リサイクラー

飲料業界で目指している『水平リサイクル』

のためには、異物のないきれいなペットボト

ルの回収が不可欠です。家庭からの排出

の回収は市町村、家庭以外の場所で排出

されたペットボトルの回収は事業者が行い

ます。この事業系回収品は、混合回収で異

物が多いなどの課題があります。全清飲で

は、行政や自治体と協働で自販機横リサイ

クルボックスの「異物低減」を目指した取り

組みを積極的に行っています。

行政・自治体と協働で取り組み

主力容器のペットボトルを
リサイクルしていくための循環の輪

循環の仕組み
をご紹介！

全清飲メンバーが
解説します

単一素材でできているので、リサイクルに適しています

ペットボトルが再びペットボトルになる「水平リサイクル」が可能

CO₂排出量の削減効果56～63% （ リサイクルペットレジンの大手製造・販売会社ホームページより ）

リサイクルによって環境負荷が低減されます

使用済みペットボトルは地上にある資源です

新規の化石由来資源の使用削減を促進します

ペットボトルのリサイクルによる効果

中間処理事業者による

(再生材)
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生産・販売

特集 1

加工しやすい単一素材リサイクル可能

皆さまの分別のご協力に感謝！

ペットボトルはポリエチレンテレフタレート（PET）という

単一素材でできている容器です。さまざまな特長があ

ることから、容器別生産量シェア77.2％（2021年）と、

多くの飲料に使われています。多くの特長の中でも、

リサイクルできるというのが大きなポイントです。

日本のペットボトルのリサイクル率の高さの理由は、３つあります。

1つ目は、清涼飲料業界とペットボトル事業者団体が協働で制

定した「自主設計ガイドライン」。2つ目は、容器包装リサイクル法

により、消費者（分別排出）、市町村（分別収集・選別保管）、事

業者（再商品化）と役割分担が明確に定められていることです。

そして、３つ目は、きちんと分別排出する国民性。この３点が揃っ

ているからこそ、他国と比べ、高いリサイクル率が達成できている

のです。

日本のペットボトルのリサイクル率は、世界の中でもトップレ

ベルです。また、日本のプラスチック※の中でも、高いリサイク

ル率を達成しています。

❶　自主設計ガイドライン

❷　容器包装リサイクル制度

❸　国民性

高いリサイクル率 3つの理由

88.5％

リサイクル率

2020年度PETボトルリサイクル推進協議会調べ

日本のペットボトルのリサイクル率を高めている自主設計ガイドライン。正式に

は、「指定PETボトルの自主設計ガイドライン」と言います。30年前である1992

年に、清涼飲料業界とペットボトル事業者団体が、協働で制定しました。以来、

改定を重ねながら、リサイクルしやすいペットボトルづくりを支えてきました。自主

設計ガイドラインの内容の一部を紹介します。

誰でも簡単に分別、リサイクルしやすいつくりになっています！

ペットボトルは スゴイ！

リサイクル率が スゴイ！

自主設計ガイドラインが スゴイ！

軽量で丈夫
持ち運びやすい

透明で中身が
確認できる

繰り返し
キャップができる

juice

そもそもペットボトルって何？

※熱回収を除いたプラスチックのリサイクル率は2019年25％

（一般社団法人プラスチック循環利用協会調べ）

出所）PETボトルリサイクル推進協議会　欧州：Wood Mackenzie社　米国：NAPCOR(National Association for PET　Container Resources)

18.0％

39.6％

0
2020年 2019年 2020年

25

50

75

米 国
欧 州

日 本

100

各国のペットボトルのリサイクル率

リサイクルの工程を考慮し、アルミキャップを禁止。

× アルミキャップ 〇 プラスチック製キャップ

アルミキャップの禁止

× 着色ボトル 〇 無色透明ボトル

無色透明のボトル

リサイクルの工程を考慮し、ボトルの着色を禁止し、無色透明

のみとしています。

軽量化が スゴイ！
2004年比25.3％も軽くなりました！
(PETボトルリサイクル推進協議会調べ)

企画部　福田

ペットボトルの資源化には、飲み終えた後の適切な分別・排出が必要です。

家庭では、キャップとラベルをはずして、中をすすぎ、排出してください。外出

先では、最後まで飲んで、リサイクルボックスなどに入れていただくことで、次

のリサイクルの工程につながります。

ペットボトルの資源循環の輪をつなげるバトンは、皆さま一人一人に託されま

す。どうぞご協力をよろしくお願いします。

リサイクルには皆さまのご協力が欠かせません

Check!

88.5％

分別しやすい設計とし

て、はがしやすいラベル

にしています。例えば、ミ

シン目を入れることで、

少ない力ではがすこと

ができます。

はがしやすいラベル

1312



自動販売機横の
リサイクルボックスの中は…

ペットボトルリサイクルの啓発メッセージを「SmaGO」※に掲出し、

クリスマス・年末年始の時期、表参道から原宿を通行する多くの

方々に向けてアピールしました。啓発メッセージ『すてる？リサイク

る？』は、飲料容器をポイ捨てするのではなく、正しく排出すること

がリサイクルの第一歩である気づきになってほしい、という思いを

込めています。さらに、本体に掲示したQRコードをスマートフォンで

読み取ることにより、詳細なペットボトルのリサイクル情報へのア

クセスが可能に。デジタルとアナログのハイブリット啓発を実施し

ました。

商業施設や学校・オフィス、スーパー・コンビニ、交通機

関や公共施設など、排出する場所はさまざまです。自動

販売機横のリサイクルボックスで収集されるペットボトル

もこの「事業系」に分類されます。

自動販売機横のリサイクルボックスでは、清涼飲料空容器以外の異物が多数混入し

ています。その割合は平均して30～40%。約４割も、関係のない“ゴミ”が投入されてい

ます。

ポイ捨てを防ぐために街 中
取り組み

1

各家庭から排出され、市町村が収

集を行います。容器包装リサイクル

法により、消費者（分別排出）、市町

村（分別収集・選別保管）、事業者

（再商品化）という3者の役割分担

が定められています。

（家庭からの排出）

市町村系

49％

（自販機横などからの排出）

事業系

51％

異
物
が
い
っ
ぱ
い
！

回
収
に
つ
い
て
学
び
ま
し
ょ
う
！

資源回収

・ たばこの吸い殻

・ プラカップ

・ レジ袋

・ 紙類など

※スマートリサイクルボックス「SmaGO」（スマゴ）：

　 商店街振興組合原宿表参道欅会（理事長：松井 誠一）、

　 株式会社フォーステック（本社：東京都港区、代表取締役社長：竹村 陽平）が展開

※実施期間：2021年12月20日～2022年1月31日、13箇所（計34基）掲出

「2050年までに瀬戸内海に新たに流出するプラスチックごみ

ゼロ」を目指すGSHIPに賛同し、設立から会員として参画。

海洋プラスチックごみの流出防止とともにペットボトルの資源

循環を促進する瀬戸内エリア初の取り組みとして，広島県と

連携し、１か月間（2021年10月18日～11月14日）広島市内

の16地点において自販機横の新機能リサイクスボックスを

使った実証実験を行いました。自販機横のリサイクルボック

スに異物（一般ごみ）が投入されることにより、ボックスの容

量を圧迫し、本来回収できたはずの飲料空容器が地面に散

乱している問題を解決するため、新機能リサイクルボックスを

投入。その結果、異物率の低減により 、リサイクルボックスの

本来の目的である飲料容器の回収に充当できるスペースを

より多く確保。海洋流出の原因ともなるリサイクルボックス周

辺の清涼飲料容器の散乱リスクは軽減できました。

引き続き、GSHIP会員として幅広い関係主体と連携・協働し、

海洋プラスチックごみに関わる課題解決に向けた、さまざま

な取り組みを検討・実施してまいります。

広島県が設立した 「GSHIP」 に参画海ごみ
取り組み

2

※「GSHIP」：日本最大の内海である瀬戸内海を守る「GREEN SEA 瀬戸内ひろしま・プラットフォーム」

※ 新機能リサイクルボックス

回　収

特集 2

全清飲は、行政・自治体・関連団体の皆さまとさまざまな取り組みを行っています。

ここでは2021年度の取り組みを一部ご紹介します。

社会課題への取り組み

全清飲では、自治体と協働で新機能リサイクルボックスを用いた実証実験を行いました。

その結果、下向きの投入口などの工夫で異物率の低減を達成しました。

ポイント！回収品質の向上が

ステッカーによる啓発

投入口径の最小化
85mm

強化された連結口

脱ゴミ箱カラー

SDGs11「住み続けられる街」の

オレンジ色を採用

投入口が見えない

年
間

ペットボ トル
回収量

637千トン

（キャップ・ラベル・異物を含む）

※2020年度

　 PETボトルリサイクル推進協議会調べ

こんなに汚い！

回収物は中間処理事業者へ運ばれます

企画部　大江

キレイに回収が ポイント！

写真提供：広島県

異物率の低減

飲料容器の回収スペース

20％アップしました

42％

従来型
リサイクルボックス

25％

新機能
リサイクルボックス

広島県での
新機能リサイクルボックス

による実証実験結果
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分別・加工

特集 3

ペットボトル選別フロー
事業系回収では、自動販売機横のリサイクルボックスなどから回収された

ものの中から異物を取り除き、ペットボトル、缶、ビンごとに選別。

物流効率化のために圧縮してベール化し、リサイクル原料とします。

リサイクル現場に フォーカス！

事業系回収品は、中間処理事業者により分別・加工され、リサイクラーを経て再商品化されます。

資源化につながる重要な工程ですが、一方現場ではさまざまな問題もあります。このページでは、

事業系でのペットボトルの選別フローを紹介します。

事業系回収品を分別・加工する中間処理事業者の役割

現場からの 声
選別フローの中にあるように回収品の中に異物や飲

み残しがあると、以下の問題が発生します。適切な

処理・分別にご協力をお願いします。

工場の修繕費用の増加

廃棄物処理費用の増加

作業の危険性増加 株式会社首都圏環境美化センター

 代表取締役 斉京由勝

再商品化
ペットボトルだけでなく、繊維やトレー、プラス

チック製品に生まれ変わります。

STEP

8

異物の選別
まずは異物を取り除きます。飲み残しは機

械腐食の原因にもなってしまいます。危険

物は発火の恐れも。

STEP

1

缶の選別
アルミ缶とスチール缶を分けます。これらも

リサイクルされます。

STEP

2

ペットボトルの洗浄
表面をもみ洗いし、汚れを取り除くことで、

高品質なリサイクル素材となります。

STEP

5

リサイクラー
選別されたペットボトルはさまざまな製品に

生まれ変われるフレークやペレットへ加工し

ます。

STEP

7

ペットボトルの選別
ペットボトルを光学選別機で判別し、高圧

の空気で飛ばして選別します。ビンやその

他の異物は別の工程へ向かいます。

STEP

3

手選別
金属探知機を通過させた後に、異物の混

入のチェックを人の手で行い、回収の精

度・品質の精度を上げます。

STEP

4

ベール化
運びやすいようにペットボトル

をベール化します。

STEP

6

私は全清飲３年目になりますが、中間処理

施設へ初めて訪れました。実際に現場を見

学し、事業者の声を聞くと多くの問題が発

生していることがわかりました。

特に回収品の中に異物や飲み残しがある場

合は、機械トラブルや火災など大きな問題

になり得ることがわかり、より一層分別に注

意しなければならないと感じました。

2022年4月に中間処理事業者の新団体で

ある「全国容器循環協議会」が設立された

ので、清涼飲料業界と連携を図り「ボトルto

ボトル」のさらなる推進がなされれば良いと

思います。

高い水準にある日本のペットボトルリサイクルシ

ステム。

さらに高度なリサイクルである「ボトルtoボトル」

を推進するためには、使用済みのペットボトルを

確実に回収し、高品質な状態でリサイクルする

ことが必要です。

そのため、自販機横リサイクルボックスの異物

混入やポイ捨ての低減、リサイクルを回すため

のより良い仕組みづくりなど、まだ取り組むべき

課題はあります。全清飲では、会員社、行政・自

治体との連携を強化し、現在取り組んでいる活

動をさらに発展させることで、ペットボトルのリサ

イクルを促進していきます。

技術部

日下部コメント

技術部　日下部

より高度なリサイクルを

目指して
缶にプレスします

飲み残し・ガスボンベ・電池

ビンはリサイクルへ

※すべての施設で行っているわけではありません

異 物

ペットボトル・衣類・食品トレーなど
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2021 -202222 -2022-2022-2022-2022-202220202020 -2022-2022

全清飲の2021年度の主な活動について1年間の時系列に沿ってまとめました。

プラスチック資源循環の活動を強化、自治体と協動した取り組みなど多くの活動を行いました。

2021年度
主な出来事とイベント

10月 11月 12月5月4月 6月 7月 8月 9月3月

2021

1月

2022

広島県 海洋ごみ流出防止
プロジェクト

瀬戸内エリア初の取り組みとして、広島
県と連携し、10月18日～11月14日ま
での１か月間、広島市内16地点で自動
販売機新機能リサイクスボックスを使
った実証実験を実施。

新宿中村屋に全国各地から55
種類以上のクラフトサイダー、ク
ラフトラムネが大集合。

「ガラスびんで
　シュワシュワ市」 に協力

「資源としてのＰＥＴボトルを生かす循
環型社会への取り組み」をテーマに、
自治体、行政、ラベルメーカー、リサイク
ルボックスメーカーなどがペットボトル
を取り巻く包括的な取り組みや事例を
紹介。

「日経SDGsフォーラム
特別シンポジウム」共催

各種統計を集めた資料集を初めて
Exce lデータ化し、「清涼飲料水統計
2021」【完全データ版】として販売開始。

「清涼飲料水統計2021」
データ販売開始

2021年度定時総会

中間処理事業者視察会

夏の恒例イベントを２年ぶりに開催。全国の105
銭湯が参加し、ご当地飲料54種類を販売。

ガラスびん×
地サイダー＆地ラムネin 銭湯2021

10月13日～15日、幕張メッセで開
催。米女会長による基調講演や各
種講演を実施し、また３年ぶりに全
清飲ブースも出展。

ドリンクジャパン開催
ブース出展

日本教育会館一ツ橋ホールにて日本清
涼飲料研究会（日清研）「第30回研究
発表会」を開催。会場開催とオンライン
配信を併用し303名が参加。

日清研
第30回研究発表会開催

新機能のリサイクルボックスを
使った実証実験を各地で実施。
浜松市（8月23日～9月19日）
岡崎市（9月13日～10月10日）
三重県（11月1日～12月20日）

新機能
リサイクルボックス

実証実験開始

J4CE（環境省、経済産業
省、経団連が立ち上げた、
サーキュラー・エコノミーの
官民連携ネットワーク）「注
目事例集」に当会の取り組
みが掲載。

J4CE注目事例集に
掲載

原宿表参道欅会

「SmaGO」取り組み

2030年
ボトルtoボトル比率50％宣言

清涼飲料業界として2030年までにペット
ボトルの「水平リサイクル」である「ボトル
toボトル」比率50%を目指すことを宣言。

葛飾区と「ボトルtoボトル取り組み」に
関する協定書を締結

自動販売機リサイクルボックス
異物低減プロジェクト2021

異業種、行政、自治体の連携により、自販
機リサイクルボックスの異物低減を目指す
プロジェクトを開始。

新500円硬貨が
流通開始

センコー配送センター周辺での
リサイクル推進プロジェクト

物流大手のセンコーと協働で配送センター
の周辺における、飲料容器散乱の低減を図
る取り組み。

渋谷ロフト
シャンメリーストアShibuya2021

11月27日～12月５日、渋谷ロフトで全国の
シャンメリー36種類を販売。アイス研究家のシ
ズリーナ荒井さんが考案したシャンメリーフ
ロートを動画で公開。

気候変動アクション
環境大臣表彰

小田急・河西工業と
ペットボトル回収に関する

実証実験を開始

神奈川県のペットボトルモデル事業を通
じ、小田急電鉄の本厚木駅構内と河西
工業本社で３分別回収の取り組みを
実施。

「SmaGO」を活用したペットボトルリサイクル
の啓発活動を原宿・表参道の13か所で12
月20日～１月末まで実施。

3333
2021

自販機人材活用、動画作成

自販機業界においての人材確保に向け
た取り組みとして、「筋トレWORK大作戦」
をテーマとした動画、特設サイトを作成。
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2021年度の全清飲の活動内容をまとめました

活動トピックス
2021年度2021年度

2021年度 活動トピックス 

TOPICS

国が掲げるカーボンニュートラルの実現に向け、清涼飲料業界も積極的に取り組みを推進していきます。2021

年度は、業界としての課題および重点取り組み項目を整理し、関連省庁との対話を開始しました。

今後は、国や他産業の動向を逐次とらえ、関連団体との連携も深めることで、業界として適切かつタイムリーに

取り組んでいきます。また、資源エネルギー庁が主催する物流の省エネプロジェクトには、自動車工業会や鉄

鋼連盟などとならび、国内の主要13業種の一員として参加しており、業界の存在感を高め、日本自動車工業

会や日本鉄鋼連盟等との交渉力向上にもつなげています。

カーボンニュートラルに関する活動カーボン
ニュートラル

日本清涼飲料研究会は1992年に発足し、毎年会員社の研究発表の

場として、研究発表会を開催しています。特別講演では、東京五輪イ

ヤーだったこともあり、立教大学の杉浦克己教授に「スポーツと栄養～

1964東京五輪の栄養サポートに学ぶ～」をご講演いただきました。第

30回という記念大会を激動の平成30年間となぞらえて、特に変化が大

きかった容器と緑茶の変遷について、新たにシンポジウム講演も開催し

ました。例年の会場での開催に加え、オンライン配信も行うハイブリッド

形式で開催し、遠方から参加される方も増え、盛況に開催されました。

日本清涼飲料研究会にて
第30回目の記念大会を開催

日本清涼飲料
研究会

リサイクルボックスワーキンググループ
業界統一啓発ステッカー71万枚作成

自販機
リサイクルボックス啓発

自販機設置に関わる人の理解を深めていただくため、自販機４団体で構成する

清涼飲料自販機協議会は、据付講習及び検定試験を開催しています。

近年、地震や台風など自然災害による脅威が高まる中、自販機設置の安全性は

業界として引き続き重要事項です。新型コロナウイルス感染症拡大の状況を鑑

み２０２０年度は中止しましたが、2021年度は試験会場に集合するリスクを回避

し、時間と場所を選ばず受講可能となるよう、インターネットを活用したWEB検定

に変更しました。２０２２年度もより多くの関係者の方に受講・合格していただけるよ

う、工夫を重ねていきます。

清涼飲料自販機協議会
自動販売機据付検定のWEB化自 販 機

加工食品の中でも物量が多く、全国各地に配送している清涼飲料の物流が抱えている、①トラック業界が直

面する高齢化、長時間労働、人材不足　②2024年の労働基準法における、時間外労働の上限規制の改正

③清涼飲料業界が現在対応している長時間の待機や付帯作業の課題に対し、清涼飲料業界としての方針

や重点取り組みをまとめ、課題解決に取り組んでいきます。

物流課題への対応物　流

清涼飲料業界は、「ボトルtoボトル」をはじめとした資源循環に、いち

早く取り組んできました。環境省・経済産業省・経団連が設立した

「循環経済パートナーシップ（J4CE）」では、日本国内の各産業の事

業者・団体が提出した約130件の取り組みの中で、当会は注目事例

集のトップページに掲載されました。また、CO₂排出削減に貢献したと

して、「気候変動アクション環境大臣表彰」も受賞しました。今後も、

サーキュラー（循環）＆エコロジカル（地球との共生）・エコノミーの世

界のトップランナーを目指していきます。

循環経済パートナーシップ（J4CE）、
気候変動アクション環境大臣表彰表　彰

全清飲が所属する清涼飲料自販機協議会では、自販機

横リサイクルボックスの異物問題を解決するためワーキング

グループを立ち上げました。異物低減施策の一つとして「ご

み箱ではありません。リサイクルBOXです」とする業界統一

啓発ステッカーを作成し、2021年11月～12月に71万枚を

首都圏、中部圏、近畿圏で各社のアウトロケーションのリサ

イクルボックスに貼付いただきました。残りのエリアも２０２２

年ゴールデンウィーク以降の貼付を計画しています。
業界統一啓発ステッカー
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2021年度 活動トピックス 

中間処理施設の報道向け見学会を実施視 察 会

6日29日～8月中旬に開催した当イベントは、ガラスびんに入った良いモノ

を独自の目線でセレクトし提案するブランド「びん詰め中村屋Supported　

by binkyo」がプロデュースする期間限定イベント。全国のクラフトサイダー、

クラフトラムネを集め、都内随一の品揃えを実現することができ、さまざま

な電子媒体への掲載やテレビ放映もされ、地サイダー・地ラムネの「美味し

さ」や「面白さ」などを多くの方にお伝えしました。

7月17日～9月5日の期間中、全国105の銭湯で地サイダー・地ラムネ54

銘柄を販売。開催期間中は、地サイダーまたは地ラムネを1本購入ごとに

スタンプ1個で、スタンプ3個集まると「限定王冠風コラボバッジ」（2個入り）

1セットのプレゼント企画を実施。SNSなどの反応も好調で多くの方に参加

いただきました。

夏休み！！ガラスびん×地サイダー＆地ラムネ
in銭湯2021（日本ガラスびん協会主催のイベントに協力）中小企業

シュワシュワ市！
ガラスびんクラフトサイダー&クラフトラムネ
（日本ガラスびん協会主催のイベントに協力）

清涼飲料水統計のデータ版を発刊統　計

全清飲では、毎年５月に清涼飲料水に関する各種統計を集めた資料集を発刊しています。2021年度は、過去

からの統計のデータ化に初めて取り組み、提供・販売を開始しました。データ化することにより、必要な表だけ

の抜き出しや加工も可能なため、資料づくりなどへも広く活用いただけるようになりました。

回収されたペットボトルを分別・加工する中間処理は、選別したペットボトルを分

別、ベール化することで次の再商品化につながる重要な工程です。一方で、事業

系回収の中で多い自販機横のリサイクルボックスは、異物が３割（20年度全清飲

調査結果）を占めるなど、中間処理の現場ではさまざまな課題があります。広報で

は、その中間処理施設を案内するメディア見学会を昨年度は５回実施しました。

分別・加工の現場を直接見ていただき、現在の問題点や課題解決の必要性など

を認識していただく事で記事化、発信につながりました。

2021年度

2022年度は、「サスティナブルな社会を牽引・先導する清涼飲料業界」「愛され続ける清涼飲料」を目指し

た事業活動を行います。飲料業界を取り巻くさまざまな課題解決に取り組むことで、社会の公益と業界の

共益に貢献し、清涼飲料水事業の発展を目指します。

2022年度 事 業 戦 略

Mission 社会的責任を果たし協調を図りつつ、制約のかからない企業活動が可能となる業界環境の構築

Vision 清涼飲料業界の考え・スタンスを積極的に発信する全清飲へ

プラスチック資源循環 行政・関連団体対応

リスク対応 基礎となるインフラとしての
サポート活動　

2022年度 事業戦略 

「サスティナブルな社会を牽引・先導する清涼飲料業界へ」

「愛され続ける清涼飲料」

プラ資源循環戦略具体策・
容リ法改正議論への関与

物流ガイドライン策定・交渉

情報収集とフィードバック、
業界意見の反映

ステークホルダーとの連携強化、
経団連・リサイクル団体・環境NPO

自販機協議会⇒ペットボトル排除阻止

地下水税

物流対応
ICBA共有

（砂糖税等）

食品ロス

食リ法
中小企業支援、勉強会・賀詞交歓会・

サマーパーティ・ドリンクジャパン、
日清研、衛生管理講習会、

統計資料発行、CODEX、食品表示支援、
HACCP審査、ホームページ運用

全清飲運営業務・6団体会計受託業務

使用済みペットボトル・リサイクルの促進

環境配慮設計の認定

カーボンニュートラル推進

新機能リサイクルボックス業界統一仕様市場導入

事業所一元回収実証実験

中間処理事業者との連携

再生PET使用拡大に向けた技術的整理
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