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第一章 序章 

 

1-1 本研究の背景 

2001 年のグリーン購入法施行により，地方公共団体等には，環境物品等の調達方針の作

成および当該方針に基づいて物品等の調達を行うよう努力義務が課せられた．これを受け

て，多くの都道府県では環境物品等の普及促進および環境物品等に関する情報の提供を行

うことを目的とし，リサイクル製品認定制度の構築を進めている 1)，2)，3)，4)． 

リサイクル製品認定制度は，2013 年 12 月現在，群馬県，千葉県，東京都，新潟県，京都

府，兵庫県，熊本県，鹿児島県を除く 39 道府県で導入されている．リサイクル製品認定制

度とは，各自治体が独自に定めた基準をクリアし，審査会で認定されたリサイクル製品を

リサイクル認定製品とするものである．そのため，各自治体によって認定製品数は大きく

異なる． 

さらに，過去にはリサイクル製品の偽装事件兼産廃不法投棄事件も存在し，それは県が

定めたリサイクル製品認定制度の認定方法が原因のひとつであった 5)．そこで，本研究では

リサイクル製品認定制度の審査部分について詳しく調査する． 

 

1-2 本研究の目的 

 本研究の目的は以下の 2 つである． 

目的 1 リサイクル製品認定制度の各自治体の審査の実施実態(申請・認定実態)を明らかに

すること 

目的 2 その審査等の実施実態を分析し，申請・認定件数の違いの要因を解明すること 

 

1-3 本研究の意義 

リサイクル製品認定制度の未実施の自治体の今後の導入を考える際の指針となることで

ある．また，リサイクル製品認定制度の実施自治体が今後の格差策を考える上でも有効な

ものとなる． 

 

1-4 本研究の構成 

第一章は，本研究における背景・目的・意義・方法・構成・用語の序論． 

 第二章では，リサイクル製品認定制度の概要について記述する． 

 第三章では，自治体に対する予備アンケートによって明らかとなった実施実態や概要を

記述する． 

 第四章では，予備アンケートの結果から不明点・さらに詳しい審査について自治体に行

った本アンケート調査の結果を記述する． 

 第五章では，予備アンケート・本アンケートの結果より得た，リサイクル製品認定制度

の申請件数・認定件数から，件数の違いの要因を考察する． 
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 第六章では，三重県の申請企業への企業アンケートの結果によって明らかとなった実態

を記述する． 

 第七章では，目的に対するまとめ，本研究の課題を示し，結論とする． 

 

1-5 本研究の方法 

研究方法は以下のような方法で達成する． 

(1)リサイクル製品認定制度情報サイトよりどの自治体で行われているかを調べだし，各自

治体の HP より実施実態を把握し，整理する． 

(2)HP 調査だけでは情報が不十分なため，各自治体に対して予備アンケート調査を実施す

る．予備アンケート調査での不足部分や疑問点は本アンケート調査で明らかにする． 

(3)(1)，(2)で得た情報からリサイクル製品認定制度の申請製品件数・認定製品件数の要因

を明確にする． 

(4)リサイクル製品認定制度申請企業に対して企業アンケート調査を行い，実態を把握す

る． 

 

1-6 本研究の用語 

＊自治体：本卒論で「自治体」とは，都道府県のことを意味する． 

＊県：本卒論で「○県」とは，特に断りのない限り，「○都道府県」を意味する． 

＊リサイクル認定製品・認定製品：リサイクル製品の認定を受けた製品を意味する． 

＊申請企業：リサイクル製品認定制度へ申請した企業を意味する． 

＊申請件数：リサイクル製品認定制度の申請した申請製品数を意味する． 

＊認定件数：申請件数の内，認定された認定製品件数を意味する． 
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