
２０１４年度活動・事業報告 
  

北海道容器包装の簡素化を進める連絡会 ２０１４年度運営（会議）  

  

・全体会議：３回、世話人会：６回、  

２０１４年度  日 時  会 場  参加人数  

総  会    ４月２３日（水）  札幌市役所会議室  ２０団体２６名  

全体会議  

第１回  ６月６日（金）  北海道会議室  １９団体２２名  

第２回  １２月２日（火）  経済産業局会議室  ２１団体２６名  

第３回  １月２７日（火）  札幌市役所会議室（簡素化大賞審査会）  １９団体２０名  

世話人会  

第１回  ４月２３日（金）  札幌市役所会議室（代表・事務局選出）  ９名  

第２回  ５月１５日（木）  札幌市役所会議室  ９名  

第３回  ７月１１日（金）  札幌市役所会議室  ９名  

第４回  ９月１７日（水）  札幌市役所会議室  １１名  

第５回  １１月１１日（火）  札幌市役所会議室  １０名  

第６回  ３月１０日（火）  札幌市役所会議室  １１名  

  

 

【１】容器包装簡素化展示  

  

2014 年度の「容器包装簡素化展示」は、次の 4 カ所で開催し、多くの市民に参加頂きまし

た。  

  

①容器包装簡素化展示 in ゴールデンマーケット  

●日時：７月２７日(日)、●会場：札幌ドーム、●入場者数：１０，０００人（未確定ですが、１万人

以上）  

●クイズ＆アンケート参加者：800 名  

  

  
  

②容器包装簡素化展示 in コープさっぽろ「食べるたいせつフェスティバル」  

●日時：９月２７日(土)、●会場：つどーむ、●入場者数：７，０９４人（スタッフ除く）  

    



●クイズ＆アンケート参加者：１００８名  

       

 
 

③容器包装簡素化展示 in 札幌市役所  

●日時：１０月１６日(木)～17 日(金)、●会場：市役所ロビー ●入場者数：４２８人  

●クイズ＆アンケート参加者：２０５名  

  
  

④容器包装簡素化展示 in イオンモール札幌苗穂店  

●日時：１０月１８日(土)～1９日(日)、●会場：イオンモール札幌苗穂店 ●入場者数：５４９人  

●クイズ＆アンケート参加者：４２３名 

 

    

      
  

      
  

      



   

  ⑤容器包装簡素化展示 in 北海道  

●日時：３月１９日(水)～２０日(木)、●会場：北海道庁１Ｆロビー ●入場者数：１８１人  

●クイズ＆アンケート参加者：１１６名  

  
   

⑥容器包装簡素化展示アンケート    

         

      



 【２】レジ袋削減アンケート  

市民（簡素化展示会場等にて１０２１名）、自治体（道内全市町村１７９カ所）、流通事業者

（６５社送付、２８社回答）に、レジ袋削減の状況についてアンケート調査を６年ぶりに行い、

結果は北海道記者クラブとＨＰ、シンポジウムにて公表しました。  

  

【３】容器包装の簡素化を進める意見交換会   

日時：１２月２日（火）１５：３０～北海道経済産業局会議室参加：メー

カー５社７名、連絡会２６名、計３３名  

内容：簡素化展示とアンケート結果をもとに意見交換を行い、簡素化大賞 

2015の案内を行った。  

  

【４】容器包装簡素化大賞２０１４展示セットの貸出し事業  

●２０１４年４月～２０１５年３月（受付終了２月２８日）  

（１）貸出し案内チラシ２０００部を作成  

（２）容器包装簡素化セットを、当初予定していた２０件を超えて２３件に

貸出（２セットで運用）。今回、初めて北海道外（川崎市）への貸出

しがありました。  

  

NO  受付日  貸出先・会場  イベント  貸出期間  

1  4/24  北海道消費者協会（道庁 1Ｆ）  消費生活パネル展  5/2～5/14  

2  4/24  旭川市役所、環境部、環境政策課  あさひかわ環境フェスタ  6/26～6/30  

3  4/25  千歳市環境センター  ちとせ消費者まつり  10/22～10/28  

4  5/7  帯広市清掃事業所  春のリサイクル広場  5/26～6/2  

5  5/15  岩見沢リサイクルセンター  環境フェスタ  6/30～7/7  

6  5/19  富良野市役所環境課  ふらの環境展  9/24～9/29  

7  5/19  室蘭市生活環境課  エコライフ街頭啓発  6/3～6/10  

８  5/20  妹背牛町役場  学校作品展  9/18～9/25  

９  5/20  標津町役場  ロビー展示  6/18～6/25  

10  5/20  渡島合同庁舎１Ｆロビー  容器包装簡素化大賞 2014 展示

展  

11/14～11/25  

11  5/26  留萌振興局  環境パネル展  6/20～6/24  

12  5/30  コープさっぽろ北 12 条  ごみ減量・資源の節約  6/4～6/12  

13  6/10  リサイクルプラザ  市民交流広場展示  7/22～7/30  

14  6/10  アクセスさっぽろ  環境広場さっぽろ  7/31～8/4  

15  6/12  コープ苫小牧  食べる大切フェス  8/26～9/2  

16  7/1  札幌ドームＧマーケット  簡素化連絡会展示  7/26～7/27  

17  7/1  コープさっぽろツドーム  簡素化連絡会  9/26～9/27  

18  7/1  札幌市役所  簡素化連絡会  10/15～10/17  

19  7/1  イオン苗穂店  簡素化連絡会  10/17～10/19  

20  8/27.  川崎市地球温暖化防止活動推進センター  3R と私たちの生活  10/1～10/12  

21  10/8  北見市民会館  2014 北見市環境フォーラム  10/29～11/5  

22  1/30  リサイクルプラザ  市民交流広場展示  2/24～2/27  

23  2/28  北海道庁１Ｆロビー  簡素化連絡会  3/19～3/20  



 【５】容器包装簡素化大賞事業『容器包装簡素化大賞 2015』    

 

≪応 募≫ １０社１５商品  

≪審 査≫ １月２７日（月）札幌市役所地下１Ｆ会議室、審査参加団体１９団体  

≪表彰式≫ ２月２４日(火)容器包装の簡素化を進めるシンポジウムにて開催  

  

  

 

 

 

 

【６】容器包装簡素化 受賞ポスター・バナー作成  

  

≪ポスター≫１２００枚作成（３月末までに、各団体に配布）  

≪展示用貸出セットバナー≫２枚作成  

 

 

 

 

 

 

 

  賞   応募商品  企業名  

１  大賞  ビオレ メイク落としふくだけコットン うるおいリッチ  花王カスタマーマーケティング㈱  

２  優秀書  山わさび醤油漬け他  オホーツク美幌食品株式会社  

３  優秀賞  おーいお茶緑茶 525ml  株式会社伊藤園  

４  特別賞  ペコらくボトル  北海道コカ・コーラボトリング㈱  

５  特別賞  プリオールピコ 60 シングル 12 ロール入り  道栄紙業株式会社  

６  特別賞  「3 本入り団子」シリーズ  山崎製パン株式会社  

７  奨励賞  ねりスパイスシリーズ・とんがりコーン  ハウス食品株式会社  

８  奨励賞  蕃爽麗茶 2Ｌペットボトル  株式会社ヤクルト本社  

９  奨励賞  キリン午後の紅茶 おいしい無糖  北海道キリンビバレッジ株式会社  

10  奨励賞  ブレンディ・マキシム・ティーハートスティック各種  味の素ゼネラルフーヅ株式会社  



【７】容器包装の簡素化を進めるシンポジウム  

  

日時：２月２４日（火）１３：３０～会場：ちえりあ（大研修室）     

内容：１.容器包装簡素化大賞２０１５表彰式  

     ２.受賞メーカー実践発表  

３.講演会：庄子真憲さん  

（環境省廃棄物・リサイクル対策部リサイクル推進室長）   

４.パネルディスカッション進化し続けるパッケジ～  

 

 

  

  

  

 【８】情報発信事業（ＨＰでの発信）  

北海道での容器包装簡素化の取り組みを積極的に発信しまし

た。  

 

  

  

  

 

 

 

 

 
 

  

 

■パネリスト   

庄子真憲さん （環境省リサイクル推進室長）   

宮嶋睦子さん （一般社団法人旭川消費者協会   ・３Ｒ推進マイスター）   

酒井   純   さん （㈱ラルズ   執行役員）   

厚木   剛   さん （花王ＣＭＫ㈱   環境推進室シニアマネージャー）   

■ファシリテーター   

石塚祐江さん （ NPO 法人環境り・ふれんず代表理事・３Ｒ推進マイスター）   
  

■容器包装簡素化展示 in 札幌市リサイクルプラザ   

シンポジウムに合わせ、ちえりあ１Ｆにあるリサイクルプラ ザ 

にて簡素化展示を行 った。   
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


