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記者資料提供（令和３年２月２日） 

環境局環境政策課 佐々木・濱住 

TEL：078-595-6078（内線 955-3527） E-mail:3r@office.city.kobe.lg.jp  

医療・新産業本部 新産業部 新産業課 武田、中沢 

TEL：078-322-0240（内線 900-2191） E-mail: new_industry@office.city.kobe.lg.jp 

株式会社ＴＢＭ  コーポレート・コミュニケーション本部 酒井・石原 、営業本部 佐々木 

TEL：03-3538-6777  E-mail:infomail@tb-m.com 
 

日本初！ ペットボトルキャップ等のプラスチックごみを原料に含む指定ごみ袋の製造・販売 

「市民みんなでペットボトルキャップを集めて作る指定ごみ袋」を 

２月５日より期間限定で店頭販売開始 
  

神戸市とプラスチック等の代替素材を開発する素材ベンチャー株式会社ＴＢＭ（本社：東京

都中央区）は、市内のプラスチックごみ削減、資源循環に向けて、市民から集めた使用済みペ

ットボトルキャップなどを再生利用した「CirculeX※（サーキュレックス）」を使用し、環境配

慮型の指定ごみ袋の製造・販売を行う実証実験を実施しています。 

ペットボトルキャップを原料に含む指定ごみ袋の製造・販売は、日本初の試みです。 
※CirculeX とは、資源循環を促進する再生材料を 50%以上含む素材です。 

 

▼ 本実証実験について 

市民、協力企業の皆様にペットボトルキャップの回収にご協力いただき、集めたペットボト

ルキャップを含む国内プラスチック再生材料を 98％使用し、指定ごみ袋を製造。（石油由来プ

ラスチックを 100％使用して海外で製造する従来品と比べ約 50％のＣＯ2排出量削減を実現） 

この度、２月５日（金）より期間限定で「市民みんなでペットボトルキャップを集めて作る

指定ごみ袋」の店頭販売を開始いたします。 

なお、当該実証実験は、Urban Innovation KOBE の事業として取り組んでいます。 
 

神戸市在住のイラストレーター有村綾さんにデザインいただいたパッケージが目印です。 

（※袋自体のデザインは従来品と同様です） 
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▼「市民みんなでペットボトルキャップを集めて作る指定ごみ袋」について 

原料となるペットボトルキャップは、市民、協力企業の皆様のご協力により、目標としてい

た 15 万個（5 万枚の製造に必要な個数に相当）が集まりました。ご協力ありがとうございま

した。また、もう一つの原料の使用済みストレッチフィルムも市内の工場等から調達し、す

べて市内プラスチックごみの資源循環による製造が実現しました。（製造協力：株式会社ジャパックス） 
 

＜材料構成＞ 使用済みペットボトルキャップ（うち約 30％）、ストレッチフィルム（うち約 70％） 
 

＜ポイント＞ ① 市民の皆様から集めたペットボトルキャップを 1枚あたり約 3 個使用 

② ペットボトルキャップを含む国内プラスチック再生材料を 98％使用し、 

石油由来プラスチックの利用を最小限に抑え、国内で製造 

③ 石油由来プラスチックを 100％使用し海外で製造する従来品と比べ、 

約 50％のＣＯ2排出量削減を実現  
＜袋の種類＞ 神戸市家庭用指定ごみ袋 燃えるごみ（45Ｌ・10 枚入り、平袋） 

＜袋の特徴＞ 色、厚み、強度ともに従来品とほぼ同等。 

      再生材料を使用しているためやや質感が異なり、柔軟性があります。 

 

【店頭販売について】 

＜販売場所＞ 市内ダイエー、光洋、生活協同組合コープこうべ（一部） 計 44 店舗 

       ※販売場所詳細は下記のとおり 

＜販売期間＞ 令和３年２月５日（金）～３月４日（木）期間限定で販売 

＜販売価格＞ 138 円（税抜き、従来品に比べ 2～3 割程度割高となります） 

 ＜販売枚数＞ ５万枚（10 枚入り 5,000 セット） 
 
  ■ お近くの店舗等は市ホームページ、神戸市事業・イベント案内センターでご確認下さい。  

・市ホームページ  

https://www.city.kobe.lg.jp/a36643/kurashi/recycle/gomi/genryo/3r/prastic/bottlecap.html 

・神戸市事業・イベント案内センター TEL：0570-083330（年中無休 8:00～21:00） 

■ 品質に万一不備な点がありましたら、下記お客様係へお問いあわせください。 

・株式会社ジャパックス お客様係フリーダイヤル  TEL：0120-526527（月～金 9:00～17:00） 

 

【店頭掲出ポスター】 
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「市民みんなでペットボトルキャップを集めて作る指定ごみ袋」販売店舗 全 44 店舗  

【株式会社ダイエー 市内全 22 店舗で販売】 

  ・ダイエー甲南店 東灘区本山南町 8-7-18                  ℡：078-431-4711 

  ・グルメシティ本山店 東灘区岡本 1-9-6                   ℡：078-451-1501 

  ・グルメシティ六甲アイランド店 東灘区向洋町中 5-15             ℡：078-857-4741 

  ・グルメシティ灘店 灘区篠原南町 6-1-31                  ℡：078-861-8041   

  ・グルメシティ摩耶海岸通店 灘区摩耶海岸通 2-3                 ℡：078-881-4741 

  ・マルナカ新在家店 灘区新在家北町 1-1-1                  ℡：078-851-8600 

  ・ダイエー六甲道店 灘区深田町 4-1-39                   ℡：078-841-4651 

   ・ダイエー神戸三宮店・イオンフードスタイル 中央区雲井通 6-1-15      ℡：078-291-0077   

  ・グルメシティ新神戸店 中央区北野町 1-3                ℡：078-262-2262 

・グルメシティポートアイランド店 中央区港島中町 3-2-6           ℡：078-302-5721 

  ・ダイエー湊川店 兵庫区荒田町 2-18-20                   ℡：078-531-1147   

   ・ダイエー鈴蘭台店 北区鈴蘭台南町 6-1-43               ℡：078-593-1188   

  ・グルメシティひよどり台店 北区ひよどり台 2-1-4              ℡：078-741-4711 

  ・イオンフードスタイルベルスト鈴蘭台店 北区鈴蘭台北町 1-9-1        ℡：078-591-1103 

   ・グルメシティ新長田店 長田区久保町 5-1-1-001                        ℡：078-612-4711 

   ・グルメシティ長田店  長田区大塚町 1-8-11-120              ℡：078-611-1147 

  ・イオンフードスタイル板宿店 須磨区前池町 3-4-1              ℡：078-732-3661 

  ・ダイエー名谷店 須磨区中落合 2-2-2                    ℡：078-791-2811 

  ・グルメシティ小束山店 垂水区小束山本町 3-1-2                          ℡：078-785-4711   

  ・ダイエー舞子店 垂水区舞子台 6-20-17                                ℡：078-782-5115   

   ・イオンフードスタイル神戸学園店 西区学園西町 1-4             ℡：078-791-4147 

  ・イオンフードスタイル西神中央店  西区糀台 5-3-4              ℡：078-991-4147 

 

【株式会社光洋 市内全 11 店舗、明石市内 1 店舗（市境に立地）で販売】 

  ・KOHYO 住吉店 東灘区住吉宮町 4-4-1-100 KiLaLa 住吉 1F           ℡：078-858-5040 

   ・MaxValu EX 魚崎店 東灘区魚崎西町 4-14-14                ℡：078-846-3571 

  ・KOHYO 三宮店 中央区雲井通 7-1-1 ミント神戸内               ℡：078-242-5040 

   ・KOHYO 神戸店 中央区相生町 3-1-2                     ℡：078-341-5040 

   ・KOHYO 兵庫店 兵庫区駅南通 5-3-2                     ℡：078-515-5040 

   ・MaxValu 長田南店 長田区東尻池新町 1-20                  ℡：078-682-9111 

  ・KOHYO 高倉台店 須磨区高倉台 4-13                    ℡：078-735-3961 

  ・MaxValu 須磨店 須磨区松風町 3-2-1                    ℡：078-735-9211 

   ・MaxValu 星陵台店 垂水区星陵台 4-4-31                  ℡：078-785-0062 

  ・MaxValu 塩屋北店 垂水区下畑町 498-67                               ℡：078-751-2715 

  ・KOHYO 西神中央店 西区糀台 5-2-3 プレンティ一番館内            ℡：078-993-5040 

   ※明石市との市境にある店舗のため光洋の意向もあり販売対象店舗とした 

・PEACOCK STORE 明舞店 明石市松が丘 2-3-3 コムボックス明舞内        ℡：078-386-3311 

 

【生活協同組合コープこうべ 市内 10 店舗で販売】 

  ・コープ深江 東灘区深江北町 3-9-15                     ℡：078-441-0731 

  ・コープリビング甲南店 東灘区甲南町 2-1-20                ℡：078-412-2001 

  ・コープ鈴蘭台東店 北区鈴蘭台北町 1-12-5                             ℡：078-591-7111 

・コープ須磨店 須磨区月見山本町 1-9-28                               ℡：078-731-4671 

・コープ横尾店 須磨区横尾 1-5（リファーレ横尾内）                    ℡：078-743-4501 

・コープ神陵台店 垂水区神陵台 3-3（きたせんタウン内）                ℡：078-783-3151 

・コープ新多聞店 垂水区本多聞 4-1-250                                ℡：078-783-0005 

・コープ西神店 西区春日台 3-3（かすがプラザ内）                      ℡：078-961-1661 

・コープデイズ神戸西店 西区池上 3-3-1                                ℡：078-974-3939 

・コープ西神南店 西区井吹台東町 1-1-3                                ℡：078-992-1601 
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参考）株式会社ＴＢＭ・CirculeX、Urban Innovation KOBE について 

  ■ 株式会社ＴＢＭ 

  2011 年に設立した素材ベンチャー。「過去を活かして未来を創る。100 年後でも持続可能な循

環型イノベーション」をビジョンに、プラスチックの代替となる石灰石を主原料とした素材

「LIMEX（ライメックス）」、再生材料を 50％以上含む素材「CirculeX」の開発・製造・販売を

行っている。 

代表取締役 CEO：山﨑 敦義 

本社  ：東京都中央区銀座 2-7-17-6F 

設立  ：2011 年 

資本金 ：135 億 2,993 万円（資本準備金含む）/ 2020 年 11 月時点 

事業内容：環境配慮型の素材及び製品の開発・製造・販売 

ＵＲＬ ： https://tb-m.com/ 

・2013 年 経済産業省のイノベーション拠点立地推進事業「先端技術実証・評価設備整備費等

補助金」に採択 

・2014 年 国内特許を取得し、現在、日中米欧を含む 30 か国以上で登録。その他 100 件以上

の特許出願を実施 

・2015 年 宮城県白石市に年産 6,000 トンの LIMEX を製造する第一プラントを建設 

・2015 年 経済産業省の「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金（製造業等立地

支援事業）」に採択 

・2016 年 米国シリコンバレーの「Plug and Play」で初の 『世の中に最も社会的影響を与え

る企業ソーシャルインパクトアワード』を受賞 

・2018 年 COP24（第 24 回国連気候変動枠組条約締約国会議）に日本政府代表団として参加 

・2019 年 軽井沢で開催された「G20 イノベーション展」に出展。 G20 大阪サミット 2019 の会

場での運営品として LIMEX 製品が採用 

・2019 年 中国・河南省、モンゴルでの LIMEX 事業化に向けた基本合意を締結 

・2019 年 代表取締役 CEO の山﨑敦義が、「 EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2019 ジ

ャパン」Exceptional Growth 部門「大賞」を受賞 

・2020 年 再生材料を 50%以上含む素材「CirculeX」 を発表 

・2020 年 100%再生可能エネルギーの電力を LIMEX の生産拠点に導入 

・2020 年 BtoC 向けの EC 事業「ZAIMA」を開始 

 

■ CirculeX（サーキュレックス） 

  CirculeX は、再生材料を 50%以上含む素材。植物由来樹脂や石油由来樹脂、石灰石を主原料と

した LIMEX など、用途に合わせて、再生材料に混ぜ合わせる材料を選択することで、お客様の

多様なニーズに応えていくことが可能。ＴＢＭ社は世界全体で高まる再生材料やプラスチック

代替素材へのニーズに応えるべく、CirculeX を「資源循環を促進する素材」として包装資材や

物流資材、建築資材など幅広い領域での製品開発を目指し、国内外に展開する予定。 

 

■ Urban Innovation KOBE 

柔軟な発想や優れた技術力を持つスタートアップと社会・地域課題を詳しく知る市職員が協働

して最適な解決手法を見出し、サービスとして構築・実証までを支援する、国内自治体で初め

ての取組み。神戸市が抱える課題テーマを提示し、その課題解決を目指すスタートアップやエ

ンジニア、NPO などを広く公募。選考により選ばれたチームと市の担当職員が、約 4 ヶ月間協

働開発を行い、市民によるテスト利用や市役所業務の中での試行導入、実証実験を通じて、本

当に活用される新たなサービス開発を目指す。 

https://tb-m.com/


 
記者発表（令和 3 年 3 月 31 日） 

環境局環境政策課 佐々木・濱住  

ＴＥＬ：078-595-6078 （内線 955-3528）  E-mail:3r@office.city.kobe.lg.jp 

甲南女子大学 学長補佐 中野 

ＴＥＬ：078-413-3146 

象印マホービン株式会社 広報部 担当：松本・美馬本・濱田 

ＴＥＬ：080-1430-9871 

  

日本で一番マイボトルが似合う街を目指して 

「神戸、イマどき、マイボトル」 

マイボトル利用啓発ＰＲ動画・特設サイトを公開します！ 

  

神戸市・象印マホービン株式会社・甲南女子大学は、マイボトル利用促進に向け

た取組みとして、日本で一番マイボトルが似合う街を目指すというコンセプトを掲

げ、プラスチックごみ削減に向けてマイボトルの利用を啓発するＰＲ動画・特設サ

イトを制作しました。イマどきのマイボトルライフを体現する女子大生が、神戸を

街歩きしながらマイボトル利用を呼びかけ、マイボトルを毎日の生活に取り入れる

にあたっての知識やアイデアを紹介します。 

＜ＰＲ動画 :https://youtu.be/ggXdVxHzphI＞ 

＜特設サイト:https://www.mybottle.city.kobe.lg.jp＞  

 
 
 
               

１．ＰＲ動画について 

「マイボトル持っとう？（神戸弁で「マイボトル持ってる？」の意）」を合言葉

に、マイボトルを持って出かけたい神戸市内の観光名所を楽しみながら紹介する

PRムービーを制作。撮影に参加していただいた甲南女子大学の皆さんには、実際

にマイボトルを持参していただき、等身大の姿を演じていただきました。 

  ・「マイボトル持っとう？」編（60秒） 

・「日本で一番マイボトルの似合う街、神戸」編（120秒） 

※本映像は、感染症対策に万全を期し撮影、制作しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 資料 は 下記 ク ラブ に 同時 配 布 して いま す 。  
・ 兵庫県 教育記 者 クラ ブ  ・ 大阪 商 工記者 クラブ  
・ 大学プ レスセ ンター  

mailto:3r@office.city.kobe.lg.jp
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２．特設サイトについて 

■マイボトル生活のすすめ 

 マイボトルを毎日の生活に取り入れるにあたっての知識やアイデアを様々な観 

点から紹介します。（コンテンツは順次追加予定） 
 

 ＜０１ どうしてマイボトル？＞ 

  便利で経済的で、海洋プラスチックごみなどの環境問題にも手軽に取り組む

ことができ、ＳＤＧｓに貢献できるなど、マイボトルを持つ意義を紹介。 
 

 ＜０２ マイボトル生活のアイデア By甲南女子大学＞ 

 マイボトルを利用することで得られるメリットや便利な使い方、選ぶときの

ポイントなど、日常生活に積極的にマイボトルを取り入れ、実際に使用して

いる大学生たちが考えるマイボトル生活の楽しいアイデアを紹介。 
 

＜０３ マイボトルスタディ＞ 

 大学生の海洋プラスチックごみ問題をはじめとする環境問題への認識やマイ

ボトル持参の現状など、甲南女子大学生が卒業研究として実施したマイボト

ルにまつわるアンケート調査の結果を紹介。 
 

＜０４ マイミズチャレンジ＞ 

  無料給水スポット案内アプリ「mymizu（マイミズ）」を使用し、チームで 

ペットボトル削減量を競い合い楽しみながらプラスチックごみの削減を目指 

す「mymizuチャレンジ」について紹介。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

■神戸おすすめ街あるきスポット 

 神戸市内には、マイボトルを持ってお出かけしたい観光スポットがたくさん。 

ＰＲ動画の撮影で訪れた、おすすめの街あるきスポットを紹介します。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

記者資料提供（令和３年５月 17 日） 

環境局環境政策課 松山、市村 

TEL： 078-595-6093 

E-mail:kankyojoho@office.city.kobe.lg.jp 

 

動画「みんなで考えよう！海のプラスチックごみ問題」の公開について 

 

近年、海洋プラスチックごみによる地球規模での海洋汚染が国際的にも懸念されており、海洋への流出

に関してのリデュース対策として、市民への啓発も重要であると考え、様々な発生抑制対策の取り組みを

行っているところです。 

このたび、市内の学生や漁業協同組合の方々などにご協力いただき、海洋プラスチックごみ問題につい

ての動画「みんなで考えよう！海のプラスチックごみ問題」を制作し、神戸市公式 YouTubeチャンネルで

30秒版動画を公開することになりましたのでお知らせします。 

◆動画の公開日◆ 

 令和 3年 5月 17日（月） 

◆公開場所◆ 

神戸市公式 YouTubeチャンネル「kobecitychannel」 

URL:https://www.youtube.com/channel/UCI-keVKj9JGcSG0Ib3TE6OA 

◆動画の内容◆ 

神戸の須磨海岸を舞台に市内の学生の環境活動や 

漁業協同組合の方々と連携し、 

海洋プラスチックごみ問題について 

わかりやすく伝えています。 

◆制作協力◆ 

制作協力：神戸市漁業協同組合 須磨浦漁友会  

須磨里海の会  

神戸市立六甲アイランド高校  

兵庫県立神戸商業高校 

神戸市立高倉中学校 

神戸市立鷹取中学校 

神戸エコチャレンジ 21倶楽部 

神戸市立須磨海浜水族園 

制作業者：一般社団法人オンド 

 

   





 

記者資料提供（令和３年５月 28日） 

環境局環境政策課 松山、市村 

TEL： 078-595-6093 

E-mail:kankyojoho@office.city.kobe.lg.jp 

 

～「まわり続けるリサイクル」の推進に向けて～ 

海洋プラスチックごみ問題啓発用動画「プラ島太郎」紙芝居の公開について 

 

近年、海洋プラスチックごみによる地球規模での海洋汚染が国際的にも懸念されており、海洋への流出

に関してのリデュース対策として、市民への啓発も重要であると考え、様々な発生抑制対策の取り組みを

行っているところです。 

このたび、海洋プラスチックごみ問題について、お子様も楽しんで学ぶことができる紙芝居動画「プラ

島太郎」を、神戸市公式 YouTube チャンネルで公開いたします。 

◆動画の公開日◆ 

 令和 3年 5月 28日（金） 

◆公開場所◆ 

神戸市公式 YouTubeチャンネル「kobecitychannel」 

https://www.youtube.com/watch?v=ocDT9bySVKg 

  

 ◆動画の概要◆ 

  浦島太郎は現代に生きていた？ 

昔話の浦島太郎をベースにした主人公「プラ島太郎」が、人間が捨てたプラスチックごみに悩む竜宮

城と海を救う紙芝居動画。 

 

 

 

 

 

 

 

◆動画の制作業者◆ 

一般社団法人オンド 

   

   

   

https://www.youtube.com/watch?v=ocDT9bySVKg




 

記者資料提供（令和３年５月 31 日） 

環境局環境政策課 松山、市村 

TEL： 078-595-6093 

E-mail: chiikikankyo@office.city.kobe.lg.jp 
 

～「まわり続けるリサイクル」の推進に向けて～ 

ウェブサイト「KOBE PLASTIC NEXT 

みんなで考えよう。プラスチックの、これから。」の公開について 

 

この度、市民の皆さまにプラスチック問題の現状と課題をお伝えし、プラスチックのこれからについて

考えていくウェブサイト「KOBE PLASTIC NEXT みんなで考えよう。プラスチックの、これから。」を公開

いたします。 

 

◆ウェブサイトの公開◆ 

 URL：https://kobeplasticnext.jp 

 公開日時：６月１日（火曜）～ 

 ※順次内容を充実していきます 

◆概要◆ 

プラスチックはその利便性において、今や暮らしになくてはならない存在です。 

しかし近年、海洋プラスチックごみによる地球規模での海洋汚染や生態系への影響など、私たちの生活

を豊かにしてきたプラスチックが大きな社会問題となっています。 

 プラスチックの資源循環を一層進めるために、私たちがこれから何をするべきなのか。市民の皆さまに

プラスチック問題の現状と課題をお伝えし、プラスチックリサイクルのこれから、すなわち「まわり続け

るリサイクル」の推進に向けて考えていきます。 

 
（参考）「まわり続けるリサイクル」とは 

これまでの「集めたものをどうリサイクルするのか」という考え方から、「何にリサイクルするために

どのようなものを集めるか」へ発想を転換し、現状のプラスチックリサイクルを一歩進める神戸市の新た

な取り組み。具体的には、食品トレイにリサイクルするためにトレイを集めるように、利用目的を明確に

定めたうえで、必要なプラスチックを集め、プラスチックとして使い続けることができるリサイクルのこ

と。 

サイト QRコード 
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報道関係各位                                   2021年 9月 29日 

  神戸プラスチックネクスト つめかえパックリサイクル プロジェクトチーム 
 

        神戸市・小売・日用品メーカー・リサイクラーが協働で 

つめかえパックの「水平リサイクル」を目指して、全国に先駆けたプロジェクトを開始 

「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～」 

10 月 1 日（金）より神戸市内 75 カ所に回収ボックスを設置 

       つめかえパックをリサイクルし、市民へ還元します 
 

神戸市と小売・日用品メーカー・リサイクラー（再資源化事業者）16 社は、循環型社会の実現に向けて協働

し、市内 75店舗に回収ボックスを設置、洗剤やシャンプーなど使用済みの日用品のつめかえパックを分別回

収して再びつめかえパックに戻す「水平リサイクル」を目指す「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～」を、2021 年 10 月 1日（金）よりスタートします。 

 

 2022 年 4月には、プラスチックの回収・リサイクルにおいて自治体と企業などの連携による自主的な取組

みが柱の一つとなる「プラスチック資源循環促進法」が施行されます。この半年前となる今年 10 月にスター

トする本プロジェクトは、自治体と製造・販売・回収・再生に関わる複数の企業等が“競合”の垣根を超えて“協

働”でつめかえパックの「水平リサイクル」を目指す、全国に先駆けた試みです。 
 

■つめかえパックリサイクルの現状と、「水平リサイクル」への挑戦。 

日用品の製品全体に占めるつめかえパックなどの比率は約８割と高く、プラスチック使用量削減に大きく貢

献してきました。一方で様々な特性を持つ多層構造のフィルムから成るつめかえパックは、生活者に身近なプ

ラスチック製品にリサイクルされることが少なく、中でも使用済み製品を再び同じ製品にリサイクルする「水

平リサイクル」は難しいとされてきました。 

このような背景のもと、神戸市をフィールドに意志を同じくする企業等が“競合”の垣根を超えて“協働”し、

プラスチックを同じ用途で使い続けることで天然資源の消費を抑制する、つめかえパックの「水平リサイクル」

（フィルム to フィルム）に挑戦するプロジェクトを立ち上げました。神戸から全国へ広がる活動とすべく取り

組みを推進していきます。 
  
《本プロジェクトのポイント》 

＜つめかえパックの回収＞ ～持続可能な回収スキームの構築～  

①小売 4社が、市内 75店舗で回収。（全国最大規模）目標は初年度５トン/年。（将来目標 10トン/年）。 

 ②店舗への配送戻り便等を活用して集約し、収集の効率化、環境負荷を低減。 

＜つめかえパックのリサイクル＞ ～新しい循環経済のビジネスモデルを構築～ 

 ③日用品メーカー10社が、リサイクル試験を通じて課題や技術を共有し、「水平リサイクル」を目指す。 

また、よりリサイクルしやすい、つめかえパックの素材や形状等を議論。 

④水平リサイクルしたつめかえパックを製品として、市内店舗での実証販売を目指す。 

 ⑤アイデアを出し合い、市民の皆様に還元する様々なリサイクル製品も検討。 
 

■つめかえパックは、洗って乾かし、市内 75 店舗に設置する回収ボックスへ！  

回収対象は、洗剤・シャンプー・台所や住まいのお手入れ製品など日用品のつめかえパックで、メーカーを

問いません。使い終わったつめかえパックを洗って乾かし、ウエルシア薬局、コープこうべ、光洋、ダイエー

の各店舗に設置する回収ボックスへ持参をお願いします。回収にご協力いただくと、つめかえパック1枚につ

き神戸市公式アプリ「イイことぐるぐる」ポイントが50ポイント（5円相当）付与されます。 
 

【報道関係のお問い合わせ先】 
神戸市環境局 佐々木・濱住 ℡：078-595-6078 （内線 955-3528）  

神戸プラスチックネクスト つめかえパックリサイクル広報事務局（プランニング・ボート内）福嶋・山村 ℡：06-4391-7156 
【一般の皆様からのお問合せ先】 

神戸市総合コールセンター TEL：0570-083330（078-333-3330）https://kobeplasticnext.jp/ 

https://kobeplasticnext.jp/
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「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～」概要 

 神戸市・小売・日用品メーカー・リサイクラーが協働し、日用品のつめかえパック（フィルム容器）

を回収・リサイクルして再びつめかえパックに戻す「水平リサイクル」（フィルム toフィルム）に挑戦

するプロジェクトです。 

 意志を同じくする参画メンバーが協働し、市民の皆様へ呼びかけを行い、神戸から全国へ広がる活動

とすべく取り組みを推進していきます。 

 

神戸プラスチックネクスト つめかえパックリサイクル プロジェクトチーム 参画メンバー 

※2021 年 9 月 29日現在、五十音順 

【プロジェクト主体】 神戸市 

【小売】4社     ウエルシア薬局株式会社、生活協同組合コープこうべ、株式会社光洋、 

株式会社ダイエー 

【メーカー】10社    アース製薬株式会社、花王株式会社、牛乳石鹸共進社株式会社、株式会社コーセー、 

小林製薬株式会社、サラヤ株式会社、P＆G ジャパン合同会社、株式会社ミルボン、 

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング株式会社、ライオン株式会社  

【リサイクラー】２社 アミタ株式会社、大栄環境株式会社 

 【協力・連携】    クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス（CLOMA） 

 

《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～体制図》 
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神戸市・小売・日用品メーカー・リサイクラーの役割 

【神戸市】プロジェクトの目標に向け、市民への呼びかけや機運醸成を行い、回収を促進。 

・初年度５トン/年（将来目標10トン/年）の回収を目指し、市民への広報・啓発や回収実績等の情報

を発信。 

 ・神戸市公式エコアクションアプリ「イイことぐるぐる」ポイント付与による回収促進。 

（ユニリーバ・ジャパン「UMILEプログラム」の UMILEポイントとも連携予定。） 

・参画企業等と連携し、つめかえパックのリサイクル製品を市民に還元するイベント等の実施。 

 

【小売】店頭での回収により、持続可能な回収スキームを構築 

・神戸市内の 75店舗で回収ボックスを設置し、店頭でつめかえパ

ックを回収。 

（2021年 6月 30日より、コープリビング甲南とダイエー神戸三 

宮店の２店舗で回収実験を実施。 

 つめかえパックの回収量約 9㎏ 9月 21日時点） 

・店舗の配送戻り便や、店舗の廃棄物等を収集する既存業者があ   

わせて収集することで、収集の効率化や環境負荷を低減。  

 

 

 

 

 

 

                           10 月１日より設置予定の回収ボックス 

 

【日用品メーカー】水平リサイクルで一致団結、アイデアを出し合いリサイクル製品を市民に還元 

・メーカーを問わず一括して回収したつめかえパックで、花王の和歌山研究所に設置したパイロット 

プラントにおいて水平リサイクルの試験を実施。課題や技術を共有し、一致団結して水平リサイク 

ルを目指す。 

・よりリサイクルしやすい、つめかえパックの素材や形状、生活者に分かりやすい表示など、改善点

を議論。 

・水平リサイクルしたつめかえパックを製品として、市内店舗での実証販売を目指す。 

・プロジェクトチームでアイデアを出し合い、市民に還元する様々な用途のリサイクル製品も検討。 

 

【リサイクラー（再資源化事業者）】回収されたつめかえパックを再資源化 

・回収・集約されたものを収集して、水平リサイクル実験用とその他のリサイクル製品用に選別。 

プロジェクトチームへ回収物の状態などをフィードバック。 

・市民に還元する様々な用途のリサイクル製品の原料を製造。 
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つめかえパック回収 概要 

■回収開始日  2021年 10月 1日（金） 

 

■回収場所   神戸市内の小売 75店舗に設置された回収ボックス 

・ウエルシア薬局株式会社：11店舗 ・生活協同組合コープこうべ：33店舗  

・株式会社光洋：９店舗 ・株式会社ダイエー：22店舗  

※10月１日時点の詳細は別紙及びホームページのとおり。https://kobeplasticnext.jp/ 
 

■回収対象   日用品の使用済みつめかえパック（※メーカーは問いません） 

<対象になるもの＞ 

 

 
 
シャンプー、リンス、トリートメント、ヘアスタイリング製品、メイク落とし、洗顔料、化粧水・乳液など
スキンケア製品、身体洗浄料、入浴剤、衣類・布製品のお手入れ製品（洗剤、仕上げ剤、漂白剤、のり剤、
衣類用・布製品用消臭剤、防虫除菌剤など）、台所のお手入れ製品（洗剤、掃除用品など）、住まいのお手
入れ製品（洗剤、除菌製品、お風呂・トイレのお手入れ品、芳香消臭剤など）、手指用消毒剤、アルコール
除菌剤など 

 

 <対象にならないもの> 

 

 

 

ボトル類、チューブ類、食品容器、食品トレイ、カップ類、発泡スチロール、紙類、つめかえパック以外の 
プラ製品、食品の入っていた容器全般、混ぜるな危険の表記のある商品 

 

■回収方法   つめかえパックは、洗って乾かしてから店頭の回収ボックスへ持参願います。 

【イイことぐるぐるのポイント付与について】 

回収に協力いただくと、市公式アプリ「イイことぐるぐる」で、つめかえパック1枚につき50ポイント

を付与（50ポイント＝5円相当、上限3枚/日、10枚/月まで） 

＜流れ＞①神戸市アプリ「イイことぐるぐる」をダウンロード 

②回収店舗でアプリ内専用ページを開き、GPS機能で位置情報を取得 

③持ってきたつめかえパックに記載されているバーコードを読み取り 

 

 

 

 

 

※イイぐるポイントは、120社以上の各種電子ポイントに交換できます。 

（ユニリーバ・ジャパン「UMILEプログラム」の UMILEとも連携を予定しています。） 

https://www.city.kobe.lg.jp/a66324/kurashi/recycle/heat/iiguru-app.html 

https://kobeplasticnext.jp/
https://www.city.kobe.lg.jp/a66324/kurashi/recycle/heat/iiguru-app.html


 
記者発表（令和３年１１月１日）  

環境局環境政策課  佐々木・濱住   

TEL： 078-595-6078（内線 955-3528）  E-mail:3r@office.city.kobe.lg.jp 

 

～リサイクルを見える化し、地域等と一体でプラスチックリサイクルを推進～  
 

      ふたば学舎にプラスチック資源に特化した  

      回収ステーションをモデル設置します！  

 

このたび、プラスチック資源に特化した回収ステーションを地域の方々のご協力を得

て、長田区ふたば学舎内に期間限定で設置します。リサイクルを見える化することで、

地域、企業等と一体となった一歩進んだプラスチックリサイクルの推進を図ります。  

 

 
 
▼プラスチック資源の回収ステーションのポイント  

   
①リサイクルを見える化する「まわり続けるリサイクル」を推進  

  何にリサイクルされるのか見える化した上で、リサイクルに適したプラスチック資

源を市民に持ち込んでもらい、回収ボックスで種類ごとに回収。同じ用途やふたば

学舎でも活用できる身近なものとしてリサイクルし、プラスチックとして使い続け

る「まわり続けるリサイクル」を推進します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②プラスチック資源を運営時間内にいつでも持ち込み可能  

スタッフが常駐し週５日（９時～ 17 時）で運営。時間内にいつでも持込可能で、常

駐するスタッフが分別をサポートします。持ち込みは無料、指定ごみ袋も不要です。  

 

③地域コミュニティの場の創出による資源循環の意識醸成  

  コーヒーが飲めるくつろぎスペースの設置やプラスチック製品等のリユースコー

ナーなど、市民が気軽に立ち寄れるコミュニティの場を創出するとともに、資源循

環の意識醸成を図ります。  

 

④ＩＣＴを活用したポイント制度などによる回収促進  

資源の持込回数によって特典と交換可能な個人へのポイント付与や、参加者全体の

回収量に応じたふたば学舎への寄附などの仕組みにより、回収を促進します。  

 

 

 

 

 

 

 



▼プラスチック資源の回収ステーション  概要    
■概要  

・場所：ふたば学舎 2 階  エコエコ広場内  

     長田区二葉町７丁目１番 18 号  

・時間： 9： 00～ 17： 00（月曜・水曜休み）  

・期間：令和 3 年 11 月 4 日（木）～  

令和 4 年 1 月 30 日（日）※予定  

    （年末年始 12 月 27 日～ 1 月 5 日休み）  

・運営：アミタ株式会社  

 

■回収対象プラスチック資源とリサイクル  

 リサイクルを見える化し、効率的なリサイクルを実施します。  

また、その他のプラスチック品目も新たなリサイクル手法を検討中で、回収対象は増

える可能性があります。  
 

 
 

この他、利便性の観点から新聞紙、段ボール、雑がみ、小型家電も回収します。  

※つめかえパックリサイクルの詳細は https://kobeplasticnext.jp/next/tsumekaepackrecycle/  

持ってきてもらいたいもの  リサイクル用途  連携事業者  

食品用トレー・透明容器  
（ト レーは発泡ス チロール製の もの 。  
水で 軽くすすいで ください。 ）  

食品用トレー  ＜株式会社エフピコ＞    
食品容器製造大手で、世界で初めて食
品トレー容器の水平リサイクルを実
現。集めたものは、「トレー toトレー
®」「ボトル toトレー ®」による循環型
のリサイクルが行われます。  

ペットボトル  

（ラ ベル・キャッ プは外 してく ださい ）  

透明容器  

プチプチ®（緩衝材）  

（紙 やテープは外 す）  

プチプチ®（緩衝材）  ＜川上産業株式会社＞    
梱包材製造大手で、再生材を使用して
プチプチ ®を製造。集めたものは、水
平リサイクルされ再びプチプチ ®とな
ります。  

洗剤類つめかえパック・ボトル  

（水 で軽くすすい でください）  

ふたば学舎で活用できる  

玩具等（組立ブロックなど）  

＜日用品メーカー等＞    
つめかえパック、ボトルに戻す水平リ
サイクルを目指すとともに、様々な用
途のリサイクル品を市民に還元されま
す。※  

ペットボトルキャップ  

 

ふたば学舎で活用できる  

プランターやベンチ  

＜三井化学株式会社＞  

＜株式会社パンテック＞    
素材メーカーの独自技術とプラスチッ
クリサイクル専門家としてのノウハウ
により、回収したプラスチック資源を
分析したうえで、再生しプラスチック
製品に成形します。  
 
 

透明ＣＤ／ＤＶＤケース  

プラスチック製バケツ・洗面器  

https://kobeplasticnext.jp/next/tsumekaepackrecycle/


■地域コミュニティの場の創出による資源循環の意識醸成   
 ・くつろぎスペースの設置  

＜連携事業者：ネスレ日本株式会社＞  

自社製品（飲料、菓子）の提供をいただき、  

コーヒーやチョコレート等を楽しみながら、  

市民の皆様がくつろぎ、気軽に立ち寄れる  

コミュニティの場を創出します。  

プラスチック資源循環やサステナビリティ  

について学べる機会として、プラスチック  

資源等の回収促進に資する意識醸成につなげます。  

 

 

 ・リユースコーナーの設置（常設）  

  市民に再利用可能なプラスチック製品等を持ち込んでいただき、常設のリユースコ

ーナーを設置します。リユース品はプラスチック資源やリユース品を持ち込んでい

ただいた方に無償で提供いたします（一人一点 /回まで）  

また、リユース品の持ち込み情報はＩＣＴツールを活用して、市民に情報共有する

仕組みを構築し、リユースによる資源循環を促進します。  
   

【リユース品の回収対象】  
    

 

 
 
      衣服・学生服        プラスチック製玩具       食器・陶器類  
    （ポリエステル製など）                    （皿、カップなど）  
 

 

■ＩＣＴを活用したポイント制度などによる回収促進   
 ・ＩＣＴを活用したポイント制度  

＜連携事業者：ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社＞  

スマートフォン専用アプリで、資源の持ち込みによるポイント制度を構築。市民が

プラスチック資源を持ち込んだ際にＱＲコードを読み取ると、１ポイント付与さ

れ、５ポイント毎に市指定ごみ袋と交換できます。  

（スマートフォンをお持ちでない方には、別途スタンプカードを用意）  

また、イベントの開催情報やリユース品の持ち込み情報を配信するなど、回収ステ

ーションへの資源の持ち込み行動が継続するか検証します。  
 

【アプリの利用の流れ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ・持ち込み総量に応じたふたば学舎への寄附  

  資源の総回収量に応じた寄附として（ 5円 /㎏）、  

ふたば学舎のライブラリーに絵本が贈呈され  

ます。  

資源の持ち込みが地域の子どもたちのために  

なる、好循環を生む回収スキームを検証します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■運営事業者  

 ＜アミタ株式会社＞  

持続可能な経営・地域運営を目指す企業や自治体を統合的に支援する社会デザイン

事業を展開し、サステナブルビジョンの策定・環境戦略の立案から脱炭素支援、環

境認証審査、廃棄物の再資源化、持続型のコミュニティデザイン等を手掛ける。  

本取組みにおいて、企画全般および、資源回収ステーションの設計・運営を担当。  

 

 

■その他の連携事業者・団体    
＜株式会社グランドレベル＞  

  「１階づくりはまちづくり」をコンセプトに、ひとびとが能動性を発揮する環境を

デザインする会社。  

回収ステーションの空間デザインにおけるトータルアドバイザーを担当。  

 

＜合同会社こどもみらい探求社＞  

「こどもにとっていい」モノ、コト、ヒトを  時代に合わせてデザインし、こども

子育て関連事業を展開する会社。  

回収ステーションにおいて、こどもの想像力・創造性・環境への関心を高めなが

ら、親子が安心して楽しめる場づくりとイベント・研修等の企画・運営を担当。  

 

＜株式会社サンクラッド＞  

学生服のお悩みゼロを目指し、愛着のある学生服を必要な方にバトンタッチする学

生服専門のリユースショップ「さくらや」を展開。  

回収ステーションで回収した学生服のリユースを担当。  

 

 



記者資料提供（令和３年 11月 24日） 

神戸市環境局事業管理課 林田・北尾 

 TEL：078-595-6102（内線 3561） FAX：078-595-6258 

 

神戸市ペットボトルリサイクル＜ボトル toボトル＞事業 

（資源リサイクルセンターペットボトルベール品売却）優先交渉権者の決定 

 

 本市が推進する「まわり続けるリサイクル」の一環として、本市が収集した使用済みペ

ットボトルをペットボトル原料として再生利用（ボトル toボトルリサイクル）する事業者

に売却を行うため、公募を行い、３事業者より応募がありました。この度、神戸市ペット

ボトルリサイクル事業＜ボトル toボトル＞評価（選定）委員会での審査を踏まえ、以下の

とおり優先交渉権者を決定しました。 

 

１．優先交渉権者 

①代表法人：遠東石塚グリーンペット株式会社 代表取締役 石塚 久継 

 構成法人：株式会社伊藤園 

②代表法人：ペットリファインテクノロジー株式会社 代表取締役 伊賀 大悟 

   構成法人：アサヒ飲料株式会社 

   構成法人：株式会社トーシン 

   構成法人：双日株式会社 

 

２．評価結果 

  得点の高い上位２者を優先交渉権者に決定     

評価項目 配点 
遠東石塚グリーン

ペット株式会社 

ペットリファインテ

クノロジー株式会社 

Ａ社 

提案者に関する項目 20点 12点 13点 ６点 

リサイクルに関する項目 60点 50.8点 47.1点 43.4点 

買受価格に関する項目 20点 20点 12点 ０点 

合  計 100点 82.8点 72.1点 49.4点 

 

３．委員（神戸市ペットボトルリサイクル事業＜ボトル toボトル＞評価（選定）委員会） 

位置付け 所属 役職 氏名 

委員長 京都経済短期大学経営情報学科 准教授 小島 理沙 

委員 岡村修公認会計士税理士事務所 公認会計士/税理士 岡村 修 

委員 神戸海岸通法律事務所 弁護士 佐藤 祥徳 

委員 神戸市企画調整局 つなぐ担当部長 藤岡 健 

委員 神戸市環境局 副局長 高田 純 

 



４. 今後の予定 

令和３年 12月（予定）   覚書の締結 

 令和４年４月～       物品売買契約書の締結、ペットボトルベール品引渡し 

 



 
記者発表（令和３年 12 月３日） 

環境局環境政策課 佐々木・岡野内  

TEL：078-595-6078（内線 955-3527） E-mail:3r@office.city.kobe.lg.jp 
 

～「まわり続けるリサイクル」を目指して、ペットボトルをペットボトルにリサイクル～ 
 

      市内の一部コンビニエンスストアで 

       ペットボトル回収機の設置が始まります！ 

 

この度、神戸市と包括連携協定を締結している株式会社セブン‐イレブン・ジャパンが、市内

のセブン‐イレブン 70 店舗にペットボトル回収機を新たに設置し、限りある資源の有効な活用と

海洋プラスチックごみ対策を目的とした「ボトル to ボトル」（ペットボトルを再原料化し、もう

一度ペットボトルに戻すこと）事業を開始します。 

セブン‐イレブン店舗へのペットボトル回収機設置は、関西エリア（兵庫県・大阪府・京都府・

滋賀県・奈良県・和歌山県）で初めてとなります。 

本市では、店頭回収・集団回収・拠点回収を通じて､リサイクルしやすい品目を重点的に回収す

ることにより､合理的にプラスチック資源を循環させる｢まわり続けるリサイクル｣を推進してお

り、「ボトル to ボトル」の広報やペットボトルの分別回収に係わる周知を通じて、株式会社セブ

ン‐イレブン・ジャパンが実施するこれらの活動を支援していきます。 

なお、排出されるペットボトルは、ご家庭などでキャップとラベルを取って、軽く洗っていた

だき、つぶさずにお持ちいただくようご協力をお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆特集ページ：「KOBE PLASTIC NEXT」（https://kobeplasticnext.jp/next/bottle-to-bottle/） 

◆参考：株式会社セブン-イレブン・ジャパン ニュースリリース  

https://kobeplasticnext.jp/next/bottle-to-bottle/


 

 

2021 年 12 月 3 日 

 

2021 年 12 月 3 日 
 

関西エリアのセブン‐イレブン初！ 

神戸市内 70 店舗に「ペットボトル回収機」を設置 
12 月 3 日（金）より順次稼働開始 

 
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン (本社：東京都千代田区、代表取締役社長：     

永松 文彦 以下セブン‐イレブン・ジャパン）は、12 月 3 日（金）より順次、兵庫県       
神戸市内のセブン‐イレブン 70 店舗に「ペットボトル回収機」を新たに設置し、限りある
資源の有効な活用と海洋プラスチックごみ対策を目的としたペットボトル回収事業を  
開始いたします。  
セブン‐イレブン店舗への「ペットボトル回収機」設置は、関西エリア※ 1 では初めて    

となります。  
また、セブン‐イレブン・ジャパンは、持続可能な循環型社会を構築するために神戸市が

が推進する｢まわり続けるリサイクル｣に賛同し、環境負荷低減と、資源循環を推進する  
取り組みを共に推進しております。  
地域社会と一体となったボトル to ボトル※2 によるプラスチックのリサイクルと海洋ごみ

対策を促進し、“循環経済社会”の実現と海洋プラスチックごみの削減を進めてまいります。 
※1 大阪府・京都府・滋賀県・兵庫県・奈良県・和歌山県。 

※2 ペットボトルを再原料化し、もう一度ペットボトルに戻すこと。 
  

〔概要〕 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆｢まわり続けるリサイクル｣について  
 

神戸市では、店頭回収・集団回収・拠点回収を通じて､リサイクルしやすい品目を重点的

に回収することにより､合理的にプラスチック資源を循環させる｢まわり続けるリサイクル｣

の取組みを推進しています。 

特集ページ：「KOBE PLASTIC NEXT」（https://kobeplasticnext.jp/next/bottle-to-bottle/）  

このニュースリリースは、兵庫県の報道各社へ送付しております。 

・機器メーカー：株式会社  寺岡精工 
・機器サイズ ：Ｗ650×Ⅾ500×1,330 

（単位：mm） 
・収容量   ：280 本    

  ※500ml ペットボトル換算  

・ポイント付与：累計 5 本毎 
nanaco ポイントを 
1 ポイント付与 

https://kobeplasticnext.jp/next/bottle-to-bottle/


〔ご参考〕  

 
◆セブン‐イレブン店頭のペットボトル回収機について 
 
 セブン‐イレブンでは、2017 年より店頭への 
「ペットボトル回収機」の設置を開始し、  
現在 1166 台（2021 年 12 月 3 日時点、神戸市設置分除く）  

となっております。  

 また、お客様よりお預かりしたレジ袋代金における  

「本部収益相当額」を、ペットボトル回収機の設置費用の  

一部に充てることで、更なるプラスチックのリサイクルに  

取り組んでおります。  

  

※画像はイメージです。  

 

 

◆回収したペットボトルの再利用について  
 
セブン&アイグループ各事業会社の店頭に設置されているペットボトル回収機で回収された

ペットボトルは、ボトル to ボトルの取り組みなどに活用され、再び、商品として生まれ変わり
ます。   

 

〔商品の一例〕  

・『セブンプレミアム  一（はじめ）緑茶  一日一本  500ml』  

・『セブンプレミアム  一（はじめ）緑茶  600ml』各種  

 ・『セブンプレミアム  一（はじめ）ほうじ茶 600ml』  各種  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 

 ＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

  株式会社セブン&アイ・ホールディングス 広報センター TEL：03-6238-2446 
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