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令和2年7月1日から全国でプラスチック製買い物袋（レジ袋）が
有料化し、プラスチック製買い物袋を扱う小売業を営むすべて
の事業者が対象となった。レジ袋が本当に必要なのかを考え、
ライフスタイルを見直すきっかけを作ることが目的とされている

出典：経済産業省HP3

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今までのライフスタイルと目指すライフスタイル



1．レジ袋有料化の開始の背景
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・国際社会の脱石油
・脱プラスチック

2018年には主要国際首脳会議（G7）によって
「海洋プラスチック憲章」が採択された

出典：DEAS FOR GOOD 5

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
「海洋プラスチック憲章」＝各国が取り組んでいるプラスチックごみによって起こる海洋汚染問題への対策がまとめられている



海洋プラスチックごみ問題が深刻化

・便利で様々なものに使用されているがゆえにポイ捨て
・適切な処理方法がされなかったり、 リサイクルには
コストがかかるため不法投棄されるケースがある
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
プラスチックは便利であるがゆえにレジ袋だけではなく食べ物を入れる容器やペットボトルなど様々なものに使われています。これらを適切に廃棄することができるのであれば何も問題がないのですがポイ捨てや不法投棄が目立ち、これらのごみが風に飛ばされたり、川に流されて海へたどり着くことがあります。また、プラスチックはただ単に焼却すればいいのではなく焼却するとダイオキシンという有害物質が発生するため適切な処理方法が求められます。リサイクルという方法もありますがこちらはコスト問題が問題視されています。レジ袋だけではない
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2．レジ袋有料化の政策の内容
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人々のライフスタイルを見直すきっかけ

今までは何気なくもらっていたレジ袋…

レジ袋を有料化することによって購入してまで
レジ袋が必要なのかどうか一旦立ち止まって考える



対象となる事業者

各種商品小売業、織物・衣服、
書籍・文房具小売業…etc

対象とならない事業者

フリーマーケットや学園祭の模擬店など
の反復継続性が認められないもの

出典：経済産業省 9

レジ袋有料化の

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
主として行う事業が小売業ではない場合でも事業の一部として小売業を行っている場合ならレジ袋有料化の対象（ホテルの中の土産物店）



対象となる袋
•プラスチック製買い物袋

対象とならない袋
•紙袋
•布の袋
•商品を入れない袋
•持ち手のない袋
•海洋生分解性プラスチックの配合率が100％のもの
•プラスチックのフィルムの厚さが50マイクロメートル以上のもの
•バイオマス素材の配合率が25％以上のもの

出典：経済産業省 10

レジ袋有料化の

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
詰め放題の袋は消費者側が持参したマイバッグで代替する場合があるので事業者からやむを得ず提供され消費者が事態ができないものは対象外となる。
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補足：紙袋有料化の理由

ユニクロ GU

「国の施策とは無関係です。紙袋の店舗への投入スケジュールが
遅れてしまい、国のレジ袋有料化より後の実施となってしまった」

出典：JCASTトレンド

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
国内の「ユニクロ」、「ジーユー」の全店舗で、使い捨てショッピングバッグの無料配布を終了すると発表した。9月1日からは1枚一律税込10円で販売すると共に、マイバッグの利用を促進していく。もともと、19年7月に『2020年までに店頭での使い捨てプラスチック包装を2018年実績から85％削減』することを掲げ、ショッピングバッグや商品パッケージといった、店頭でお客様の手に渡る使い捨てプラスチックを減らす取り組みを行ってきました」なんでユニクロはビニール袋じゃない紙袋を有料化してんだ？」と受け止められる結果になったようだ



消費者側のメリット・デメリット

メリット デメリット
・使い捨てのライフスタイルを
変えるきっかけになる。
・身近な場所でエコに取り組める。
・レジ袋料金に代わる割引や
ポイント還元を受けられる場合がある。
（お得に買い物できる。）
・ゴミの廃棄量が減る
・地球温暖化の原因となる二酸化炭素の
排出量が減る。

・エコバッグを購入、持参する必要がある。
・家庭で再利用していた人は
別途ビニール袋を購入する必要がある。
・エコバッグを持たない人はレジ袋に
料金が発生する。
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メリット デメリット

・レジ袋のコスト削減
・袋に入れる手間が省ける

・有料化に伴ってクレームが多くなっている。
・レジ袋有料化の対象となっていない袋
を取り扱っている店舗で必要以上にレジ袋を
要求される可能性がある

お店側のメリット・デメリット
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54.9％

45.1％
反対

コンビニのレジ袋有料化に
対する賛成反対の割合

賛成

対象：10代～60代
2020年 2.168名

レジ袋有料化に対して賛成と
答えたのが54.9％と半数以上が
有料化に肯定的だった

出典：ニュースサイトしらべぇ 14



20代

30代

40代

50代

60代

レジ袋有料化賛否の年代別の比較

■男性賛成 ■男性反対 ■女性賛成 ■女性反対

賛成する人の割合が高いのは50代～60代の女性。
一方、利用機会が多いと思われる

20代～40代の男性は反対が賛成を上回る。

出典：ニュースサイトしらべぇ

・男性 ・女性
合計2.168名
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38.2％
41.1％

46.7％

55.3％

64.6％



３．レジ袋利用の現状
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利点
・軽くて強い製品が得られる

・防腐性が高い

・電気や熱の絶縁性が高い

・成型加工が容易で
製品コストが安い

…etc

欠点
・燃えやすい
・汚れやすい
・表面が柔らかく

傷つきやすい
…etc
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
私たちの生活に必要不可欠なプラスチック。なぜこれほどまでに多く使われているのでしょうか。それは



日本では年間一人当たり平均450枚のレジ袋を消費しており
全国合わせると年間約300憶のレジ袋を使っていることになる。
日本の国民一人当たりの年間プラスチック製品消費量は、
世界で米国に続き2番目（2019年調べ）

出典：ＳＯＣＩＡＬ ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ ＪＡＰＡＮ 18
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弁当の容器などの容器包装

ストローなどの容器包装以外のプラスチック類

ペットボトル

その他

このグラフからわかるように大半を占めているのが
弁当の容器などの容器包装

出典：NewSphere

2018年調べ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
その他にレジ袋



20

4．レジ袋利用の削減の対策



海外の事例
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国名 中国 イギリス アイルランド
アメリカ

（サンフラン
シスコ市）

韓国

レジ袋規制・協定
の有無

〇
（直接規制）

〇
（自主的取組）

〇
（課税）

〇
（直接規制）

〇
（直接規制）

内容
プラスチック製レ
ジ袋の無料配布

禁止

2006年度比で

レジ袋の使用料を
半減させる自主的
取決を業界と政府

が締結

小売り段階で
プラスチック製
レジ袋に課税

プラスチック製レ
ジ袋の配布を

禁止

使い捨て容器の
使用規制

導入の背景

錯乱ごみによる景
観及び野生生物

への影響

錯乱ごみによる景
観及び野生生物

への影響

錯乱ごみによる景
観及び野生生物

への影響

バイオマスプラス
チックの消費増大
による国内農業の

振興

埋立処理上の負
荷軽減及び資源

の節約

制度・協定施行前
のレジ袋使用料

30億枚（年不明） 130億枚（2006年） 15億枚（2002年） 1億枚（2006年） ―

制度施行後のレジ
袋使用料

― 100～110億枚
（2008年）

1億2000万枚
（2006年）

約50％削減（2008
年）

―

出典： 経済産業省 https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/research/h20fy/200811-2_mri/200811-2_3.pdf
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日本の事例
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全国一律にレジ袋有料化が
開始されたのは2020年7月1日だが…

先行して自治体による取り組みが19県で進められていた

先行して進めていた県19県
青森県・福島県・茨城県・栃木県・新潟県
富山県・石川県・長野県・山梨県・岐阜県
愛知県・滋賀県・鳥取県・広島県・山口県
徳島県・長崎県・大分県・沖縄県

出典：gooddo

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
2020年7月1日を境に全国一斉にレジ袋有料化が開始されましたが
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成果の一部を例に挙げると…

富山県
2008年実施～2017年時点：432店舗48事業者が賛同

マイバッグ持参率95％
新潟県佐渡市
2007年実施～2017年時点：レジ袋辞退率80％（※協力店のみ）

出典：gooddo



日本と海外の違い
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• レジ袋有料化の背景が日本の場合漠然と
している

• 海外では配布の禁止など政府が率先して
プラスチック問題に対し行動をしている

• 日本でも削減されていたが、自治体が率
先している
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3．レジ袋有料化対策の効果
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プラス面



出典：朝日新聞デジタル編集部 29



この水準が維持し続ければ
ファミリマートのみで年に…

約23億
の削減効果が予想されている

出典：毎日朝日新聞デジタル 30

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
レジ袋のコスト
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約80%

約20%

使っている
使っていない

レジ袋有料化開始してからの
エコバッグ使用率は約8割と
高い数値を出している

出典：LINEリサーチ
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マイナス面

万引きの増加・売り上げの変化・ポイ捨ての増加



レジ袋有料化によって万引きが増加
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静岡県警生活安全企画課によると…
万引きの認知件数
1月～6月 （有料化開始前）：月平均188件
7月,8月 （有料化開始後）：213件．222件

出典：読売新聞オンライン 34



出典：YAHOO！JAPANニュース

レジ袋有料化が始まってから様々な
悪質な手法によって万引きが増加している
例：未会計の商品をあたかも購入済みと

見せかけ商品を持ったまま店を立ち去るなど
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
手法そのまま商品持ち出す別のレシート用意して監視を潜り抜ける返品して料金とる



万引きの事例

8月下旬 東京都内のスーパーで70代女性の方が
計1000円相当の物を持参していたエコバッグ
に忍ばせるところを保安員が目撃し店外に
出たところを現行犯逮捕された。

エコバッグは万引き班にとっては
商品をうまく隠せるアイテム

出典：東京新聞 36

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
手法そのまま商品持ち出す別のレシート用意して監視を潜り抜ける返品して料金とる「万引き犯



買い物カゴの万引き

この数ヶ月で約20個が持ち去られている

レジ袋有料化開始前までの
1年分の紛失に相当する

出典：JIJI.COM 37

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
マイバッグを忘れた人が買い物カゴ持ち帰る例が多くなっており東京都練馬区のスーパーではレジ袋有料化が開始してからの数ヶ月で約20個が紛失している。レジ袋有料化開始前のまでの1年分の紛失に相当する。　スーパーの運営会社社長は「1個数百円のカゴが持ち去られるのは痛い。レジ袋有料化でコスト削減になるはずが、予想外の出費が続いている。」と嘆く。



参考文献：東京新聞

「会計済みをアピールするた
めにレジ袋を購入している」

「自転車のカゴに
商品を置いていく」

タクシー運転手男性

主婦
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万引き犯に間違われないか…

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
左のカギかっこ：買い忘れをした場合盗難されるリスクがあったとしても自転車のカゴに商品を置いていく
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売り上げの変化



レジ袋有料化により...
ビニール袋単体の売り上げが増加傾向にある。
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店舗売上高

809,578 837,956 
864,640 

905,941 
866,708 

899,221 884,077 

935,064 
958,818 

893,670 

750,000

800,000

850,000

900,000

950,000

1,000,000

5月 6月 7月 8月 9月

（百万）

2020 2019

出典：日本フランチャイズチェーン協会HP https://www.jfa-fc.or.jp/particle/320.html

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
このグラフは日本フランチャイズチェーン協会が出しているコンビニの月別の統計を元にグラフ化したものです。まず売り上げから見ていきますと、コロナの影響もありますが前年度と比べ減少しています。
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699.7

669.6 671.3 671.7
686.4

622.7 624.2 623.3
644.5

629.5

600
620
640
660
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700
720

5月 6月 7月 8月 9月

（円）

2020 2019

客単価
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来店者数

1,156,961 

1,251,519 
1,289,462 

1,348,735 
1,262,686 

1,444,007 1,416,362 
1,500,208 1,487,670 

1,419,593 

1,100,000

1,200,000

1,300,000

1,400,000

1,500,000

1,600,000

5月 6月 7月 8月 9月

（千人）

2020 2019
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グラフの結果

前年度より客単価は上昇している
しかし、売上高と来店者数は低下している

このことから

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
前年度と比べると客単価は高いが来店者数と売上高は低いまた、有料化実施後の7月から売上と来店者数は上がっているが、客単価が30円近く減少している
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ポイ捨て

レジ袋をゴミ袋代わりにしていた人が多くいた

そのため...

ゴミをまとめるものが有料化したことにより
ポイ捨てする人が増加

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
レジ袋をゴミ袋代わりにしている人が多いため、食べ物を購入した際に、外でものを食べ、ゴミをまとめるものがなく、ポイ捨てをする人が増加すると考えられ環境汚染の原因となりうる。



46

ポイ捨ての事例

レジ袋有料化前

主なゴミ
ペットボトル・空き缶・お菓子の包装紙

レジ袋はほとんどなし

出典：Ameba https://ameblo.jp/yoshinobu-bu1903/entry-12608271836.html

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ある農家の方の田んぼや畑には、レジ袋有料化が始まる以前よりペットボトルや空き缶、お菓子の包装紙などのごみが捨てられていたが、レジ袋が捨てられることはほとんどなかった。有料化になったことで以前よりごみをまとめる袋が買われなくなるため、この田んぼや畑にはごみが増えていく。



これまでを通しての効果
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・レジ袋に対する意識改革に成功
・レジ袋はプラスチックごみ全体の内訳から見るととても低い割合
・レジ袋有料化後エコバッグを使用した万引きや

客単価の売り上げが低下
・手軽にごみをまとめられるレジ袋が有料化したことに

よってポイ捨てが増加傾向
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過剰包装の事例

東京都内の私立高校1年生の女子高生が亀田製菓とブルボンに
1万8737人の署名を担当者に渡しました

トレーを抜くなどエコパッケージ化
を進めています

（亀田製菓）

植物由来のプラスチックに
変えるなど今後も問題解決
に努めたい

（ブルボン）

出典：東京新聞



結論
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レジ袋に着目するのではなく今日本で問題となって
いる過剰包装や容器包装などに着目したほうが
いいのではないか…


	レジ袋有料化による経済分析
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	対象となる事業者
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	ぴらすちっくの意経緯���������������������������������������������
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	この水準が維持し続ければ�　　　　　ファミリマートのみで年に…�
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	買い物カゴの万引き
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	ポイ捨て
	ポイ捨ての事例
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	結論

