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摘　　要

2020 年 7 月，全国の小売店でレジ袋の無料配布中止・有料化が一斉実施された。このことはシングル
ユースプラスチック削減のきっかけとして期待できる。この背景に 2006 年度の容器包装リサイクル法
改定後，各地で事業者，行政，市民団体によるレジ袋削減協定等が締結されるなど，熱心な活動があっ
たことは言うまでもない。ただし，全国一様に取組が行われたのではなく，有料化協定の締結に至った
地域もあれば，マイバッグ持参呼びかけにとどまった地域もある。プラスチックの総量抑制は世界的な
課題であり，レジ袋の有料化はゴールではなく，まだ多くの課題が残っている。地域ごとの取組の差の
要因は一概に説明できないが，今後のシングルユースプラスチックの削減を進めていくうえで，レジ袋
有料化の取組が 2020 年 7 月以前，全国でどこまで広がっていたか押さえておく必要があると考える。

有料化の効果についてはすでに多くの研究や調査があるが，有料化実施店での削減量を積算した報告
が多く，環境省の全国的な調査にもいくつかの限界がある。本稿では，先行研究および京都市の家庭ご
み調査から，レジ袋有料化による有料化未実施店を含めた地域単位での削減期待値を示した。

そのうえで，県単位のレジ袋有料化の取組実態を調査し，「県主導のレジ袋有料化推進の取組（協定
等）の有無」で分け，さらに県内への浸透など，計 6 類型で分けた。これにより，県単位での有料化普
及で成果をあげた地域と，取組が弱かった地域のカバー人口がほぼ同数になることを明らかにした。
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容器包装リサイクル法改正
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1．はじめに

2020 年 7 月，全国の小売店でレジ袋の無料配布
中止・有料化（以下，単に有料化）が一斉実施さ
れた。マイバッグ持参呼びかけやポイント付与に
比べて，環境省の「レジ袋に係る調査」（後述）を
はじめとして，有料化のレジ袋削減効果の高さは

すでに多くの報告があり，今後のシングルユース
プラスチック削減のきっかけとして期待できる。

全国一斉有料化は，2006 年の容器包装リサイク
ル法（以下，容リ法）の改定以降，各地で県や市
町村単位での有料化協定等の広がりの成果と考え
ることができる。本稿の筆者は，京都市での 2007
年 1 月の有料化協定 1）締結を環境 NGO の立場から



－3－－2－ 人間と環境，48巻2号，2022

支援し，2014 年の生駒市では行政職員の立場から
全市スーパーマーケット（以下，生協の店舗も含め
てスーパーと表記）16 店での有料化協定 2）締結に
関わる経験を持つ。交渉の中で，有料化に対する
スーパー側の不安や反発と直に接してきた。不安
や反発だけでなく様々な事情により，有料化協定
等の実現に至らなかった地域もあり，全国一様に
取組が進んだわけでない。

また，有料化によるレジ袋削減効果についての
研究や報告は多いが，有料化実施店舗での削減成
果を積算したものが多く，コンビニエンスストア

（以下，コンビニ）等，有料化未実施店を含めた地
域全体のごみ減量効果に関する調査や研究は少な
い。プラスチックの総量抑制は世界的な課題であ
り，レジ袋有料化はゴールではなく，まだ多くの
削減対象がある。2020 年 7 月の有料化全国一斉実
施のように，国の政策として推進できるものばか
りではなく，今後も地域での地道な啓発活動が必
要な対象もある。全国のレジ袋削減の取組につい
ては，環境省が平成 20（2008）年度以降，平成 28

（2016）年度まで全国の都道府県（以下，単に県と
表記する場合がある）および市区町村（以下，市
町村）を対象にした調査結果を公開しているが，
最終報告から全国一斉有料化の実施まで 4 年の期
間があるなど，実施前の状況を十分伝えていない。

本稿は，今後のシングルユースプラスチックの
削減をさらに推進する教訓を得るため，2020 年 7
月以前の，地域協定等県や市町村単位での有料化
の広まり等，全国一斉有料化実施前の状況につい
て押さえておく必要があると考え，2006 年度以降
2020 年までに，県および市町村単位での有料化を
含む協定方式等でのレジ袋削減がどこまで広がっ
ていたか，調査した結果を示す。

以降，2. ではレジ袋有料化による削減効果に関す
る先行研究および環境省調査の成果を確認すると
ともに，それらの限界についても触れる。あわせて
先行研究および京都市の家庭ごみ調査データから
地域単位の有料化協定によるレジ袋削減期待値を
示す。続く 3. では，全国の県単位の削減の取組調
査結果を示し，4. はまとめとして，今後のシングル
ユースプラスチックの削減の推進に向け，本稿の
調査で見えた課題を示す。

2．レジ袋有料化に関する先行研究および調査
成果の確認

2.1　レジ袋有料化の効果に関する研究
2. ではまず，2020 年 7 月の全国一斉有料化実施

以前に公表された調査および研究の中から，有料
化の効果に言及した研究成果の確認を行う。次い
で環境省による「レジ袋に係る調査」の成果を確
認するとともに，その限界についても言及する。

初めに，有料化の効果を「レジ袋辞退率」によっ
て示した調査および研究をあげる。有料化による
レジ袋削減を先導していた日本生活協同組合連合
会（日本生協連）は，2005 年 8 月全国の加盟 65
生協 1,018 店の 2004 年度のレジ袋削減取組調査結
果を発表している。それによると有料化を実施し
ている 593 店でレジ袋辞退率が 76.1％に達し，ス
タンプ・ポイント還元方式の 25.2%（31 生協 351
店）と比べ，高い削減効果を報告している 3）。

安田・白（2013）は，神奈川県内のレジ袋 5 円
/ 枚および 10 円 / 枚で有料化を実施している店
と，ポイントカード還元，スタンプ還元方式を採っ
ている店でのレジ袋辞退率について調査し，結果
として，有料化 5 円は 74.5%，有料化 10 円は 90.1%，
ポイントカード還元 20.8%，スタンプ還元 11.5%
だったことを明らかにしている。有料化による削
減効果の高さを示すとともに，「個々の店舗ごとに
有料化を広めるのではなく，都道府県・政令指定
都市など広域の地域全体でまとまって，一斉に有
料化を実践することで，飛躍的にレジ袋削減が進
むことを推測できる」との評価を示している。

地域単位でのレジ袋削減効果を示す研究とし
て，浅利ら（2008）は，京都市の家庭ごみ組成調
査でのレジ袋ごみの比率と，京都市と日本全国の
人口比および消費者アンケートから，2008 年度日
本全国の年間レジ袋使用量を 405 億枚と試算する
とともに，2003 年～2006 年度の 4 年間の京都市の
レジ袋ごみが 5,200～4,400 トンであったのに対し，
有料化協定後の 2007 年度は 3,200 トンへと大幅に
減少したとして，有料化の効果の大きさを報告し
ている。

酒井（2019）は，浅利ら（2008）と同じ京都市
の家庭ごみ調査データから，京都市民のレジ袋使
用枚数が 2007 年度調査の 310 枚 / 人・年から，
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2017-2018 年の調査で 150 枚 / 人・年になったこと
を示し，有料化等の取組によりレジ袋使用枚数に
対して「半減の効果は期待できる」と評価した。

2.2　スーパー以外の小売店を含めたレジ袋削減
について

名古屋市では，スーパーだけでなく百貨店，ド
ラッグストア，酒販店など，コンビニを除く地域を
あげたレジ袋有料化を実現していた。全市有料化
実施前の 2007 年度以降，各年度の有料化実施店で
の削減枚数と削減重量，CO2 削減効果の試算デー
タをウェブサイトで公開している 4）。

ひょうごレジ袋削減推進会議の「レジ袋削減の
進捗状況」は，2007 年度のコンビニを含む兵庫県
内小売店でのレジ袋削減枚数を報告している 5）。総
削減枚数 5,219 万枚のうち半数以上の 2,637 万枚が
コンビニ（10 社）での削減で，コープこうべの削
減は 1,701 万枚としている。コープこうべは同年 6
月から全店での有料化を実施していたが 6），コンビ
ニ 10 社の兵庫県内での事業規模はコープこうべの
ほぼ 10 倍あり，もともとの配布枚数の多さが削減
枚数に反映したという 7）。多くの地域でコンビニの
レジ袋削減が進展しなかったことや，近年のコンビ
ニの売上伸長を考えると，レジ袋有料化実施店の
削減枚数を見るだけでは，地域全体のレジ袋の削
減状況の把握につながらないことが同報告からわ
かった。

碓井・田崎（2016）は，2007 年から 2011 年ま
での 5 年間の，容リ法に基づくスーパーとコンビ
ニの事業所別，容器包装多量利用事業者報告から，
スーパーの「有償」の取組実施率が 37.8%，コン
ビニが 4.6% と報告されていたことを明らかにし
ている。スーパーやコンビニで有償提供される容
器包装としてレジ袋以外考えにくく，スーパーと
比べてコンビニでのレジ袋有料化の取組が普及し
ていなかったことを明らかにするとともに，「有償
化だけが有意な減量効果を持つ」との評価を示し
ている。

2.3　環境省による「レジ袋に係る調査」
環境省は全国の都道府県，市区町村から回答を

得たアンケートをもとにした「レジ袋に係る調査」
を平成 20（2008）年度以降，平成 28（2016）年度

版まで 9 年間実施し，結果を公開している 8）。最初
に公開された平成 20（2008）年度調査で，レジ袋
削減の取組手法として，（a）全廃・有料化手法，

（b）全廃・有料化以外の手法，（c）有料化・有料
化以外を問わず事業者に削減手法の選択を委ねる
手法等の 3 つの類型を示した。同調査報告では，県
単位でのレジ袋有料化を実施している県として，
富山県など 8 県をあげ，富山県では 2008 年 4 月の
有料化実施以降マイバッグ持参率が 94% に向上
し，9 月末までの半年間にレジ袋が 6,447 万枚削減
されたと報告している。

平成 23（2011）年度調査では，47 都道府県，19
政令市，41 中核市，23 特別区，計 130 自治体から
回答を得て，有料化実施店のレジ袋辞退率の平均
値として，実施前の 30% が実施後 86% に向上した
と報告している。

最後に公開された平成 28（2016）年度調査 9）に
は，全国の市町村ごとの詳細なレジ袋削減の取組
が掲載されている。同報告には，有料化を含むレ
ジ袋削減の取組内容や今後の予定，取組の根拠と
なる計画や条例，有料化の場合は協定の有無と参
加主体，有料化参加業種ごとの実施店舗数，取組
によるレジ袋削減量（枚数）などの項目があり，
この中のレジ袋削減量（枚数）の報告には，有料
化に限らず様々なレジ袋削減の成果について市町
村からの回答が掲載されている10）。それを見ると，
アンケートを返送した 1,741 市町村のうち，取組
前後のいずれかで枚数または重量を報告している
のは 43 市町村にとどまり，取組前後両方のデータ
を報告しているのは山形県南陽市（枚数のみ），名
古屋市，三重県御浜町（重量のみ），京都市，広島
県三次市の 5 市町に限られる（表 1）。うち南陽市
と御浜町，名古屋市は取組後の枚数または重量が
増えている。これは取組により削減された枚数ま
たは重量を報告していると見られる。逆に，三次
市は取組後の枚数および重量が，取組前の 17 分の
1 に減っている。これはレジ袋有料化に取り組ん
だ店舗でのレジ袋配布数と見られる。京都市の場
合は，後述のように家庭ごみの組成比から得られ
たレジ袋ごみの年間発生量の試算データが掲載さ
れている。
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2.4　先行研究および京都市のごみデータから見
た有料化の効果

この項では，京都市の有料化協定と家庭ごみ組
成調査に触れ，同調査のデータをもとに，京都市で
レジ袋有料化協定締結前の2005年度から全国一斉
有料化直前の2019年度にかけてのレジ袋ごみ削減
量について試算する。

京都市では，2007 年 1 月以降，市内の流通事業
者，市民団体，行政の三者協定によるレジ袋有料
化が推進され 11），2015 年には市内のほぼ全ての
スーパーでの有料化が実現した。京都市での協定
参加事業者のうち有料化を実施した事業者は，

2018 年 12 月末にはスーパー 26 事業者（172 店）
で，ほぼ全店をカバーしていたが，酒販事業者は 1
社（30 店）12）で，ドラッグストアやコンビニからの
参加はなかった。

レジ袋有料化の成果について，京都市の家庭ご
み組成調査から見ることができる。京都市は 1980
年から京都大学環境保全センター（現，環境科学
センター）の協力を得て，市民から収集した家庭
ごみの詳細な組成調査を行ない，翌 1981 年からレ
ジ袋ごみの組成比を記録している。家庭ごみには，
燃やすごみと資源ごみ（缶・びん・PET ボトル，
プラスチック製容器包装）を含んでいる。その結

表 1　環境省「レジ袋に関する調査」平成 28 年度版に見る「レジ袋削減効果の報告」

出典：環境省「レジ袋に関する調査」（平成 28 年度版） 
https://www.env.go.jp/recycle/yoki/c_1_questionnaire/shoppingBagH28.html　2021 年 3 月 20 日確認
名古屋市の「枚 / 月・実施後」は環境省資料でエラー表示になっていたため，実施前と同重量（1 枚約 7 g）
で筆者試算
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実施前 実施後 実施前 実施後 実施前 実施後

山形県 南陽市 217,558 234,697 — — 2008年11月 2009年9月 44

愛知県 名古屋市 1,850,000 18,903,333 13,000 132,000 2007年9月 2016年3月 145

三重県 御浜町 — — 7,257 7,526 2015年4月 2016年4月 153

京都府 京都市 3.5億枚/年 3.3億枚/年 3,200t/年 2,800t/年 2013年度 2015年度 162

広島県 三次市 1,679,850 97,636 13,438 781 2011年10月 2013年9月 201

出典資

料での

掲載
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レジ袋削減効果の報告
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図 1　京都市の家庭ごみ排出量とレジ袋ごみの割合
出典：京都市環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課提供資料より 筆者作成
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果をもとに，家庭ごみおよびプラスチック製容器包
装ごみ中のレジ袋ごみの組成比（重量比）と収集
量を図 113）に示す。図 2 は，家庭ごみ収集量にレジ
袋ごみの比率を乗じ，レジ袋ごみの排出量を試算
したものである。

図 1 を見ると，家庭ごみ全体の収集量が減るな
か，家庭ごみおよびプラ製容器包装ごみともに，
レジ袋ごみの比率が低下していることがわかる。
図 2 は推計値だが，家庭ごみ中のレジ袋ごみの量
が，協定締結前の 2005 年度の約 5,000 トンと比べ
て 2019 年度は約 2,500 トンでほぼ半減したことが
わかる 14）。市民が排出するごみの中のレジ袋の量
や率の低下は，地域全体でのレジ袋使用量の減少
を反映していると考えられる。レジ袋の多くは短
期間でごみとして排出されるため，ごみ排出量を
通じて地域全体でのレジ袋使用量の減少を知るこ
とができる。

このことは，「レジ袋半減の効果が期待できる」
とした酒井（2019）の他，広域での有料化一斉実
施により，「飛躍的にレジ袋削減が進むことを推測
できる」と評価した安田・白（2013）や，「有償化
だけが有意な減量効果を持つ」と評価した碓井・田
崎（2016）の成果を裏付けるものといえるだろう。

3．レジ袋有料化の取組の広がり

3.1　全県単位のレジ袋有料化の広がり
レジ袋有料化の取組は全国各地で行われていた

が，全国で同じように取り組まれたわけではない。
3. では，本稿の目的である，地域をあげたレジ袋有
料化の取組の全国への広がりと取組内容につい
て，全国の自治体に行なった調査の結果を示す。

まず，市域全体のレジ袋有料化では，2007 年 9
月の三重県伊勢市 15）（同月中に 7 事業者で有料化
開始），県単位では 2007 年 11 月（開始 2008 年 4
月）の富山県 16）が全国初の取組となった。いずれ
の地域でも地元の事業者，行政，市民団体等が利
害を超えるため討議を重ね，レジ袋有料化を推進
する協定締結が実現している。その後，この動き
は全国に広まった。

全国の動きとして，環境省レジ袋有料化検討小
委員会の資料 17）に 2019 年度現在，県単位でレジ
袋有料化等を進めているとして青森県，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，沖縄県の
計 19 県が掲載されている。この他にも市町村単位

図 2　京都市の家庭ごみ中のレジ袋排出量
　レジ袋ごみの量は，家庭ごみ収集量に家庭ごみ組成調査で得られたレジ袋
ごみの率をかけ筆者試算。「家庭ごみ中のレジ袋ごみ」は，プラ製容器包装
ごみを除いた家庭ごみ中のレジ袋ごみを試算したもの。
出典：京都市環境政策局循環型社会推進部資源循環推進課提供資料より 筆者作成
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のレジ袋有料化協定がほぼ全域に広がった県とし
て，宮城県 18），山形県 19），福井県 20），三重県 21），
島根県 22），熊本県 23）があり，北海道 24），兵庫県 25），
静岡県 26）で人口比半数以上が居住する市町村でレ
ジ袋削減協定が締結され，和歌山県では県内全域
を対象にしたレジ袋削減協定が締結された。

上記 29 道県以外に所在する市のうち，政令指定
都市では，京都市，北九州市 27），福岡市 28），中核
市では豊中市，吹田市，高槻市 29）などでも協定方
式により，スーパー等での有料化が実施され，他
特別区の杉並区が条例制定により地域単位でのレ
ジ袋削減に取り組んでいた。

3.2　レジ袋削減協定の取組内容
取組の中身について見る必要がある。環境省レ

ジ袋有料化検討小委員会の資料で，県単位でレジ
袋有料化等を進めているとされた 19 県のうち，新
潟県の場合 30），佐渡市のみでの有料化実施事業者
が 5 つあり，県内の有料化実施事業者の半分を占
めていた。長崎県の場合 31），協定に基づき 9 事業
者 22 店で有料化が実施されていたが，うち 16 店
は上五島町（離島）での実施だった。19 県以外の
和歌山県 32）は，県単位の協議会による取組はある
が，県内最大手スーパーの有料化実施店は 48 店中
14 店にとどまっていた。神奈川県 33）では 2009 年
5 月「レジ袋の削減に向けた取組の実践に関する宣
言」発足式が行われ，2018 年現在 944 店が参加し
ていたが，レジ袋有料化取組店は 138 店（14%）
だった。他，市町村単位のレジ袋削減協定の中に
は，本社方針でレジ袋有料化を全国で実施してい
る大手スーパーと地域生協のみが対象という場合

もあった。
このように各県の取組はそれぞれ異なってい

た。その特徴について県および県内主要市のウェ
ブサイトや電話取材などで調査を行い，レジ袋有
料化の取組状況をまとめ，環境省が「レジ袋に関
する調査」平成 20 年版に示した 3 つの類型より細
かな分類を試み，これに当てはめた。分類として，
まず「県主導のレジ袋有料化推進の取組（協定等）
の有無」で分け，取組がある場合，「（A1）全県に
レジ袋有料化が普及している」と「（A2）レジ袋有
料化が全県に広がっているわけではない」で分け
た。県主導のレジ袋有料化推進の取組（協定等）が
ない場合，「（B）複数の市町村で，レジ袋有料化を
主とした協定が締結されている」と「（C）県内の
一部の地域，または一部の店舗でのみ有料化を実
施」に分け，前者については，県内への浸透の程
度によって 3 段階に分けた。この分類を以下の図 3
で示す。表 2 は，全国レジ袋有料化一斉実施前の
各県の取組状況と人口を調べ，図 3 の分類にあて
はめたものである。

3.3　調査まとめ
3. で調査した県単位，市町村単位の有料化の広

がりを表 2 に示した。県単位で協定等により有料
化に取り組んだ A1 型は 16 県で人口の合計は約
2,271 万人だった。市町村単位での有料化の取組が
ほぼ県内全域に広がったB1型は7県1,735万人で，
A1 型と B1 型を合わせた 23 県の人口は約 4,000 万
人になった。有料化の実施が一部の地域や店舗に
とどまった C 型は 12 都県あり，該当地域の人口は
約 3,286 万人だった。中間的な A2 型は 5 県 2,114

図 3　県レベルのレジ袋削減の取組分類
　　　出典：筆者作成
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万人，B2 型は 6 道府県 2,288 万人，B3 型は 2 府県
1,020 万人だったが，A2 型の 5 県の中には，県単
位の協定等はあるが，有料化実施店が限られ，取
組内容が C 型と大差のない県も複数あった。B3 型
の 2 府県も有料化が実施された地域の人口は，府
県全域の 20 から 30% だった。

そもそも，全県単位や全市単位のレジ袋有料化
協定等でも，コンビニをはじめスーパー以外の参
加が得られなかった地域がある一方，クリーニング
店やホームセンター，ドラッグストア，零細小売店
も含めた一斉実施を実現した地域があり，全県，全
市といっても取組の強度は異なる。本稿の調査は，

表 2　全国のレジ袋有料化の取組と各県の人口表 2 全国のレジ袋有料化の取組と各県の人口 

 

*人口は、令和 2(2020)年 1月 1日住民基本台帳人口より。総務省自治行政局 2020年 8月 5日発表 

**県単位の協定がない場合、最も早い市町村協定の締結日を記入している。 

出典：各都道府県および主要市ウェブサイトまたは電話取材により筆者作成 

  

北海道 5,267,762 Ｂ２ 2008.5.21 市単位での有料化協定が広まる。札幌市,函館市,旭川市,室蘭市,帯広市,北見市,苫小牧市など。

青森県 1,275,783 Ａ１ 2008.12.18 「青森県におけるレジ袋削減推進に関する協定」のもと、県内54事業者304店舗 がレジ袋有料化実施。

岩手県 1,235,517 Ｃ 県の取組は「エコショップいわて認定店制度」、盛岡市の削減協力店制度でも有料化は63店中2店。

宮城県 2,292,385 Ｂ１ 2008.10.17 仙台市を除く全県実施は2009年2月2日。仙台市は県の協定とは別に市内事業者と協定締結（2007年5月）。

秋田県 985,416 Ｃ 県協定は「マイバッグ推進運動」21事業者660店が参加(2020年6月現在)。由利本荘市でレジ袋有料化実施。

山形県 1,082,296 Ｂ１ 2008.3.27 山形市を除く県内21市町でレジ袋有料化協定を締結。山形市は2008年7月1日からレジ袋有料化実施。

福島県 1,881,981 Ａ１ 2009.4.14 「ストップ・ザ・レジ袋実施店」県内461店でレジ袋有料化実施(2019年11月1日現在)。

茨城県 2,921,436 Ａ１ 2009.3.27 スーパーを対象とした全県レジ袋有料化の取組推進。26市町村27事業者272店参加(2013年4月1日現在)。

栃木県 1,965,516 Ａ１ 2009.12.5 「栃木県におけるレジ袋削減に関する協定」県及び市町協定締結。25事業者68店舗（2019年9月1日現在）。

群馬県 1,969,439 Ｃ 県内14市町の店頭で啓発活動やレジ袋有料化意向アンケートを実施。

埼玉県 7,390,054 Ａ２ 2008.9.22 県協定に18事業者362店参加。県WEBに成果等の記載がない。川口市が市単位で有料化実施(2008年11月)12社20店舗。

千葉県 6,319,772 Ｃ ちばレジ袋削減エコスタイルで啓発活動。千葉市内コンビニ3店でごみ袋のレジ袋代用実験(2020年2月)。

東京都 13,834,925 Ｃ 杉並区でレジ袋有料化条例制定。八王子市で9店有料化（2019年7月現在）。

神奈川県 9,209,442 Ａ２ 2009.5.12 神奈川県におけるレジ袋の削減に向けた取組の実践に関する宣言。2018年度32社994店中有料化138店(14%)。

新潟県 2,236,042 Ａ２ 2009.3.30 有料化実施の協定事業者9社のうち、佐渡市内でのみ有料化実施事業者が5社。

富山県 1,055,999 Ａ１ 2008.3.5 2008年3月5日、国内で最も早く県単位のレジ袋有料化協定を締結した。4月1日開始。開始時25事業者。

石川県 1,139,612 Ａ１ 2009.3.27 2009年6月からスーパー161店等計430店舗が有料化実施(金沢経済新聞2009年5月28日)。

福井県 780,053 Ｂ１ 2007.10.1 8市4町451店で有料化実施（17市町のうち12市町、人口比90%以上で実施）。

山梨県 826,579 Ａ１ 2008.6.10 「山梨県におけるマイバッグ等の持参促進及びレジ袋削減に関する協定」締結。18事業者107店舗が参加。

長野県 2,087,307 Ａ１ 2013.5.23 県内23事業者173店で2013年6月24日無料配布中止開始（下伊那地域ではそれ以前から実施）。

岐阜県 2,032,490 Ｂ１ 2007.12.14 2007年12月14日の輪之内町を皮切りに2009年4月までに全県市町村で有料化協定締結。

静岡県 3,708,556 Ｂ２ 2008.9.2 県内16市町で有料化実施（各市WEBより）。人口比63%　2009年4月現在。

愛知県 7,575,530 Ｂ１ 2008.2.28 2008年2月名古屋市緑区以降,2012年度までに県内のほとんどの市町(38市10町236店)で有料化協定締結。

三重県 1,813,859 Ｂ１ 2007.9.21 2007年9月伊勢市から始まり、2012年4月までに県内の全29市町でレジ袋有料化協定締結。

滋賀県 1,420,948 Ａ１ 2013.2.15 「滋賀県におけるレジ袋削減の取組に関する協定。41事業者が有料化実施（2017年度現在）。

京都府 2,545,899 Ｂ２ 2007.1.10 2007年1月京都市でレジ袋有料化協定、2019年8月亀岡市でレジ袋有料化(2020年8月禁止条例制定)。

大阪府 8,849,635 Ｂ３ 2018.2.18 北摂10市町（人口180万人）でレジ袋有料化協定を締結（府人口の約20%の居住地域）。

兵庫県 5,549,568 Ｂ２ 2007.12.22 県協定ではなく地域生協が県内19市町村それぞれと協定締結。うち13協定は他の小売業者も入って締結。

奈良県 1,353,837 Ｂ３ 2013.10.31 生駒市全スーパーと奈良市の一部（18店、2019年11月現在）で有料化実施（県人口の30%弱が居住）。

和歌山県 954,258 Ａ２ 2008.12.2 わかやまノーレジ袋推進協議会が県協定を推進。県内最大手スーパーの3分の2、地域生協で有料化未実施。

鳥取県 561,175 Ａ１ 2012.4.24 鳥取県東部地域（1市4町）から始め、スーパー10事業者50店で有料化を実施。

島根県 679,324 Ｂ２ 2010.2.22 松江市、浜田市、出雲市、江津市などで有料化協定締結。

岡山県 1,903,627 Ｃ 県内和気町でレジ袋有料化を実施。

広島県 2,826,858 Ａ１ 2009.8.27 「広島県におけるマイバッグ等の持参とレジ袋削減推進に関する協定」締結時に24事業者約380店参加。

山口県 1,369,882 Ａ１ 2009.1.22 2009年4月からスーパー等60事業者318店、クリーニング118事業者724店でレジ袋有料化実施。

徳島県 742,505 Ａ１ 2009.8.27 「レジ袋削減等に関する協定、県内食品スーパーの8割以上の店(19事業者)でレジ袋有料化実施(2019年)。

香川県 981,280 Ｃ 高松市で協定締結。ただし2020年度より前に有料化を実施していたのは、大手全国スーパー2店のみ。

愛媛県 1,369,131 Ｃ 新居浜市で2009年度からレジ袋有料化を10事業者31店で実施。

高知県 709,230 Ｃ 2009年11月「土佐から始まる環境民権運動推進協定」を13社と締結。レジ袋有料化推進の協定ではない。

福岡県 5,129,841 Ｂ２ 2007.12.3 県は「ふくおかプラごみ削減協力店」を募集。福岡市、北九州市で協定締結（県人口のほぼ半数）。

佐賀県 823,810 Ｃ マイバッグ・ノーレジ袋推進店に844店が登録(2019年7月末現在)。レジ袋有料化実施店は記載なし。

長崎県 1,350,769 Ａ２ 2011.11.2 9事業者22店で有料化が実施されているが、うち16店は上五島町（離島）での実施。

熊本県 1,769,880 Ｂ１ 2009.10.22 県内45市町村中41市町村でレジ袋有料化実施(2013年2月現在)。ばってん（熊本県環境情報誌）No.41より。

大分県 1,151,229 Ａ１ 2009.3.3 2009年6月から県内の多くの食品スーパー等でレジ袋の無料配布が中止されている。

宮崎県 1,095,903 Ｃ 県WEBに「宮崎県みやざきマイバッグ推進県民運動」の紹介があるが、取組内容や成果の記載見当たらず。

鹿児島県 1,630,146 Ｃ 「鹿児島県マイバッグキャンペーン」を毎年10月にキャンペーン実施。有料化実施店は20店(2019年)。

沖縄県 1,481,547 Ａ１ 2008.8.6 県内11事業者でレジ袋有料化実施（2009年2月現在）。

合計 127,138,033

住民基本台帳

人口(2020年1月

1日現在:人)*

都道府県

名

協定締結日

**

レジ袋有料化全国一斉実施（2020年7月）以前の取組

（2020年12月1日から2021年3月31日にかけての各県のWEBサイトおよび電話取材などから）

類

型

* 人口は，令和 2（2020）年 1 月 1 日住民基本台帳人口より。総務省自治行政局 2020 年 8 月 5 日発表
** 県単位の協定がない場合，最も早い市町村協定の締結日を記入している。
出典：各都道府県および主要市ウェブサイトまたは電話取材により筆者作成
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その強度の差を反映していないが，2020 年 7 月の
レジ袋全国一斉有料化が実施される前に，地域単
位のレジ袋有料化を実施していたのは A1 型と B1
型のほぼ全域，B2 型の半分強，A2 型と B3 型の一
部で 34），全人口の半分ほどの地域に達していたと
思われる（表 3）。

4．まとめ

レジ袋有料化の全国一斉実施は，海洋プラス
チック問題への関心の高まりや G20 大阪サミット
の開催など国際的な要請のもと国策として実施さ
れたが，全国各地の地道な活動があって国民の理
解が得られたことは間違いない。ただし，2006 年
の容リ法改定以降も，レジ袋有料化に抵抗感を抱
くスーパーは多く，事業者の懸念を払拭して地域
単位での有料化を実現した地域と，マイバッグ持
参呼びかけ活動などにとどまった地域がある。

本稿の調査では，有料化によるレジ袋削減効果
の高さを確認した。一方，削減成果を把握してい
る市町村が少なく，把握している場合でも評価指
標が様々だった。評価指標の中でレジ袋辞退率（枚
数）がよく用いられるが，削減活動へのコンビニの
参加が不十分な状況のもとでは，レジ袋有料化実
施店での辞退率（枚数）を見るだけでは，地域の
レジ袋使用状況を把握できないことも明らかにし
た。また，レジ袋有料化の全国一斉実施以前に，人
口比でほぼ半分の地域で，地域単位のレジ袋有料
化協定等が実現していたことと，実現に至らな
かった地域もほぼ同程度あることもわかった。

プラスチックの使用量削減は地球規模の課題で
ある。レジ袋の削減はプラスチックに頼り過ぎた暮
らしを見直すきっかけであり，ここがゴールではな
い。今後もレジ袋に限らず，地域の地道な活動が

必要である。そのため，レジ袋の削減で先行的な
取組が行われた地域にはどのような特徴があった
か，そこに至らなかった地域との違いについて更な
る研究が必要だろう。

ところが，すでに過去の取組報告にアクセスで
きなくなっている自治体ウェブサイトもある。一
方，京都市は次期京都市循環型社会推進基本計画
で，2030 年度の計画目標として家庭ごみ（資源ご
み含む）中のレジ袋ごみを 2018 年度比 7 分の 1 に
設定しようとしている（本稿執筆時。PET ボトル
は同期間半減を目標）。隣接する亀岡市では，有料
化ではなくプラスチック製レジ袋の配布禁止条例
が施行された 35）。そのための新たな工夫や協働が，
企業や市民団体を巻き込み生まれようとしている。

レジ袋の全国一斉有料化は実現したが，世界か
ら見れば実現までにずいぶんと時間がかかった。
各地のレジ袋削減運動を進めてきた市民団体の活
動実践者の高齢化が進んでいる 36）。地道に活動を
盛り上げ，全国的なうねりを創り出す力が，「地域」
に残されているだろうか。これまでと違う工夫や手
法，参加機会の創出で，新たな関心層を獲得する
必要があるだろう。

謝辞
調査にご協力いただいた各市および関係団体担

当者に感謝を申し上げます。

注
1 ）京都市レジ袋有料化推進懇談会（座長郡嶌孝同志

社大学教授（当時））の協議による成果。
　https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/ 

0000000156.html　2020 年 12 月 23 日確認
2 ） 2013 年 10 月 30 日マイバッグ等の持参促進及びレ
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以上 

類型 A1型 A2型 B1型 B2型 B3型 C型

有料化の実施 協定等により全県で実施 全県ではない ほぼ全市町村 人口比半数以上 人口比半数未満 一部の地域や店舗

該当

都道府県

青森県、福島県、茨城県、栃

木県、富山県、石川県、山梨

県、長野県、滋賀県、鳥取

県、広島県、山口県、徳島

県、大分県、沖縄県

埼玉県、神奈

川県、新潟

県、和歌山

県、長崎県

宮城県、山形

県、福井県、

岐阜県、愛知

県、三重県、

熊本県

北海道、静岡

県、京都府、

兵庫県、島根

県、福岡県

大阪府、奈良

県

岩手県、秋田県、群馬

県、千葉県、東京都、

岡山県、香川県、愛媛

県、高知県、佐賀県、

宮崎県、鹿児島県

都道府県数 15県 5県 7県 6道府県 2府県 12都県
人口(人) 22,708,357 21,140,565 17,346,493 22,880,950 10,203,472 32,858,196
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ジ袋有料化に関する協定締結。生駒市と市内 12 事
業者 16 店舗，生駒市環境基本計画推進会議（ECO-
net 生駒）の三者で締結

3 ）日本生活協同組合連合「日本生協連はレジ袋有料
化には 法制化が必要であると考えます」（2005 年 8
月 25 日）より　https://jccu.coop/info/suggestion/ 
2005/20050825.html　2020 年 12 月 2 日確認

4 ）名古屋市は，2009 年 4 月の全市レジ袋有料化実施
前から各年度のレジ袋削減枚数および重量の試算
データを公開している。https://www.city.nagoya.
jp/kankyo/page/0000009947.html　2021 年 3 月 20
日確認

5 ）「ひょうごレジ袋削減推進会議」におけるレジ袋
削減の進捗状況について　https://www.kankyo.
pref.hyogo.lg.jp/application/files/5814/5344/1499/
6f527410270743427b253aabb6e31a02.pdf　2021 年 3
月 20 日確認

6 ）コープこうべのレジ袋削減の経緯については，宮
地（2008）が詳しい。

7 ）兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課への電話
取材による。2021 年 3 月 31 日

8 ）環境省「レジ袋に関する調査」http://www.env.
go.jp/recycle/yoki/c_1_questionnaire/　2020 年 12
月 23 日確認

9 ）環境省「レジ袋に関する調査」平成 28 年度版
　http ://www.env .go . jp/recyc le/yoki/c_1_

questionnaire/pdf/h28.pdf#page=1　2020 年 12 月
23 日確認

10）同報告には幾つか誤記載と思われる箇所がある。
青森県と沖縄県は，県単位で有料化実施協定が締結
されているが，両県内市町村の有料化実施店は沖縄
県の 1 町を除いて記載がない。また，茨城県 M 市

（人口約 7 万人）でのレジ袋有料化実施店としてスー
パー 305 店，クリーニング 348 店（p.57），富山県
Tn 市（人口約 5 万人）はスーパー 135 店，クリー
ニング 148 店，ドラッグストア 126 店，ホームセン
ター 23 店と記載されている（p.119）。神奈川県 Ys
市のレジ袋削減協定の締結日は「昭和 20 年 10 月 29
日」と記載され （p.100），奈良県 Kh 市ではスーパー
7 店で有料化実施と記載されている（p.183）が，市
内の一部スーパーの有料化実施は 2020 年 4 月から。
香川県 Tm 市の場合，2019 年度以前の有料化実施
は，特定の大手スーパーのみだったが，コンビニを
含む 39 店で有料化実施と記載されている（p.212）。

11）前掲2による。https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/ 
page/0000000156.html　2020 年 12 月 23 日確認

　参加事業者数スーパー 27，酒類販売 1（以上有料
化），大学生協 2，商店街 3，2016 年 3 月現在

12）京都市環境政策局「レジ袋削減協定の経緯と現状

及び今後の展開案について」より。https://www.
city.kyoto.lg.jp/templates/shingikai_kekka/
cmsfiles/contents/0000250/250967/8_06_shiryo5-3.
pdf　2020 年 3 月 10 日確認

13） 家庭ごみは，燃やすごみと資源ごみ（缶・びん・
PET，プラ製容器包装）の合計。グラフ中「家庭ご
みのレジ袋ごみの比率」は，プラ製容器包装ごみを
含めた家庭ごみ全体のレジ袋ごみの比率。

14） 京都市の人口は，2006 年 10 月の 1,474,625 人から，
2019 年 10 月の 1,466,264 人へと 0.6% 減少している。
https://www2.city.kyoto.lg.jp/sogo/toukei/
Population/Suikei/#t1　2021 年 2 月 20 日確認

15） NPO 法人環境市民「市民活動の未来を拓く環境セ
ミ ナ ー」 朴 恵 淑 三 重 大 学 教 授（ 当 時 ） 講 演

（2012.10.31） よ り http://www.kankyoshimin.org/
modules/blog/index.php?content_id=251　2021 年
2 月 20 日確認（記事執筆筆者）

16） 富山県：レジ袋の無料配布の取止めについて 
http://www.pref .toyama.jp/cms_sec/1705/
kj00010807-002-01.html

　2008 年 3 月 5 日，国内で最も早く県単位のレジ袋有
料化協定を締結した。4 月 1 日開始。25 事業者

17） 2019 年 11 月 1 日開催 , 環境省レジ袋有料化検討小
委員会（第 3 回）の配布資料「レジ袋有料化に係る
背景について」

18）宮城県：みやぎレジ袋使用削減取組協定取組内容
　https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/junkan/

index2.html　2021 年 1 月 20 日確認
　仙台市は独自の協定締結を進め，それ以外の市町村

での協定は県が関与して広めた。
　仙台市ワケルネット　https://www.gomi100.com/ 

3r/abc/000373.php　2021 年 1 月 20 日確認
19）山形県：2008 年の東根市での協定から始まり，

2009 年度中にほぼ全県の市町村にレジ袋有料化協
定が広まった。https://www.env.go.jp/recycle/yoki/ 
c_1_questionnaire/pdf/h23/5_3.pdf　2021年1月20
日確認

20）福井県：17 市町のうち 8 市 4 町 451 店でレジ袋有
料化実施（人口比 90% 以上で実施，2019 年 4 月現在）  
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/junkan/ippan/ 
reji.html　2021 年 1 月 20 日確認

21）三重県：レジ袋有料化についての三重県市町の概
要　https://www.pref.mie.lg.jp/eco/gomizero/ 
12701006695.htm　2021 年 11 月 20 日確認

22）島根県：市町単位の協定が広がっている。松江市，
安来市，江津市，出雲市，大田市など。

23） 熊本県：「県内 45 市町村のうち 41 市町村でレジ袋
無料配布中止（有料化）の取組が始まっています」
ばってん（熊本県環境情報誌）No.41 より　https://
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www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/ 
20711.pdf　2021 年 11 月 20 日確認

24） 北海道：県単位ではなく，市単位でのレジ袋有料
化協定が広まる。例）札幌市は 2008 年 5 月以降 2009
年 1 月までに 13 事業者 160 店で有料化実施（2017
年現在，同市ウェブより）。他，函館市，旭川市，室
蘭市，帯広市，北見市，苫小牧市，江別市，伊達市，
千歳市，登別市などで実施されている。

25） 兵庫県：県協定はないが，コープこうべが兵庫県
内 19 市町村と協定締結し，うち 13 協定は他の小売
業者も入れて締結している。神戸市（西区，北区），
姫路市，西宮市，明石市，加古川市などで有料化地
域協定が締結されている。コープこうべとイオン系
のみが有料化を実施している市町もある。

26） 静岡県：2009 年 4 月までに県内 16 市町（掛川市，
島田市，磐田市，袋井市，森町，御殿場市，静岡市，
牧ノ原市，御前崎市，菊川市，三島市，浜松市，川
根本町，長泉町，裾野市，吉田町）で有料化実施。
人口比 63% 

27） 北九州市：2018 年 3 月 28 日協定締結，6 月からレ
ジ袋有料化開始。開始時，7 事業者 81 店舗で有料化
実施。https://www.nishinippon.co.jp/item/n/ 
405235/　2020 年 11 月 20 日確認

28） 福岡市：2007 年 12 月協定締結。2014 年 7 月現在，
34 事業者 588 店が参加し，レジ袋有料化実施店は 10
事業者 305 店だが，うち 4 事業者 242 店はクリーニ
ング店（有料化実施店の 80%）。https://www.city.
fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/25170/1/gaiyou.
pdf?20170329174101　2020 年 11 月 20 日確認

29） ここに記載した 3 市を含む大阪府北摂 10 市町で
2018 年 2 月 18 日レジ袋有料化協定締結。カバー人
口 約 180 万 人 で 府 人 口 の 約 20%。https://www.
sankei.com/west/news/180214/wst1802140059-n1.
html　2020 年 11 月 19 日確認

30） 新潟県：レジ袋削減県民運動。協定締結社と宣言
事業者があり，協定事業者（有料化実施）の 9 社中，
佐渡市内でのみ有料化実施事業者は 5 社。宣言事業
者 22 社のうちレジ袋辞退率 70% 以上は 2 社のみ

（2019 年 度 実 績 ）。https://www.pref.niigata.lg.jp/
uploaded/attachment/235533.pdf　2021 年 11 月 20
日確認

31） 長崎県：9 事業者 22 店の有料化実施店のうち 16
店が上五島町（離島）。残り 6 店はすべてイオン系
ス ー パ ー。https://www.pref.nagasaki.jp/shared/
uploads/2013/12/1386667187.pdf　2021 年 11 月 20
日確認

　協定締結日は，長崎県県民生活環境部資源循環推進課
循環型社会推進班への取材による。2021 年 3 月29日。

32） 和歌山県：わかやまノーレジ袋推進協議会 実施事
業者取り組み一覧表 2020 年 1 月現在　https://
www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032000/kyogikai/
index_d/fil/R2-torikumi.pdf　2021 年 11 月 20 日確
認

33） 神奈川県：平成 30 年度レジ袋削減に関する取組報
告の内容（32 社 994 店舗）より　https://www.pref.
kanagawa.jp/docs/p3k/cnt/f6754/p1175754.html  
2020 年 12 月 20 日確認

34） C 型とした都県でも，秋田県由利本荘市，東京都
杉並区，岡山県和気町，愛媛県新居浜市などで，地
域協定や条例に基づくレジ袋有料化が実施されて
いた。

35） 世界に誇れる環境先進都市・亀岡市を目指す　未
来のために，私たちにできること　https://www.
city.kameoka.kyoto.jp/site/kankyou/ 2021 年 2 月
26 日確認

36） 国立研究開発法人国立環境研究所「日本の環境
NPO/NGO の活動と課題についてのアンケート調
査結果（お知らせ）」2021 年 4 月 9 日などより　
h t t p s : / / w w w . n i e s . g o . j p / w h a t s n e w / 
20210409/20210409.html　2021 年 4 月 20 日確認
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