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1  消費者等への家電リサイクルの普及啓発活動

1.1  製造業者等による普及啓発の取組

（1）家電リサイクルプラントによる普及啓発活動

2020年度も循環型社会形成につながるリサイクル関連の
イベントが全国各地で開催されました。全国各地の家電リサ
イクルプラントは、地域貢献と普及啓発活動の一環として、イ

ベントへの来場者に家電リサイクルの重要性・大切さを身近
に知ってもらうため、各イベントに積極的に参加しています。.

家電リサイクルプラント名 イベント名 開催日 主催者

パナソニック.エコテクノロジー
センター株式会社

SDGs オンラインイベント.
「家電リサイクルの大切さを一緒に学ぼう！」2021年1月23日 パナソニックセンター東京

エコプロOnline.2020 2020年11月25日～28日 日本経済新聞社、
（一社）サステナブル経営推進機構

拓南商事株式会社 第 44回沖縄の産業まつり　分散開催 2020年10月24日～25日 沖縄の産業まつり実行委員会

図表Ⅳ－1　家電リサイクルプラントにおけるリサイクル関連イベントへの参加状況

普及啓発活動および支援活動
Ⅳ章

出張講座の様子

名古屋市環境学習センター（エコパルなごや）..2021 年 1月 28日

廃家電 4品目の正しいリサイクルを促すため、家電リ
サイクルプラントの社員が学校や施設に出向く出張講座
を行っています。
講座内では、家電リサイクルの仕組みをクイズを交え
ながら説明した後、廃家電 4品目から鉄やアルミなどの
素材を選別する機械をミニチュア化した自社製の「選別

デモ機」による実演を行いました。
磁石による鉄の選別や、水を使ったプラスチックの選

別をデモ機で体験した生徒たちからは驚きの声が上がり、
リサイクルのための選別の様子を目にしたことで、家電
リサイクルをより身近に感じてもらうことができました。

家電リサイクルプラント名 出張講座先 開催日 対象者 参加人数
グリーンサイクル株式会社 名古屋市環境学習センター（エコパルなごや） 2021年1月28日 名古屋市内の中学生 66名
平林金属株式会社　
御津工場

岡山市立御津公民館 2020年10月2日 町内会（子供からお年寄りまで） 約 50名
吉備国際大学 2020年12月18日 大学生（1～ 3年生） 約 20名

出 張 講 座

図表Ⅳー2　家電リサイクルプラントによる出張講座実施状況
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普及啓発活動および支援活動
1.2  家電リサイクルプラントにおける見学者の受入状況

図表Ⅳ－3　家電リサイクルプラントにおける直近 5 年間の見学者の受入状況

　 家電リサイクルプラント名 所在地 受入日 申込先 見学者受入数（人／年数） 2001 ～ 2020 年度 
の受入数総計（人）2016 2017 2018 2019 2020

1 （株）鈴木商会.発寒リサイクル工場
北海道.
札幌市 月～金 .9：00ー12：00.

13：00ー17：00
Tel：011ー676ー2770.
Fax：011ー676ー2773 411 330 270 226 14 13,051

2 （株）鈴木商会.石狩リサイクル工場
北海道.
石狩市 月～金 .9：00ー12：00.

13：00ー17：00
Tel：0133ー64ー1877.
Fax：0133ー64ー1878 ー ー 500 102 1 603

3 北海道エコリサイクル.
システムズ（株）

北海道.
苫小牧市 火・水・木 10：00ー11：30.

13：30ー15：30
Tel：0144ー53ー9307.
Fax：0144ー53ー1699 171 400 311 307 88 15,607

4 東京鐵鋼（株）.八戸工場 青森県.
八戸市 月～金 .9：00ー12：00.

13：00ー16：00
Tel：0178ー28ー9195.
Fax：0178ー28ー6565 ー 50 255 184 28 517

5 （株）エコリサイクル 秋田県.
大館市 月～金 .9：00ー12：00.

13：00ー16：00
Tel：0186ー47ー1001.
Fax：0186ー47ー1002 739 624 664 634 221 26,533

6 東日本リサイクル.
システムズ（株）

宮城県.
栗原市 水・木 13：30ー16：00 Tel：0228ー57ー1015.Fax：0228ー57ー1016 200 271 153 82 5 12,913

7 （株）釜屋リサイクルセンター 福島県.
鏡石町 月～金 .9：00ー12：00.

13：00ー16：00
Tel：0248ー92ー3877.
Fax：0248ー92ー3875 205 257 45 205 92 1,641

8 （株）豊和商事　本社 新潟県.
長岡市 月～金 .8：00ー12：00.

13：00ー17：30
Tel：0258ー24ー6322.
Fax：0258ー24ー6346 0 8 0 0 0 159

9 （株）関東エコリサイクル 栃木県.
栃木市 火・木 .9：30ー11：30.

13：30ー16：00
Tel：0282ー45ー1596.
Fax：0282ー43ー1115 1,081 962 826 262 45 24,750

10（株）ハイパーサイクルシステムズ本社工場
千葉県.
市川市 火・木 10：00ー17：00 Tel：047ー327ー5860.Fax：047ー327ー5861 979 915 1,172 1,100 149 26,597

11（株）ハイパーサイクルシステムズ　千葉工場
千葉県.
千葉市 火・木 13：00ー16：00 Tel：043ー295ー8761.Fax：043ー295ー8764 253 142 180 112 4 2,871

12 フェニックスメタル（株）.市原事業所
千葉県.
市原市 月～金 10：00ー12：00.

13：00ー16：00
Tel：0436ー43ー1261.
Fax：0436ー43ー7282 ー ー 115 48 0 163

13 東京エコリサイクル（株） 東京都.
江東区 水・木 14：00ー15：30 Tel：03ー3522ー6690.Fax：03ー3522ー6688 411 163 231 310 22 7,192

14（株）フューチャー・エコロジー 東京都.
大田区 火・木 10：00ー12：00 Tel：03ー3799ー7153.Fax：03ー3799ー0539 397 471 347 417 143 4,082

15 JFE アーバンリサイクル（株） 神奈川県.
川崎市

月
火～金

13：00ー16：00.
10：00ー16：00

Tel：044ー270ー5370.
Fax：044ー270ー5385 885 857 1,009 469 0 21,453

16 東芝環境ソリューション（株） 神奈川県.横浜市
月～金.

（土日祝祭日.
は除く )

10：00ー12：00.
13：30ー16：00

Tel：045ー510ー6776.
Fax：045ー506ー1102 206 112 70 67 15 52,231

17 パナソニックエコテクノロジー関東（株）
茨城県.
稲敷市 火～金 10：00ー11：30

13：30ー15：00
ホームページより申込み.
https://panasonic.co.jp/
peteck/visitor.html

ー ー ー 43 74 117

18 ハリタ金属（株） 富山県.
高岡市 都度相談 .9：00ー12：00.

13：00ー16：00
Tel：0766ー64ー3516.
Fax：0766ー64ー3046 ー ー 15 93 28 136

19（株）富士エコサイクル 静岡県.
浜松市

火～金.
(60～90分)

.9：30ー12：00.
13：00ー16：00

Tel：053ー523ー1152.
Fax：053ー523ー1153 636 736 896 677 78 14,027

20 グリーンサイクル（株） 愛知県.
名古屋市 火～木 10：00ー12：00.

13：00ー15：00
Tel：052ー613ー5701.
Fax：052ー613ー5703 1,398 1,865 2,488 2,326 5 26,616

21 豊田メタル（株） 愛知県.
半田市

月～金
（都度調整）

10：00ー12：00.
13：00ー15：00

Tel：0569ー22ー0211.
Fax：0569ー22ー0212 ー ー 63 156 0 219

22 トーエイ（株） 愛知県.
常滑市 月～金 .9：30ー12：00.

13：00ー16：00
Tel：0569ー36ー3317.
Fax：0569ー36ー3318 ー ー 136 5 0 141

23 関西リサイクルシステムズ（株）本社工場
大阪府.
枚方市 月～金 10：00ー12：40

14：00ー17：35
Tel：072ー808ー9888.
Fax：072ー808ー9889 1,001 1,190 1,768 2,187 14 29,786

24 関西リサイクルシステムズ（株）第二工場
三重県.
伊賀市 月～金 10：00ー12：40

14：00ー17：35
Tel：072ー808ー9888.
Fax：072ー808ー9889 67 132 93 121 2 895

25 中部エコテクノロジー（株） 三重県.
四日市市

月～金.
（要事前確認）

10：00ー12：00.
13：00ー16：00

Tel：059ー345ー7243.
Fax：059ー345ー7564 ー ー 9 27 0 36

26（株）アール・ビー・エヌ 兵庫県.
姫路市 火・水・木 10：00ー12：00.

13：00ー16：00
Tel：079ー243ー1200.
Fax：079ー243ー1202 19 189 260 57 0 6,291

27 サニーメタル（株） 大阪府.
大阪市 都度相談 10：00ー12：00.

13：00ー16：00
Tel：06ー6461ー2818.
Fax：06ー6461ー2513 ー ー ー 9 0 9

28 パナソニック.エコテクノロジーセンター（株）
兵庫県.
加東市 火～金 10：00ー11：30.

13：30ー15：00
Tel：0795ー42ー8570.
Fax：0795ー42ー8580 10,236 11,117 11,136 9,069 1,927 197,520

29 平林金属（株）御津工場 岡山県.
岡山市 月～金 .9：00ー12：00.

13：00ー16：00
Tel：086ー724ー0505.
Fax：086ー724ー9696 678 723 594 483 175 23,601

30 西日本家電リサイクル（株） 福岡県.
北九州市

お問合せは右記の電話番号
（北九州エコタウンセンター)へ

Tel：093ー752ー2881.
Fax：093ー752ー2882 4,994 4,896 5,318 5,488 688 149,382

31 九州メタル産業（株）本社 福岡県.
北九州市 都度相談 9:00ー12:00.

13:00ー16:00
Tel：093ー582ー6143.
Fax：093ー582ー6195 ー ー ー 10 0 10

32 アクトビーリサイクリング（株）熊本県.水俣市 月～金 10：00ー16：00 Tel：0966ー62ー3300.Fax：0966ー62ー3338 725 888 857 853 78 17,429

33 熊本新明産業（株） 熊本県.
熊本市 都度相談 9：00ー12：00 Tel：096ー357ー1773.Fax：096ー357ー9822 ー ー ー 30 5 35

34 太信鉄源（株） 宮崎県.
宮崎市 水・木 10：00ー12：00 Tel：0985ー53ー6510.Fax：0985ー53ー7819 ー ー 16 10 0 26

35（株）荒川　南栄工場 鹿児島県
鹿児島市 月～土 .9：00ー12：00.

13：00ー16：00
Tel：099ー263ー5568.
Fax：099ー263ー5567 ー ー 54 4 0 58

36 拓南商事（株） 沖縄県.
うるま市

第２金曜日、
第３木曜日

.9：30ー12：00.
13：30ー16：00

Tel：098ー934ー8010.
Fax：098ー934ー8011 1,951 1,815 1,446 1,236 89 10,249

37（株）拓琉リサイクル研究.センター
沖縄県.
沖縄市 水 14：00ー15：00 Tel：098ー939ー9811.Fax：098ー939ー9808 48 41 46 7 0 1,113

ー（株）拓琉金属 沖縄県.
浦添市 ー ー 149 249 147 82 ー 3,786

合計 27,840 29,403 31,490 27,498 3,990 691,845

リサイクル実績消費者等への家電リサイクルの普及啓発活動
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1.3  マスメディアによる家電リサイクルプラント・製造業者等の紹介

家電リサイクルプラント、指定引取場所、製造業者等
の家電リサイクルの取組がマスメディアで紹介されるこ
とにより、廃家電 4品目の適正排出が持続可能な循環型

社会の形成に役立つことへの理解が深まっています。以
下、2020 年度に放映・掲載されたいくつかの事例を紹介
します。.

（1）テレビ放映

（2）新聞・雑誌その他

家電リサイクルプラント等 放映日 報道機関・番組 概要

平林金属（株）御津工場 2020年10月24日 OHK 岡山放送..瀬戸内環境キャンペーン　
「Re:SETO」

「未来を担う子供たちへ…トップからの
手紙」のタイトルで社長から事業内容を
紹介

アクトビーリサイクリング（株） 毎週木曜日22：57～23：00 RKK 熊本放送・熊日ニュース内
（天気フィラー） 作業の様子

拓南商事（株） 2020年5月9日 OTV沖縄テレビ「HYゴーゴーゴーヤー」拓南商事・拓南製鉄　会社紹介

家電リサイクルプラント等 発行・発刊日 媒体名 概要
沖縄西濃運輸（株） 2020年5月17日 琉球新報 本島南部の指定引取場所変更

（株）ハイパーサイクルシステムズ 2020年8月5日 化学工業日報 リサイクル工程とプラスチックの自己循環向上
への取組を紹介

関西リサイクルシステムズ（株）
本社工場 2021年1月25日 日本鉱業協会機関紙「鉱山」1月号　　　　　　　　「現地研究会見学記」の報告記事中での紹介

パナソニック.
エコテクノロジーセンター（株）2021年2月1日

学研プラスの図書館向け書籍
「なぜ？から調べる　ごみと環境　
第４巻　リサイクル施設」

「ごみと環境」について、小学生が楽しく学べ
る学習本に家電リサイクル施設の例として紹介

平林金属（株）御津工場

2020年4月15日 山陽新聞 リサイクル設備の増強
（第二工場スーパーシュレッダー）

2020年6月10日 日刊市况通信 鳥取県に指定引取場所を開設
2021年2月7日 山陽新聞 資源循環リサイクルについて社長インタビュー

2021年3月25日 オセラ別冊 vol.1「知ることから始め
よう。岡山の SDGs」 SDGsに取り組む岡山県内の企業紹介

Ⅳ章　普及啓発活動および支援活動
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1.4  指定法人による普及啓発活動

（2）リスティング広告における効果

指定法人では、前述のとおり「これで解決！家電リサイ
クル」ウェブサイトへの誘導策としてリスティング広告を
積極的に活用しています。リスティング広告とは、検索エ
ンジンでユーザーがあるキーワードを検索した際に、その
検索結果に連動して上位に表示される広告のことで、違法

な不用品回収業者がこのリスティング広告を利用して、自
社のウェブサイトが検索結果の上位に表示されるようにし
ている場合があります。
指定法人では、リスティング広告の実施に当たり、こう

した違法な不用品回収業者のウェブサイトに排出者が誘引
されることを抑制するため、できるだけ検索結果の上位に
表示されるような利便性向上を図っています。

家電リサイクル法上の指定法人である家電製品協会で
は、法の定めに基づき、適正な排出を促進するための普及
啓発活動を継続的に実施しています。

近年は以下のとおり、「具体的な排出方法を案内する」
ウェブサイトを軸として、普及啓発活動を展開しています。

（1）個人向け排出方法案内サイト
 
　　「これで解決！家電リサイクル」による
 
　　普及啓発活動

指定法人では 2015 年度に個人向けに排出方法を案内
するウェブサイト「これで解決！家電リサイクル」を開設
しました。
このサイトでは、イラスト等を活用して分かりやすく具
体的に排出方法を案内しています。特に廃家電４品目を処
分するだけの場合、排出方法が複数あることから、それぞ
れの方法ごとに詳しく案内しているほか、リサイクル料金
や収集・運搬料金に関する情報も掲載しています。さらに
小売業者に引取義務が課せられていない廃家電４品目の排
出方法は市区町村ごとに異なることから、市区町村の排出
方法案内サイトへのリンクページも用意しています。
このサイトの利用者にアンケートを行った結果、この
サイトの利用者は、「１カ月以内」に「処分するだけ」の
方が大半であることが分かりました。従って指定法人で
は、この層を中心にこのサイトへの誘導策を実施してい
ます。
具体的には近年、「検索サイトを用いて必要な情報を得
る」行動が広く定着していることから、リスティング広告
の活用など、インターネットを軸として誘導策を実施して
います。

家電リサイクル法に基づく、正しい処分.
方法をご案内します。

＜対象商品＞.＊家庭用に限る
・エアコン
・テレビ（ブラウン管式、液晶・プラズマ式）
・電気冷蔵庫・電気冷凍庫
・電気洗濯機・衣類乾燥機
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（3）事業所で使用していた廃家電４品目の
　 　排出方法案内サイトの開設

家電リサイクル法では、事業所で使用していた廃家電４
品目も対象となります。これらは排出する際には産業廃
棄物となるため、個人が排出する場合と異なる方法によ
る場合があります。このため、指定法人業務センターでは
2019年４月に「事業所で使用していた廃家電４品目の排
出方法」を案内するサイトを開設しました。
このサイトでは、個人向けと同様に排出するパターンに
応じて排出方法を分かりやすく案内しています。特に事業
所からの排出に固有である「産業廃棄物収集運搬許可業者
に委託して廃家電４品目を指定引取場所へ運搬する」場合
について、産業廃棄物のマニフェストの説明を入れるなど
により詳しく記載しています。

https://www.kaiketsukr.com/business/

リスティング広告実施なし
エアコン　処分 検索

エアコン格安処分／処分量に応じたお得なプランあり
  広告　www.〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇.jp ▼
見積もり無料！ 格安で処分します。懇切・丁寧に対応いたします。

即日／不用品回収 軽トラパック詰め放題が 20,000 円
  広告　www.〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇.jp ▼
定額・明朗会計で安心。どんな不要品でも迅速対応。トラック圏内どこでも。

【地域最安値】家電の処分　24 時間対応します！
  広告　www.〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇.jp ▼
エアコン買い取ります。関東全域に対応！ 各種不用品の軽トラつみ放題 15,000 円から

家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）（METI/ 経済産業省）
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/ ▼
家電リサイクル法とは一般家庭や事務所から排出された家電製品（エアコン、テレビ…

これで解決家電リサイクル
https://www.kaiketsukr.com/ ▼
家電リサイクルについて、方法やリサイクル料金などを分かりやすく案内するサイト…

リスティング広告実施
エアコン　処分 検索

家電処分方法のご案内｜家電製品協会
  広告　https://www.kaiketsukr.com/ ▼
テレビ、冷蔵庫・洗濯機・エアコンの正しい処分方法をわかりやすく案内しています。

エアコン格安処分／処分量に応じたお得なプランあり
  広告　www.〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇.jp ▼
見積もり無料！ 格安で処分します。懇切・丁寧に対応いたします。

即日／不用品回収 軽トラパック詰め放題が 20,000 円
  広告　www.〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇.jp ▼
定額・明朗会計で安心。どんな不要品でも迅速対応。トラック圏内どこでも。

家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）（METI/ 経済産業省）
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/ ▼
家電リサイクル法とは一般家庭や事務所から排出された家電製品（エアコン、テレビ…

これで解決家電リサイクル
https://www.kaiketsukr.com/ ▼
家電リサイクルについて、方法やリサイクル料金などを分かりやすく案内するサイト…

指定法人によるリスティング広告の実施例（イメージ）

事業所で使用していた家庭用のエアコン、テレ
ビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は家
電リサイクル法の対象製品です。

Ⅳ章　普及啓発活動および支援活動
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1.5  RKC による情報の提供

（1）RKC ホームページによる情報提供

RKC のホームページでは、指定引取場所や家電リサイ
クル料金の検索サイト、家電リサイクルの対象かどうかを
イラストで紹介するなど、関係者に分かりやすく情報を提
供しています。
またトップページにおいて、指定引取場所、リサイクル
料金、製造業者等の変更などの情報について、事前に告知
をしています。

（2）コールセンターによる情報提供

コールセンターでは排出者、小売業者、地方自治体など
幅広い方からお問合せを受けています。例えば排出者の方
から排出方法についてお問い合せいただいた場合には、お
住いの地方自治体の公開情報などを参考にしてご案内する
など、電話だからこそできるきめ細かい説明に努めています。

（3）印刷物による情報提供

印刷物については、毎年度、4月時点のリサイクル料金
を掲載したリサイクル料金一覧表などを小売業者、郵便局、
地方自治体などに配布しています。2021年度版は郵便局
での利便性を向上
するため、リサイ
クル料金を品目別
に掲載したほか、
郵便局振込方式の
説明を刷新するな
どの変更を行って
います。

（4）メールインフォメーションによる情報提供

2020 年度は上記 (1) ～ (3) に加え、メールインフォメー
ションによる情報の提供も開始しました。原則、毎月２回、
指定引取場所やリサイクル料金の変更などについて、登録
された方にメール
にて情報提供をし
ています。

RKCでは、指定引取場所、リサイクル料金、家電リサ
イクル法の対象かどうかなど、廃家電４品目の排出に必要
な情報を中心に家電リサイクルに関するさまざまな情報

を、主に①ホームページ、②コールセンター、③印刷物、
④メールインフォメーションにより提供しています。

リサイクル料金一覧表（A4 版）

メール会員募集チラシ

本リーフレットの内容・メール会員登録に関するお問合せは

※メール送受信にかかる通信費につきましてはユーザー様のご負担となります。※ホームページ掲載のタイミングとメール配信のタイミングは前後いたします。

仮登録していただいた
Eメールアドレス宛に、
本登録用URLを送信いたします。

メールに記載のURLから
本登録画面へアクセスし、必要事項
をご記入ください。

登録確認メールが届いたら
登録完了です。以後、毎月初旬・
中旬の2回配信にて当センターから
の情報を配信いたします。

2
STEP

本登録
STEP

1 仮登録

※事前にインターネットメールを受信可能
な状態にしてください。

※会員の方は、会員IDの記入欄があります

3
STEP

登録完了

下記WEBページよりご登録ください

https://www.rkc.aeha.or.jp/mailmagazine_mail_entry.htmlご登録ページ

QRコード
スマートフォン
タブレットは
こちらから

TOPページからも
アクセスできます
（www.rkc.aeha.or.jp）

当センターHP

家電リサイクル関連の最新情報をお届け

拝啓　時下益 ご々清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より家電リサイクルにご尽力いただき、誠にありがとうございます。当センターでは、
指定引取場所・家電リサイクル料金等、家電リサイクルの運用に関する新着情報を
メールインフォメーションにて配信しております。登録は無料となっておりますので、
ぜひご登録・ご活用くださいますようお願いいたします。
ご不明点等ございましたら、下記RKC事務局までお問合せ下さい。
何卒よろしくお願い申し上げます。 敬具

令和3年3月作成

登録
無料メール会員

募集のご案内

【メール配信会員募集のご案内】
最新情報がメールで受け取れます。

メール配信会員募集の詳細はこちら メール配信会員の登録はこちら

一般財団法人　家電製品協会 03-6741-5605
受付時間／ 9:00～18:00（日曜・祝日定休）

TEL
家電リサイクル券センター

家電リサイクル券システムに関するお問合せ先

家電リサイクル券センター

　  0120－319640
IP 電話などからフリーダイヤルにつながらない場合

        03－5249－3455（有料）
受付時間：共に午前 9 時～午後 6 時（日・祝休）

FAX：03－3903－7551

リ      サ イ ク ル しよう
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リサイクル実績消費者等への家電リサイクルの普及啓発活動
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1.6  家電リサイクルウェブサイトの紹介

家電製品協会の家電リサイクルウェブサイトでは、リサ
イクル実績やリサイクル技術等、製造業者等の取組等を閲
覧することができ、過去の年次報告書のダウンロードやリ
サイクルプラントの見学ができる施設も案内しています。

また、スマートフォンからでも簡単に廃家電４品目の正
しい捨て方が分かる「３秒でえらべる家電の捨て方」を新
たに公開しました。

［出典］.
•家電リサイクルウェブサイト（パソコン）
.http://www.aeha-kadenrecycle.com/

•３秒でえらべる家電の捨て方（スマホ）
http://www.aeha-kadenrecycle.com/
select/

家電リサイクルウェブサイト ３秒でえらべる家電の捨て方
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