
KES環境マネジメントシステム・スタンダード*1
「環境マネジメントシステム」の規格で，中小企業にとって の認証取得が経費や内容の難しさ等の面から困難ISO14001

な場合もあることから，取り組みやすい地域共有の規格として誕生したものです。
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第４章 目標達成に向けた京都市の取組（◎：新たな取組）

基本的には旧計画に定めた施策・取組の継続を行うとともに情勢の変化に応じた見直しと新たな

取組を行っていきます。

この計画の策定に当たっては，「産業廃棄物処理指導計画検討委員会」を設置し，学識経験者

等の方々も含め御議論いただくとともに，市民意見募集により広く意見を求め，各施策に反映させて

います。

この計画に定めた各施策は相互に関連しており，また，京都市の多岐にわたる部局とも密接に関

わりがあることから，施策の実施に当たっては，関係部局の連携強化と効率的な事務処理を図って

いきます。

第１節 （政策目標１） 発生抑制と再生利用の推進（排出事業場対策）

１ 排出事業者に対する指導

（１） 多量排出事業者による処理計画作成指導

（２） 立入検査・研修会の実施及び業界団体を通じた効率的な指導の実施

（３） KES環境マネジメントシステム・スタンダード ，ISO14001の認証取得支援*1

（４） 業種別「産業廃棄物処理自己診断チェックリスト」作成

発生抑制と再生利用の推進には，排出事業者の取組が最も重要であり，特に多量排出事業者に

は，廃棄物処理法で処理計画を作成し，知事又は市長への提出が義務づけられています。

処理計画では，事業場ごとに発生抑制や再生利用等の取組の計画等について定めることとされ

ており，その実施状況についても毎年，翌年度に報告することとされています。

京都市では，これらの情報をもとに立入検査の実施による確認や発生抑制や再生利用等に関す

る研修会等を実施していきます。

多量排出事業場等については， の認証取得などをきっかけに，すでに再生利用等がISO14001

進み，今後大幅な改善の余地が少ないところも多いことから，今後は順次指導対象を排出規模の小

さな事業場にも拡大していきます。さらに，業界団体等を通じた効率的な指導啓発を実施していきま

す。 環境マネジメントシステム・スタンダード， の認証取得など事業者における環境管KES ISO14001



京都市建設リサイクル推進プラン’０２*1
国土交通省において策定された「建設リサイクル推進計画 」（平成 年 月策定）を基本とし，『京都市基本計画』2002 14 5

に定められた『廃棄物を出さない循環型社会の構築』を目指して，京都市建設副産物対策協議会が実施する建設リサイ

クル推進に関する取組についてとりまとめたものです。
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理の取組が推進されることは，発生抑制や再生利用の推

進にも大きく寄与することから，認証取得を目指す事業者

に対する支援・相談を行っていきます。

また，認証取得に役立つよう廃棄物処理に係る法律等

の遵守と取組事項等をとりまとめた業種ごとの「産業廃棄

物処理自己診断チェックリスト」を作成し，関連業界等を通

じ広く配布するなど，排出事業者による自己管理制度を進

めます。

２ 公共による再生資材等の利用促進

（１） 市発注工事における建設廃棄物の発生抑制及び再生資材利用促進

（２） 「京都市建設リサイクル推進プラン ’０２」 の推進*1

（３） グリーン購入の推進

再生利用の推進には，再生資材の利用拡大が重要であり，京都市は率先してグリーン購入を推

進するとともに，市発注工事等での再生資材の利用拡大を図っていきます。また，京都市の工事発

注部局と環境局で構成する「京都市建設副産物対策協議会」において連絡調整や情報交換を行う

とともに，再生資材の規格や利用基準の検討などを進め，再生利用促進と適正処理の確保を図っ

ていきます。

（参考） 「京都市建設リサイクル推進プラン’０２」（平成１５年３月）

<７つの推進主要施策>

①排出抑制 ②分別解体 ③再資源化・縮減 ④適正処理 ⑤再使用・再生資材の利用

⑥技術の開発等 ⑦理解と参画

<京都市建設リサイクル推進プランの目標値（再資源化･縮減率）>

平成２２年度の目標値

建設廃棄物 ９３％

ａ）ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 ９９％以上

ｂ）ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 ９８％以上

ｃ）建設汚泥 ７５％

ｄ）建設混合廃棄物 平成 年度排出量に対して５０％削減12
ｅ）建設発生木材 ９５％（うち再資源化率７０％）

「自己診断チェックリスト」
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（参考） グリーン購入ネットワークの構築（京都府循環型社会形成計画より）

京都府では，「府内において環境にやさしい物品を購入する等のグリーン購入を広く普及するため，府，市町村，企

業，事業者団体， ・ 等から構成される府内ネットワーク組織を構築し，グリーン購入に関する情報の収集・発NGO NPO

信，各種啓発事業を実施し，環境負荷の少ない物品やサービスの市場形成を促す。」こととしています。

（事例紹介） 公共工事における建設汚泥の再生利用（流動化処理工法）

流動化処理工法では，通常土砂を流動化して掘削工事の埋め戻しや空隙の充填に使用していますが，京

都市ではトンネル工事等から発生する建設汚泥を脱水・固化し，更に水やセメント等を加え，流動性を調

整したものを地下鉄東西線（六地蔵北工区）で躯体側部の埋め戻しに利用しました （平成15年度）。

＜工法の特徴＞ ＜流動化処理埋戻材の仕様＞

①高い流動性を持ち敷均しや締め堅めが不要 ・一軸圧縮強度 σ7＞0.1 N/mm2 σ28＜1 N/mm2。

②用途に応じた流動性と強度の設定が可能。 ・フロー値 160 mm 以上

③透水性が低く，地下水による浸食や地震時 ・ブリージング率 １％ 以下

の液状化に対する耐久性が高い。 ・比 重 1.5 t/m3 以上

Ｋ社プラントの概要

汚泥受入

砂（骨材）回収 スクリーン

凝集剤 凝集沈殿

脱 水

汚泥処理プラント

セメント
混練・固化

生石灰

改良土

セメント
流動化プラント

水

ミキサー車搬出

流動化処理工法

流動化処理プラント 地下鉄工事現場
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３ 個別リサイクル法の円滑な運用

◎ （１） 「建設リサイクル法」による届出・報告・立入検査等の実施

◎ （２） 「自動車リサイクル法」による引取業者等の登録システムの整備，許可，立

入検査，報告徴収等

（１）「建設リサイクル法」では，分別解体等の義務づけや一定

規模以上の工事の届出などが平成 年 月 日から施行さ14 5 30

れていますが，それに伴い京都市では，施行細則を定め

（ ）届出に係る工事の再資源化実施状況の報告をH14.5.29

徴収するとともに分別解体と再資源化等に関する立入検査

を実施しています。

また，建設工事においては建設業者だけでなく発注者の

果たす役割も重要であることから，建設業者等を通じ，広く

パンフレット等の配布など周知啓発に努めています。

（参考） 分別解体，再資源化等が義務付けされる届出対象建設工事の規模

………………………………………………建築物の解体 ８０㎡ 以上

………………………………………建築物の新築・増築 ５００㎡ 以上

……………………建築物の修繕・模様替え（リフォーム等） １億円 以上

………………その他の工作物に関する工事（土木工事等） ５００万円 以上

（２）使用済み自動車の円滑な流通と適正な処理及び有効な利用の確保を目的として制定された

「自動車リサイクル法」の趣旨に基づき，自動車引取り業者（新車・中古車販売業者，整備業者

等），フロン回収業者（引取り業者，解体業者）の登録，自動車解体，破砕業者の許可等の業

務を効率的に運用するシステムを整備していきます。

また，自動車解体過程から生じる廃油やシュレッダーダスト等の再生利用や適正処理に関

する指導を実施します。

「立入検査のようす」
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４ 再生利用情報提供システムの充実

（１） 「リサイクルガイドブック（改訂版）」の作成

（２） 「リサイクルデータベース」の充実（操作性の改善，情報内容拡大等）

（３） 産業廃棄物相談コーナーの設置

京都市では，排出事業者が再生利用業者

の選定に役立つよう近畿圏の再生利用業者の

情報（受入品目，条件，所在地等）を集めた冊

子「リサイクルガイドブック（平成 年 月）」を12 3

作成しています。今後，新たな情報の追加更

新を行った改訂版を作成し，配布していきま

す。さらに，再生利用業者等の情報を入力し

た「リサイクルデータベース」を活用し，相談者

への情報提供に役立てていきます。

また，産業廃棄物の処理に関する様々な相談等に対応できるよう相談コーナーを設置し，産業廃

棄物に関する各種資料（京都市や国の調査報告書等）や処理施設等のカタログ，市内事業者の環

境報告書の閲覧や多量排出事業者の処理計画書及び実施状況報告書の縦覧にも利用していきま

す。

（事例紹介） 産業廃棄物相談コーナーのイメージ

対象者 相 談 内 容 例

法律相談

ISO14001認証取得に係る相談

排出事業者 再資源化等処理方法

処理計画作成に係る相談

許可業者 処理施設設置申請

再生利用業者・許可業者

事業内容検索

処理施設情報公開

啓発学習用資料閲覧・貸出し

市 民 多量排出事業者資料閲覧

不適正処理業者への対応

文献・環境報告書等閲覧

相談コーナーの見取図

入り口 文 献 書 架

担当職員机

受 相談用

付 テーブル

カ

ウ

ン

タ

ー

相談用資料書架

「リサイクルデータベース」



再生利用登録制度*1
優良な事業者の育成を目的として，廃棄物処理法第 条の２の規定に基づき，知事は，廃棄物の再生を業として営ん20

でいる事業者のうち，基準を満たす者の登録を行う制度です。
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第２節 （政策目標２） 資源循環の「環」の拡大
わ

（市域内処理率の向上と循環型処理システムへの転換・高度化）

１ 再生利用施設の設置促進

（１） 処理業から資源循環業への業態転換指導

（２） 「再生利用登録制度 」の活用支援*1

（１）京都市では，産業廃棄物の再生利用の受皿となる施設の新たな設置を推進するとともに，既

存の処理業者の処理方法についても環境負荷や再生利用を考慮した処理方法への転換を指

導していきます。

比較的再生利用しやすい製造業等から排出される均質で量のまとまった廃棄物は，すでに

再生利用が進んでおり，今後，建設業等から排出される混合廃棄物の精密な選別等を重点に

再生利用を促進していきます。

一方，処理施設の設置を巡っては，環境保全対策の十分考慮された施設であっても地域に

おける理解が得られない場合もあり，事業者は設置に係る説明責任を果たすとともに，京都市

は許可手続を廃棄物処理法に定める許可基準に基づき公正・透明に進めます。また，今後，

循環型社会構築に向け，必要となる施設の種類，立地条件，地域への社会貢献の在り方と円

滑な合意形成の手法等について，事業者や市民にも広く意見を求め検討していきます。

「焼却処理（処理業）から製紙原料・燃料製造（資源循環業）へ」

（２）廃棄物処理法では，再生利用業者の資質向上と地域における再生利用体制の整備を図るこ

とを目的として，一定の基準を満たす事業者の知事への登録制度（廃棄物処理法第 条の ）20 2

が規定されており，京都市でも積極的な制度の活用を推進します。
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（事例紹介） 建設廃棄物の選別施設による再生利用促進

Ｎ 社 同業他社１ 同業他社２

再生利用率 (%) 72.1 25.5 35.6

焼却処理率 (%) 15.5 25.2 33.5

埋立処分率 (%) 12.4 49.3 30.9

許可内容 選別･破砕 破砕・焼却 破砕

焼却

＜再生利用選別品目＞

分別品目 再生利用用途

①鉄 製鋼原料

②アルミ 金属原料

③電線 金属原料

④非鉄金属（ステンレス，銅） 金属原料

⑤木くず 製紙原料，ボード原料，燃料

⑥コンクリートくず 路盤材

⑦アスファルトコンクリートくず 路盤材

⑧石膏ボード 石膏ボード原料，土壌改良材

⑨廃プラスチック(ＰＥフィルム等) ＲＰＦ燃料化

⑩塩ビ製品（塩ビ管等） 塩ビ原料

⑪紙くず（段ボール等） 製紙原料

＜事例：市内中間処理業 Ｎ社＞

建築物等の新築工事現場では，木

くずや金属くず等各種の産業廃棄物

が排出されますが，狭い現場で種類ご

とにごみ容器を置くことは，物理的に

不可能であり，金属等比較的有価売

却しやすいもののみを抜き取る程度と

なってしまいます。

市内中間処理業Ｎ社では，このよう

な現場の廃棄物を一旦選別施設に搬

入し，選別ラインで人の目による精選

により，従来，焼却や埋立処分されて

いたものの再生利用率の向上を図っ

ています。

比較に用いた同業他社も建設廃棄

物を中心に概ね同様の廃棄物を受け

入れており，選別の徹底により，再生

利用率は，70％程度に向上できるの

ではないかと推定されます。



－ －37

２ 産学公連携による新技術研究・開発と循環型社会ビジネスの振興

◎ （１） 新技術研究・開発を推進するための異業種交流や産学公連携の場をコーデ

ィネート

◎ （２） 京都市の事業化支援施策等を活用した循環型社会ビジネスの振興

（１）京都市では，大学や研究機関，京都市産業技術研究所等との連携を強化し，事業者におけ

る循環型社会形成のための先進的な取組や新技術研究・開発等を促進するための仕組みづ

くりについて検討します。

（２）事業者等の循環型社会ビジネスに対し，京都市の事業化支援施策の活用など側面から支援

を行っていきます。

（参考） 循環型社会ビジネス振興のための産学公連携による新技術研究・開発

学
大学・研究機関

公 産
排出事業者

京都市 産業廃棄物処理業者

装置メーカー等

京都市では，大学や研究機関，京都市産業技術研究所等との連携を強化し，事業者における循環型社会形成の

ための先進的な取組や新技術研究・開発等を促進するための仕組みづくりについて検討します。

調査研究テーマの例 条 件 等

・新たな再生利用用途の開発 ・大学等研究機関との共同調査・研究

下水汚泥，建設汚泥→タイル等窯業原料， ・産業廃棄物の再生利用促進，発生抑制技術に

ブロック等コンクリート製品等 係る基礎研究，実用化研究，実証試験等

・再生利用製品の強度，成分，性状等の規格作成 ・単年度事業，報告書の提出

・ＩＳＯ ，ＫＥＳ認証取得支援プログラム作成 等 ・調査研究テーマの選定に当たっては，「京都市14001

産業廃棄物連絡協議会」で検討

調査研究委託

テーマ

共同研究

試料提供

報告書

成果をフィードバック

調査研究要望
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（参考） 京都市の事業化支援施策

＜京都市ベンチャー企業目利き委員会（平成９年度創設）＞

次の時代の京都経済をリードするベンチャー企業を発掘，育成す

るため，起業化を考えている方の事業プランの事業性，技術・アイ

デアなどを評価，支援するもので，Ａランク認定を受けると融資等

の支援策が受けられます。平成１５年１１月までにＡランク認定を受

けた３５社のうち７社が廃棄物関連事業者になっています。

＜企業価値創出支援制度（平成１４年度創設）＞

（財）京都市中小企業支援センターでは，中小企業者が経営革

新を図り，新規事業の起業など企業価値を高めようとする事業計

画を募集し，将来性など優秀なものについて認定し，金融支援等

を行う制度です。

（事例紹介） 市内染色工場（D社）での汚泥発生抑制の取組

市内で機械染色を行っているD社では，精練や染色工程から排出される難分解性のポリビニルアルコールや窒

素分を多く含む高BODの排水を処理した汚泥を脱水し，焼却していました。

同社では，平成13年度に国の助成を受けた即効型地域新生コンソーシアム研究開発事業として「汚泥強力酸化

分解菌群によるノンスラッジ高速廃水処理システム」を導入したことにより，処理水の水質改善とともに汚泥発生量

についても原単位で23.3％（平成12年度比）の発生抑制効果が確認されています。

D社排水処理施設

排水処理フロー

年度 汚泥発生量原単位

H12 48.17 kg/千m

13 40.86

14 33.89

「ベンチャー企業目利き委員会Aランク認定」

（廃瓦を利用した透水性タイルの製造）

（廃瓦を利用した透水性タイルの施工例）
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３ 循環型社会構築に向けた新たな制度等の検討

◎（１） 優良事業者への経済的・情報インセンティブ手法の活用検討

◎（２） 事業者による「産業廃棄物自主行動計画」策定及び公表

（１）近年全国的に産業廃棄物税の導入をすでに実施，或いは今後導入を検討する自治体が増

加しており，このような制度が，産業廃棄物の発生抑制や再生利用促進の効果的な動機付け

となることが考えられ，従来の焼却や埋立処分より再生利用を行う方が，経済的に有利になる

制度等について検討を行っていきます。

また，循環型社会形成に向け先進的な取組を行っている事業者の情報について積極的に

公開していきます。

（参考） 京都府産業廃棄物税条例（案）（京都市域も適用）の概要

目 的 産業廃棄物の最終処分場への搬入に課税することにより，産業廃棄物の発生抑制，再使

用，再生利用その他適正な処理を促進する。

府内外の排出事業者 府内外の排出事業者

仕 組 み （納税義務者）

中間処理業者 （納税義務者）

課税 課税

府 内 最 終 処 分 業 者 （特別徴収義務者）

納税義務者 排出事業者又は中間処理業者（府内最終処分場へ産業廃棄物を搬入する者）

課 税 標 準 府内最終処分場へ搬入される産業廃棄物の重量（ｔ）

徴 収 方 法 最終処分業者による特別徴収

税 率 １，０００円 ｔ/

税収の使途 ・ 産業廃棄物の減量化の推進（減量化・リサイクル技術の研究開発等支援）

・ 適正処理施設の整備推進（リサイクル施設，最終処分場等の整備支援）

・ 産業廃棄物処理情報の共有化等推進（排出事業者のサポート，優良処理業者育成のた

めの情報システム等の整備）

特 徴 等 ・ 最終処分に着目し課税。排出事業者や中間処理業者の処分量削減努力を求め，最終

処分による環境負荷低減を目指す。

・ 特別徴収方式とすることにより，制度の簡明さを確保。

・ 中間処理業者に委託する排出事業者の協力規定を置く（税負担分が中間処理業者から

排出事業者に適正に転嫁される仕組みを工夫）。

・ 施行後５年程度を目途として税の施行状況について検討を加え，その結果に基づいて

必要な措置を講じる。

・ 条例は，総務大臣の同意を得た後１年以内に施行。
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（２）処理業者や排出事業者から，独自に定める目標，自主的な環境に対する取組や具体的な処

理フローなどについて「自主行動計画」として提出を受け，市民や事業者が評価できるようにこ

れらを取りまとめ，公表することにより優良事業者の育成に役立つような制度を検討・導入して

いきます。

（参考） 事業者による自主行動計画策定制度

産業廃棄物処理業者

京 都 市（積替保管，中間処理，埋立処分） 報告徴収

自主行動計画策定 実績報告 自主行動計画策定要綱制定

○処理実績

○施設の稼働状況

自主行動計画提出○環境取組

○自主目標の設定

○目標達成状況 とりまとめ

○処理フロー，写真等

○市民見学受入可否 評価

自主行動計画

優良業者選定 市 民 実績報告閲覧

ＬＣＡ・再生利用提案 事業者 公 表

研究機関

排出事業者等

多量排出事業者（法定事項）

その他の業者（任意） 評価

自主行動計画提出 ホームページ 相談コーナー自主行動計画策定

公 開 閲 覧○処理計画

○環境取組

○自主目標

○処理実績 等



京阪神圏ゴミゼロ型都市推進協議会*1
構成団体：滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県，京都市，大阪市，神戸市，内閣官房都市再生本部

事務局，農林水産省，経済産業省，国土交通省，環境省 平成 年 月に設置14 7
近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会*2
構成団体：滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県，和歌山県，京都市，大阪市，堺市，東大阪市，高槻市，神戸

市，姫路市，尼崎市，西宮市，奈良市，和歌山市
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４ 近畿圏の府県市等との連携

（１） 近畿圏における廃棄物交換制度の研究等

◎ （２） 京阪神圏ゴミゼロ型都市推進協議会事業への参画

（３） 近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会への参画

（１）全国的には，廃棄物交換制度（ある事業場の廃棄物を別の事業場の原材料として紹介する

システム）をすでに実施している自治体等もあり，その機能が必ずしも十分発揮されていない所

も見受けられます。京都市単独など狭いエリアでの実施は，排出元や利用先が限られ，負担も

大きいことから，「近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会」などを通じ，近畿圏全体で取

り組めるよう検討を行っていきます。

*1（２）京阪神圏ゴミゼロ型都市推進協議会

では，近畿圏内における広域的な処理

や再生利用について，構成団体相互の

役割分担の元で，①廃棄物処理・リサイ

クル施設の整備 ②静脈物流システム

の構築 ③循環型社会形成に向けた環

境整備 を掲げています。京都市も近

畿圏内エコタウン事業の連携等本協議

会事業に参画していきます。

（３）近畿ブロック産業廃棄物処理対策推

進協議会 では，近畿圏における行政*2

情報交換や調査・研究を通じて廃棄物

関係法令の統一的な運用と再生利用業

者等の情報共有を進めます。

「京阪神圏におけるゴミゼロ型都市への再構築に向けて」より
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５ 産業廃棄物の収集運搬に係る環境負荷の低減

◎ （１） 排出規模の小さい産業廃棄物の積替保管施設での集約化による運搬効率

の向上と再生利用可能物の選別を推進

◎ （２） 自動車輸送から環境負荷の低いJR貨物，船舶等の活用の促進

◎ （３） 低公害車両導入促進

（１）産業廃棄物の再生利用を行う場合，排出事業場での分別が基本となりますが，発生量の少

ない事業場で再生利用先ごとに多種類に分別し，運搬することは非効率的なことから，一旦積

替保管施設等に搬入し，集約化を行うとともに再生利用可能物の選別を推進します。

また，積替保管施設での騒音・粉じん等，環境保全対策等について指導を行っていきます。

（２）現在，市域から発生する産業廃棄物の運搬は，トラックによるものがほとんどとなっています

が，遠方への運搬には環境負荷（二酸化炭素等の発生）の少ない鉄道輸送や船舶を利用した

輸送方法を選択するよう推進していきます。

（３）市域における産業廃棄物の収集車両には，天然ガス

自動車等の低公害車両の導入を促進していきます。

「燃料に天然ガスを利用した収集車」

（事例紹介） 鉄道・船舶を利用した廃棄物の輸送の推進【市内業者におけるケーススタディ】

市域等から収集した廃プラスチック類を中心に破砕成形し燃料化したもの（ＲＰＦ）を製紙工場のボイラー燃

料として供給

運送コスト 二酸化炭素
運搬方法 起点 経由（距離） 運搬先 発生量

（円／㌧） （㎏／㌧）

トラックのみ （300㎞） 5,000 14.9

鉄道利用 梅小路 （300㎞） 愛媛 10,000 1.8

フェリー利用 京都市 南港 （300㎞） 4,000 5.2

トラックのみ 伏見区 （780㎞） 10,000 38.8

鉄道利用 梅小路 （780㎞） 14,500 4.7
大分

フェリー利用 南港 （780㎞） 7,500 13.5

船舶バラ積み 南港 （780㎞） 5,000 13.5

・トラックは20トン積みトレーラー利用

・鉄道，船舶の場合，駅，港までのトラック輸送費を含む

・トラックやコンテナ購入等のイニシャルコストは除く ランニングコストのみで比較

・二酸化炭素発生量の算出には，国土交通省資料（貨物部門におけるトンキロ当たりのCO 排出量：2

平成10年度）の原単位を用いた



ワンストップサービス*1
窓口の一本化により， 回の手続で複数の窓口に関連する手続を受けられるサービス1
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６ 産業廃棄物処理に係る市の関連部局との連携強化

（１） 京都市循環型社会推進基本計画の推進

（２） 施設の設置等に際し，事務手続のワンストップサービス 機能の発揮*1

（１）京都市では，廃棄物処理法第 条第 項の規定に基づき市町村に策定が義務づけられてい6 1

る「一般廃棄物処理計画」を「京都市循環型社会推進基本計画」として策定（平成 年 月）し15 12

ています。この中で一部の数値目標や施策については，一般廃棄物或いは産業廃棄物という

区分がないことから，本計画では両計画の整合を図るとともに施策の実施に当たっては，協調

して取り組んでいきます。

（２）産業廃棄物処理施設の設置や産業廃棄物処理業の許可申請に当たっては，廃棄物処理法

だけでなく，建築基準法その他の各種法令の手続や講習会受講など，申請者は多数の関連

部局へ相談，申請に出向く必要があります。こうした手続上の煩雑さを解消するため，関連する

部署が同時に計画内容の説明を受け，必要事項を指示できるようなシステムを検討し，申請者

の利便性の向上を図っていきます。

（参考） 本計画と京都市循環型社会推進基本計画で相互に関連する施策

本 計 画 京都市循環型社会推進基本計画

○産学公連携による新技術研究・開発と循環型 ○２Ｒ型エコタウンの構築

社会ビジネスの振興 （循環ビジネス事業化支援の検討）

○環境教育の推進 ○環境教育の充実

（「京エコロジーセンター」を拠点とした企業の環

境担当者，市民， との連携） ○環境学習機会の拡大NPO

○排出事業者に対する指導 ○ ， 取得促進KES ISO14001
（ ， 取得促進）KES ISO14001
（個別リサイクル法の円滑な運用）

○産業廃棄物連絡協議会事業の推進 ○環境に易しい事業活動の支援

○事業者による「産業廃棄物自主行動計画」作 （業種別自主行動計画の実施・成果に対する支援）

成及び公表

○公共関与による処理 ○事業系ごみに関する制度の見直し

○不法投棄対策の強化と「京都市産業廃棄物 ○関連機関との連携による不法投棄対策の推進

の不適正な処理の防止等に関する条例」の円

滑な運用
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第３節 （政策目標３） 適正処理の推進・不法投棄撲滅

１ 排出事業者・処理業者に対する許可及び適正処理指導

（１） 各種「産業廃棄物適正処理の手引」の作成，講習会の開催，立入検査の実施

（２） 処理施設の設置・維持管理に係る指導指針の作成，環境保全対策の強化

◎（３） 産業廃棄物処理施設に係る情報公開の推進

（１）排出事業者や処理業者に対し，適正処理や産業廃棄物の発生抑制，再生利用等に関する

情報提供や効果的な指導を行うため，処理業者用，建設廃棄物用，医療廃棄物用などの各種

手引書の作成や立入検査等を実施していきます。

また，（社）京都府産業廃棄物協会等事業者団体と連携し，講習会の開催など関連業者の

資質向上を図ります。

（２）処理施設の設置・維持管理に際しては，周辺への環境対策に万全を期す観点から，指導指

針を作成し，積替保管施設を含む申請の手続及び許可基準の明確化，環境影響調査等の項

目・内容を中心とする予備的な審査を実施します。

（３）処理施設の周辺住民への理解と信頼性の確保するため，「京都市産業廃棄物の不適正な処

理の防止等に関する条例」（資料 参照）に基づき，維持管理等に関する情報の公開を行って9

いきます。

「各種手引書，パンフレット」 「講習会のようす」



電子マニフェスト（Manifest）*1
マニフェスト（ ）は，産業廃棄物の処理を他人に委託する場合に，廃棄物の流れを把握するため，種類や数量，Manifest

委託先等を記入した伝票（産業廃棄物管理票）のことで，電子マニフェストは，伝票の代わりにインターネット等を通じ，電

子的にその流れを確認するものです（政権公約は ）。Manifesto
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２ 廃棄物情報管理システムの充実

（１） 排出事業者，許可業者に関する処理状況，立入検査・報告等の情報の電子

化促進

◎ （２） 電子マニフェスト システムへの参加促進*1

◎ （３） 許可申請・届出・報告に係る電子化検討

（４） 市ホームページへの各手引書，法令等資料集，許可台帳，申請書等の掲載

（１）排出事業者や許可業者に関する膨大な情報について，今後とも電子化を促進し，一元管理

することにより，処理状況の把握や事務手続の効率化を図るとともに，その結果を指導等にフィ

ードバックしていきます。

（２）電子マニフェスト制度は，委託処理にかかわる３者（排出事業者，収集運搬業者，処分業者）

がすべて制度に加入している必要があること等から，現在，大半は紙のマニフェストで運用され

ています。昨今，インターネット等の急速な普及に伴い，導入の敷居は低くなっていることから，

各者への電子マニフェスト制度への参加を働きかけます。

（３）現在，市ホームページを利用した許可申請書等のダウンロードサービスを実施していますが，

今後，許可申請や届出に係る電子申請についても検討を進めていきます。

（４）市ホームページへ各種手引書等を順次掲載し，指導啓発に努めるとともに，許可台帳や市

域における処理状況などの行政情報の公開を進めていきます。

（参考） 「新・高度情報化推進のための京都市行動計画 ～e-京都21～」 平成13年5月 より

第３章 ４．４ 電子申請・届出

国においては， 年度までにインターネット等を利用した申請・届出のオンライン化を計画的に推進するこ2003
ととしている。

本市においては申請・届出等は紙の提出が基本になっているが，各種申請・届出手続を現在の書面による

手続に加え，インターネット等を利用してオンラインで行えるようすることにより，市民・企業の利便性は飛躍的

に向上するものと考えられる。

国の動向を踏まえた的確な対応を行い，市民・企業がオンラインで行政手続を行える環境を整備するために

は，申請・届出等の現状把握，申請者の認証，手数料納付方法，電子文書の保存・管理，情報システムの安

全性・信頼性確保，例規等の整備が必要であり，全庁を横断するプロジェクトチームを設置し，これらの課題に

ついて検討を進めていく必要がある。



あわせ産廃*1
廃棄物処理法第 条で市町村は一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物の処理を行うことができると11

されており，それぞれの市町村が処理している産業廃棄物を「あわせ産廃」といいます。
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３ 公共関与による処理

（１） 「大阪湾フェニックス計画」への参画継続

（２） (株)京都環境保全公社への支援継続，再生利用施設整備の推進

（３） 市施設での「あわせ産廃 」の受入れ*1

（１）京都市では，今後とも，京都府とともに広域処

理の推進と長期安定的な処分場確保の観点か

ら，フェニックス計画に出資及び役員等の派遣

を行うなど，引き続きその事業に参画していきま

す。

（参考） 大阪湾フェニックス計画（大阪湾圏域広域処理場整備事業）

「広域臨海環境整備センター法」に基づき近畿の自治体，港湾管理者が出資する事業であり，大阪湾圏域から

発生する廃棄物等の埋立処分により，埋め立てた土地を活用して港湾を整備するものです。

廃棄物の埋立場所及び容量

埋 立 容 量 ［単位：万 ］â

埋立処分場 位 置 面 積 一 般 産業廃棄物 残土等 計
廃棄物 災害廃棄物

尼崎沖 尼崎西宮芦屋港 管理型 400113 ha 210 270 1,020 1,500
埋立処分場 尼崎市東海岸町地先 安定型 1100

泉大津沖 堺泉北港 管理型 1000203 ha 390 870 1,740 3,000
埋立処分場 泉大津市汐見町地先 安定型 2000

神戸沖 神戸港 88 ha 460 740 300 1,500 管理型のみ
埋立処分場 神戸市東灘区向洋町地先

大阪沖 大阪港 1,400 管理型のみ95 ha 490 630 280
埋立処分場 大阪市此花区北港緑地地先 （建設中）

合 計 499 ha 1,590 2,690 2,430 7,600

京都市域で発生した産業廃棄物のフェニックス処分場への搬入量 35,596ｔ（平成13年度）

「大阪湾フェニックス神戸沖処分場」
（海上の右下区画内）
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（２）(株)京都環境保全公社では，市域の委託処理

量の約 ％を処理（公社 期：平成 年 月2.9 29 13 10

～平成 年９月で比較）しており，産業廃棄物14

の適正処理の確保と中小企業の振興，育成の

観点から不可欠な社会資本として，京都市は京

都府ともに昭和 年から(株)京都環境保全公社56

に対し，出資等の支援を行い，公共関与による

広域処理体制の整備を図っています。

京都市は，再生利用等の新たな事業展開を図るため，同公社の施設整備等に関し，今後も

京都府とともに引き続き必要な支援を行うとともに，廃棄物処理法第 条の に規定された「廃15 5

棄物処理センター」に位置付けることも含めて検討していきます。

（３）京都市では，中小企業者の排出する産業廃棄物の適正処理対策並びに支援を行うため，廃

棄物処理法第１１条第２項，京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第 条などの22

規定に基づき，次の廃棄物について告示を行い，①～③はクリーンセンターで，④，⑤及び①

～③を焼却したものについては東部山間埋立処分場で受け入れています。

告示産廃

中小企業者が排出する ①紙くず，②木くず，③繊維くず，

④ガラスくず，コンクリートくず，陶磁器くず，①～③を焼却したもの，⑤がれき類

しかしながら，今後，市域における民間事業者の処理施設の設置状況等に応じ，受け入れ

る廃棄物の種類の見直しを検討していきます。

（参考） 「(株)京都環境保全公社」の概要

本社所在地 京都市伏見区横大路千両松町126番地

設 立 昭和４９年７月

資 本 金 １５億４百万円

株 主 京都市（55百万円） 京都府（55百万円） 他府内４４社

施 設 の 概 要

名 称 伏見環境保全センター 瑞穂環境保全センター

昭和５９年１２月竣工 昭和５８年１０月竣工

所 在 地 京都市伏見区横大路千両松町126番地 京都府船井郡瑞穂町字猪鼻小字冠石

処 理 施 設 ・焼却施設(100ｔ/日) ・管理型最終処分場

â・破砕施設(２基) 埋立容積 約 85.1万

・積替保管施設 埋立面積 約 6.5 ha

・積替保管施設

処理対象物 汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 紙くず 木くず 燃え殻，無機汚泥，鉱さい，廃石綿，， ， ， ，

廃油，医療系廃棄物等 ･陶磁器くず，がれき類等ガラス

「(株)京都環境保全公社 伏見センター（焼却等）」
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（参考） 産業廃棄物処理に係る公共関与の基本的な考え方

(1) 産業廃棄物処理施設は市域における産業振興のための社会資本であり，再生利用と適正処理，さらには不

法投棄防止のための受皿でもありますが，過度の公共関与による安価な処理は，民間の事業活動を圧迫すると

ともに新たな事業者の参入意欲を喪失させるものとなることから，排出事業者の処理責任の原則に基づき，公共

関与は民間処理の補完的役割を果たすものと考えています。

公共関与に当たっては埋立処分場や有害物質を含むものの処理施設等，民間事業者による施設設置が困

難なものについて支援を継続していきます。

（民間） （行政）

施設の不足 不法投棄防止対策，中小企業対策

悪循環

民業圧迫 公共関与による安価で高度な処理

（高度な処理に対する投資抑制，新規参入意欲喪失）

(2) 廃棄物処理法では，産業廃棄物の処理は，広域的に進めることを想定しており，処理施設の不足等から一部

の産業廃棄物は，遠方まで運ばれている実態もあります。収集運搬による環境負荷等の観点からも，発生地点

からなるべく近い地域で処理されるべきであり，市域を中心とする近畿圏での処理完結を推進するため，(株)京

都環境保全公社への支援と，大阪湾フェニックス計画への参画を継続していきます。

優先順位 ： 市域内 ＞ 府域内 ＞ 近畿圏内での処理

近畿圏

公社：京都府

(株)京都環境保全公社京都市

公社伏見

発 センター 公社瑞穂 フェニックス：

生 処分場 フェニックス 大阪湾広域臨海

処分場（神戸沖） 環境整備センター

(3) 市の施設での産業廃棄物受入れ（あわせ産廃）については，今後，個別リサイクル法の動向や市域における

民間事業者の処理施設の設置状況に応じ，受け入れる廃棄物の種類等の見直しを進めるとともに，処理料金も

発生抑制や再生利用の経済的インセンティブとなりうることや民間事業者による処理推進の観点から，段階的に

処理原価に見合う金額へ移行すべきと考えています。



硫酸ピッチ*1
廃酸と廃油の混合物で，硫黄分，アスファルト質などを含むタール状の物質，通常，中和して焼却処理されます。現在、

問題になっている硫酸ピッチは，軽油引取税を免れるために重油と灯油の混合物に濃硫酸を添加して不正軽油を作る

過程で発生したもので，未処理で不法投棄される例が多発しています。
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４ 不法投棄対策の強化と「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する

条例」の円滑な運用

◎ （１） 条例に係る保管用地の調査・監視・立入検査・指導の実施

（２） 監視体制の強化（環境パトロール隊，車両検問の実施，スカイパトロール，

監視カメラ等の設置）

◎ （３） 京都府，近隣府県市，警察，(社)京都府産業廃棄物協会等との連携強化に

よる不法投棄案件に対する厳格かつ迅速な対応

◎ （４） タクシー等旅客運送事業者及び郵便局との提携による不法投棄監視制度

◎ （５） 市民からの通報に迅速に対応できる体制の確立

◎ （６） 「京都府硫酸ピッチ 規制条例（平成16年1月施行）」への対応*1

（１）京都市では，平成 年 月 日に「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する15 12 26

条例」を制定し，これまで廃棄物処理法上の保管基準のみが適用されるだけで，その把握や

現場での効果的な指導が難しかった建設廃棄物を中心とする自社保管用地（ ㎡未満のも300

の等を除く）の届出や保管用地への産業廃棄物の搬出入に関し，運搬指示票の交付を義務づ

けるなど罰則も含め規定しています。

本条例に基づき，京都市では，市域における保管用地の状況調査を行うとともに，日常的な

パトロールを強化し，適正保管，適正処理の指導を実施していきます（資料 参照）。9

また，条例では土地所有者等の責務を明確にするとともに緊急の必要がある場合には，市

長が実力で産業廃棄物の搬入を停止させるため必要な措置が採れることや，支障の除去の命

令など全国初の規定を盛り込んでおり，条例を厳格に適用することで不法投棄等の未然防止

を図ります。

（２）不法投棄や不適正処理の防止については

早期発見，早期対処が重要なことから，京都

市と京都府警では，不法投棄等の「環境犯罪」

に合同してパトロール等に取り組む「環境パト

ロール隊」を平成１１年 月に発足させ，悪質な8

事業者に対し，効果的な監視・摘発を実施し

ています。

「スカイパトロール」

（ヘリコプターを利用した空中監視）
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高い塀等で囲われているなど地上から状況把握のできない場所等には，消防局のヘリコプ

ターを活用したスカイパトロールによる監視を今後も継続していきます。

また，平成 年度からは産業廃棄物積載車両14

の路上検問を実施し，積載内容や搬入先等の確

認を行い，不適正処理を未然に防止する取組を

始めている他，不法投棄の常習地域等には，監

視カメラの設置など，不法投棄者の摘発に有効な

手法の導入に向け検討していきます。

（３）不法投棄等は，市域を越えて広域的に行われることから，京都府，近隣府県市及び警察と連

携を図り相互に情報交換を図りながら，厳格かつ迅速な対応を図ります。

また，最終的に不法投棄につながりかねない過剰な堆積など違法行為が拡大し，環境保全

上重大な支障が生じる前に早期対応を図ることが重要であり，行為者が判明する場合には，改

善命令や措置命令を行い，命令に従わない場合は告発等の措置を行っていきます。

（４）京都市では，美化推進等総合計画（平成 年 月 日 京都市告示第 号）を定め，すで14 11 5 306

にまちの美化や不法投棄対策に取り組んでいるところです。この中では，タクシー等旅客運送

事業者及び郵便局と連携した不法投棄監視通報制度を実施しており，産業廃棄物の不法投

棄にも迅速な対応を図っていきます。

（５）行政による監視の目が行き届きにくい市域の周辺部等では，農林業従事者等のボランティア

「産廃市民監視員（仮称）」を登録し，地域の監視体制の強化を図っていきます。

（６）全国各地で不正軽油の製造に伴う硫酸ピッチ不法投棄が大きな問題となっていることから，

16 1 18京都府では罰則を含めた，硫酸ピッチの生成・保管を禁止する条例を制定し，平成 年 月

日から施行しています。この条例は市域も適用を受けるため京都府と連携を図りながら情報収

集，立入検査等を実施していきます。

「産業廃棄物積載車両の路上検問のようす」



環境事業団*1
平成 年 月 日～ 日本環境安全事業株式会社に事業移管16 4 1
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５ PCB廃棄物処理対策

◎ （１）保管・使用事業場に対する適正な保管・管理の周知指導

◎ （２）近畿ブロック関係府県市と連携し，環境事業団によるPCB廃棄物処理の促進

（１） 廃棄物の処理対策については，「 特別措置法」に基づき，保管状況の把握に努めPCB PCB

るとともに立入検査等により適正保管の指導に当たります。

（２） 廃棄物の処理については，平成 年まPCB 28

でにすべての処理を終えることとされており，

近畿圏では，環境事業団 が大阪市に設置を*1

予定している施設により，平成 年から，順18

次，処理することとなっています。京都市は，

近畿圏の関係府県市と協議し，環境事業団に

よる処理を推進するとともに，市域に保管され

ている 廃棄物の処理が円滑に行われるよPCB

う指導していきます。

（参考） PCB廃棄物に係る環境大臣の認可事業（大阪事業）の概要

認可年月日 Ｈ１５．２．１９

処理範囲 近畿２府４県

事業実施場所 大阪市此花区北港白津２丁目

処理能力 ２㌧／日

処理対象 高圧トランス等及び廃ＰＣＢ

処理方式 化学処理

事業期間 Ｈ１８．４ ～ Ｈ２８．３

「保管が長期化するPCB廃棄物（高圧コンデンサ）」



京都市政出前トーク*1
市政に関する理解と関心を深めるとともに，これからのまちづくりについて共に考えるきっかけを作ることを目的に，様

々なテーマに応じて担当職員が説明に出向くものです。 人以上が参加される集まりで， （ 年度）のテーマから選10 160 15
13 15んで区役所等へ申し込みます（無料）。環境関連は「産業廃棄物はどのように処理されているのですか」など テーマ（

年度） が用意されています。
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第４節 （政策目標４） 社会意識の高揚

１ 市民啓発事業の実施

（１） 「啓発パネル」などの作成，「京都市政出前トーク 」制度による講師派遣*1

（２） 市ホームページ等を通じた行政分析結果等産業廃棄物情報の公開推進

（３） 「京都環境賞」の授与等を通じた循環型社会の形成に先進的に取り組む個人

・団体への顕彰

（１）普段，市民の目に触れる機会の少ない産業廃

棄物について，日常生活とも深く関わりのあるこ

とが理解できるようパネルやパンフレットを作成

し，イベント等で展示・配布を行います。

また，「京都市政出前トーク」制度を活用し，

広く市民への産業廃棄物に関する周知・啓発を

図ります。

（２）産業廃棄物の処理に係る信頼性の向上には，処理施設のダイオキシン類濃度測定結果など

情報の公開が不可欠であり，京都市では，それらの行政分析を実施するとともにその結果につ

いて市ホームページ等を通じて公開していきます。

（３）産業廃棄物の再生利用等が循環型社会の形

成にも貢献していることを広く市民にアピールし

ていくため，先進的・斬新的な手法等で地球温

暖化の防止や循環型社会の形成など，環境保

全に関する将来性のある活動に取り組む個人・

団体を表彰する「京都環境賞（平成 年 月創15 9

設）」などの制度を活用していきます。

「啓発パネル」

「京都環境賞の授賞式」



京エコロジーセンター*1
身近なごみ問題から地球規模の環境問題まで幅広い視点に立った「環境意識」の定着を図り，家庭・地域・職場，学校

などあらゆる場所で環境にやさしい実践活動の輪を広げるための拠点施設です（伏見区深草池ノ内町 ）。13
NPO（Non-Profit Organization：非営利組織）*2
様々な非営利活動を行う非政府，民間の組織であり，通常，民間非営利組織と呼ばれています。
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２ 環境教育の推進

◎ （１）「京エコロジーセンター 」を拠点とした企業の環境担当者，市民，NPO との*1 *2
みやこ

連携

（２） 「環境学習副読本」などを通じた学校における環境教育の推進

（１）社会意識の高揚やモラルの向上には，底辺

の拡大が重要であることから，「京エコロジーセ

ンター」を拠点に企業の環境担当者や市民，

とのネットワークを構築し，効果的な情報提NPO

供や啓発活動を推進します。

（２）児童・生徒の環境教育を通じ，将来の産業廃

棄物の在り方と我々の暮らしを長期的な視野で

捉え，家庭から出るごみだけでなく，日常生活と

産業廃棄物の関わり等を説明していきます。

「ゴミック『廃貴物』第 集」ハイ・ムーン氏作，日報出版(株)刊より転載4

「京エコロジーセンター展示」

「環境学習副読本」
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◆◇コラム◇◆ 愛着あるマイホームは建て替えよりリフォーム！ ～古材バンクの会の取組～

歴史と伝統のまち京都では，本当によいものを長く使うという気風を培ってきました。

現代の使い捨て社会と対局にあるこの考え方は，いろいろな製品や建築物の設計にも長年の知恵と工夫が集積さ

れ，それを使う人にもその価値が理解されることにより，必然的に廃棄物の発生抑制や環境への負荷低減につながっ

ていくものです。

特定非営利活動（ ）法人 古材バンクの会では，地球の限りある資源を大事にし，木を生かす知恵と技術を次NPO

の世代に伝えるためいろいろな活動を行っています。

■民家再生

再生前 工事中 再生後

■古材を使った家・家具造り

←古材を使った店舗のカウンター

古材を使った家具↓

■その他 木造建築の調査・活用提言，見学会，シンポジウム等イベントの開催

第１回京都環境賞受賞

特定非営利活動（ ）法人 古材バンクの会NPO

TEL 075-532-2103 FAX 075-551-9811

e-mail kbank@m10.alpha-net.ne.jp

17-354京都府京都市東山区本町
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３ 産業廃棄物連絡協議会事業の推進

（１） 学識経験者，産業廃棄物排出事業者，処理業者，市民，行政における相互

の情報交換

（２） 協働事業の実施（環境フォーラムきょうと開催，処理施設見学会等の実施）

（３） 協議会のホームページ（「きょうと産廃ネット」）を通じた情報公開の充実，先進

的取組事業者紹介等

（４） 企業における環境情報（環境報告書，環境会計等）の公開推進

（５） 企業におけるグリーン購入推進による需要の喚起

（６） 事業者団体等が取り組む産業廃棄物に関する啓発事業等への協力・支援

京都市産業廃棄物連絡協議会は学識経験

者，産業廃棄物排出事業者，処理業者，市

民，行政の，それぞれの立場における産業廃

棄物等に係わる情報交換と，相互理解の推進

を目的として，平成 年 月に設置されまし13 2

た。

今後も，ホームページを通じた情報提供

等，上記に掲げた事業等を通じ，社会意識の

高揚を図っていきます。

http://www.kyoto3r.com

「環境フォーラムでの産業廃棄物問
題をテーマとする演劇のようす」

「京都市産業廃棄物連絡協議会ホームページ」


