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資料1 廃棄物とは

１．廃棄物の分類

産業廃棄物 ＊1
排出事業者が自らの責任で処理 特別管理産業廃棄物 ＊4 都道府県境を超えた広域処理が可能

その他の産業廃棄物
事業活動に伴って
発生する廃棄物

事業系一般廃棄物 ＊2
特別管理一般廃棄物 ＊5 原則として自区（市町村）内で処理

廃棄物 その他の一般廃棄物

市町村の責任で処理

家庭から発生する廃棄物 家庭系一般廃棄物 ＊3

事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち，燃え殻，汚泥，廃油，廃酸，廃アルカリ，廃プ
＊1 産業廃棄物 ラスチック類など，下表の20種類のもの

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外のもの
＊2 事業系一般廃棄物 事務所から出る紙くず，飲食店から出る調理くずなど

＊3 家庭系一般廃棄物 家庭ごみ，一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物

＊4 特別管理産業廃棄物 廃棄物のうち，爆発性，毒性，感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を
＊5 特別管理一般廃棄物 生ずるおそれがある性状を有するもの

２．産業廃棄物の種類と具体例

種 類 具 体 例

1 燃え殻 石炭がら，焼却灰，炉清掃排出物，廃活性炭 等

2 汚 泥 製造工程等から出る泥状物，排水処理汚泥，メッキ汚泥 等

3 廃 油 廃潤滑油，アルコール等の廃溶剤，廃タールピッチ，固形石鹸 等

4 廃 酸 廃硫酸，廃塩酸，廃定着液，廃鉛バッテリー液 等

5 廃アルカリ 廃ソーダ液，廃アンモニア液，廃現像液，自動車不凍液 等

6 廃プラスチック類 合成樹脂くず，合成繊維くず，発泡スチロールくず，廃タイヤ 等

7 ゴムくず ゴムチューブ等の天然ゴムくずに限る（廃タイヤは廃プラスチック類）

8 金属くず 空き缶，鉄くず，非鉄金属くず，半田かす，切削くず 等

9 板ガラスくず，陶磁器くず(土管,レンガ,かわら)，石膏ボード 等ガラスくず,コンクリートくず※

※コンクリートくずは工作物の新築，改築又は除去に伴って生じたものを除く及び陶磁器くず

10 鉱さい 高炉，平炉，転炉，電気炉等の残さ，鋳物廃砂，不良鉱石 等

11 がれき類 工作物の新築，改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片等

12 ばいじん ばい煙発生施設，産業廃棄物の焼却施設の集じん施設で集められたもの

13 紙くず 紙・紙加工品製造業等から生ずる紙くず 建設業の新築，改築，増

14 木くず 木材製造業，パルプ製造業等から生ずる木くず 築，除去等に伴う紙くず,

15 繊維くず 繊維工業から生ずる木綿・羊毛等の天然繊維くず 木くず，繊維くず

16 動植物性残さ 食料品，医薬品製造業等から生ずるのりかす，醸造かす 等

17 動物系固形不要物 と畜場，食鳥処理場から生ずる牛,豚･食鳥等の不可食部分等の不要物

18 動物のふん尿 畜産農業，畜産類似業から生ずる牛，馬，豚，にわとり等のふん尿

19 動物の死体 畜産農業，畜産類似業から生ずる牛，馬，豚，にわとり等の死体

20 政令第13号廃棄物 上記１～19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもの

注）13～19までの廃棄物は，限定された業種から排出される廃棄物のみ「産業廃棄物」となります。
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資料2 産業廃棄物種類別・業種別の発生量等（平成13年度）

１．産業廃棄物種類別・業種別の発生量（平成13年度）
（単位：ｔ／年）

業種大分類 電 気 卸 全国値
・ 運 輸 ・ 金 融 不動産 サービス

農業 建設業 製造業 ガ ス ・ 小売業 ・ 合計 (H12年度)
・ 通信業 保険業 業 業

産業廃棄物の種類 水道業 飲食店 (千ｔ/年)

1 燃え殻 6 383 230 2 622 1,892

2 汚 泥 164,466 406,172 1,268,456 662 2,023 2,428 1,844,207 189,181

3 廃 油 11 23,411 36 600 9,227 1,317 34,602 3,248

4 廃 酸 1,100 6 49 871 2,026 2,938

5 廃アルカリ 3,452 11 49 768 4,280 1,563

6 廃プラスチック類 239 16,175 26,969 139 2,322 8,187 1 489 4,979 59,500 5,790

7 ゴムくず 156 3 159 44

8 金属くず 19,701 47,230 5,846 1,597 10,566 53 321 6,587 91,901 8,096

9 ガラス・陶磁器くず等 19,688 9,775 329 39 2,299 1 422 1,098 33,651 4,797

10 鉱さい 57,928 57,928 16,448

11 がれき類 622,340 848 2,159 1,206 172 56 626,781 58,829

12 ばいじん 110 110 10,765

13 紙くず 10,284 12,955 22 121 23,382 2,156

14 木くず 58,750 5,878 36 71 64,735 5,511

15 繊維くず 787 681 2 3 1,472 76

16 動植物性残さ 15,293 15,293 4,052

17 動物系固形不要物

18 動物のふん尿 6,639 6,639 90,489

19 動物の死体 8 8 163

20 政令第13号廃棄物

特別管理産業廃棄物 18 25,321 70 12 3,655 29,076

合 計 6,886 912,225 637,663 1,276,977 6,731 32,646 55 1,233 21,957 2,896,373 406,037

全国値（千ｔ／年） 90,804 79,011 123,730 91,504 888 1,790 1,512 406,037

注）全国値は平成12年度の値であり，合計値にはその他の業種として漁業24千ｔ，鉱業16,751千ｔ，公務22千ｔが含まれる。

２．産業廃棄物種類別の再生利用率・減量化率・埋立処分率（平成13年度）
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（全国値の出典：「産業廃棄物排出・処理状況調査（平成12年度実績）」環境省）３．全国値との比較
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（産業廃棄物種類別の再生利用率・減量化率・埋立処分率）
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資料3 循環型社会形成推進のための関係法令の概要

略称，正式名称，公布 目的（第１条）

環境の保全について，基本理念を定め，並びに国，地方公共団体，事環境基本法
業者及び国民の責務を明らかにすると共に，環境の保全に関する施策

平成 年 月 日 法律 第 号 を総合的かつ計画的に推進し，もって現在及び将来の国民の健康で文5 11 19 91
化的な生活の確保に寄与するとともに，人類の福祉に貢献することを目
的とする。

環境基本法の基本理念にのっとり，循環型社会の形成について，基本循環型社会形成推進基本法
原則を定め，並びに国，地方公共団体，事業者及び国民の責務を明ら

平成 年 月 日 法律 第 号 かにすると共に，循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環型社12 6 2 110
会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより，循環型社
会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し，もって現在及び
将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

廃棄物の適正な処理を確保するため，廃棄物の減量化・リサイクルを推廃棄物処理法
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 進するとともに，施設の信頼性・安全性の向上や不法投棄対策の強化を
昭和 年 月 日 法律 第 号 図るための総合的な対策を講ずる。45 12 25 137

事業者による製品の回収・リサイクルの実施等リサイクル対策を強化す資源有効利用促進法
「資源の有効な利用の促進に関する法 ると共に，製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュ
律」 ース) 対策や，回収した製品からの部品等の再使用(リユース)対策を新

平成 年 月 日 法律 第 号 たに講ずることにより，循環型経済システムの構築を目指すものである。3 4 26 48

容器包装廃棄物の分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物容器包装リサイクル法
「容器包装に係る分別収集及び再商品 の再商品化を促進するための措置を講ずること等により，一般廃棄物の
化の促進等に関する法律」 減量及び再生資源の十分な利用等を通じて，廃棄物の適正な処理及び
平成 年 月 日 法律 第 号 資源の有効な利用の確保を図る。7 6 16 112

製造業者等には引取り及び再商品化を，小売業者には引取り及び引家電リサイクル法
「特定家庭用機器再商品化法」 渡しをそれぞれ義務づけており，使用済み家電製品による環境汚染の
平成 年 月 日 法律 第 号 防止と，資源の有効利用を図る目的で制定された。10 6 5 97

大量に発生している食品廃棄物について，発生抑制と減量化により最食品リサイクル法
「食品循環資源の再生利用等の促進に 終的に処分される量を減少させるとともに，飼料や肥料等の原材料として
関する法律」 再生利用するため，食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等

平成 年 月公布 を促進することを目的とする。12 6

特定の建設資材について，その分別解体等及び再資源化等を促進す建設リサイクル法
「建設工事に係る資材の再資源化等に るための措置を講ずるとともに，解体工事業者の登録制度を実施するこ
関する法律」 と等により，再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて，資源
平成 年 月 日 法律 第 号 の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図る。12 5 31 104

自動車製造業者等及び関連事業者による使用済自動車の引取り及び自動車リサイクル法
「使用済自動車の再資源化等に関する 引渡し並びに再資源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講ず
法律」 ることにより，使用済自動車に係る廃棄物の減量並びに再生資源及び再
平成 年 月 日 法律 第 号 生部品の十分な利用等を通じて，使用済自動車に係る廃棄物の適正な14 7 12 87

処理及び資源の有効な利用の確保等を図る。

ポリ塩化ビフェニルの性状や特徴，わが国におけるポリ塩化ビフェニルPCB特別措置法

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処 廃棄物の状況を踏まえ，ポリ塩化ビフェニル廃棄物についての規制等，
理の推進に関する特別措置法」 速やかな処理体制の整備によって，確実かつ適正な処理を推進し，国
平成 年 月 日 法律 第 号 民の健康の保護と生活環境の保全を図ることを目的とする。13 6 22 65

国等による環境物品等の調達の推進，情報の提供その他の環境物品グリーン購入法
「国等による環境物品等の調達の推進等 等への需要の転換を促進するために必要な事項を定め，環境への負荷
に関する法律」 の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図ることを目的に，国，地方

平成 年 月 日 法律 第 号 公共団体，事業者及び国民の基本的な責務を規定している。12 5 31 100
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資料4 旧計画の施策実施状況

実施年 度
前計画施策 取 組

状況H11 H12 H13 H14 H15
発生抑制と減量化・再資源化の推進
）排出事業者による処理 ・多量排出事業者による産業廃棄物処理計画書 要綱 ○1
計画策定指導 等の提出指導，法定化 法定化
）廃棄物リサイクル情報提 ・「リサイクルガイドブック」の作成 ☆ ○2
供システムの構築 ・連絡協議会 を通じた情報提供 ○HP
）廃棄物交換制度の実施 （市域のみでの運営は非効率） ×3
）公共工事による産業廃 ・「再生利用業者」の情報公開（課 ） ○4 HP
棄物の発生抑制，再生資 ・「京都市建設副産物対策協議会」の取組 ○
材の利用促進
）中小企業者における再 ・市クリーンセンター搬入木くずの再資源化 ○5
資源化対策の促進 ・保全公社での再資源化促進 破砕施設整備 ○

適正処理の推進
）排出事業者・処理業者に ・講習会・立入検査・指導の実施 ○1
対する適正処理指導 ・手引書の作成・配布 ○

・処理業者資質向上・手引書作成，研修会開催 研修会講師派遣 △
）廃棄物情報管理システム 「リサイクル情報提供データベース」の作成 ○2
の構築
）不法投棄等の撲滅 ・京都市産業廃棄物不適正処理対策要綱の制定 ○3

・「環境パトロール隊」の発足 ○
・「スカイパトロール」の実施 ○

）処理施設の適正な維持 ・施設設置者への指導 ○4
管理 ・施設に係る維持管理の情報公開推進 △

処理・処分施設の設置促進
）民間事業者による安全な ・技術指導 ○1
処理施設の設置 ・低利融資 △

・市内での処理率向上 ○
）処理施設設置に係る審 ・事前審査制度 ×2
査基準等の強化 ・施設設置に係る指導指針作成 申請ごとの個別対応 ×

・小規模施設による処理業許可対応 △
）公共関与による処理 ・「大阪湾フェニックス計画」への参画 ○3

・京都環境保全公社への支援（施設整備等） ○
）災害時における廃棄物 ・災害廃棄物処理計画に基づく対応 ×4
処理体制の整備 ・災害時の処理体制確保 ×

社会意識の高揚
）環境管理システムの導入 ・産業廃棄物処理企業診断チェックリストの作成 ○1
）市民啓発の実施 ・「環境フォーラムきょうと」の開催 ☆ ☆ ☆ ☆ ○2

・啓発パネル作成 ☆ ○
・環境学習副読本記述追加 ☆ ○

）情報公開のルール化 ・ダイオキシン測定結果等の公表等 ○3
）産業廃棄物連絡協議会 ・情報交換，啓発事業実施等 ○4
の設置・運営
）優良事業者の育成 ・表彰制度の創設 京都府制度5

（エコ京都 ，環境トップ ×21
ランナー表彰）

（重点施策）

実施年 度
現計画における重点的な取組 これまでの取組み

状況H11 H12 H13 H14 H15
多量排出事業者の指導強化
）対象の拡大 ・多量排出事業者による産業廃棄物処理 要綱 ○1

計画書等の提出指導，法定化 法定化
建設系廃棄物の適正処理の推進
）分別解体指導 ・建設リサイクル法の制定による届出・報 ○1
）木くず，汚泥等の再資源化促進 告立入検査等2
）発注者の役割3
）不適正処理対策 ・不適正処理対策要綱制定 ○4
）業界団体との協力5

有害廃棄物等に関する環境保全対策
）発生抑制対策 ・排出事業場への立入指導，手引書等配 ○1
）廃棄物管理体制の整備 布2
）処理施設の設置に対する対応 ・インターネット等を通じた処理施設設置 ○3
）情報の公開 者の行政分析結果等公表4
）基準違反に対する対応5
）小型焼却炉に対する対応 ・小型焼却炉の法基準強化に係る指導等 ○6
）焼却によらない廃棄物減量対策7

注）実施状況欄 ○：実施済，取組継続中 △：一部実施，情勢の変化に応じ修正実施 ×：未着手 ☆：開催・作成
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資料5 排出事業者に対する意向調査結果
（平成14年度実施の実態調査にあわせて実施したもの）

１．回収状況
事態調査の調査票発送数及び回収状況

項目 有効 有効 有効 有効 本意向調査の

業種 発送数 回収数 回収率 回答数 有効回答数

対象事業場総数 5,333 2,139 40.1% 1,698 899

建設業 1,224 467 38.2% 247 142

製造業 2,041 821 40.2% 668 379

電気・ガス・水道業 21 10 47.6% 10 9

運輸・通信業 399 180 45.1% 164 38

卸・小売業、飲食店 954 383 40.1% 361 151

金融・保険業 66 34 51.5% 30 4

不動産業 34 13 38.2% 13 1

サービス業 594 231 38.9% 205 180

２．調査結果

(41%)

366件

(29%)

259件

(21%)

190件

(9%)

80件
(0.4%)

4件問１．産業廃棄物の発生抑制の可能性

既に取組み，今以上の発生抑制は難しい　　

技術的に発生抑制は難しい　　　　　　　　

条件によっては，今以上に発生抑制ができる

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　

無回答　　　　　　　　　　　　　　　　　

899件

(48%)

429件

(26%)

230件

(11%)

96件
(16%)

144件

問２．現在，再生利用されていない産業廃棄物

再生利用することは難しい　　　

受け皿さえあれば再生利用できる

条件によっては再生利用できる　

無回答　　　　　　　　　　　　

899件

どのような条件が整えば可能か
条 件 回答数

工法及び構造の変更 34
新しい設備の導入 29
分別意識の向上 16
再生利用の受皿造り 16
その他 7

(34%)

378件

(29%)

324件

(19%)

208件

(16%)

184件

(2%)

23
問３．行政に期待する産業廃棄物に関する事業

再生利用施設の整備促進　　　　　　　　　　

発生抑制，再生利用等に関する情報の提供　　

再生利用を促進するための仕組み作り　　　　

再生利用等が進むような経済的な誘導策の実施

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1117件
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「問１．産業廃棄物の発生抑制の可能性」の「その他」の回答内容

業 種 回 答 内 容

今後どのように発生抑制していくか全在的に取り組んでいこうとするテーマです

新築木くず，取り壊し木くず等の抑制方法があればそれに従うつもりです

抑制は難しいが有効利用はもっとできると思う

建 設 業 ISO14000取得に取り組んでいる。可能性はあると考える

精度を上げて無駄な廃棄物を減らす

人為的ミスを少なくすることで抑制は可能

建築物の解体による発生抑制は不可であるが再生利用は可

製品梱包の簡素化

生産を少なくする以外に考えられない

全員の意識改革

製 造 業 移動等による不良品発生の防止

売上（製造量）に依存する量を抑制します

テトラクロロエチレンの廃液については，使用しないように検討する

事務所内での備品，什器のため修理等による長期使用により可能

電気･ガス･水道業 他事業所の取り組みで適用可能なものは採用していく

売上げに比例するため発生抑制は難しいが再生利用を促進する

運輸・通信業 発生抑制のため使用量を減らす運動中

分別回収と売却できる物は売却で抑制金属屑の売却で抑制

個店レベルでの取り組みには限度があり，全社レベルでの取り組みが必要

卸・小売業、飲食店 売上げに比例する為抑制はできかねるが，再生利用をより一層促進する

サービス業務としての下取りをなるべく制限

ペーパーレスの考えを基本に減少させていきたい

サービス業 医療に関わる物については団組技術レベルのアップが必要

陶器類は、随時強化製品に変更する
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「問２．現在，再生利用されていない産業廃棄物」の「どのような条件整備が必要か」の回答

業種区分 回答内容

食料品 設備の導入 ／ 再生利用するメーカーが近くに存在する事 ／ 箱の統一化

繊維 回収ルート ／ 再生利用のコストが問題 ／ 自社製品に再生利用できるか仕

入業者と検討

家具 新しいリサイクルボードの開発 ／ 再生機関

パルプ・紙 処理業者の分離 ／ PEのラミネートの溶出分離 ／ 加工業者（燃料）

出版・印刷 無償及び有償売却先の充実 ／ 処理業者の処理技術 ／ 作業上での各々の

意識 ／ 行政・処理業者で再利用を考案し企業化する，処理業者のコスト

化学 可燃物の焼却による廃熱利用 ／ 廃油から蒸留により溶剤を回収し再使用す

る ／ 分別スペース

プラスチック 粉砕装置及び高熱焼却

窯業 再生のスペース（土地）・賃金 ／ 焼却回収設備等

造業 金属 処理費用の低減 ／ サーマルリサイクル又は燃料化 ／ 回収・濃縮・装色等

／ 原材料・行程の見直し等

一般機械器具 寸法切り間違い分をほかの品物に流用する ／ 低コストで利用できる再生利

用施設

電気機械器具 鉄板くずの品種分別をすれば，鋳鉄材料として売却可能だが，それに関する手

間と置場が大きく経済性に合わない ／ 再製品化された場合の性能・特性及

び再生費用を含む原価等が同レベルであること ／ メーカーの回収 ／ 少量

で引き取り，保管場所がなく業者との条件が合わない ／ 種類ごとの分別収集

をしたうえで処理業者へ引き渡す

精密機械器具 製品の解体，部品材料の選別 ／ 再生にかかる費用の公的機関からの補助

その他製造業 委託加工のためメーカー引き取り ／ セメント材料としての再生利用，セメント

工場への運送コスト ／ 再生利用を原料とした商品の開発

電気・ガス・ 電気業 再生処理のコストの低減

水道業 ガス業 分別方法の確立

運輸・通信業 貨物運送業 安価（できれば無料）でチップにし利用できるところで利用してほしい

その他 運送費，処理費を含めたコスト

各種商品小売業 発泡スチロール（減溶化機器の導入，設備投資）、生ごみ（減溶化，バイオ化が

あり，処理再生利用業者の選択が難しい）

卸・小売業， 自動車小売業 自動車部品の中には修理方法が分かれば，再生利用可能な物がある ／ 技

飲食店 術者を養成する

燃料小売業 価格及び各種税金の低減 ／ オイル缶回収業者 ／ 油と泥が分離できる

その他 RDF化などリサイクル設備の整備 ／ カレットの定期及び無償回収 ／ 他府県

の移動等法律の柔軟な運用又は改正，発生抑制による税制の優遇施策

写真業 パトローネのフィルム詰替ができれば再生可能

自動車整備業 複合物でなく単一な物 ／ リサイクル設備か燃料にする設備

医療業 再利用可能な滅菌方法があれば可能と思われる

病院 現状と同額以下にて収集・処理にて肥料にする ／ 銀を取り出す ／ 処理設

サービス業 備の必要 ／ 再生業者の紹介

その他 メーカーの技術向上 ／ 回収業者の分別回収 ／ 部品規格の統一 ／ ロー

コストによるリサイクル ／ 製造メーカーの部品供給保証期間の延長及び技術

的サポート保証 ／ メーカー等で回収，再生利用の体制が整備された場合 ／

再生利用施設の利便性と再生コスト等のバランスに依る
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「問３．行政に期待する産業廃棄物に関する事業」の「その他」の回答内容

大分類 業種区分 回答内容

繊維 再生原料からスタートする製造ラインの奨励と助成

業界別・事業所単位の具体的処理の提供及び処理費用の軽減

出版・印刷 現実に即応した行政からのPR，このような無駄なアンケートの取りやめ，データ

製造業 を集める為に労多く，行政サービスには何ら反映しないシステムの打破

社会情勢悪化の為費用負担がなくなるようにしてほしい

プラスチック 再生利用技術の振興

輸送用機械 潤滑油の不要な機械の開発・利用に対する助成

卸・小売業， 家具・什器等 使用させないようにする（特に塩ビ）

飲食店 民間産廃業者と再生業者との位置付け区別

写真業 機器製品メーカーへの指導が必要

技術的に発生抑制するよう指導する

病院 処分費用の低減策

サービス業 事業所に経費・時間等かからないリサイクルシステムの構築

その他 再生可能品回収ルートの確保

製品規格の標準化

再生利用促進の為，選別分類を徹底させる経済的な措置をとる（金銭返還も一

策と思う）
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資料6 数値目標について

１．数値目標の算定方法

（１）発生抑制率

発生抑制率は，平成 年度の業種別・廃棄物種類別発生量に，それぞれ発生抑制率の目標値を掛け，13

これを平成 年度の総発生量で割ることにより，目標年度（平成 年度）の発生抑制率を算出しました。な13 22

お，発生抑制率の目標値は，多量排出事業者に対する調査や実態調査の意向調査結果から，実現の可

能性が高いと考えられる取組で関連する廃棄物に対して，業種別に発生抑制率を設定しました。

： 平成 年度の業種別（ ）・廃棄物種類別（ ）発生量xij 13 i j

： 業種別（ ）・廃棄物種類別（ ）の発生抑制率の目標値αij i j

（２）再生利用率及び埋立処分量

再生利用率及び埋立処分量は，各個別リサイクル法の基本方針や全国の業界団体等が目標としている

再生利用量（率）を参考に業種別・廃棄物種類別に再生利用率及び埋立処分率を設定し，ぞれぞれの発

生量にその率を掛けることにより，目標年度（平成 年度）の再生利用量及び埋立処分量を算出しました。22

： 目標年度（平成 年度）の業種別（ ）・廃棄物種類別（ ）発生量yij 22 i j

： 業種別（ ）・廃棄物種類別（ ）の再生利用率（埋立処分率）の目標値βij i j

（３）市域内処理率

現状の広域移動状況及び市域の施設処理能力を考慮し，焼却や埋立処分されている比率の高い以下

の 種類の廃棄物の市域内処理率を平成 年度比でそれぞれ ポイント向上させることとして目標値を設5 13 10

定しました。

・汚泥 ・廃プラスチック類 ・木くず ・がれき類 ・ガラス，陶磁器くず等

（４） 認証取得事業所数ISO14001

市内事業所のこれまでの取得数の推移より，平成 年度の数値目標（ 件）を設定しました。22 250

なお，市内事業場の の認証取得数は，登録組織の代表（本社など）都道府県で登録されておISO14001

り，市内の各事業所や営業所は登録範囲として管理されているものもあることから，数値目標には京都市の

施策により認証取得に取組んだものを対象として取得数を設定しました。

（５） 認証取得事業所数KES

市内事業所のこれまでの取得数の推移より，平成 年度の数値目標（ 件）を設定しました。22 850

年度の総発生量平成

α

発生抑制率＝
13

)(
1 1
∑∑
= =

×
m

i

n

j
ijijx

∑∑
= =

×
m

i

n

j
ijijy

1 1

)( β量）＝再生利用量（埋立処分
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２．産業廃棄物種類別及び業種別の発生抑制率・再生利用率・埋立処分削減率

（産業廃棄物種類別）

発生抑制率 再生利用率 埋立処分削減率

産業廃棄物 H13年度 H22年度 抑制率 平成13年度 平成22年度 H13年度 H22年度 削減率
種類区分 実績値 目標値

（ｔ） （ｔ） (A-B) 実績値 利用率 目標値 利用率 実績値 目標値 (A-B)
A B /A （ｔ） （ｔ） A B /A

燃え殻 622 609 2％ 84 13.5％ 121 19.9％ 437 389 11％

汚泥 1,844,207 1,726,634 6％ 18,500 1.0％ 17,441 1.0％ 20,510 18,806 8％

廃油 34,602 33,453 3％ 2,449 7.1％ 2,456 7.3％ 594 455 23％

廃酸 2,026 1,958 3％ 390 19.2％ 384 19.6％ 155 144 7％

廃アルカリ 4,280 3,994 7％ 498 11.6％ 471 11.8％ 412 378 8％

廃プラスチック類 59,493 55,108 7％ 9,896 16.6％ 20,528 37.3％ 29,854 16,618 44％

紙くず 23,402 21,845 7％ 11,175 47.8％ 17,567 80.4％ 9,519 1,780 81％

木くず 64,705 61,660 5％ 14,933 23.1％ 42,219 68.5％ 17,107 3,700 78％

繊維くず 1,496 1,412 6％ 29 2.0％ 573 40.6％ 1,098 495 55％

動植物性残さ 15,293 13,765 10％ 11,389 74.5％ 10,252 74.5％ 84 75 11％

ゴムくず 159 146 8％ 32 20.1％ 56 38.4％ 127 90 29％

金属くず 91,878 86,730 6％ 75,032 81.6％ 79,190 91.3％ 12,685 3,472 73％

ガラス・陶磁器くず等 33,662 32,341 4％ 7,898 23.5％ 22,704 70.2％ 24,410 8,312 66％

鉱さい 57,928 56,769 2％ 53,317 92.0％ 52,280 92.1％ 4,611 4,489 3％

がれき類 626,785 604,415 4％ 610,162 97.3％ 605,865 98.6％ 7,036 6,667 5％

動物のふん尿 6,639 6,507 2％ 4.382 66.0％ 4,295 66.0％ 143 140 2％

動物の死体 8 8 2％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0 2％

ばいじん 110 108 2％ 61 55.5％ 64 59.3％ 21 15 26％

特別管理産業廃棄物 29,076 26,977 7％ 5,742 19.7％ 5,262 19.5％ 935 846 10％

（業種別）

発生抑制率 再生利用率 埋立処分削減率

業種区分 H13年度 H22年度 抑制率 平成13年度 平成22年度 H13年度 H22年度 削減率
実績値 目標値
（ｔ） （ｔ） (A-B) 実績値 利用率 目標値 利用率 実績値 目標値 (A-B)
A B /A （ｔ） （ｔ） （％） A B /A

農 業 6,886 6,748 2％ 4,382 63.6％ 4,295 63.6％ 319 313 2％

建設業 912,225 878,781 4％ 634,653 69.6％ 699,251 79.6％ 82,387 17,145 79％

製造業 637,663 582,503 9％ 142,904 22.4％ 135,919 23.3％ 31,045 26,959 13％

電気・ガス・水道業 1,276,977 1,216,340 5％ 19,056 1.5％ 17,895 1.5％ 11,328 10,798 5％

運輸・通信業 6,731 6,365 5％ 3,262 48.5％ 3,184 50.0％ 2,047 1,871 9％

卸・小売業，飲食店 32,646 31,337 4％ 14,583 44.7％ 14,221 45.4％ 4,944 4,641 6％

金融・保険業 55 54 2％ 54 97.2％ 52 97.3％ 1 1 2％

不動産業 1,233 1,169 5％ 321 26.1％ 315 26.9％ 456 444 3％

サービス業 21,957 20,971 4％ 6,754 30.8％ 6,595 31.5％ 6,063 5,691 6％

全 体 2,896,373 2,744,268 5％ 825,969 28.5％ 881,728 32.1％ 138,592 67,864 51％
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３．目標達成の効果（温室効果ガス排出量）の算出方法

数値目標（発生抑制率，再生利用率及び最終処分量）を達成した場合，温室効果ガスの排出抑制に効果

があることから，産業廃棄物処理に係る温室効果ガス排出量を推計した。

算出方法は，京都市内で発生した産業廃棄物の ①焼却処理によるもの ②運搬によるもの を対象と

し，次式により，現状（平成 年度）の値と目標年度（平成 年度：数値目標を達成した場合）の値をそれぞれ13 22

推計し，その値を比較することでその効果を以下に示す算出式を用いて算出した。

なお，算出方法の基本的な考え方や排出係数，地球温暖化係数は，「地球温暖化対策地域推進計画策

定ガイドライン」（平成 年 月，環境省地球環境局）を参考にした。15 6

① 焼却処理によるもの

温室効果ガス排出量（ｔ ）＝焼却処理量（ ）×排出係数（ｔ ）×地球温暖化係数CO t CO /t2 2

焼 却 処 理 量 ： 産業廃棄物の種類別に設定（実態調査より）

排 出 係 数 ： ガイドライン参照（算定対象ガス別）

地球温暖化係数 ： ガイドライン参照（算定対象ガス別）

算定対象ガス ： 産業廃棄物の焼却に関する対象ガス（二酸化炭素，メタン，一酸化窒素）

②- 運搬によるもの（ ）1 CO2

温室効果ガス排出量（ｔ ＝燃料使用量（ℓ）×単位発熱量（ ℓ）×排出係数（㎏ ）CO MJ/ /CO /MJ2 2）

×地球温暖化係数

燃 料 使 用 量 ： ｔ車で運搬するとして，運搬距離と燃費を仮定10

単 位 発 熱 量 ： ガイドライン参照

排 出 係 数 ： ガイドライン参照

地球温暖化係数 ： ガイドライン参照

②- 運搬によるもの（ ， ）2 CH N O4 2

温室効果ガス排出量（ｔ ＝運搬距離（㎞）×排出係数（㎏ （ ， ） ㎞）×地球温暖化係数CO / CH N O /2 4 2）

運 搬 距 離 ： ｔ車で運搬するとして，運搬距離を仮定10

排 出 係 数 ： ガイドライン参照（算定対象ガス別）

地球温暖化係数 ： ガイドライン参照（算定対象ガス別）
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４．国，個別リサイクル法，業界団体等の目標値一覧

国の産業廃棄物減量化の目標量

排出量 平成９年度 平成17年度 平成22年度

再生利用量 41％ 47％ 47％

最終処分量 16％ 8％ 7％

「京阪神圏ゴミゼロ型都市推進協議会」における廃棄物の減量化目標

数量（万トン） 構成比 数量（万トン） 構成比 （増減量） （増減率）

排出量 5,862 100％ 6,310 100％ 448 8％

再生利用量 2,033 35％ 2,281 36％ 248 12％

中間処理による減量 3,408 58％ 3,752 59％ 344 10％

最終処分量 421 7％ 277 4％ ▲ 144 ▲34％

食品循環資源の再利用等を実施すべき量に関する目標

再生利用等

建設リサイクル推進計画の目標

近畿 全国 近畿 全国

99％以上 98％以上 99％以上 98％以上

（98.6％） （98％） （98.6％） （98％）

98％以上 96％以上 98％以上 96％以上

（97.5％） （96％） （97.5％） （96％）

60％以上 60％以上 65％以上 65％以上

（37.8％） （38％） （37.8％） （38％）

90％以上 90％以上 95％以上 95％以上

（86.4％） （83％） （86.4％） （83％）

60％以上 60％以上 75％以上 75％以上

（53.0％） （41％） （53.0％） （41％）

88％以上 88％以上 91％以上 91％以上

（86.9％） （85％） （86.9％） （85％）

（　）内は，平成12年度の実績値

（再資源化率）

アスファルト・コンクリート塊　：　（再使用量＋再生利用量）／排出量

コンクリート塊　：　（再使用量＋再生利用量）／排出量

建設発生木材　：　（再使用量＋再生利用量＋熱回収量）／排出量

（再資源化・縮減率）

建設発生木材　：　（再使用量＋再生利用量＋熱回収量＋焼却による減量化量）／排出量

建設汚泥　：　（再使用量＋再生利用量＋脱水等の減量化量）／排出量

再資源化・縮減率
平成12年度排出量に
対して25％削減

建設汚泥

建設混合廃棄物

建設廃棄物全体

平成12年度排出量に
対して50％削減

コンクリート塊

建設発生木材

建設発生木材

排出量を100としたときの再生利用率・最終処分率

「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」
（平成13年環境省告示34号）

「建設リサイクル推進計画2002（近畿地方版）」建設副産物対策近畿地方連絡協議会

目標（現状：平成９年度，将来：平成22年度）

平成17年度目標値 平成22年度目標値

排出量の増加を約12％に抑制

再生利用率を約41％から約47％に増加

おおむね半分に削減

排出量の20％以上　

平成22年度目標

「京阪神圏におけるゴミゼロ型都市への再構築に向けて（平成15年3月）」京阪神圏ゴミゼロ型都市推進協議会

 「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針　（食品リサイクル法基本方針）」（平成13年官庁報告）

再生利用，発生抑制及び減量

備　　考目標（平成18年度）

アスファルト・コンクリート塊

対象品目

平成12年度実績

再資源化率
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最終処分量の削減率（業種別ガイドライン）

H10年度比の
H22年度
削減割合

1 鉄鋼業 「（社）日本鉄鋼連盟」 8.7% 50%

2 紙・パルプ製造業 「日本製紙連合会」 46.0% 57%

3 化学工業 「（社）日本化学工業協会」 24.6% 52%

4 板ガラス製造業 「板硝子協会」 62.5% 42%

「日本染色協会」 13.4% 検討中

「日本毛整理協会」 9.8%

「日本繊維染色連合会」 17.2%

「日本鉱業協会」 22.8% 41.0%

「日本アルミニウム合金協会」 14.2% 検討中

「日本伸銅協会」 28.4% 13.0%

「日本アルミニウム協会」 14.9% 14.0%

「日本電線工業会」 17.9% 25.0%

7 電気事業 「電気事業連合会」 20.5% 16.0%

8 自動車製造業・同部品製造業 「日本自動車工業会」 88.0% 注1 50.0%

9 電子・電機機械製造業 「電子・電気等5団体（平成22年度は４団体）」 1.9% 21.0%

10 石油精製業 「石油連盟」 7.4% 38.0%

11 流通業 「百貨店協会」2010年において1993年比の包装材の割合 30.0%

12 リース業

13 セメント製造業
H22年度におけるセメント１トン当たりの
廃棄物利用量の目標

400ｋｇ

14 建設資材等製造業 品目別ガイドラインへ移動

15 ゴム製品製造業 日本ゴム工業会 33.5% 30.0%

16 石炭鉱業 石炭エネルギーセンター 16.7% 36.4%

17 ガス業 日本ガス協会 70.0% 注2 25.0%

18 工業生産住宅製造業 新規住宅の生産・供給に係る廃棄物の排出量（H9年度比） 50.0%

注1）H2年度比のH22年度削減割合

注2）H2年度比のH17年度削減割合）

出典：「業種別廃棄物処理・リサイクルガイドライン」産業構造審議会廃棄物・リサイクル小委員会

5 繊維工業

6 非鉄金属製造業

業　　　種 最終処分量の削減目標等 H8年度比の
H12年度
削減割合

削減率
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資料7 京都市域における産業廃棄物処理施設の設置に係る考え方

１．可能な限り京都市域内での処理完結を推進

産業廃棄物の処理は広域処理を前提としつつも，可能な限り，近畿圏内など京都市に近い域内での処理完
結を推進するため，市域での再生利用施設等の設置を促進する。しかしながら，市域で設置が困難，或いは
その需要が少ないなど市域での設置が非効率なものについては近畿圏内での連携による処理や公共関与によ
る処理を図る。

２ 「焼却」→「埋立」の処理から可能な限り，再生利用が促進される施設の設置を推進．

また，再生利用に当たっては，優先順位を考慮

＜再生利用方法の優先順位＞
） ， ， ）１ 鋳物砂 有機溶剤蒸留 部品回収等再利用 修理 洗浄等により機能回復し 同じものに再利用 再生， ， （

， ， ， ， ， ，２）転 用 物理的 化学的 生物学的操作により 性状 形状を変換し 品質の落ちる製品に再生或いは
古紙再生，鉄スクラップ，堆肥化，埋戻材にがれき類の利用等）他の用途に活用（

３） 汚泥中の貴金属の回収等）物質回収 抽出，化学処理により，原料に還元，有価物の回収（
４）熱 （廃潤滑油，木くずチップ等）回収 燃料化，発電，給湯等

３．焼却施設及び最終処分場のダイオキシン類等の行政分析結果等の公表

周辺環境への影響の大きい焼却施設のダイオキシン類等の測定結果（行政分析，事業者の自主測定結果）
及び埋立処分場の水質調査結果（行政分析）について施設の信頼性確保の観点からインターネット等を通じ
公表する。

４．廃棄物処理法第 条に規定された施設の許可においては，同法第 条の２の「許可の15 15
基準等」に基づき厳正に審査

焼却施設，埋立処分場及び 廃棄物処理施設の設置については 「京都市廃棄物処理施設等設置検討委員PCB ，
会」において環境保全対策等について専門家の意見を聴取

５．処分業に供するための施設設置の考え方については以下のとおり

５－１ 小規模な施設を用いた中間処理業許可

施設の運転管理は，処理能力にある程度の余裕を持たせた状態を保つ必要があり，小規模な施設での営
業は，過負荷での長時間運転に繋がり易く，また，十分な環境保全対策が取り難いことから，廃棄物処理
法施行令第７条に定める施設と同種のもので同条に定める能力未満の施設を用いた中間処理業許可は，不
適当と考えられる。

５－２ 移動式処理施設での，中間処理業の許可

車載程度の施設では，十分な環境保全対策が取りにくいこと，住居と近接した場所での処理についても
想定されるが，処理する時間帯や場所の状況把握が困難であること等により，中間処理業許可は不適当と
考えられる。 今後，技術革新等により，環境保全上の支障がなく，移動式による処理の方が環境負荷が
少なくなる場合等も想定されるため，検討していく必要がある。

５－３ 新たな施設を設置する場所の用途地域

埋立処分場を除き工業系地域での立地を原則としており，市街化調整区域等で現状変更に制限を受ける
地域での設置については，関係法令所管部局と十分な調整を図るよう指導していく。

５－４ 「産廃施設の設置に関する指導要綱」に基づく近隣の合意形成

施設の設置には，地域社会での理解と信頼が不可欠であり，近隣の同意取得を要件としているが，環境
影響がほとんどないと考えられる再生利用施設であっても同意が得られない場合や地域があり，再生利用
促進を阻害している部分もある。
施設の設置者は，同意取得に際し，説明会の開催等事業内容や環境保全対策などについて客観的データ

に基づく十分な説明を行うとともに，設置後についても地域に受け入れられる施設となるよう地域社会へ
の貢献に配慮する。
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資料8 京都市の市勢概況と物質循環

１．人口動態

京都市の人口は，全国の総人口の約 ％(平成 年)に相当。1.2 12

２．産業特性

（１）全国データからみた京都市の事業活動状況

ア．事業所数及び従業者数

全国及び京都市の事業所数及び従業者数比較（平成 年度）13

事業所数 従業者数
業 種

全国 京都市 （全国比） 全国 京都市 （全国比）

農林漁業 （ ％） （ ％）21,315 32 0.2 247,598 589 0.2

建設業 （ ％） （ ％）606,944 4,904 0.8 4,943,615 34,100 0.7

製造業 （ ％） （ ％）651,111 11,580 1.8 11,133,726 124,644 1.1

電気・ガス・水道業 （ ％） （ ％）10,378 50 0.5 323,711 3,728 1.2

運輸・通信業 （ ％） （ ％）191,305 2,248 1.2 3,756,331 42,127 1.1

卸売・小売業， 飲食店 （ ％） （ ％）2,602,174 39,183 1.5 17,608,334 260,911 1.5

金融・保険業 （ ％） （ ％）100,239 1,115 1.1 1,657,439 22,576 1.4

不動産業 （ ％） （ ％）290,339 4,951 1.7 922,419 15,471 1.7

サービス業 （ ％） （ ％）1,826,856 22,549 1.2 17,640,461 227,729 1.3

公 務 （ ％） （ ％）45,670 217 0.5 1,877,293 19,959 1.1

合 計 （ ％） （ ％）6,346,331 86,829 1.4 60,110,927 751,834 1.3

0 20 40 60 80 100 120 140 160

（万人）

平成２年

平成７年

平成12年

年少人口 生産年齢人口 老年人口

17%

71% 13%

14% 71% 15%

13% 70%

16%
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全国と京都市の業種別内訳（事業所数）

全国と京都市の業種別内訳（従業者数）

イ．活動量指標

全国と京都市の産業活動量指標比較

業種 活動量指標 全国 京都市 （全国比）

農業 家畜飼養頭羽数 （頭羽数） （ ％）306,832,000 23,131 0.0

元請完成工事高（土木工事） （百万円） （ ％）24,204,226 433,682* 1.8

建設業 着工建築物床面積 （㎡） （ ％）194,480,842 2,054,096 1.1

除却建築物床面積 （㎡） （ ％）27,219,528 304,260 1.1

製造業 製造品出荷額等 （万円） （ ％）30,047,760,377 284,267,420 1.0

病院 病床数 （床） （ ％）1,647,253 24,576 1.5

注）＊：京都府の値

製造品出荷額等の業種別内訳

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業所数比（％）

京都市

全　国

6

9

13

10

3

3

45

41

6

5

26

29

農林漁業

建設業

製造業

電気・ガス・水道業

運輸・通信業

卸売・小売業、飲食店

金融・保険業

不動産業

サービス業

公務

（出典：事業所・企業統計）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造品出荷額等比（％）

京都市

全　国

5

8

15

4

6

1

10

4

9

10

20

20

12

15

7

1

11

24

食料品

飲料

繊維

出版・印刷

化学

金属製品

一般機械

電気機械

輸送用機械

精密機械

その他

（出典：工業統計）
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従業者数比（％）

京都市

全　国

4

8
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6

6
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2

2
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3

3

農林漁業

建設業

製造業

電気・ガス・水道業

運輸・通信業

卸売・小売業、飲食店

金融・保険業

不動産業

サービス業

公務

（出典：事業所・企業統計）
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（２）京都市の業種別活動状況の推移

ア．建設業

土木工事の元請完成工事高（京都府）の推移

着工建築物面積の推移

除却建築物床面積推移

0

100

200

300

400

500

600

700

H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12

年　度

361

455
402

449 462

541

381 404 420 434

（単位：10億円）

（出典：建築工事施工統計調査報告）
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（出典：建築着工統計調査）
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（出典：建築物滅失統計調査）
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イ．製造業

① 平成 年度の製造業従業員数は約 万人で全従業者数の約 ％13 12.4 , 16.5

② 製造業の平成 年の市内総生産額は 兆 億円で，市内全産業の総生産額の約 ％12 1 1426 19.1

③ 製造業全体の製造品出荷額等の推移は経年的に減少傾向にあり，この 年間で１割減少10

④ 減少幅が大きな業種は，繊維，家具･装備品，木材･木製品であり，この 年間でおおよそ半減5

⑤ 電気機械，一般機械等は１～３割程度増加

⑥ 業種別内訳は，電気機械，一般機械製造業の占める割合が５割近くにまで増加，主要業種の入れ

替えがみられた。

製造品出荷額等の推移

ウ．その他の業種

従業者数の推移

0 50 100 150 200 250 300 350

製造品出荷額等（百億円）

平成２年

平成７年

平成12年

食料品

飲料

繊維

木材・木製品

家具・装備品

出版・印刷

化学

金属製品

一般機械

電気機械

輸送用機械

精密機械

その他

（出典：京都市の工業）

6％ 11％ 13％ 11％ 327

309

7％ 14％ 10％ 7％ 12％

6％ 13％ 9％ 11％

284

6％ 17％ 14％ 6％ 10％

5％ 15％ 6％ 10％ 9％ 20％ 12％ 7％ 9％

0 100 200 300 400 500 600 700

従業者数（千人）

平成３年

平成８年

平成13年

運輸･通信業

卸売・小売業、飲食店

金融・保険業

不動産業

サービス業

8％ 48％ 5％3％ 36％

8％ 48％ 4％ 3％ 37％

7％ 46％ 4％ 3％ 40％

591

597

568

（出典：京都市統計書　平成14年版）
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エ．サービス業（病院）

病院の活動量指標の推移

オ．農 業

市内総生産額（約 億 万円：平成 年度）は，全体の ％相当100 7400 12 0.2

畜種別飼養頭羽数の推移

カ．下水道業

京都市における公共下水道の普及率の推移

40

50
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70

80

90

100

普　

及　

率
（
％
）

H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12
年　度

京都市 京都府 全国

（出典：統計書）
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（出典：京都市統計書）
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（出典：家畜飼養頭羽数調査）
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３．土地利用形態

地目別土地面積比率の比較（平成 年度）12

４．京都市を取巻く物質循環

循環型社会を構築するためには，私たちがどれだけの資源を採取し，消費して廃棄しているかを知ること

が必要である。

環境庁では，循環型社会を形成するための つの取り組みとして，平成 年度から，生産から廃棄に至る1 11

物質循環の促進に直接関連が深いと考えられる，よりきめ細かい地域ごとの物質循環フローを把握する手

法を確立することを目的として，「地域物資循環フロー解析等調査」を実施している。

域内への流入量は，輸入・移入，域内採取，循環資源利用等を合わせて 百万トンで，域外への流出15.2

量は，輸出・移出が 百万トン，廃棄物の発生に伴う流出が 百万トン，化石燃料の燃焼による大気へ10.3 3.7

の放出が 百万トンで合わせて 百万トンとなっている。また，建造物や耐久財として域内に蓄積される2.0 16.0

量は 百万トンと推計される。2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
土地面積比率（％）

京都市

京都府

全　国

27

13

10

6

18

17

3

6

15

60

57

48

4

6

10

宅地 田 畑 山林 その他

（出典：日本の統計）
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（全国：平成 年度）12

出典：「循環型社会形成推進基本計画」より転載，一部加筆

（京都市：平成 年度推計値）12

国及び京都市における物質フロー図
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資料9 「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」

１．条例の概要

条 項 目 名 規 定 の 主 旨

1 目 的 産業廃棄物の不適正な処理の防止及び支障の除去等に必要な措置を定め
ることにより，廃棄物処理法と相まって，良好な生活環境を確保する。

2 定 義 用語の意義を明らかにする。

3 産業廃棄物の保管用 自らが排出した産業廃棄物（自社物）の保管行為を把握する。300㎡以
地の届出 上の保管用地に届出義務。

4 変更等の届出 保管用地の変更等を把握する。

5 保管用地における表 産業廃棄物の保管用地であることを表示させることにより，指導対象を
示 明確にする。

6 運搬指示票 （他社物と同様に）自社物についても産業廃棄物の種類等を記載した運
搬指示票を作成，携行させることにより，他社物を自社物と偽り運搬す
る違反行為を防止する。

7 産業廃棄物処理施設 焼却施設，最終処分場と同様にそれ以外の施設についても維持管理に関
の維持管理に関する する記録を住民に閲覧させることにより，不適正処理の抑止と周辺住民
記録の閲覧等 の産業廃棄物処理施設への理解を深めることに資する。違反者は氏名公

表の対象とする。

焼却施設，最終処分場の施設の周辺住民に対する公開の責務。

8 土地所有者等が採る 土地所有者等に対して産業廃棄物の不適正な処理が行われないよう必要
べき措置 な措置を採ることを求める。

9 搬入を停止させるた 産業廃棄物又はその疑いのある物が不適正に処理されるおそれがあると
めの措置 きに，搬入停止を命じることにより，事態が悪化することを防ぐ。緊急

時には，搬入を停止させるために必要な措置を採ることができる。

10 土地所有者等に対す 不適正な処理が行われた場合に，土地所有者等に対しても適切な措置を
る勧告 採るよう勧告する。

11 支障の除去等の命令 不適正な処理が行われた場合に（生活環境の保全上支障が生じる場合で
なくても）その支障の除去を命じることにより，無許可業者に対しても
支障の除去を命じることができる。

不適正な処理が行われたことにより生活環境の保全上支障が生じたと
き，行為者に資力がない場合には，悪質な土地所有者に対しても支障の
除去を命じることができる。

12 監視等 市民，事業者，関係行政機関の監視義務。

13 報告の徴収 産業廃棄物の保管者等に対する報告の徴収。

14 立入検査 産業廃棄物の保管場所等に対する立入検査。

15 専門的な知見を有す 化学，土木等に関する専門的な知見を有する者からの助言を受けること
る者の意見の聴取 により，是正指導等に際して迅速かつ的確な判断を行う。

16 公 表 市長の条例の実施状況に関する公表。条例違反者等の氏名の公表。

17 委 任 詳細は市長が別に定める。

18～20 罰 則 条例遵守を担保。

21 両罰規定（行為者及び法人を罰する ）。

22 過料（届出義務違反，表示義務違反，運搬指示票違反義務違反）

施行時期は，平成１６年４月１日。ただし，施行時に保管行為を行っている者の保管用地の届出につ

いては同年９月３０日まで適用を猶予する。
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２．条例全文

処理の防止等に関する条例京都市産業廃棄物の不適正な
（平成１５年１２月２６日条例第４５号）

目次

第１章 総則（第１条・第２条）

第２章 事業者等が採るべき措置（第３条～第８条）

第３章 市長による命令その他の措置（第９条～第１１条）

第４章 雑則（第１２条～第１７条）

第５章 罰則（第１８条～第２２条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は，産業廃棄物の不適正な処理の防止及び産業廃

棄物の不適正な処理により生じる環境の保全上の支障の除去又は

発生若しくは拡大の防止のために必要な措置を定めることにより，

健全で恵み豊かな自然環境の保全を図るとともに，廃棄物の処理

及び清掃に関する法律（以下「法」という ）と相まって良好な。

生活環境を確保することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 産業廃棄物 法第２条第４項に規定する産業廃棄物をいう。

(2) 特別管理産業廃棄物 法第２条第５項に規定する特別管理産

業廃棄物をいう。

(3) 産業廃棄物処理業者 法第１４条第１２項に規定する産業廃

棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者並びに法第１４条の

４第１２項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特

別管理産業廃棄物処分業者をいう。

(4) 産業廃棄物処理施設 法第１５条第１項に規定する産業廃棄

物処理施設をいう。

(5) 土地所有者等 土地の所有者，管理者及び占有者をいう。

第２章 事業者等が採るべき措置

（産業廃棄物の保管用地の届出）

第３条 事業者は，自己の事業活動に伴い生じた産業廃棄物を本市

の区域内において保管しようとするときは，あらかじめ，当該産

業廃棄物の保管の用に供する土地の区域（以下「保管用地」とい

。 。う ）ごとに，次に掲げる事項を市長に届け出なければならない

(1) 事業者の氏名及び住所（法人にあっては，名称及び代表者名

並びに主たる事務所の所在地）

(2) 保管用地の所在地，面積並びに所有者の氏名及び住所（法人

にあっては，名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地）

(3) 保管する産業廃棄物の種類及び数量

(4) 産業廃棄物の保管の方法

(5) 産業廃棄物の処理に関する計画

(6) 前各号に掲げるもののほか，別に定める事項

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当するとき

は，同項の規定による届出を要しない。

(1) 産業廃棄物を生じた事業場の敷地内に当該産業廃棄物を保管

するとき。

(2) 産業廃棄物処理施設の敷地内に産業廃棄物を保管するとき。

(3) 保管用地の面積が３００平方メートル未満であるとき。

（変更等の届出）

第４条 前条第１項の規定による届出をした者（以下「届出者」と

いう ）は，当該届出に係る事項の変更をしようとするときは，。

あらかじめ，その旨を市長に届け出なければならない。ただし，

別に定める軽微な変更をしようとするときは，この限りでない。

２ 届出者は，前条第１項の規定による届出に係る保管用地を産業

廃棄物の保管の用に供しなくなったときは，遅滞なくその旨を市

長に届け出なければならない。

（保管用地における表示）

第５条 届出者は，第３条第１項の規定による届出に係る保管用地

内の見やすい場所に，別に定めるところにより，同項の規定によ

る届出に係る保管用地である旨その他必要な事項を表示しなけれ

ばならない。

（運搬指示票）

第６条 本市の区域内に保管用地を設置している事業者は，自ら当

該保管用地に産業廃棄物を搬入し，又は当該保管用地から産業廃

棄物を搬出しようとするときは，当該産業廃棄物の運搬の業務に

従事する者に対し，次に掲げる事項を記載した指示票（以下「運

搬指示票」という ）を交付しなければならない。。

(1) 運搬する産業廃棄物の種類及び数量

(2) 保管用地に産業廃棄物を搬入する場合にあっては，搬入元で

ある事業場又は保管用地の名称及び所在地

(3) 保管用地から産業廃棄物を搬出する場合にあっては，搬出先

である産業廃棄物処理施設又は保管用地の名称及び所在地

(4) 前３号に掲げるもののほか，別に定める事項

２ 前項の規定により運搬指示票を交付した事業者は，当該運搬指

示票の写しを別に定める期間保存しなければならない。

３ 第１項の規定により運搬指示票の交付を受けて産業廃棄物の運

搬の業務に従事する者は，当該産業廃棄物の運搬中は，当該運搬

指示票を常に携行しなければならない。

（産業廃棄物処理施設の維持管理に関する記録の閲覧等）

第７条 産業廃棄物処理施設（法第１５条第４項に規定する産業廃

棄物処理施設を除く。第１６条第３項において同じ ）の設置者。

は，別に定めるところにより，当該施設の維持管理に関し別に定

める事項を記録し，これを当該施設（当該施設に備え置くことが

困難である場合にあっては，当該施設の設置者の最寄りの事務

所）に備え置き，当該施設の周辺の住民その他当該施設の維持管

理に関し利害関係を有する者の求めに応じ，閲覧させなければな

らない。

２ 産業廃棄物処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第７条第３号，第５号，第８号，第１２号，第１３号の２及び

第１４号に該当するものに限る ）を設置している産業廃棄物処。

理業者は，当該施設の周辺の住民等に対し，当該施設を公開する

よう努めなければならない。

（土地所有者等が採るべき措置）

第８条 土地所有者等は，その者が所有し，管理し，又は占有する

土地を産業廃棄物の不適正な処理を行うおそれのある者に対して

使用させることのないようにするとともに，当該土地を産業廃棄

物の処理を行う者に対して使用させるときは，当該土地を使用す

る者が産業廃棄物の不適正な処理を行わないよう適切な措置を採

らなければならない。

２ 土地所有者等は，その者が所有し，管理し，又は占有する土地

において産業廃棄物の不適正な処理が行われ，その結果，環境の

保全上支障が生じ，又は生じるおそれがあることを知ったときは，

その支障の除去又は発生若しくは拡大の防止のために必要な措置

を採らなければならない。

第３章 市長による命令その他の措置

（搬入を停止させるための措置）

第９条 市長は，産業廃棄物又は産業廃棄物であることの疑いのあ

る物（以下「産業廃棄物等」という ）の保管又は埋立処分（以。

下「保管等」という ）が行われている土地への産業廃棄物等の。

搬入が継続されることにより，当該保管等が法第１２条第１項に

規定する産業廃棄物処理基準（特別管理産業廃棄物にあっては，

法第１２条の２第１項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準。

以下「処理基準」という ）に適合しないおそれがあり，引き続。

き搬入が継続されれば，環境の保全上容易に回復し難い支障が生

じるおそれがあると認めるときは，当該保管等をする者に対し，

当該土地への産業廃棄物等の搬入の停止を命じることができる。

２ 前項の搬入の停止を命じることができる期間は，３０日を超え

てはならない。ただし，市長は，同項の規定による命令を受けた

者が次の各号のいずれかに該当するときは，当該停止を命じた期

間を延長することができる。

(1) 法第１８条第１項又はこの条例第１３条の規定による報告を

せず，又は虚偽の報告をしたとき。

(2) 法第１９条第１項又はこの条例第１４条第１項の規定による

検査又は収去を拒み，妨げ，又は忌避したとき。

(3) 第１４条第１項の規定による質問に対して陳述せず，又は虚

偽の陳述をしたとき。

３ 市長は，第１項の支障の発生又は拡大の防止のため緊急の必要
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があると認めるときは，同項の土地への産業廃棄物等の搬入を停止

させるために必要な措置を採ることができる。

４ 前項の規定による措置の内容は，第１項の支障の発生又は拡大

を防止するために必要な限度を超えないものでなければならない。

（土地所有者等に対する勧告）

第１０条 処理基準に適合しない産業廃棄物の保管又は処分が行わ

れた場合において，環境の保全上支障が生じ，又は生じるおそれ

があると認めるときは，市長は，当該産業廃棄物の保管又は処分

が行われている土地の土地所有者等に対し，当該保管又は処分を

行う者によって産業廃棄物の保管又は処分が適正に行われるよう

にするための適切な措置を採るよう勧告することができる。

（支障の除去等の命令）

第１１条 処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合

において，環境の保全上支障が生じ，又は生じるおそれがあると

認めるときは，市長は，必要な限度において，法第１９条の５第

１項に規定する処分者等に対し，期限を定めて，その支障の除去

又は発生若しくは拡大の防止のために必要な措置（以下「支障の

除去等の措置」という ）を採ることを命じることができる。。

２ 処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合におい

て，生活環境の保全上支障が生じ，又は生じるおそれがあり，か

つ，次の各号のいずれにも該当すると認めるときは，市長は，当

該処分が行われた土地の土地所有者等に対し，期限を定めて，そ

の支障の除去等の措置を採ることを命じることができる。この場

合において，当該支障の除去等の措置は，当該産業廃棄物の性状，

数量，処分の方法その他の事情を考慮して，相当な範囲内のもの

でなければならない。

(1) 法第１９条の５第１項に規定する処分者等又は法第１９条の

６第１項に規定する排出事業者等の資力その他の事情から見て，

これらの者のみによっては，支障の除去等の措置を採ることが

困難であり，又は採っても十分でないとき。

(2) 次のいずれかに該当するとき。

ア 土地所有者等が，あらかじめ処理基準に適合しない産業廃

棄物の処分が行われることを知り，又は容易に知ることがで

きたとき。

イ 土地所有者等が，正当な理由なく前条の規定による勧告に

従わなかったとき。

第４章 雑則

（監視等）

第１２条 市長は，産業廃棄物の不適正な処理を早期に発見するた

め，市民，事業者及び関係行政機関の長その他の関係者と連携し

て，随時，産業廃棄物の処理の状況を監視しなければならない。

２ 本市の区域内において産業廃棄物の不適正な処理を発見した者

は，その旨を市長に通報しなければならない。

（報告の徴収）

第１３条 市長は，この条例の施行に必要な限度において，産業廃

棄物等の保管等を行う者，第６条第１項の規定により運搬指示票

の交付を受けて産業廃棄物の運搬の業務に従事する者，産業廃棄

物処理施設の設置者及び土地所有者等に対し，必要な報告を求め

ることができる。

（立入検査）

第１４条 市長は，この条例の施行に必要な限度において，市長が

指定する職員に，次に掲げる場所に立ち入り，車両，帳簿書類そ

の他の物件を検査させ，関係者に質問させ，又は試験の用に供す

るのに必要な限度において産業廃棄物等を無償で収去させること

ができる。

(1) 事業者又は産業廃棄物の保管若しくは処分を行う者の事務所

又は事業場

(2) 産業廃棄物処理施設のある土地及び建物

２ 前項の規定により立入検査をする職員は，その身分を示す証明

書を携帯し，関係者の請求があったときは，これを提示しなけれ

ばならない。

３ 第１項の規定による立入検査の権限は，犯罪捜査のために認め

られたものと解釈してはならない。

（専門的な知見を有する者の意見の聴取）

第１５条 市長は，法第１９条の３，第１９条の５第１項若しくは

第１９条の６第１項の規定による命令又は第９条第１項の規定に

よる命令，同条第３項の規定による措置若しくは第１１条第１項若

しくは第２項の規定による命令を行おうとする場合において，必要

があると認めるときは，処理基準又は法第１２条第２項に規定する

産業廃棄物保管基準 特別管理産業廃棄物にあっては 法第１２条（ ，

の２第２項に規定する特別管理産業廃棄物保管基準）に適合してい

るかどうかの認定その他市長が必要と認める事項について，化学，

土木等に関する専門的な知見を有する者の意見を聴くものとする。

（公表）

第１６条 市長は，毎年，法及びこの条例の規定による命令その他

の措置の実施状況を取りまとめ，その概要を公表するものとする。

２ 市長は，産業廃棄物の不適正な処理に関して，法若しくはこの

条例に基づく命令若しくは法に基づく許可の取消し（以下「命令

等」という ）を行ったとき，又は法若しくはこの条例に規定す。

る罪について告発をしたときは，当該命令等又は告発の内容その

他必要な事項を公表することができる。

３ 市長は，産業廃棄物処理施設の設置者が，第７条第１項の規定

に違反して，同項に規定する事項を記録せず，若しくは虚偽の記

録をし，又は記録を備え置かなかったときは，その旨を公表する

ことができる。

（委任）

第１７条 この条例において別に定めることとされている事項及び

この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。

第５章 罰則

第１８条 第１１条第１項又は第２項の規定による命令に違反した

者は，１年以下の懲役又は１，０００，０００円以下の罰金に処

する。

第１９条 第９条第１項の規定による命令に違反した者は，６月以

下の懲役又は５００，０００円以下の罰金に処する。

第２０条 次の各号のいずれかに該当する者は，３００，０００円

以下の罰金に処する。

(1) 第１３条の規定による報告をせず，又は虚偽の報告をした者

(2) 第１４条第１項の規定による検査若しくは収去を拒み，妨げ，

若しくは忌避し，又は質問に対して陳述せず，若しくは虚偽の

陳述をした者

第２１条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用人その

他の従業者が，その法人又は人の業務に関し，前３条の違反行為

をしたときは，行為者を罰するほか，その法人又は人に対しても，

各本条の罰金刑を科する。

第２２条 次の各号のいずれかに該当する者は，５０，０００円以

下の過料に処する。

(1) 第３条第１項の規定に違反して届出をせず，又は虚偽の届出

をした者

(2) 第４条第１項又は第２項の規定に違反して届出をせず，又は

虚偽の届出をした者

(3) 第５条の規定に違反して表示をせず，又は虚偽の表示をした

者

(4) 第６条第１項の規定に違反して，運搬指示票を交付せず，又

は同項各号に掲げる記載事項を記載せず，若しくは虚偽の記載

をして運搬指示票を交付した者

(5) 第６条第２項の規定に違反して，運搬指示票の写しを保存し

なかった者

(6) 第６条第３項の規定に違反して，運搬指示票を携行しなかっ

た者

附 則

（施行期日）

１ この条例は，平成１６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に自己の事業活動に伴い生じた産業廃棄

物の保管を行っている者は，平成１６年９月３０日までに，保管

用地ごとに，第３条第１項各号に掲げる事項を市長に届け出なけ

ればならない。ただし，同条第２項各号のいずれかに該当すると

きは，この限りでない。

３ 前項本文の規定による届出をした者は，第３条第１項の規定に

よる届出をしたものとみなす。
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資料10 市民意見概要と計画での対応（市民意見募集パンフレットに基づく意見）

平成１５年１１月２６日（水） ～ １２月２５日（木）募集期間 ：

６７名（男性３１名 , 女性２１名 , 性別無記載１５）提 出 数 ：

（FAX１７名，郵送５名，電子メール９名，環境フォーラム開催時３６名）

意 見 要 旨（意見件数） 計画での対応

総 論（５）

・市民や事業者が積極的に取り組めば更に目標を上 計画の進行管理についても事業者や処理業
回ることも可能なので，状況の変化に柔軟に対応 者はもとより市民参加も含め社会状況の変化

， 。して市民が何らかの関わりを持てるような形に に柔軟に対応し 本計画の見直しを進めます
し，施策の進行管理と見直しを行うべき。 また，社会意識の高揚について各種施策に

・今後市民はどのような役割を自覚し，どうすれば 取り組みます。
良いのか示すべき。 等

Ｂ：政策目標

（発生抑制と再生利用の推進 （１１））
・新計画が埋立や焼却を少なくしていこうとしてい 発生抑制と再生利用の推進により，埋立処
ることは大切。 分量の半減を目指すなどの数値目標を設定し

・事業者が捨てればおしまいの考えを改めるべき。 ています。
・事業所の中には，産業廃棄物と一般廃棄物とを混 手引書作成や講習会の開催などを通じ，周
同している所も多く指導すべき。 等 知啓発に努めます。

（資源循環の「環」の拡大 （１４））
・優良な産業廃棄物処理業者の育成と優良な業者を 処理業者等の情報を広く開示することによ
客観的に評価できるランク付けをおこなうべき。 り，排出事業者や市民等が客観的に評価でき

・処理施設周辺の方も安心できるシステムを作って るシステムを作ります。
情報を明らかにすべき。 また，行政情報の電子化を進め，ホームペ

・産業廃棄物を処理する業界自体が近代化していく ージ等を通じて幅広い情報の迅速な提供に努
ことが望まれる。 めます。

・産廃処理業界に関する最新情報を提供すべき。等

（適正処理の推進，不法投棄撲滅 （１２））
・不法投棄を防止するという観点を第一に対応すべ 不適正処理に関する条例を定め，監視体制
き。 等 の強化を図ります。

産業廃棄物連絡協議会におけるそれぞれの（社会意識の高揚 （１８））
・適正な処理とはどういう処理でどのくらいの費用 立場の情報交換や協働事業としての環境フォ
を要するのかなどの積極的な が必要。 ーラムの実施。PR

・産業廃棄物について小学生から教育すべき。 等 「環境学習副読本」を通じた環境教育の推
進など。

Ｄ：数 値 目 標（７）

・数値目標達成の成否は減量化の取組が握っている 数値目標の項目として旧計画の発生抑制，
ので，これについての取組を市民，企業，業界で 要処分量だけでなく，再生利用率や，市域内
本腰で進めるべき。 処理率，ＫＥＳ認証取得事業場数など新たな

・平成 年度の最終目標達成に向けて，平成 年 観点を追加。22 19
度を中間点検年度として設定すべき。 進捗管理を毎年インターネット等で公表す

・市民に国や京都府の計画について資料を提供すべ るとともに必要な見直しを行っていきます。
き。 等

そ の 他（８）

・ごみの減少 削減化はまず家庭からはじめるべき 関連部局と連携し，京都市循環型社会推進， 。
等 基本計画との整合も図ります。
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資料11 Ｑ＆Ａ

Q１ なぜ計画を定めるの？

A１ 京都府が，廃棄物処理法に基づき平成15年３月

に策定した「循環型社会形成計画」では，京都市

は府域全体の中で包括的に記載されているのみ

であることから，市域の実状に応じ，よりきめ細か

なの計画を定めるものです。

また，旧計画（11～15年度)策定後，「循環型社会

形成推進基本法」の制定を初め，新たな法制度が

整備されるなど，廃棄物を取巻く状況も大きく変化

していることから，市民参加の推進など新たな視

点も加え，16年度以降に取り組む施策等の見直し

を行いました。

Q２ 発生量などの数値目標の達成は大丈夫なの

か？

京都市は府や国に比べ再生利用率が低いので

はないか？

A２ 発生抑制については，建設業，製造業など業種

ごとに工法や製造工程の改善，梱包材料の削減

等廃棄物の種類別に削減率を算出し合計したも

のです。

再生利用率の向上及び埋立処分量の半減につ

いては，建設リサイクル法に基づく分別解体等に

より，これまで建設混合廃棄物として埋立処分して

いたものを再生利用すること等や製造業等では，

「業界別廃棄物処理・リサイクルガイドライン」（産

業構造審議会）に掲げられた目標値の実現により

達成できると考えています。

また，産業廃棄物にはいろいろな種類があり，地

域によってその構成も異なるため（Ｑ５参照）再生

利用率等も単純に比較はできません。

Q３ 産業廃棄物も一般廃棄物と同様，すべて京都市

が処理すればよいのでは？

A３ 廃棄物処理法では，事業者は，その事業活動に

伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に

処理しなければならないとされています。

Q４ この計画の特徴は？

A４ ＜政策目標の見直し＞

○処理施設の設置促進だけでなく，既存処理業者

の資源循環業への業態転換や収集運搬も含め

た廃棄物処理に係る総合的な環境負荷の低減を

考慮 → 資源循環の「環」の拡大

＜新たな数値目標の設定＞

○発生抑制：平成13年度比5％削減

○市域内処理率：52％ →56％ 他

（可能な限り発生場所から近い地域で処理すべ

きとの観点から，市域内処理率の向上を目的に

掲げる）

＜新たな観点から実施する主な施策＞

○各機関との連携の強化と市民参加の推進

○産学公連携による循環型社会ビジネスの振興

○事業者（排出事業者，処理業者）の自主的な取

組の推進 → 優良業者の育成

○「産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関す

る条例」による不適正処理対策の強化

○ＰＣＢ廃棄物処理対策（製造中止から約30年を

経てようやく処理の道筋が整いつつあります。）

その他＞＜

写真やコラム等を配置するなど，市民の目線で

見やすく分かり易いものに工夫

Q５ 産業廃棄物にはいろいろな種類がありますが，

京都市は全国的にみてどうか？

A５ 産業廃棄物発生量の割合

0% 20% 40% 60% 80% 100%

汚泥

(64%)

がれき類

(22%)

金属くず

(3%)

木くず

(2%)
廃プラ

(2%)

その他

京都市（H13年度実績：289.6万トン/年）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

汚泥

(47%)

動物のふん尿

(22%)

がれき類

(15%)

鉱さい

(4%)

ばいじん

(3%)

その他

全国（H12年度実績：406百万トン/年）
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資料12 用語索引

【あ】

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46あわせ産廃

【か】

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19拡大生産者責任

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51環境事業団

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 17環境パトロール隊

【き】

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 18京都環境賞

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥02 31京都市建設リサイクル推進プラン’

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52京都市政出前トーク

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会

【け】

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41京阪神圏ゴミゼロ型都市推進協議会

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9減量化

【さ】

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11最終処分

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9再生利用

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35再生利用登録制度

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20産業廃棄物税

【し】

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1循環型社会

【た】

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9 30多量排出事業者 ，

【ち】

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9中間処理

【つ】

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11積替保管

【て】

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45電子マニフェスト

【ま】

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 24マニフェスト

【み】

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53京エコロジーセンター

【り】

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49硫酸ピッチ

【わ】

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43ワンストップサービス

【数字，アルファベット】

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1３Ｒ

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ISO14001 23
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥KES 30環境マネジメントシステム・スタンダード

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥LCA 19対策

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥NPO 53
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥PCB 16

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥PDCA 59サイクル
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資料13 京都市産業廃棄物処理指導計画検討委員会

１．委員名簿 （◎：委員長）

委員名 役 職 名 備 考

◎郡嶌 孝 同志社大学経済学部 教授 環境経済学

山田國廣 京都精華大学人文学部 教授 環境管理

寺田武彦 龍谷大学法学部 教授 弁護士 行政法

金谷 健 滋賀県立大学環境科学部 講師 環境計画

立花宏一 (社)京都府建設業協会京都支部副支部長（土木） 排出事業者
日新建工(株) 代表取締役

田丸政則 (社)京都府建設業協会京都支部常任理事（建築） 排出事業者
(株)かねわ工務店 代表取締役

津村昭夫 (社)京都工業会環境委員会委員長 排出事業者
（～ ） 日本電池(株) 環境管理室長 （退職）H15.9.30

大瀬潤三 (社)京都工業会環境委員会委員長代行 排出事業者
（ ～） (株)島津製作所 環境安全推進室長H15.10.1

三輪泰司 京都商工会議所 都市美化・環境対策特別委員会副委員長 排出事業者
(株)地域計画建築研究所 取締役会長

森川惠子 (株)京都リビング新聞社 取締役編集部長 市民啓発

西川富久子 京都市地域女性会連合会 常任委員 市民

細木京子 日本環境保護国際交流会 市民

岩田 隆 (社)京都府産業廃棄物協会 専務理事 処理業者

石田捨雄 (株)京都環境保全公社 代表取締役 処理業者

長崎憲二 京都府企画環境部循環型社会推進課 行政

（オブザーバー）

行政法，環境法大久保規子 甲南大学法学部 教授

見上崇洋 立命館大学政策科学部 教授 行政法

（ 現在 敬称略）H16.2.1

２．検討経緯

検討委員会開催日等 主な検討内容

第１回 ・委員長の選出
（平成 年 月 日） ・計画策定の趣旨15 7 1

・京都市における産業廃棄物の現状及び課題
・次期計画の基本的な考え方

第２回 ・産業廃棄物の不適正な処理を防止するための条例に定めるべき基本的
（平成 年 月 日） な考え方について15 7 22

第３回 ・現計画の評価と課題
（平成 年 月 日） ・次期計画の目標値の設定方法，施策（案）15 9 17

第４回 パブリックコメント募集パンフレット（案）について
（平成 年 月 日）15 11 4

パブリックコメント 募集期間 ： 平成 年 月 日～ 月 日15 11 26 12 25
（平成 年 月 日）15 11 26

第５回 ・「京都市産業廃棄物処理指導計画（案）」について
（平成 年 月 日）16 2 13



この計画に関するお問い合わせ

京都市環境局事業部廃棄物指導課

〒604-8101

京都市中京区柳馬場通 御池下る柳八幡町65番地 京都朝日ビル4F

（TEL:075-213-0926 FAX：075-221-6550 E-mail： ）hic@city.kyoto.jp

廃棄物指導課ホームページ http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/
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