
平成２７年１月２９日

京都市環境政策局 ごみ減量推進課

平成２６年度
業者収集マンション管理者講習会

ごみの分別について

一緒に取組みましょう！



本日の内容

• 京都市のごみ処理の現状について

• 業者収集マンションとは

• 業者収集マンション届出書について

• 業者収集マンションのごみの出し方について

• 雑がみの分別・リサイクルの取組について
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（単位：万トン）
○ 事業ごみ（業者収集ごみ＋持込ごみ）

○ 家庭ごみ（市収集ごみ）
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業者収集ごみの透明

袋での排出義務化

平成25年度環境政策局事業概要

を基に作成

47.2

京都市

市収集ごみの有料指

定袋での排出義務化

受入量（燃やすごみ）の推移



39万トンの目標が達成されると･･･

東部ＣＣ

東北部ＣＣ

北部ＣＣ

南部ＣＣ ２０年以上の歳月と５００
億円以上の経費をかけ
て作った唯一の貴重な
処分場

新たな建替え経費約400億円
年間運営費約10億円の節減

家庭ごみの年間収集運搬経費約40億円の節減



エコランド 音羽の杜

焼却（灰が発生）

最終処分場

休止

大阪湾フェニックスセンター

新たな埋立処分場

の計画はありません

平成25年１月

北部クリーンセンター 東北部クリーンセンター 南部クリーンセンター 東部クリーンセンター

埋立
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平成１２年撮影 平成２６年撮影
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神戸沖埋立処分場
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本日の内容

• 京都市のごみ処理の現状について

• 業者収集マンションとは

• 業者収集マンション届出書について

• 業者収集マンションのごみの出し方について

• 雑がみの分別・リサイクルの取組について



→ 京都市ではなく，民間業者がごみを収集

しているマンション等

業者収集マンションとは？

●市内に約４，４００棟

●約１２万世帯

→京都市全体６９万世帯の約１８％

業者収集マンションとは？



京都市が分別ルールや，
収集日等を決定

市収集の場合

業者収集マンションの場合

京都市が分別
ルールを決定

管理者が収集日
収集場所等の
ルールを決定

市収集と業者収集マンションの
ごみ出しルールの決め方の違い



市収集の場合

業者収集マンションの場合

京都市 住民

マンション等の

管理者
住民

市収集と業者収集マンションの
情報伝達の違い

管理者の皆様と

京都市の連携が

重要です。

京都市



・平成22年2月 届出制度創設

・平成22年4月 分別義務の明確化

・平成22年6月 透明袋排出義務化

・ 〃 分別されていない

ごみの受入拒否が

できるよう規則改正

業者収集マンション分別啓発経過
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（業者収集マンション）

缶・びん・ペットボトル

プラスチック製容器包装

紙類

その他資源化物

その他（資源化不可）

1% 8%

15%

3%
73%

（市収集）

※平成２３年度業者収集ごみ組成

実態調査の数値を抜粋

※平成２２年度家庭ごみ細組成調査の

数値を抜粋

資源化可能物の割合（燃やすごみ組成）



本日の内容

• 京都市のごみ処理の現状について

• 業者収集マンションとは

• 業者収集マンション届出書について

• 業者収集マンションのごみの出し方について

• 雑がみの分別・リサイクルの取組について



業者収集マンション届出書について

●届出者
→民間業者（許可業者）に継続的にマンション

等のごみの収集を依頼しようとする方

→実質的には，ごみ収集の依頼等に関する事務

に責任を有する方

●届出内容（主なもの）
→マンションの管理者

（常駐の管理人等は実質的な管理者として記載）

→ごみの分別方法（缶・びん・ＰＥＴ

・プラ製容器包装・古紙等）

→収集を依頼する業者名



業者収集マンション届出書について②

●提出期限
→新たにごみの収集を開始するまで（すでに

収集を開始している場合は速やかに）

●届出内容に変更があった場合

→新たに届出書を再提出又は変更届を提出

→管理者が変わる場合も上記と同様



●実質的な管理者

管理会社（管理者に記載

していない場合）や常駐の

管理人がいる場合に記載

●許可業者名

収集を依頼する業者名や

収集回数を記載

●分別方法

缶・びん・ＰＥＴ・プラ

は必ず記載し，古紙等を

分別している場合も記載

●管理者名，マンション名

・正式名称を記載

・管理組合や管理会社，

所有者等が届出者になる
※管理者や実質的な管理者には

京都市からの郵便物が届いたり電話

で連絡させていただくことがあります



マンション管理者が届出書を

ごみ減量推進課に提出

エコまちステーション（各区）の

スタッフがごみの状況等，届出書

の内容と合致しているか現地確認

・状況に応じて分別アドバイス

・届出済証の送付

届出書提出後の流れ

必要に応じて

分別アドバイスを

実施！京都市の

啓発物品も用意

しています。

届出内容に変更点があった場合変更届を提出

届出済証



本日の内容

• 京都市のごみ処理の現状について

• 業者収集マンションとは

• 業者収集マンション届出書について

• 業者収集マンションのごみの出し方について

• 雑がみの分別・リサイクルの取組について



業者収集マンションから排出される
ごみの出し方

◆資源ごみ（缶・びん・ペットボトル
・プラ製容器包装）は必ず分別

◆ごみは透明袋で出す

これらのことは

ごみ出しルールの原則です。
必ず守っていただきますよう

お願いします。



業者収集マンションの

ごみの出し方は

このリーフレットを

ご覧ください

業者収集マンションから排出される
ごみの出し方



燃 や す ご み







缶・びん・ペットボトル



プラスチック製容器包装

46



業者収集マンションごみは透明な
袋で出す



業者収集マンション
燃やすごみと資源ごみの出し方
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ご不明な点につきましては，

京都市や契約されている

収集業者までお尋ねください


	スライド番号 1
	本日の内容
	受入量（燃やすごみ）の推移
	39万トンの目標が達成されると･･･
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	本日の内容
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	本日の内容
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	本日の内容
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	缶・びん・ペットボトル
	プラスチック製容器包装
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49

