
                              平 成 ２ ２ 年 ８ 月 

                              環 境 政 策 局 

                              循環型社会推進部事業ごみ減量推進課 

                              電話 ３６６－１３９４ 

 

事業者が出すごみの減量に向けた京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する

条例の一部改正に関するパブリックコメントの結果について 

 
 
 事業者が出すごみの減量に向けた京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部

改正に関するパブリックコメントについて，結果がまとまりましたので御報告いたします。 
 

 

１ 募集期間  

平成２２年７月１日（木）から７月３０日（金）まで 
 
２ 周知方法 

  各エコまちステーション及び市役所本庁舎等の市関連施設において，意見募集リーフレ

ットを配布するとともに，ホームページに掲載。また，市民団体，経済団体，業界団体等

に対し，訪問説明やリーフレットの配布依頼等を通じて周知。 
 
３ 意見提出方法 

郵送，持参，ＦＡＸ，電子メール及びホームページ上のメールフォームにより受付。 
 
４ 件数等 

  提出者数  ４９名 

意見数  １４７件 

 

１ 事業用大規模建築物の新築時のごみの減量・リサイクルに関する計

画書届出制度の創設について  ７８件

（１）改正の賛否等について  ４０件

（２）制度内容や施行後の運用について  ２９件

（３）ごみ減量・リサイクルの体制や仕組みについて   ６件

（４）その他   ３件

２ チェーンストア等多量にごみを排出する事業所への減量指導対象範

囲の拡大について 
 ６９件

（１）改正の賛否等について  ３１件

（２）制度内容や施行後の運用について  ２９件

（３）ごみ減量・リサイクルの体制や仕組みについて   ２件

（４）その他   ７件

合  計 １４７件

   ※ 詳細は，別紙（事業ごみの減量に向けた制度改正に対する市民の皆様の御意見と本

市の考え方）のとおり。 
 
５ 今後の予定 

  平成２２年９月    条例改正案を市会に提案 

  平成２２年１１月～  条例改正の周知，対象事業者への説明会開催 

  平成２３年４月    改正条例の施行 



1 

 事業ごみの減量に向けた制度改正に対する市民の皆様の御意見と本市の考え方 

 

１ 事業用大規模建築物の新築時のごみの減量・リサイクルに関する計画書届出制度の創

設について 

 

No. 意見内容 件数 本市の考え方 

○ 改正の賛否等についての意見 

  1 賛成，効果がある。 ２９ 御意見を踏まえ，条例改正を進めます。 

2 
事前に計画書を作成するのは困難で

ある。 
４

建築前の段階でテナント等が決まってい

ない場合は，その時点で想定可能な廃棄物

の発生見込みに基づいて計画書を提出し

ていただき，その後継続的に情報交換する

なかで，事業の熟度に応じて報告していた

だきたいと考えています。 

3 
企業のＣＳＲとして環境配慮が必要

であり，姿勢を見せるべきである。 
２

御意見のとおり，事業者にはその事業規模

や内容に応じ，社会的責任があると考えて

います。 

4 

市民は有料指定袋制の導入で負担を

しながらごみ減量に取り組んでお

り，事業者もコスト増加を理由に環

境対策を避けてはならない。 

２

本市では，事業ごみについても処理手数料

を徴収しており，民間の再資源化施設で処

理を行う場合も，処理内容によって費用が

かかるなど，事業者も費用負担をしていた

だいています。ごみ減量・リサイクルに向

けた排出事業者の適正な費用負担につい

て理解の促進を図ります。 

5 

さらに対象を広げるべきである。よ

り小規模な事業者にも対策が必要で

ある。 

２

計画書の提出だけでなく実効性のある指

導を行うことを前提に，条例改正案では，

1,000 ㎡以上の大規模建築物を対象とし

ていますが，小規模な事業者にもごみ減

量・リサイクルの取組を広げていく必要が

あると考えています。御意見を踏まえ，小

規模事業者に対するごみ減量に向けた指

導・啓発についても，検討していきます。

6 効果がない，無駄な制度である。 １

これまで事業用大規模建築物に対するご

み減量指導を行ってきた実績から，事業者

に対して丁寧な指導・助言を行っていくこ

とは必要であると考えています。建築物の

建設段階から指導・助言の機会を作ること

は，施設や体制の整備を図るためには，開

業後に指導を行うよりも効果的であると

考えています。 

別紙
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No. 意見内容 件数 本市の考え方 

○ 制度内容や施行後の運用についての意見 

7 

分かりやすく丁寧な指導や，具体的

な方策などに関する情報提供が必要

である。 

９

事業ごみの内容や排出状況は業種，規模，

業態等によって様々であり，それぞれの事

業者の特性に応じたごみ減量・リサイクル

の手法を選択する必要があります。御意見

のとおり，個々の事業者に応じた丁寧な情

報提供や適切な指導を行っていきます。 

8 

計画書の提出だけに終わらず，実施

状況の報告の制度化や継続的な指導

などフォローアップが必要である。 

７

御意見のとおり，建築前の計画書の提出だ

けで終わらず，それをスタートとして，継

続的に，丁寧な情報提供や適切な指導を行

っていく必要があると考えています。この

ため，計画書の提出後は，事業の進行段階

に応じ随時現地調査等を行い，必要に応じ

指導等を行うとともに，建築物が供用され

た後は，従来から行っている減量指導の対

象として，フォローアップを行います。 

9 

計画の実施が不十分な場合のペナル

ティ・罰則や，表彰・計画書届出済

のマークの交付などによる優良な事

業者の表彰が必要である。 

５

取組が不十分な事業者に対するペナルテ

ィ制度や優良な事業者の表彰制度は，実効

性のあるごみ減量の推進のためには，有効

であると考えています。表彰やペナルティ

の評価基準等について，御意見を踏まえて

検討していきます。 

10 指導が難しいのではないか。 １

本市としても，立入調査等を通じて多くの

事例を見せていただき，指導に必要な知

識・経験等を強化していきたいと考えてい

ます。 

11 
不十分であれば建築を認めないなど

厳しい制度にするべきである。 
１

建築確認は，法令上一定の条件を満たせば

認めることとされており，この制度で建築

そのものを認めないことは難しいですが，

継続的な指導により実効性の確保を図り

ます。 

12 
太陽光発電など総合的な環境対策の

視点から指導を行うべきである。 
１

御意見のとおり，太陽光発電等の視点も参

考にしながら，幅広い視野を持った指導を

行う必要があると考えています。 

13 提出書類を簡素にするべきである。 １

御意見を踏まえ，できるかぎり簡素な書式

とするよう努めます。 
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No. 意見内容 件数 本市の考え方 

14 
建築時には多くの手続があるので，

漏れないようにするべきである。 
１

御意見を踏まえ，関係者への施行までの周

知を徹底するとともに，民間建築確認機関

等と十分な情報交換を行うなど，手続漏れ

が生じないような体制を作ります。 

15 
テナントが未定の場合などは計画書

の提出を待ってほしい。 
１

建築前の段階でテナント等が決まってい

ない場合は，その時点で想定可能な廃棄物

の発生見込みに基づいて計画書を提出し

ていただき，その後継続的に情報交換する

なかで，事業の熟度に応じて報告していた

だきたいと考えています。 

16 

減量よりリサイクルの方が分かりや

すいので，リサイクルに特化すると

よい。 

１

分別・リサイクルは確かに分かりやすいで

すが，本市では，「そもそもごみを出さな

い」ということを第一と考え，発生抑制に

重点を置いた取組を進めています。御意見

にあるような「分かりやすさ」を念頭に置

きながら，ごみ減量を実感できるような指

導を行っていきます。 

17 

将来追加されると予測できるリサイ

クル品目も計画に含めるべきであ

る。 

１

建物の建設段階で将来新たにリサイクル

が必要になる品目を予測することは容易

ではありませんが，御意見を踏まえ，社会

情勢の変化に対応できるような余裕のあ

る見通しを立てていただくよう，適切な情

報提供を図ります。 

○ ごみ減量・リサイクルの体制や仕組みについての意見 

18 

分別してあるごみを混合して収集す

る悪質な収集業者の対策を優先する

べきである。 

２

事業ごみの分別収集には，収集業者と排出

事業者の間で適切な分別収集契約を結び，

双方でごみの出し方のルールを決める必

要がありますが，分別収集の契約ができて

いるにも関わらず，御意見のように混合し

て収集していることがあれば，適切な指導

を行います。 

19 

分別収集に対応できない収集運搬業

者に対する分別収集の義務付けや許

可の取消等を行わなければ効果が出

ない。 

１

事業ごみの再資源化を進めるためには，排

出事業者と収集運搬業者が適切な分別収

集契約を行う必要があります。個々の排出

事業者の業者選定や契約内容について本

市が介入するものではありませんが，御意

見のとおり，循環型社会にふさわしい体制

の整備が必要であると考えており，収集運

搬業者と連携した取組を進めるとともに，

必要な指導を行っていきます。 
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No. 意見内容 件数 本市の考え方 

20 

収集運搬や処理の料金の透明化が必

要。現状では不透明なので，事業ご

みも有料指定袋制を導入するべきで

ある。 

１

事業者が排出するごみの量に応じて処理

料金を負担し，減量努力が反映される仕組

みづくりは，事業ごみを減量するための重

要な課題であると考えています。本市で

は，本年６月から事業ごみへの透明袋使用

の義務化を行うとともに，平成２６年度ま

でに事業ごみ処理手数料を段階的に引き

上げるなどの措置を講じており，これらの

効果を分析・検証しながら，御意見も踏ま

え，検討していきます。 

21 
現行の法律に基づく適正処理指導で

も事業ごみ減量は実現できる。 
１

御意見のとおり，廃棄物処理法等に基づく

適正処理指導によるごみ減量が可能な部

分はあると考えており，これについても引

き続き取り組みます。 

22 
事業者は自らのごみ量を把握するこ

とが必要である。 
１

御意見のとおり，ごみ減量のためには，自

らのごみ量を把握することが大切です。こ

れまでも事業用大規模建築物の所有者に

はごみ量の把握を指導してきており，今回

の対象事業者に対してもごみ量を把握す

るよう指導・啓発していきます。 

○ その他の意見  

23 
上流対策としての包装材対策の義務

化を早く実施すべきである。 
１

包装材の削減は重要な視点であり，これま

でも容器包装リサイクル法に基づく再商

品化の義務付けなどの対策が進められて

きました。御意見を踏まえ，容器包装を用

いる商品が広域的に流通することも考慮

して，国や他の自治体と連携した対策を検

討していきます。 

24 

ごみ減量は生産，流通，消費，廃棄

の全てのプロセスに関わる環境問題

の原点である。 

１

御意見のとおり，ごみ減量に取り組むこと

により，生産や流通に関わるエネルギー消

費や廃棄物発生の抑制にもつながり，社会

全体の環境負荷を低減することが可能で

す。引き続き，ごみ減量を推進します。 

25 
まずはやってみて，効果が無ければ

次のことをやればよい。 
１

御意見を踏まえ，効果を検証しながら制度

を実施していきます。 
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２ チェーンストア等多量にごみを排出する事業所への減量指導対象範囲の拡大について 

 

NO. 意見内容 件数 本市の考え方 

○ 改正の賛否等についての意見  

26 賛成，効果がある。 ２２ 御意見を踏まえ，条例改正を進めます。

27 

市民は有料指定袋制の導入で負担を

しながらごみ減量に取り組んでお

り，事業者もコスト増加を理由に環

境対策を避けてはならない，事業者

の取組が遅れている。 

３

本市では，事業ごみについても処理手数

料を徴収しており，民間の再資源化施設

で処理を行う場合も処理内容によって

費用がかかるなど，事業者も費用負担を

していただいています。ごみ減量・リサ

イクルに向けた排出事業者の適正な費

用負担について理解の促進を図ります。

28 
事業者がごみ減量に対する責務を果

たすべきである。 
２

御意見のとおり，事業者にはごみ減量に

対する責務があり，特に，多量にごみを

排出する事業者には，減量に積極的に取

り組んでいただきたいと考えています。

29 

反対する意見，現行制度の対象事業

者の指導も不十分であり，事業を見

直すべきである。 

２

これまで事業用大規模建築物に対する

ごみ減量指導を行ってきた実績から，事

業者に対して丁寧な指導・助言を行って

いくことが効果的であると考えており，

指導体制の強化を進めているところで

す。御指摘のような不十分な指導となら

ないよう，立入調査を通じて知識・経験

を蓄積し，指導の質の向上に努めます。

30 

チェーン店では規定の容器や包装を

使うので減量が難しいが，チェーン

で統一して対策に取り組めば，効果

が大きい。 

１

御意見のとおり，チェーン全体でごみ減

量に取り組んでいただければ，大きな効

果が期待できます。各チェーン事業者と

十分な連携を図り，効果的な取組を進め

ます。 

31 
全国チェーンへの指導強化で京都か

ら全国へ取組が広がるとよい。 
１

本市は環境モデル都市として，また，京

都議定書発祥の地として，環境と調和し

た社会のあり方を全国に発信していき

たいと考えています。 

○ 制度内容や施行後の運用についての意見 

32 

わかりやすく丁寧な指導や，具体的

な方策などに関する情報提供，効果

的な取組事例の共有等が必要であ

る。 

７

事業ごみの内容や排出状況は業種，規

模，業態などによって様々であり，それ

ぞれの事業者の特性に応じたごみ減

量・リサイクルの手法を選択する必要が

あります。今回の条例改正案が施行され
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NO. 意見内容 件数 本市の考え方 

た際には，御意見のとおり，提出される

計画書に基づき，個々の事業者に応じた

十分な情報交換を行い，丁寧に情報提供

や適切な指導を行っていきます。 

33 

計画の実施が不十分な場合のペナル

ティや，表彰など優良な事業者に対

する顕彰が必要である。 

５

取組が不十分な事業者に対するペナル

ティ制度や優良な事業者の表彰制度は，

実効性のあるごみ減量の推進のために

は，有効であると考えています。表彰や

ペナルティの評価基準等について，御意

見を踏まえて検討していきます。 

34 

さらに対象を広げるべきである。よ

り小規模な事業者にも対策が必要で

ある，対象となる業種を広げるべき

である。 

３

計画書の提出だけでなく実効性のある

指導を行うことを前提に，条例改正案で

は，廃棄物発生量の多い食品関連事業者

のうち，市内にある店舗等の延べ床面積

が 3,000 ㎡以上の事業者を対象として

いますが，小規模な事業者や他の業種に

おいてもごみ減量・リサイクルの取組を

広げていく必要があると考えています。

御意見を踏まえ，小規模事業者に対する

ごみ減量に向けた指導・啓発の手法につ

いても，検討していきます。 

35 

市民が食べ残しをしないよう，飲食

店が自ら，又は行政により，啓発を

するべきである。 

３

御意見のとおり，食べ残しを減らすこと

は，ごみ減量の観点，「もったいない」

の観点等からみても，重要なことだと考

えています。行政と飲食店の役割分担や

連携についても考慮しながら，食べ残し

を減らすよう啓発していきます。 

36 

計画書の提出だけに終わらず，報告

を義務付けるなどのフォローアップ

が必要である。 

２

御意見のとおり，計画書の提出後のフォ

ローアップが重要であることから，今回

新たに減量計画書の提出を義務付ける

事業者には，毎年１回の減量計画書の提

出の際に前年度の実績を記載していた

だく形で，報告をしていただきます。ま

た，対象事業者には，随時，立入調査を

行い，ごみ減量・リサイクルの状況を確

認し，必要な指導・助言を行っていきま

す。 
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NO. 意見内容 件数 本市の考え方 

37 提出書類を簡素にするべきである。 ２
御意見を踏まえ，できるかぎり簡素な書

式とするよう努めます。 

38 
地球温暖化対策条例の特定事業者制

度との整合性に配慮すべきである。 
２

御意見のとおり，地球温暖化対策条例と

類似の事業者を対象とする制度であり，

考え方が整合するように努めます。 

39 

食品リサイクル法では対象にならな

いチェーン店もあるので，全てのフ

ランチャイズチェーンが対象となる

ようにすべきである。 

１

御意見のとおり，食品リサイクル法で

は，フランチャイズチェーン事業者のう

ち，一部法に基づく定期報告の対象とな

らない場合がありますが，この条例改正

においては，事業者が経営について各フ

ランチャイズ店等に「指導，助言又は援

助する」関係にあるならば，減量計画書

義務化の対象としたいと考えています。

40 

将来の展開を視野に入れ，基準以下

の事業者にも任意で計画を提出でき

る制度とするべきである。 

１

計画書の提出だけでなく実効性のある

指導を行うことを前提に，条例改正案で

は，廃棄物発生量の多い食品関連事業者

のうち，市内にある店舗等の延べ床面積

が 3,000 ㎡以上の事業者を対象として

いますが，小規模な事業者や他の業種に

おいてもごみ減量・リサイクルの取組を

広げていく必要があると考えています。

御意見を踏まえ，小規模事業者に対する

ごみ減量に向けた指導・啓発の手法につ

いても，検討していきます。 

41 
行政への提出書類の提出期限が集中

しているので，分散を図ってほしい。
１

御意見を踏まえ，今回の制度改正が過度

な負担とならないよう努めます。 

42 
対象の表記を「事業所」ではなく「事

業者」とすべきである。 
１

御意見のとおり，義務付け対象としての

表現は「事業者」であると考えています。
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NO. 意見内容 件数 本市の考え方 

43 

従来の対象事業者の計画書提出率や

立入指導の実施率を経年的に検証

し，不十分であるならば，併せて対

策を検討するべきである。 

１

御意見のとおり，従来の事業用大規模建

築物に対する減量指導も重要であり，本

市では，指導体制を強化し，より多くの

事業所に立入調査を実施できるよう図

っているところです。引き続き，十分な

指導実施に努めます。 

○ ごみ減量・リサイクルの体制や仕組みに関する意見 

44 

複数の店を持っているが，収集業者

に縄張りがあり競合もないため，収

集業者を統一できず非効率であり，

３Ｒも進まない。 

１

許可業者と排出事業者との間の契約に

ついては，法的に問題がなければ本市が

介入することはありませんが，不当な契

約を強いるなど違法な行為があれば，必

要な指導や処分等を行います。 

45 
事業者は自らのごみ量を把握するべ

きである。 
１

御意見のとおり，ごみ量の把握はごみ減

量の第一歩です。本市ではこれまでも，

事業系廃棄物減量指導の対象事業所に

対し，ごみ量を把握するよう指導してい

るところであり，今回新たに対象となる

事業者にも，同様にごみ量を把握するよ

う指導・啓発していきます。 

○ その他の意見 

46 

コンビニのごみ容器には家庭ごみの

不法投棄が多いので，家庭ごみの持

込がルール違反であることを京都市

が周知するなど，対策を講じるべき

である。 

２

御意見のとおり，家庭ごみをコンビニエ

ンスストアやスーパーなどのごみ容器

に持ち込むことは不適切であり，本市か

らも市民への啓発を行っていきます。 

47 
上流対策としての包装材対策の義務

化を早く実施すべきである。 
１

包装材の削減は重要な視点であり，これ

までも容器包装リサイクル法に基づく

再商品化の義務付けなどの対策が進め

られてきました。御意見を踏まえ，容器

包装を用いる商品が広域的に流通する

ことも考慮して，国や他の自治体と連携

した対策を検討していきます。 
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NO. 意見内容 件数 本市の考え方 

48 

市民団体などが監視機関を設けるな

ど，事業所のごみに市民が関心を持

つこともよい刺激になる。 

１

御意見のとおり，事業所のごみについて

市民が関心を持つことは有意義である

と考えています。優良な事例の紹介や，

優良事業所の表彰等など，事業所のごみ

減量の取組について市民に関心を持っ

ていただけるような方法について検討

していきます。 

49 
飲食店は割り箸や使い捨て容器をや

めるべきである。 
１

本市では，「そもそもごみを出さない」

との基本方針のもとで，ごみ減量の施策

を進めています。割り箸や使い捨て容器

はすぐにごみになるものであり，御意見

を踏まえ，できるだけ，繰り返し洗って

使えるものを使っていただけるよう，啓

発していきます。 

50 
全ての中小企業に対して，リサイク

ルを依頼していくべきである。 
１

ごみ減量は，大企業だけでなく，中小企

業の皆さんにも取り組んでいただく必

要があります。御意見を踏まえ，きめ細

かい情報提供の手法について検討して

いきます。 

51 

家庭ごみでは分別が浸透しており，

事業者にもっと分別・リサイクルの

意識向上を図るべきである。 

１

事業者については，法に基づく分別のル

ールがあり，民間の処理業者による多様

なリサイクルが行われていますが，十分

御理解いただいていない事業者につい

ては，御意見も踏まえ，必要な指導・啓

発を行っていきます。 

  


