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日本の「ごみ」にまつわる法律 
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日本の法律上の「ごみ」 

• 廃棄物処理法で、「廃棄物は、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふ
ん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不
要物であって、固形状又は液状のもの（放射性物質及びこれに
よって汚染された物を除く。）」 

不要物 

非廃棄物（有価物など） 

廃棄物 

一般廃棄物 

ごみ 

家庭系一般廃棄物 
（家庭ごみ） 

事業系一般廃棄物 
（事業系ごみ） 

し尿、生活雑排水 

特別管理一般廃棄物 

産業廃棄物 産業廃棄物（20種類） 

特別管理産業廃棄物 
具体的に指定
されている 



法律における処理責任 

• 一般廃棄物・・・原則として市町村 
※事業者の責任も明記されている。 

• 産業廃棄物・・・排出事業者 
※自ら処理しなければならないが、

それができない場合は、知事の
許可を持った産業廃棄物処理
業者に委託する。最終処分が
終了するまで責任を持つ（マニ
フェスト）。 



産業廃棄物は大きく２つに分かれる 
種類 

あらゆる事業活動
に伴うもの 

(1) 燃え殻 
(2) 汚泥 
(3) 廃油 
(4) 廃酸 
(5) 廃アルカリ 
(6) 廃プラスチック類 
(7) ゴムくず 
(8) 金属くず 
(9) ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず 
(10) 鉱さい 
(11) がれき類 
(12) ばいじん 

特定の事業活動
に伴うもの 

(13) 紙くず 
(14) 木くず 
(15) 繊維くず 
(16) 動植物性残さ 
(17) 動物系固形不要物 
(18) 動物のふん尿 
(19) 動物の死体 

(20) 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に
該当しないもの（例えばコンクリート固型化物） 

全ての事業者にとって 
産業廃棄物になる 

指定された業種のみ 



あらゆる事業活動で産業廃棄物となる 
種類 具体例 
(1) 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ 
(2) 汚泥 

(3) 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、
タールピッチ等 

(4) 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての
酸性廃液 

(5) 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアル
カリ性廃液 

(6) 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず（廃タイヤを含む）等
固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 

(7) ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず 

(8) 金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 

(9) ガラスくず 
 コンクリートくず 
 および陶磁器くず 

ガラス類（板ガラス等）、製品の製造過程等で生ずるコンクリートく
ず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セ
メントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 

(10) 鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 

(11) がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、ア
スファルト破片その他これらに類する不要物 

(12) ばいじん 



特定の事業活動で産業廃棄物となる 
種類 具体例 

(13) 紙くず 

建設業に係るもの（工作物の新築、改築または除去により

生じたもの）、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造
業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生
ずる紙くず 

(14) 木くず 
建設業に係るもの（範囲は紙くずと同じ）、木材・木製品製造業
（家具の製造業を含む）、パルプ製造業、輸入木材の卸売業およ
び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 
貨物の流通のために使用したパレット等 

(15) 繊維くず 
建設業に係るもの（範囲は紙くずと同じ）、衣服その他繊維製品
製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然
繊維くず 

(16) 動植物性残さ 
食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、
のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら
等の固形状の不要物 

(17) 動物系固形不要
物 

と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食
鳥に係る固形状の不要物 

(18) 動物のふん尿 
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん
尿 

(19) 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 



消えゆく「なぁなぁ」の世界 
• 「あわせ産業廃棄物」「みなし一般廃棄物」とし
て自治体で処理する例も・・・ 

• 法的根拠：市町村は、単独に又は共同して、一
般廃棄物とあわせて処理することができる産
業廃棄物その他市町村が処理することが必要
であると認める産業廃棄物の処理をその事務
として行うことができる（廃棄物処理法第１１条
第２項） 

• しかし、全国的に厳しくなっていく（受け入れな
くなっていく）傾向にある 



3Rで、目指せ! 循環型社会 

（資料）環境省 

天然資源の消費の抑制 

天然資源投入 

生産（製造・流通等） 

消費・使用 

廃棄 
処理 

（再生、焼却等） 

最終処分（埋立） 

①リデュース 
廃棄物の発生抑制 

②リユース 
再使用 

③マテリアル 
リサイクル 

再生利用 

④サーマル 
リサイクル 

熱回収 

⑤適正処理 





循環基本計画 
• 循環基本法に基づき、基本計画を策定 
• 2003年に第一次、2008に第二次、2013年に
第三次 

• 第三次のポイント 
○リサイクルに比べ取組が遅れているリデュー
ス・リユースの取組強化 

○有用金属の回収 
○安心・安全の取組強化 
○３Ｒ国際協力の推進 

 



第三次 循環基本計画の新目標 



２Ｒについても様々な工夫が可能 
◆文具編 
• 針なしホッチキス 
• 替え芯ボールペン 
• 蛍光ペンのインク補
充 

• 裏紙利用 
• 封筒リユース 
• 消せる印刷 
• 不要文具の寄付 
などなど 

◆飲食編 
• マイカップでコーヒー 
• 急須＆湯飲でお茶 
• 洗える弁当箱の弁当
屋さんリスト 

• マイ箸 
• しょうゆ・ドレッシング
などの共有 

• リユース瓶飲料 
などなど 



京都市しまつのこころ条例 
• ピーク時からのごみ半減に向けて「京都市廃棄物の減
量及び適正処理等に関する条例」を、2015年春、改正 

• 改正のポイント１ ＜ 2Rの促進＞ 
■重点化すべき６つの分野（①製造、②小売、③食品、

④イベント、⑤観光、⑥大学・共同住宅等）で、例えば
レジ袋の削減や、食品の使い切り・食べキリなどの取
組に努める。事業者は、取組のＰＲなどを行う。 

■事業者報告制度や市民モニター制度により、取組の進
捗を把握する。 

• 改正のポイント２＜分別の促進＞：市民・事業者に、缶
・びん・ペットボトル、紙ごみなどの分別を義務化 



京都市しまつのこころ条例・・・ 
実施義務（上：関連事業者／下：市民） 

№ 分野 業種等 取組項目 

１ ①ものづ
くり 製造 

環境にやさしい製品への転換促進に関する消費者向けのＰＲへの協力（乾電池
から充電池へ，蛍光管からＬＥＤへ など） 
乾電池から充電池，蛍光管からＬＥＤへの転換など環境にやさしい製品の利用 

２ ②食 飲食 
食べ残さない食事を促進するためのＰＲ（小盛りメニュー紹介，ＰＲ媒体配架等） 
食べ残さない食事の実践 

３ 
③販売と
購入※
②食の

観点も含
む 

小売 

ごみの少ないお買い物又は資源物の回収を消費者に促進するためのＰＲ 
ごみの少ないお買い物の実践・資源物の回収拠点への排出 

４ 
レジ袋の要否と必要枚数の確認 
マイバッグ（買い物袋）の持参，レジ袋の使用辞退 

５ ④催事 主催者 
イベントにおける資源ごみの分別回収 
イベントにおける資源ごみの分別排出 

６ ⑤観光
等 

ホテル・ 
旅館 

宿泊者が資源ごみを分別排出できる環境の提供又は分別排出方法の案内（宿
泊者ではなく，従業員が分けることも可） 
宿泊施設における資源ごみの分別排出 

７ ⑥大学・

共同住
宅等 

大学 
学生への減量方法・分別ルールの周知・啓発 
ごみ減量の取組及び分別排出※の実施 

８ 住宅 
管理者 

居住者への減量方法・分別ルールの周知・啓発 
ごみ減量の取組及び分別排出※の実施 



京都市しまつのこころ条例・・・努力義務 

№ 分野 業種等 取組項目 
１ 

①もの
づくり 製造 

製品の軽量化等の環境配慮ポイントのＰＲ（包装への印字等） 

２ 自治体が実施する分別収集や拠点回収への排出を促すＰＲ（電池，蛍光管，
家電等へのラべリングなど） 

３ 
②食 飲食 

食べ切れなかった料理の持帰りを希望される方への対応（ドギーバッグ等） 
４ ウェットティッシュ，ペーパータオルなど使い捨て製品の使用抑制 
５ 使い捨て容器（食器）の使用抑制 
６ 

③販売
と購入 
※ 「②
食」の 
観点も
含む 

小売 

量り売りや簡易包装，省容器包装販売の推進 
７ 容器包装の少ない商品のＰＲ（商品棚への表示など） 

８ レジ袋削減効果の高い，レジ袋有料化又はポイント還元（キャッシュバック
も含む）の実施 

９ 店頭回収の実施（容器包装，家電，電池，蛍光管 等） 
１０ 食料品の見切り販売（賞味期限の近い商品の値引き等）の実施 

１１ 食料品の欠品理由の表示など，廃棄ロスを抑えた販売の実施についての
消費者への説明 

１２ 
カフェ，コンビニエンスストア等でのマイボトル持参者への飲料のみの提供
及びマイボトルの使用を促す消費者への声掛け（声掛けの代わりに案内の
掲示でも可） 

１３ 持ち帰り弁当等の購入時に，割りばしやスプーンなどが必要かどうか又は
必要な数を確認する声掛け 



京都市しまつのこころ条例・・・努力義務（続き） 
№ 分野 業種等 取組項目 
１４ ④催事

（イベン
ト等） 

主催者 
イベントにおけるマイバッグ持参等の呼び掛け（事前告知等） 

１５ イベントにおけるリユース食器の使用 

１６ 

⑤観光
等 

ホテル・
旅館 宿泊施設での使い捨てアメニティグッズの提供抑制 

１７ 
土産物 
製造・小

売 

【製造業者】同一商品の自宅用簡易包装と贈答用品の製造・供給 

１８ 【小売業者】自宅用簡易包装商品と贈答用品の併売及び購入者へ
のＰＲ 

１９ 他都市での物産展における簡易包装のＰＲ（京都のごみ減量の取
組のＰＲ） 

２０ 
⑥大学・
共同住 
宅等 

大学 大学における資源ごみの回収拠点の設置 

２１ 事業者全般 事業活動におけるＩＴ化によるペーパーレス化や裏面使用等による
紙ごみを中心とする２Ｒの推進 



時代遅れにならいために 

• 環境省環境白書（H25）より 



時代遅れにならいために（続き） 

• 環境省環境白書（H25）より 



事業系ごみの分別とリサイクルの必要性 

• 適正処理、資源の節約 
• 処理コストの低減 
   事業系ごみ受入手数料 
   資源販売、処理量削減 
• 処理業者への配慮、良きパートナー
へ 



労働災害度数率の推移（事業所規模100人以上） 

内田ら：神奈川県産業技術センター研究報告No.14／2008 

考えられる理由 
●一般産業と異なり
組成が複雑で不均一
である廃棄物を取り
扱うため安全対策を
標準化することが難
しい 
●焼却やエネルギー
回収のように物質に
熱などのエネルギを
加えるプロセスが多
いため，潜在的な危
険性が大きい 



廃棄物処理における事故の種類 
廃棄物処理施設における 
• 火災 
• 爆発 
• 電気事故 
• ガス漏洩 
• 有毒ガス発生 
• 薬品流出 
• 放流水異状 
• 異臭発生 
• 排ガス異状 
• 粉じんの漏洩・飛散 
• スラリー・汚泥の流出など 
（環境省廃棄物処理施設事故対応マニュアル作成指針より） 

不適切な分別、分別
不詳に起因する事
故の可能性もある 
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有害物質に関する３Ｃの考え方 
1. クリーン（Clean） 

• 代替物質の利用などによる製品中の有害物質
の削減 

• 生産工程の変更による生産工程からの有害物
質発生の削減 

2. サイクル（Cycle） 
• 生産工程での適正な循環利用 
• 回収した製品中有害物質の適正な循環利用 

3. コントロール（Control） 
• 適正な無害化や安定化、保管や管理 
 

• 基本的に、上から順に優先順位が高い。 
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