
事業系一般廃棄物の
減量化・資源化の推進について

環境局生活環境部減量推進課
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H28.11.4 平成２８年度事業系一般廃棄物の減量化・資源化推進説明会 資料



本日の説明内容
１ 川崎市のごみの現状

２ 減量化・資源化について
２－１ 減量化・資源化の概要
２－２ 減量化について（具体例）
２－３ 減量化について（食品ロス）
２－４ 資源化について

３ 産業廃棄物の適正な分別について
３－１ 一般廃棄物・産業廃棄物の違い
３－２ 内容審査について
３－３ 立入調査時に多い指摘点
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１ 川崎市のごみの現状
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１ 川崎市のごみの現状
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ごみ焼却量に関する実績（全体）

平成17年度 年間約46万トン

平成27年度 年間約37万トン

約９万トンの減少



事業系ごみ（一般廃棄物）の年間焼却量
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事業系ごみ 焼却ごみ全体の約３２％を占める

１ 川崎市のごみの現状

68%

32%

平成２７年度 全体焼却量 約３７万トン

家庭ごみ (約２５万トン)

事業系ごみ（約１２万トン）



１ 川崎市のごみの現状

川崎市一般廃棄物処理基本計画より
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３７万トン ３３万トン

平成２６年度 平成３７年度

焼却量
４万トンの削減を目標

家庭系：２万トン
事業系：２万トン



２減量化・資源化について
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２－１ 減量化・資源化の概要
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２ 減量化・資源化について



紙類の減量化の例

・両面コピー

・裏紙の使用

・使用済み封筒の再使用

・保存文書の電子化 など・・
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２－２ 減量化について（具体例）

２ 減量化・資源化について



生ごみの減量化の例

・３きり運動（使いきり、食べきり、水きり）の推奨

・飲食店において、

小盛メニュー・ハーフサイズメニューの提供

・ごみの減量化を謳った内容のポスター等の掲示

など・・
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２－２ 減量化について（具体例）

２ 減量化・資源化について



食品ロスとは・・

⇒まだ食べられるのに捨ててしまっている食品のこと

発生要因の例

①製造過程で発生する規格外品や期限切れ食品などの

返品された食品

②新商品販売のため、お店から撤去された食品

③利用者に提供できなかった仕込済みの食材

④コンビニなどで売れ残った弁当 など・・
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２－３ 減量化について（食品ロス）

２ 減量化・資源化について



川崎市の取組（今年度）

６月 多量排出事業者へのヒアリング時に食品ロスのリーフレットを配布

９月 市民に向けた食品ロス削減のための「食べきり」ポスターの配布及び

掲示の依頼
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２ 減量化・資源化について

今後の取組予定
食べきり協力店（エコショップ）の募集
⇒市のHPで、店舗の所在地や問い合わせ先、取組内容を紹介

２－３ 減量化について（食品ロス）



14

２ 減量化・資源化について
参考：食品ロスのリーフレット（Ａ４版）
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参考：食べきりポスター（Ｂ３版）

２ 減量化・資源化について



外食産業の皆様へのお願い

・ボリュームが多い料理のときは「小盛りできます」

等の表示をメニューに記載し、利用者に確認する

・食べ残しが減るような内容が書かれたポスター等を

店内に掲示し、利用者へ呼びかける

・食べきり協力店（エコショップ）への登録
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２ 減量化・資源化について
２－３ 減量化について（食品ロス）



県・国の動向

• 食品ロス削減に向けて（農林水産省）
ＵＲＬ：http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/

• 政府広報オンライン（内閣府）
ＵＲＬ： http://www.govonline.go.jp/useful/article/201303/4.html

• 食べ切りげんまんプロジェクト（九都県市廃棄物問題検討委員会）
ＵＲＬ： http://www.re-square.jp/tabekiri/
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２－３ 減量化について（食品ロス）

２ 減量化・資源化について
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２ 減量化・資源化について
２－４ 資源化について

焼却ごみの内訳（事業系一般廃棄物）
（平成２８年度）

紙類（資源化可能）
22.2％

紙類（資源化不可）
13.9%

プラスチック類
15.4%

厨芥類
29.9％

その他
18.6％



「紙ごみ」の資源化について（排出者による処理ルートの選択）
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処理業者A

市の焼却施設

古紙再生利用事業者A

地理的・設備的制約

古紙再生利用事業者Ｂ

例）汚れ・付箋・ホッチキスなど

例）機密文書対応再生事業者

排出者

古紙再生利用事業者Ｃ

２ 減量化・資源化について
２－４ 資源化について

処理業者Ｂ

処理業者Ｃ
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① 公益財団法人古紙再生促進センターによる機密文書処理ガイドライン

検索キーワード 機密文書処理ガイドライン
⇒機密文書のセキュリティのチェックリスト例を各過程ごとに作成し、機
密文書のセキュリティの重要性を謳っているガイドライン

② 全国製紙原料商工組合連合会による全国の古紙業者を検索できるサイト

検索キーワード 全国製紙原料商工組合連合会

「機密文書」の資源化について
セキュリティレベルは各社で異なるものの
セキュリティレベルをアピールする再生事業者もある。

③ 川崎市内の古紙取扱い業者一覧表

検索キーワード 川崎市 古紙業者

２ 減量化・資源化について
２－４ 資源化について



厨芥類（生ごみ）の再生手法について

食品リサイクル法上の「登録再生利用事業者」に委託する場合
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キーワード ： 登録再生利用事業者
（農林水産省HP 一覧表あり 関東一覧は２Ｐから)

食品循環資源の再生利用を行うリサイクル業者のうち、優良な事業者を国が認定・登録
した業者をいう。

⇒登録されると、当該再生利用事業者の事業場への一般廃棄物の運搬について、当該事
業場のある市町村（荷下ろし地）における廃棄物処理法上の一般廃棄物収集運搬業の許
可が不要となる特例あり

２ 減量化・資源化について
２－４ 資源化について

登録再生利用事業者とは



木くずの再生手法について
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• 川崎市内の処分業者（全３業者）

事業者名 手法 所在地 連絡先

大藤産業㈱ 堆肥化 宮前区潮見台
１１番１９号

044-977-2429

ジャパンバイオエナジー
㈱

燃料化 川崎区扇町
１２番７号

044-201-6780

コアレックス三栄㈱ 燃料化 川崎区水江町
６番１０号

044-281-1100

事業者名 手法 所在地 連絡先

㈱ 宮前緑化センター 堆肥化 宮前区犬蔵一丁目
４０番１０号

044-975-0457

㈲ 松田興業 堆肥化 麻生区岡上字梨子の
木１２８６番地４

042-331-9522

• 川崎市内に積替保管場所を持つ収集運搬業者（処理は市外） 全２業者

２ 減量化・資源化について
２－４ 資源化について



再生事業者が持つ設備は多種多様であり

それぞれの受入基準は異なる

それらの受入基準に従った分別体制構築
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分別体制を構築する際のポイント

・排出事業者自身が分別するごみの種類や量を把握する。
・収集運搬業者だけでなく再生事業者と密にコミュニケー
ションを取り、排出の際の基準をはっきりさせる。

２ 減量化・資源化について
２－４ 資源化について



３ 産業廃棄物の適正な分別について
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３ 産業廃棄物の適切な分別について
３－１ 一般廃棄物・産業廃棄物の違い

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）

法第２条 第２項
この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

法第２条 第４項
この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃
酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

一般廃棄物は、法律上で明確にコレと定義されている訳ではなく、
産業廃棄物以外の廃棄物と定められている。産業廃棄物につい
ては、事業活動に伴って発生した、後で示す２０種類のことを指
している。
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種類 例

１ 燃え殻 コークス灰、すす、焼却灰

２ 汚泥 下水汚泥、研磨汚泥、排水処理汚泥、
灰ショットブラストなど、泥状を呈す
るもの

３ 廃油 廃重油、絶縁油、廃溶剤

４ 廃酸 （pH 2.0超－7.0未満） 酸洗工程廃液、酸性メッキ廃液

５ 廃アルカリ（pH 7.0以上－12.5未満） アルカリ洗浄廃液、アルカリ性メッキ
廃液

６ 廃プラスチック類 ビニールくず、廃タイヤ、プラスチッ
ク容器

７ 紙くず（業種限定）
・建設業に係るもの（工作物の新築、改
築、除去に伴って発生したもの）

・パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新
聞業（新聞巻取紙を使用して印刷発行を
おこなうもの）

・出版業（印刷出版を伴うもの）、製
本業、印刷物加工業に係るもの

梱包紙、壁紙

裁断くず、印刷くず

製本くず、印刷くず

産業廃棄物の種類 ① （色つきは業種限定があるもの）
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種類 例

８ 木くず（業種限定）
・建設業に係るもの（工作物の新築、
改築又は除去に伴って生じたものに限
る。）
・木材又は木製品の製造業(家具の製造業
を含む。)
・パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に
係るもの
・物品賃貸業に係るもの
・パレット（業種限定なし）

廃木材、伐木、型枠

おがくず、加工木くず、型枠

木切れ

９ 繊維くず（業種限定）
・建設業に係るもの（工作物の新築、改
築又は除去に伴って生じたものに限
る。）
・繊維工業（衣服その他の繊維製品製造
業を除く。）

畳、壁布、カーペット

袋、木綿、羊毛、絹、麻等の天然繊
維くず

１０ 動植物性残さ（業種限定）
・食料品製造業
・医薬品製造業
・香料製造業

鳥、獣、卵の殻、食品製造かす
羽毛、醸造かす

産業廃棄物の種類 ②
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種類 例

１１ 動物系固形不要物（業種限定）
・と畜場

・食鳥処理場

牛、馬、豚、その他食鳥など

１２ ゴ ム く ず 天然ゴムくず、エボナイトくず、廃ラ
テックス

１３ 金 属 く ず 缶、切削くず、打抜きくず、金属スク
ラップ

１４ ガラスくず、コンクリートのくず及
び陶磁器くず

空びん、ガラスくず、耐火レンガくず、
コンクリート製品くず、陶磁器くず、
廃石膏ボード

１５ 鉱 さ い スラグ、ノロ、廃鋳物砂、不良鉱石、
金属スラグ

産業廃棄物の種類 ③
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種類 例

１６ がれき類（工作物の新築、改築又は除
去に伴って生じたコンクリートの破片そ
の他これに類する不要物）

セメントコンクリートがら、アスファル
トコンクリートがら、路盤材

１７ 動物のふん尿（業種限定）
（畜産農業に係るものに限る）

牛、馬、豚、めん羊、鶏等のふん尿

１８ 動物の死体（業種限定）
（畜産農業に係るものに限る）

牛、馬、豚、めん羊、鶏等の死体

１９ ばいじん 集じん機、サイクロンなどによる捕集ダ
スト

２０ １から19を処分するために処理した
ものであって、これらの廃棄物に該
当しないもの

汚泥のコンクリート固型化物

産業廃棄物の種類 ④



３ 産業廃棄物の適切な分別について

①内容審査機（ベルトコンベア）への誘導、ごみの展開
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３－２ 内容審査について

持ち込まれたごみが受入基準に照らして、適正なものであるかどうかを判
断するためにピット前で審査を行います。



②かぎ棒などで袋を破りながら確認・ピックアップ
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③中身の確認、撮影、運転手への指導
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④排出事業者への立入・指導
⇒悪質な場合は、必要に応じて排出事業者へ立入り指
導を行う。

33

混入の多い産業廃棄物の例 （左 プラスチック類 右 感染性廃棄物）



３－３ 排出事業者への立入調査時に多い指摘点
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1. 産業廃棄物は、収集運搬と処分についてそれぞれの業者と書面による

契約が必要。※一般廃棄物は書面による契約は任意

2. 排出する際のマニフェスト（すなわち産業廃棄物管理票）の交付義務

あり。※一般廃棄物は多量排出事業者に交付義務あり

3. 産業廃棄物を自ら保管する場合は、掲示板の設置義務あり

⇒詳細は「産業廃棄物の適正処理のために」を参照

その他産業廃棄物の詳細に関しては、廃棄物指導課（044-200-2596）に、

一般廃棄物の詳細に関しては減量推進課（044-200-3436）へお問い合わせを



参考資料一覧
・機密文書処理ガイドライン

URL http://www.prpc.or.jp/menu05/cat11/cat17/index.html
・全国製紙原料商工組合連合会

URL http://www.kamikaishu.net/
・登録再生利用事業者一覧

URL http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/pdf/ichiran.pdf
・食品ロス削減に向けて（農林水産省）

ＵＲＬ：http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/
・政府広報オンライン（内閣府）

ＵＲＬ： http://www.govonline.go.jp/useful/article/201303/4.html
・食べ切りげんまんプロジェクト（九都県市廃棄物問題検討委員会）

ＵＲＬ： http://www.re-square.jp/tabekiri/
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更なる減量化・資源化に

ご協力をお願いします

ご清聴ありがとうございました
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