
重量 構成比

g/人・日 ％

0.65 0.15 (1)

0.09 0.02 (2)

0.74 0.16 (3)

0.04 0.01 (4)

0.04 0.01 (5)

2.74 0.63 (6)

小計 2.82 0.65 (7)

0.13 0.03 (8)

ごみ排出用(外袋) 0.09 0.02 (9)

何かごみを入れて排出(内袋) - - (10)

そのまま排出 0.04 0.01 (11)

5.08 1.17 (12)

ごみ排出用(外袋) 0.61 0.14 (13)

何かごみを入れて排出(内袋) 4.17 0.96 (14)

そのまま排出 0.30 0.07 (15)

5.21 1.20 (16)

ごみ排出用(外袋) 0.70 0.16 (17)

何かごみを入れて排出(内袋) 4.17 0.96 (18)

そのまま排出 0.35 0.08 (19)

プラ袋・フィルム・ラップ等 13.42 3.09 (20)

詰め替え用プラ袋・アルミ蒸着袋 0.61 0.14 (21)

小計 14.03 3.23 (22)

0.43 0.10 (23)

- - (24)

0.48 0.11 (25)

中計 23.72 5.46 (26)

- - (27)

- - (28)

- - (29)

4.47 1.03 (30)

0.56 0.13 (31)

- - (32)

中計 5.04 1.15 (33)

ごみ袋 2.74 0.63 (34)

合計 31.49 7.24 (35)

1.17 0.27 (36)

- - (37)

合計 1.17 0.27 (38)

2.35 0.54 (39)

2.17 0.50 (40)

段ボール 2.09 0.48 (41)

紙箱 16.07 3.70 (42)

紙袋・包装紙等 4.69 1.08 (43)

中計 27.37 6.30 (44)

3.39 0.78 (45)

5.56 1.28 (46)

小計 8.95 2.06 (47)

2.30 0.53 (48)

3.39 0.78 (49)

17.51 4.03 (50)

中計 32.15 7.41 (51)

大人用 9.56 2.20 (52)

子供用 23.67 5.45 (53)

小計 33.23 7.65 (54)

ペットシート 4.69 1.08 (55)

吸水樹脂製品 3.04 0.70 (56)

44.27 10.19 (57)

事業所からの紙類 0.78 0.18 (58)

中計 86.01 19.79 (59)

合計 145.52 33.50 (60)

プラボトル

トレイ・カップ・

パック・コップ・台

紙付き容器

手提げ袋

新聞

紙おむつ等

プラスチック類 容器包装

大型手提げ袋

スーパー等の手提げ袋

小計

プラ袋

スクイーズ・チューブ・スティック容器

その他の容器包装(法対象)

発泡性緩衝材

その他

ゴム・皮革類 その他

紙類 容器包装

古紙

その他

その他リサイクル不可能な紙

その他雑プラスチック

事業所からのプラスチック

整理

番号
大分類 中分類 小分類 細分類 細々分類

燃やすごみ組成調査の結果（平成27年10月実施）

プラボトル

ペットボトル

小計

白色発泡食品トレイ

その他の発泡食品トレイ

その他のトレイ・小型容器等

輪ゴム・ゴム手袋・運動靴等

事業所からのゴム・皮革類

紙パック(コーティング無)

紙パック(コーティング有)

雑紙(ミックスペーパー)

折り込み広告・PR誌

本・雑誌

折ったまま廃棄物等何も包まず

生ごみや割れ物等を包む

使い捨てライター

注射容器等危険物

その他(大型成型品等)

その他(小型成型品等)

参考資料−３ 平成30年10月9日

第3回木津川市廃棄物減量等推進審議会



重量 構成比

g/人・日 ％

整理

番号
大分類 中分類 小分類 細分類 細々分類

衣類 9.56 2.20 (61)

17.90 4.12 (62)

0.96 0.22 (63)

中計 18.85 4.33 (64)

合計 28.41 6.53 (65)

その他 2.61 0.60 (66)

- - (67)

合計 2.61 0.60 (68)

生け花 1.22 0.28 (69)

剪定枝 14.55 3.35 (70)

合計 15.77 3.63 (71)

7.69 1.77 (72)

2.65 0.61 (73)

期限不明 2.52 0.58 (74)

8.51 1.96 (75)

中計 21.37 4.93 (76)

一般厨芥類 164.81 37.94 (77)

合計 186.18 42.86 (78)

- - (79)

白 - - (80)

茶 - - (81)

その他 - - (82)

- - (83)

白 - - (84)

茶 - - (85)

その他 - - (86)

0.09 0.02 (87)

白 - - (88)

茶 0.09 0.02 (89)

その他 - - (90)

0.13 0.03 (91)

白 0.13 0.03 (92)

茶 - - (93)

その他 - - (94)

- - (95)

白 - - (96)

茶 - - (97)

その他 - - (98)

- - (99)

白 - - (100)

茶 - - (101)

その他 - - (102)

- - (103)

白 - - (104)

茶 - - (105)

その他 - - (106)

0.22 0.05 (107)

白 0.13 0.03 (108)

茶 0.09 0.02 (109)

その他 - - (110)

蛍光管(直管・曲管・電球型) - - (111)

鏡 - - (112)

その他有害製品 - - (113)

小計 - - (114)

電球類 - - (115)

その他(コップ・灰皿等) - - (116)

事業所からのガラス類 - - (117)

小計 - - (118)

中計 - - (119)

合計 0.22 0.05 (120)

ガラス類 容器包装

中計

その他

繊維類

その他

木片類 その他

草木類

厨芥類 手を付けていない食料品

衣類 《資源化可能な物＝シャツ等以上。》

リターナブルびん

酒びん

飲料水のびん

人形・寝具・調度品・かばん・はぎれ・雑巾・湿布・布テープ等

事業所からの繊維類

事業所からの木片類

賞味・消費期限未達成

その他

調味料のびん

食料品のびん

薬のびん

化粧品のびん

びん類

有害製品

賞味・消費期限超過

野菜・果物等の生鮮



重量 構成比

g/人・日 ％

整理

番号
大分類 中分類 小分類 細分類 細々分類

アルミ缶 - - (121)

スチール缶 - - (122)

小計 - - (123)

缶詰・缶箱 0.13 0.03 (124)

- - (125)

一斗缶 - - (126)

簡易ガスボンベ(穴あき) - - (127)

簡易ガスボンベ(穴無し中身残存) - - (128)

簡易ガスボンベ(穴無し中身無し) - - (129)

スプレー缶(穴あき) - - (130)

スプレー缶(穴無し中身残存) - - (131)

スプレー缶(穴無し中身無し) 0.22 0.05 (132)

小計 0.22 0.05 (133)

その他 アルミトレイ・王冠・チューブ等 0.22 0.05 (134)

中計 0.56 0.12 (135)

単一金属製品 なべ・釜・食器・包丁・クリップ等 - - (136)

小型家電・電線等 - - (137)

かさ・ハンガー等 - - (138)

小計 - - (139)

乾電池 0.09 0.02 (140)

ボタン電池 - - (141)

充電式電池 - - (142)

小計 0.09 0.02 (143)

危険物(カミソリ等) - - (144)

使い捨てカイロ 0.26 0.06 (145)

その他 0.26 0.06 (146)

事業所からの金属類 - - (147)

中計 0.61 0.15 (148)

合計 1.17 0.27 (149)

- - (150)

- - (151)

合計 - - (152)

0.87 0.20 (153)

3.52 0.81 (154)

- - (155)

中計 4.39 1.01 (156)

土砂・粘土等 5.30 1.22 (157)

- - (158)

中計 5.30 1.22 (159)

その他 猫のトイレ用の砂 4.91 1.13 (160)

合計 14.60 3.36 (161)

調査ごみ全量 427.15 98.32 (162)

流出水分等 7.30 1.68 (163)

総   計 434.4 100.00 (164)

※端数処理により、総計と各項目の合計値が一致しない場合があります。

その他 その他可燃

その他不燃

金属類 容器包装

その他

陶磁器類 その他

事業所からの陶磁器類

煙草の吸殻・掃除機のごみ

事業所からのその他可燃・準可燃

ペットフード等の缶詰・缶箱

飲料水の缶

スプレー缶

複合金属製品

電池

食生活用品・灰皿等日用品・置物

犬の糞(包んだ紙ごと)

事業所からのその他不燃



資料番号 資料の項目 資料の数値

新聞紙 3.39

折込広告等 2.30

紙箱 16.07

紙袋等 4.69

本、雑誌 3.39

雑紙 17.51

ダンボール 2.09

紙パック 2.35

古布(衣服) 9.56

古紙類等の混入量 61.35

一般厨芥類(生ごみ)の重量 172.11

他の分別(容器包装)の混入量 23.72

他の分別(ガラス・金属)の混入量 1.39

手つかず食品の混入量 21.37

なお、組成調査の「総計」は、第２回審議会資料で使用した、平成２７年燃やすごみ排出原単位(g/人・日)と一致します。

資料－２

(76)

【成果指標の項目と目標値】

(77)+(163)

(26)

(120)+(149)

(39)+(41)+(42)+(43)+(45)+(48)+(49)+(50)+(61)

施策２－②(参考資料)
資源化可能な古紙等

(49)

(50)

(41)

(48)

(42)

(43)

組成調査の項目と資料の数値との対応

該当箇所 組成調査の整理番号

(45)

資料－１

(39)

(61)


