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TOPIC1：全国の産廃排出、処分状況の推移
『令和元年度事業産業廃棄物排出・処理状況調査報告書』2020.3.環境省発表

■平成7年度～30年度の推移

・排出量が高水準で推移（平成30年度375.8百万t））

・再生利用率は50%超で横ばい

・最終処分量も横ばい、更に減量が必要
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参考：静岡県調査
（平成29年度実績）
排出量：1千万t
再生利用率：42%
最終処分率：2%

最終処分量：87%減少

再生利用量：34%増加

52%

2%

環境省資料より作成 http://www.env.go.jp/recycle/sangyo_h30.pdf



http://www.env.go.jp/press/106338.html

TOPIC2：全国の産廃不法投棄発覚状況の推移
2021.1.8 環境省発表

■平成7年度～令和元年度の推移

・不法投棄件数151件、 前年度 -4件

・不法投棄量7.67万t、前年度 -8.1万t

環境省資料より作成 http://www.env.go.jp/press/107565.html

投棄量
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投棄件数

静岡県内
発覚件数：5件
発覚投棄量：161t



http://www.env.go.jp/press/106338.html

TOPIC3：今後のプラスチック資源循環施策全体像
2021.1.29 ｢今後のプラスチック資源循環施策のあり方について｣(中央環境審議会意見具申)

環境省資料より作成 http://www.env.go.jp/press/109028.html
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Ⅰ プラスチックに関する国内外の状況

１．海洋プラスチック問題の最新状況

http://www.env.go.jp/press/106338.html

5環境省資料「海洋ごみ問題について」(2020.11)より

海岸漂着物等地域対策推進事業

静岡県海洋プラスチックごみ防止
「６R県民運動」基本方針

■海洋プラスチックごみの約8割が、ごみや製品
の意図しない散乱、不法投棄による陸域の散
在ごみで、河川から海洋に流出している。

■漁業者の協力を得て、操業時に回収した海底
ごみを持ち帰ることなどを促進している。マ
ニュアル策定を検討中。



http://www.env.go.jp/press/106338.html
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Ⅰ プラスチックに関する国内外の状況

2-1．プラスチックのマテリアルフロー(2018年)

■有効利用率は､マテリアルリサイクル:23％､ケミカルリサイクル:4％､
サーマルリサイクル:56％で、合計は前年比2ポイント減の84％。

■マテリアルリサイクル:208万tの利用形態別は､再生材料:66％､再生製
品:34％､利用先別では、輸出は39万t減の43％。

プラスチック循環利用協会｢プラスチックリサイクルの基礎知識2020」より



Ⅰ プラスチックに関する国内外の状況

2-2．国内滞留プラスチック問題の最新状況(海外輸出)

http://www.env.go.jp/press/106338.html
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■中国への輸出が50‐60％を占めていたが､2017年末の輸入規制措置以降
は、ほとんど中国への輸出はなくなった。

■2018年1月以降､タイ､マレーシア､台湾等への輸出が増えたが、各国に
よる輸入規制が始まり､輸出が減少した 。

■2019年の国別の輸出量は､多い順にマレーシア､台湾､ベトナム､タイ､
韓国となっており､この状況は2020年上半期も変動はない。

東京都環境公社特設サイトより



http://www.env.go.jp/press/106338.html

Ⅰ プラスチックに関する国内外の状況

2-3．国内滞留プラスチック問題の最新状況(国内事情)

8
環境省「外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査結果」より



Ⅰ プラスチックに関する国内外の状況

３．レジ袋有料化等の最新動向

http://www.env.go.jp/press/106338.html
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マイバッグを持っているという
人はおよそ94％で、有料化前よ
り10ポイントほど増えたと推計
されている。

環境省による15～79歳の男女2,100人へのインターネットアンケートによる。



Ⅰ プラスチックに関する国内外の状況

４．バーゼル法の一部改正と輸出規制非該当性の判断

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
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■2019年 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関
するバーゼル条約（バーゼル条約）の締約国会議で、プラスチッ
ク廃棄物を条約の規制対象に追加する附属書の改正を決議。

■2020年 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（バー
ゼル法）の省令に、プラスチックが条約の規制対象に該当するか
否かを判断する基準を規定。（2021.1.1施行）

環境省・経済産業省資料より：https://www.env.go.jp/recycle/yugai/law/r02basel_law02.pdf
バーゼル相談：https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/10/annai.html

ペレット状､フレーク状
又はフラフ状で､且つほ
とんど無色透明又は単
一色のプラスチック



Ⅰ プラスチックに関する国内外の状況

６．プラスチック資源循環の推進事例

http://www.env.go.jp/press/106338.html
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①2030年までにワンウェイプラスチックを累積25％排出抑制
②2025年までにリユース・リサイクル可能なデザインに
③2030年までに容器包装の６割をリユース・リサイクル
④2035年までに使用済プラスチックを100％リユース・リサイクル

等により、有効利用
⑤2030年までに再生利用を倍増
⑥2030年までにバイオマスプラスチックを約200万ｔ導入

排出源における高度分別
・汚れと異物混入はNG
・単一素材ごと
・無色透明､単一色(色別)

環境配慮
設計

素材･性状
情報提示



Ⅱ 新型コロナウイルス感染症対策

１．新型コロナウイルス感染症の状況

http://www.env.go.jp/press/106338.html
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■新型コロナウイルス感染症はパンデミック
半年の間に新型コロナウイルスは世界を席巻し､パンデミッ

クは加速している。（JUNE27、BBC）

全世界194か国で流行

感染者数：111,366,132人
死亡者数：002,466,230人

国内47都道府県で流行

感染者数： 425,597人
死亡者数： 7,474人

外務省資料より作成（2020.12.18閲覧） 厚生労働省資料より作成（2021.2.22現在）



http://www.env.go.jp/press/106338.html

13環境省資料より作成

Ⅱ 新型コロナウイルス感染症対策

２．廃棄物分野の新型コロナウイルス感染症への対応



http://www.env.go.jp/press/106338.html

14環境省資料より作成

Ⅱ 新型コロナウイルス感染症対策

３．新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

チェックリスト
参考にして
ください！



http://www.env.go.jp/press/106338.html

■産業廃棄物と一般廃棄物の区分

廃
棄
物

※産業廃棄物

一般廃棄物

特別管理産業廃棄物

特別管理一般廃棄物

事業活動に伴い
発生する廃棄物

一般家庭から
発生する廃棄物

事業者に処理責任

市町村に処理に関
する統括的な責任

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､コンクリートくず及び陶磁器くず ⑩鉱さい ⑪がれき類
⑫ばいじん

⑬紙くず(建設業､パルプ･紙製造業､新聞業等) ⑭木くず(建設業､木材･木製品製業等)
⑮繊維くず(建設業､繊維工業等) ⑯動植物性残さ(食料品製造業､医薬品製造業等)
⑰動物系固形不要物(と畜場等) ⑱動物のふん尿(畜産農業) ⑲動物の死体(畜産農業)

⑳①～⑲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

事業系一般廃棄物

特別管理産業廃棄物処理業者

産業廃棄物処理業者

一般廃棄物処理業者

※産業廃棄物（20種類）

Ⅲ 廃棄物処理実務に関する参考事例

１．廃棄物の定義と区分、産業廃棄物の種類

有
価
物

15



■分別管理は経営管理
①法令遵守の徹底（保管基準、委託基準、マニフェスト交付）
②廃棄物の減量化と経費削減
③資源循環の推進と有価物収益
④全員参加による統制と士気高揚（経営参画）
⑤社会的責任の履行と社会貢献
⑥SDGｓの取組（ESG投資）

■保管基準
事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、保管基準に従い、

生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
（法第12条第2項）

①囲いと掲示板の設置
②飛散、流出、地下浸透、悪臭発散の予防措置（排水溝､舗装等）
③害虫の発生予防措置
④屋外で容器を用いずに保管する場合は保管高さの制限

16
Copyright © 2021 Japan Environmental Sanitation Center All Right Reserved

Ⅲ 廃棄物処理実務に関する参考事例

2-1．産業廃棄物の分別・保管方法と優良事例



・各職場に分別コーナーを設置
・分別表示と分別手順の明示
・収集～処理ルートの説明
・計測、管理状況の共有
・目標と達成状況の共有

17Copyright © 2021 Japan Environmental Sanitation Center All Right Reserved

Ⅲ 廃棄物処理実務に関する参考事例

2-2．産業廃棄物の分別・保管方法と優良事例



アイデア！ 自作の移動式分別袋

アイデア！ 自作の分別箱
（工程ごとに設置）

アイデア！ 写真付き分別箱
（課ごとに設置）

有価物を細分し、素材の純度
を確保

わかりやすく整然と みんなで
移動しやすく

現場で
排出源で入れやすく

© 2016 Ryosuke Muraoka 18Copyright © 2021 Japan Environmental Sanitation Center All Right Reserved

Ⅲ 廃棄物処理実務に関する参考事例

2-3．産業廃棄物の分別・保管方法と優良事例



委託業者のコンテナを
そのまま保管施設に活
用する。

19Copyright © 2021 Japan Environmental Sanitation Center All Right Reserved

Ⅲ 廃棄物処理実務に関する参考事例

2-4．産業廃棄物の分別・保管方法と優良事例



20Copyright © 2021 Japan Environmental Sanitation Center All Right Reserved

分別管理で樹
脂別に細分

圧縮梱包機
でベール化

限られたスペースに､一定
量を効率よくストック､供
給できれば､遠方の業者も
回収に可能。
樹脂別に分けられれば､素
材として有価物化。

Ⅲ 廃棄物処理実務に関する参考事例

2-5．産業廃棄物の分別・保管方法と優良事例



保管場所表示と無秩序な分別(製造業) 産廃と一廃の混在(製造業)

産廃

産廃

一廃

一廃

委託基準違反（第6条の2第6項､第12条第5項､第12条の2第5項）

○排出事業者が､一般廃棄物の運搬又は処分を一般廃棄物収集運搬業者･
処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき

○排出事業者(中間処理業者を含む。)が､産業廃棄物の運搬又は処分を産
業廃棄物収集運搬業者･処分業者その他環境省令で定める者以外の者に
委託したとき

○排出事業者(中間処理業者を含む。)が､特別管理産業廃棄物の運搬又は
処分を特別管理産業廃棄物収集運搬業者･処分業者その他環境省令で定
める者以外の者に委託したとき

罰則：5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科

21Copyright © 2021 Japan Environmental Sanitation Center All Right Reserved

Ⅲ 廃棄物処理実務に関する参考事例

2-6．産業廃棄物の分別・保管方法と要改善事例



http://www.env.go.jp/press/106338.html

Ⅲ 廃棄物処理実務に関する参考事例

３．産業廃棄物の委託基準

■産業廃棄物の収集運搬・処分の委託基準
（法第12条第5項～第7項、法第12条の2第5項～第7項）

・処理を委託する相手は処理業の許可を有する者又は環境省令
で定める者であること

・委託する業者は､委託しようとする産業廃棄物の処理が事業
の範囲に含まれていること。

・委託契約は書面で行うこと。

・特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は､委託する者に
対してあらかじめ特別管理産業廃棄物の種類､数量､性状､荷
姿､取り扱い上の注意事項を書面で通知すること。

・契約書及び契約書に添付された書類を契約終了日から5年間
保存すること。

・収集運搬の委託は収集運搬業の許可を持つ者と処分業の許可
を持つ者と、それぞれ2者間で契約すること。
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廃棄物処理法施行令 第6条の2第4号、廃棄物処理法施行規則 第8条の4の2

23
環境省「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」より作成

https://www.env.go.jp/hourei/add/k060.pdf

Ⅲ 廃棄物処理実務に関する参考事例

４．委託契約書に関する留意事項

委託契約のチェックリスト
【法第12条第6項､令第6条の2第4号､規則第8条の4及び第8条の4の２等】

□収集運搬業者､処分業者それぞれと直接契約
□契約内容について自ら決定
□書面契約（二者契約）をしている

[委託契約書の法定記載事項]
□産業廃棄物の種類及び数量
□委託契約の有効期間
□支払う料金（適正な対価の負担）
□適正処理のために必要な事項（WDS添付）
□運搬の最終目的地等
□処分等の場所等
□許可証等の写しの添付

□委託契約書等の保存
【法第12条第6項､令第6条の2第5号､規則第8条の4の3等】



http://www.env.go.jp/press/106338.html

■産業廃棄物管理票

・交付義務､写しの送付受け取り･
保存義務違反に注意。A票の｢照
合確認｣の日付を記入し､B2･D･
E票とセットで保存する。

・産業廃棄物の収集運搬･処分受託
者は､排出事業者から交付を受け
ずに産業廃棄物の引き渡しを受
けてはならない。
（6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金。）

・定められた期間内に返送がない
などの事態が生じた場合は状況
確認後措置及び報告義務あり。

・事業場ごとに交付等の状況につ
いて報告義務あり。

24

Ⅲ 廃棄物処理実務に関する参考事例

５-1．産業廃棄物管理票に関する留意事項

環境省「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」より作成
https://www.env.go.jp/hourei/add/k060.pdf

産業廃棄物管理票のチェックリスト
【法第12条の3第1項､規則第8条の21】

□産業廃棄物の種類ごとに交付しているか。

□運搬先ごとに交付しているか。

□産業廃棄物の種類､数量､及び受託者の氏名又
は名称が管理票に記載された事項と相違がな
いことを確認した上､交付しているか。

□法定記載事項の確認
交付年月日･交付番号､氏名･名称･住所
排出事業場名称･所在地､交付担当者氏名
受託者の住所､運搬先事業場名称･所在地等
最終処分場所所在地

□写しの送付受け取り確認､対応

□交付した管理票の写しを保存しているか（交
付日から５年）。

[電子マニフェスト］

□速やかに（遅くとも引渡し後３日以内）情報
処理センターへ登録しているか。

□情報処理センターからの通知の確認､対応



■電子マニフェスト導入後に注意すべきポイント

①終了報告の期限切れが生じていないか定期的にチェックする

②マニフェスト情報を修正または取消す際は､業者の承認が必要か
どうか確認する

③自治体に提出される報告書の閲覧の期限に注意する
情報処理センターによって自治体へ報告される内容は､JWNETのサブシステム｢行

政報告システム｣で閲覧･ダウンロードすることができる。この閲覧･ダウンロードに
は､毎年5月7日から9月30日までの期限がある。

電子マニフェストを使用した際の受渡確認票が､産業廃棄物に係る帳簿の記載事項
を網羅していれば､これらを時系列的に保存（ファイリング）することで産業廃棄物
に係る帳簿の記載に代用できる。

▶メリット1：マニフェスト登録等状況報告書の報告が不要となる
（電子マニフェスト利用に係る年次の電子マニフェスト登録等状況報告書は､排出
事業者に代わってJWセンターの情報処理センターが作成し､自治体へ提出する。）

▶メリット2：複雑な紙マニフェストを運用しなくて済む

▶メリット3：マニフェスト情報がデータ化され､排出実態把握が容易になる

25

Ⅲ 廃棄物処理実務に関する参考事例

５-2．産業廃棄物管理票に関する留意事項



■現地確認のポイント

・廃棄物を中間処理した後に、次の中間処理又は最終処分のた
めに運搬又は処分しようとする中間処理業者は、 当該中間処
理後の廃棄物の処理の範囲で確認義務が生じる。

実地に調査して確認

確 認 事 項 を 登
録した書類は5
年間保存

万 一 、 不 適 正
処 理 を 知 っ た
場 合 は 知 事 に
届出

○許可の内容と事業者の実態は一致しているか。
○委託先の事業者の処理施設の規模や能力は委

託内容に比べて十分か。
○処理施設や積替保管の場所は清掃が行き届い

ているか。
○受け入れた廃棄物の管理は適切か、過剰に保

管されていないか。
○処理施設の周辺の環境に配慮をしているか。
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Ⅲ 廃棄物処理実務に関する参考事例

６-1．現地確認のポイントと留意事項



http://www.env.go.jp/press/106338.html

Ⅲ 廃棄物処理実務に関する参考事例

６-2．現地確認のポイントと留意事項

■処理状況の確認（現地確認）の留意事項

・処理状況の確認は､業者選定時
と契約履行中に実施する。

・産業廃棄物の処理状況の透明
性を向上するため､環境報告書
等で具体的な方法等を記載しておくことが重要。

・自社が委託先の処理業者の適格性を毎年現地確認しているこ
とを､CSRや環境報告に取り上げて､企業価値を高める好機に。

・処理状況の確認を行っていない排出事業者については、措置
命令の要件に該当する可能性がある。

・静岡県実地確認チェックシート
http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-040/sanpaikakari/reiki/jicchikakunin.html

・産廃情報ネット「さんぱいくん」（産業廃棄物処理業検索）
http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index.php
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廃金属水銀等
水銀又はその化合物が廃棄
物となったもの

水銀汚染物
水銀又はその化合物に汚染されたものが廃棄物と
なったもの

汚泥、廃液

水銀使用製品廃棄物
水銀使用製品が廃棄物と
なったもの

埋め立て処分の場合は純
度を高めて硫化・固形化

1,000mg/kg･Lを超えるものは、加熱工程に
より水銀を回収

製品の種類によっては
水銀回収の義務
安定型埋立処分は不可

廃水銀等 特定有害産業廃棄物 水銀含有ばいじん等
水銀使用製品
産業廃棄物

特別管理産業廃棄物（特定有害産業廃棄物） 産業廃棄物

試薬（液体）
ポロシメーター

水銀汚染物・使用製品から
回収された廃金属水銀等

※特定施設から排出

燃え殻､ばいじん､鉱さい､
汚泥、処理物（廃産・廃
アルカリ以外）
水銀又はその化合物を
0.005mg/L超溶出

廃酸､廃アルカリ､処理物
（廃酸､廃アルカリ以外）
水銀又はその化合物を
0.05mg/L超溶出

※特定の施設から排出

燃え殻､ばいじん､鉱さい､
汚泥
水銀又はその化合物を
15mg/kg超含有

廃酸､廃アルカリ､処理物
（廃酸､廃アルカリ以外）
水銀又はその化合物を
15mg/L超含有

※施設の指定は無し

医薬品､農薬､蛍光ランプ､
水銀電池

※成分表示･水銀使用旨の
表示のあるもの､名称から
判断できるもの､及び目視
で金属水銀の確認ができ
るもの
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Ⅲ 廃棄物処理実務に関する参考事例

７．水銀廃棄物の適正な処理方法



廃石綿等(飛散性アスベスト廃棄物)
①吹付けアスベスト ②アスベスト保温材

石綿含有産業廃棄物
(非飛散性アスベスト廃棄物)

(1)事業者による処理
運搬されるまでの間､散水などにより湿潤化さ

せる等の応急的な措置を講じた後､直ちに｢固型化、
薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講
じた後､耐水性の材料で二重に梱包｣し､石綿の飛
散防止を図る。
(2)特管産廃の保管基準
(3)特管産廃の収集・運搬基準
(4)特管産廃の処分基準
①中間処理
・環境大臣が定める方法(許可施設による溶融処
理又は無害化処理認定施設による無害化処理)
により行う。

・溶融に伴って生じた廃棄物(溶融スラグ)は、鉱
鉱さいとして(重金属等による汚染のおそれが
ないものは)安定型処分ができる。

②直接埋立処分
・予め固型化､薬剤による安定化その他これらに

準ずる措置を講じた後､耐水性の材料で二重に
梱包する。
・一定の場所､その表面を土砂で覆う等。

(1)事業者による撤去
撤去作業に先立って､解体等現場の周辺には粉

じん等の飛散防止幕を設置し､散水装置等を設
置､養生。原則手作業により原形のまま撤去。
(2)保管基準

他の廃棄物と分別､変形･破断防止､飛散防止
(シート掛け･袋詰め等)､表示
(3)委託基準

マニフェストは他の産業廃棄物がある場合､そ
れらと区別し別のものを交付。マニフェストに
は石綿含有産業廃棄物である旨を記載。
(4)収集・運搬の基準

他の廃棄物と区分､変形･破断防止､他の廃棄物
と分別(車両に中仕切)､飛散防止(シート掛け･
袋詰め等)措置､運搬時の荷台での転倒･移動防
止､表示

(5)処分基準（破砕又は切断の原則禁止）
①中間処理 ※同左
②直接埋立処分
・安定型･管理型最終処分場に埋立処分可
・一定の場所､その表面を土砂で覆う等。

29
Copyright © 2021 Japan Environmental Sanitation Center All Right Reserved

Ⅲ 廃棄物処理実務に関する参考事例

８．石綿廃棄物の適正な処理方法
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