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東京都における産業廃棄物処理
の現状と取組について

東京都環境局廃棄物対策部

産業廃棄物対策課
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産業廃棄物と一般廃棄物

廃
棄
物

産業廃棄物

一般廃棄物

事業活動に伴って排出される２０種類

産業廃棄物以外のもの

特別管理産業廃棄物

事業系一般廃棄物

家庭廃棄物

特別管理一般廃棄物
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産業廃棄物の種類別排出量

下水汚泥, 13,974千t,
59%

その他, 586千t, 2%

建設汚泥, 2,084千t,
9%

廃プラスチック類,
286千t, 1%

混合廃棄物, 278千t,
1%

上水汚泥, 517千t,
2%

がれき類, 4,535千t,
19%

ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず,
647千t, 3%

金属くず, 177千t, 1%

その他汚泥, 412千t,
2%

木くず, 258千t, 1%

合 計
23,754千ｔ

平成２３年度
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産業廃棄物の処理・処分の状況

直接

再生利用

44(0.2%)

中間処理量

23,298
(98.1%)

直接

最終処分量

412(1.7%)

処理後量

7,203
(30.3%)

減量化量

16,095
(67.8%)

処理後

最終処分量

619(2.6%)

処理後

再生利用量

6,584(27.7%)

再生利用量

6,628
(27.9%)

最終処分量

1,031
(4.3%)

（単位：千t）平成２３年度排出量

23,754(100%)
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平成２３年度に新たに発覚した不法投棄

件数：１９２件 投棄量５万３千トン

環境省集計
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都内の医療機関及びクリーニング・チェーン店から
回収された感染性廃棄物等（感染性廃棄物１，３３０
箱、廃液２５０個、クリーニング廃棄物２トントラック５
台分）が八王子市内の駐車場等に放置されているの
が発見される。

不法投棄 － 東京都内
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資金繰りに困った収集運搬業者が顧客から預かった
中間処理費用を運転資金に流用、中間処理施設に
持ち込めずに保管、夜逃げ。

収集運搬業者が保管していた契約書等を参考に排
出事業者を割り出し、撤去指導。

排出事業者は撤去指導に同意し、３ヶ月に撤去完了

7

不法投棄 － 東京都内
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不法投棄現場「八王子市」

高さ約２５㍍
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不法投棄現場「八王子市」
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不法投棄現場「八王子市」
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平成９年～１７年の法改正の変遷

平成３年度
・マニフェスト義務付けを法制化（特管産廃のみ）

・建設廃棄物について、マニフェスト使用の自主的取組

平成９年度
・全ての産業廃棄物についてマニフェスト使用義務づけ

・電子マニフェストの創設

平成１２年度 ・マニフェストにより最終処分がなされたことまでを確認することを義務づけ

平成１７年度
・マニフェスト制度違反に係る勧告に従わない者についての公表、命令措置の導入

・産業廃棄物の運搬又は処分を受託した者に対するマニフェスト保存義務づけ

マニフェスト制度の徹底
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廃棄物処理法（平成２２年改正）

○建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任を元請

業者に一元化

○マニフェスト（Ａ票）の保存義務

○産業廃棄物の処理状況確認努力義務

○多量排出事業者処理計画の担保規定（罰則）

○処理困難時における委託者（排出事業者）への通知



13

排出事業者の主な義務・責務

○事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で

適正処理（産業廃棄物を自ら処理）

○産業廃棄物保管基準の遵守

○産業廃棄物委託基準の遵守

○マニフェストの交付・保管・届出

○処理状況の確認
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法律上は「自ら処理しなければならない」と
なっているが、現実には専門業者へ処理を
委託することが多い状況にある。

産業廃棄物処理の課題

産業廃棄物処理業者に任せ切りとなり、
排出事業者が産業廃棄物の適正処理
に対する知識や認識が不足することに
より不適正な処理が行われてしまう。
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廃棄物の処理契約において

不法投棄や不適正処理等

があった場合は

行為者はもちろん

排出事業者にも責任が問われる
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廃棄物処理法の主な罰則
違反項目
（排出事業者に係る主なもの）

罰則
措置命令

（懲役）、（罰金）

廃棄物の不法投棄、不法焼却

【法第２５条】
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

適用

無許可業者への委託禁止違反 適用

無許可業者

措置命令違反（措置命令に従わない）

廃棄物の処理・保管基準に係るもの
改善命令違反

【法第２６条】
３年以下の懲役若しくは３００万円

以下の罰金又はこの併科

適用

委託基準違反 適用

マニフェスト
不交付、未記載、虚偽記載、
交付を受けずに運搬 【法第２９条】

６月以下の懲役若しくは５０万円
以下の罰金

適用マニフェスト
保存義務違反

マニフェスト
未受領時等の適正措置義務違反

帳簿記載、保存違反

【法第３０条】
３０万円以下の罰金

特別管理産業廃棄物管理責任者
設置義務違反

報告徴収違反、立入検査許否、妨害
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信頼できる処理業者の選定

排出事業者自身の責任で処理業者を選定
●処理料金の安さだけで安易に選定せず、

信頼できる処理業者を自身の責任で見極める

処理業者を選定するためのチェックポイント
●遵法性
●事業の透明性
●財務体質の健全性 など

優良産廃処理業者認定制度の活用
●東京都優良性基準適合認定制度

●国の優良産廃処理業者認定制度

環境配慮契約法に産業廃棄物処理契約が追加（平成25年）



18

優良産業廃棄物処理業者認定制度の活用

産業廃棄物処理業の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優
良な産業廃棄物処理業者を審査して認定する制度

東京都 国

名称 優良性基準適合認定制度 優良産廃処理業者認定制度

開始年月日 平成２１年１０月開始 平成２３年４月１日施行

申請資格 東京都の許可を有し、事業実績が１年以上の者 都道府県の許可を有し、事業実績が５年以上の者

審査項目

認定区分が産廃エキスパート・産廃プロフェッショナル
の２種類あり、選択が可能

①遵法正（廃掃法遵守、納税義務、公害関係法令等）
②安定性（事業の透明性、電子マニフェスト、財務体質の

健全性）
③先進的な取組（環境配慮の取組）
④専門性（感染性廃棄物の取扱のみ）

全てが必須項目
①遵法性
②事業の透明性
③環境配慮の取組
④電子マニフェスト
⑤財務体質の健全性

審査手法
東京都知事指定の第三者評価機関が

書面審査及び現地審査により認定
許可者（都道府県知事）が

書面審査により認定

認定期間
新規申請者：２年間
更新申請者：３年間

７年間

メリット
①排出事業者責任の履行（注意義務）
②産業廃棄物の処理を優良認定業者に委託していることにより、環境に配慮した事業活動を行っていることを アピールできる。
③インターネット上で容易に優良で信頼のできる処理業者を選択でき、かつ処理状況を間接的に確認することができる。

許可証の
表示

ロゴマークの表示 優 の表示



19

適正処理に向けた取組（１）

①排出事業者に信頼できる処理業者情報の
提供

②優良な処理業者の育成と適正処理の推進

③健全な産業廃棄物処理・リサイクルビジネス
の発展

(正式名称)
産業廃棄物処理業者の適正処理・資源化の取組に係る優良性基準適
合認定制度
(事業開始) 平成21年10月

第三者評価制度
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第三者評価制度の特徴（１）

① 処理業者の事業内容や取組状況に応じた

２つの認定区分

・産廃エキスパート （第１種評価基準適合業者）

業界のトップランナー的業者

・産廃プロフェッショナル （第２種評価基準適合業者）

業界の中核的役割を担う優良業者

・専門性（感染性廃棄物）

産廃エキスパート

産廃プロフェッショナル

都の許可を有する処理業者
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第三者評価制度の特徴（２）

② 処理事業の信頼度の高さ、環境に配慮した
より高度な取組を総合的に評価

〇評価項目

「遵法性」「安定性」「先進的な取組」

〇審査方法

書面審査 契約書・マニフェスト・帳簿 等

現地審査 経営者面談、作業実態・施設管理状況等

③ 第三者評価機関が評価委員会を設置し、

公平・公正に評価・認定
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都制度の認定業者数(25年度１２月現在)

認定業者の水準が向上！
・エキスパートの認定業者数の増加
・エキスパートの平均得点率が上昇
・取組項目の拡大（記述の開発・研究、カーボンオフセット、

温暖化対策計画書等）

区 分
認定

業者数

業の区分

専門性 収集運搬業 収集運搬業
中間処理業

(感染性) (積保除く) (積保含む)

産廃ｴｷｽﾊﾟｰﾄ 1６７ ２７ ９０ ６９ ７４

産廃ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ １００ １６ ７２ ２８ ２４

計 ２６７ ４３ １６２ ９７ ９８
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適正処理に向けた取組（２）

感染性廃棄物の適正処理の推進

医療機関から排出される特別管理産業廃棄物である

感染性廃棄物が不適正処理されると、都民の健康被

害や周辺環境に与える影響が大きい。

「電子マニフェスト」と「第三者評価制度」を
活用した新たな追跡管理システムの

普及・拡大
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追跡管理システムの概要
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追跡管理システムのメリット

○感染性廃棄物を排出から処理まで電子マニ
フェストで一貫して情報を管理することにより、
不適正処理を未然に防止

○「優良性基準適合認定制度（第三者評価制
度）」を併用することによる確実な適正処理

○電子マニフェストを使用しているので、病院等
の廃棄物に係る事務負担を軽減
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適正処理に向けた取組（３）

１ 電子マニフェスト普及促進（九都県市）
・電子マニフェスト普及啓発のための説明会

・自治体の公共事業等への導入義務化を検討

２ 微量ＰＣＢ廃棄物の分析と処分の費用補助
・中小事業者等を対象に処分経費等の一部を補助

３ 建物解体工事に係る現場指導
・立入指導により廃棄物の分別・保管・処理状況について未

然防止の観点から調査・指導
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ご清聴ありがとうございました。


