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本県 の廃棄物行政 の推進 については、 日頃か ら御協力賜 り、厚 く御礼 申 し上げます。
さて、令 和 2年 4月 1日 付 け環循規発第 2004016号 で環境省環境再生・資源循環 局廃
棄物規 制課長よ り別添 の とお り通知があ りました。
つ きま して は、通知の内容 について貴会員 に周知 して くださるよ うお願 い します。
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環循規発第
令 和

各都道府県・ 各政令市産業廃棄物行政主管都 (局 )長

2年 4月 1日

殿

環境省環境再生・ 資源循環局廃棄物廃棄物規制課長
(公 印 省 略 )

優良産廃処理業者認定制度 の運用について

(通 知)

産業廃棄物 の収集運搬・処分 に関わる業 は広 い意味 での社会イ ンフ ラであ り、産業廃棄
物処理業者 が地域社会 と連携 しつつ 、そ の社会的地位 を向上 させ ることは、産業廃葉物 の
適 正処理及び これ を大前提 とした循環型社会の構 築 に向けて不可欠 である。 そ の 中核 とな
るのが優 良な産業廃棄物処理業者 であ り、第 4次 循環型社会形成推進基本計画 (平 成 30年
6月 19日 閣議決定)に お いて、「優 良産業廃棄物処理業者 の育成 。優 良産廃処理業者認定
制度 の活用」が規定 されてい る。 このよ うな状況 を受 けて、「平成

30年 度優 良産廃処理業

者認定制度 の見直 し等に関す る検討会 」 の報告書 が取 りま とめられ 、令和元年 5月 29日 に
中央環境審議会循乗型社会部会 に報告 された ところである。
この報告書 の 内容 も踏まえ、廃棄物 の処理及び清掃 に関す る法律施行規則 の一部 を改正
す る省令 (令 和 2年 環境省令第 5号 )が 令和 2年 2月 25日 に公布 され 、同年 10月 1日 か
ら(一 部 は公布 の 日か ら)施 行 され ることとなつた。 同令 による改正後 の廃棄物 の処理及び
清掃 に関す る法律施行規則 (昭 和 46年 厚生省令第 35号 。以下 「規則」 とい う。)に お いて
は、優 良産廃処理業者

(優 良認定基準 (規 則第 9条 の 3、

第 10条 の 4の

2、

第 10条 の

12

の 2及 び第 10条 の 16の 2に 規定す る基準 をい う。以下同 じ。)に 適合す る者 として廃棄物
の処理及び清掃 に関す る法律 (昭 和 45年 法律第 137号 。以下 「法」 とい う。)に 基 づ く許
可 を受 けた産業廃棄物処理業者 をい う。以下同 じ。)に ついて、そ の数 と質 の向上を図るた
め、優 良産廃処理業者 の許可 の 申請に係 る手続及び優 良認定基準 の見直 しが行われ ている。
規則 の 改正 に併 せて (優 良産廃処理業者 の活用 につい て留意す べ き事項 を下記 の とお り
取 りま とめた。
つい ては、これ らのこ とについて、既 に 「優 良産廃処理業者認定制度 の運用 について
知 )」

(通

(令 和 2年 2月 25日 付 け環循規発第 2002251号 当職通知 )で 示 した ことのほか、下

記事項 に留意の上 、優 良産廃処理業者制度 の運用に遺漏なきを期 された い。
なお、本通知 は、地方 自治法

(昭 和

22年 法律第 67号 )第 245条 の 4第 1項 の規定 に基
1

づ く技術的な助言 であることを申 し添 える。

記

第1

優 良認 定基準 の改正について (規 則第 9条 の 3、 第 10条 の 4の

2、

第 10条 の 12の

2及 び第 10条 の 16の 2関 係 )

1

持 出先 の 開示 の可否 を公表す ることについて
規則 にお いて は、事業 の透明性 に係 る優 良認定基準 (規 則第 10条 の 4の 2第 2号

及び第 10条 の 16の 2第 2号 )と して、持出先 の開示 に係 る情報 を公表事項 の対象 と
す ることとした。具体的 には、産業廃棄物 の処分業者 が、そ の処分後 の産業廃棄物 の
持出先

(氏 名又は名称及 び住所)の 予定 を、当該処分業者 に廃棄物 の処分 を委託 しよ

うとす る者 に対 して開示す ることの可否 を公表す る必要がある。 これ は、廃棄物 の処
分 を委託す る者がその委託 に先立 って 、そ の処分後 の物 の処理 の予定に関心を持 つ こ
とが正 当であ り、また、排 出事業者責任 の観点 か らも望ま しい とい う考 えの下設 け ら
れた優 良認定基準である。 ただ し、情報 の開示そ の もので はな く、情報 の開示 の可否
を要件 としている。
なお、情報 の開示 の可否に代 えて、予定す る持出先 の情報そ の もの を公表 している
場合 で も、 この要件 を満たす もの として取 り扱 うべ きである。
持 出先 の開示 の可否 に係 る情報 は、他 の事業 の透明性 に係 る優 良認定基準 と併せて、
更新 の 申請 の 日前 6月 間

(申 請者 が既 に優 良産廃処理業者 である場合 には、従前 の許

可 の更新 を受 けた 日か ら申請 の 日まで の 間)、 公表 し、変更 の都度更新 してい る必要
があるのが原則 である。ただ し、申請者 が既 に優良産廃業者 である場合 であつても、
そ の現 に存在す る許可 の始期 が令和 2年 7月 1日 よ り前 であるものについては、持出
先 の 開示 の可否に関す る情報 に限 つては、当該許可 の更新 の 申請 の 日前 6月 間 (令 和

2年 10月 1日 か ら同年 12月 31日 までの間に行 われ る申請 については、 6月 間では
な く、令和 2年 7月 1日 以降)公 表 し、更新 してい ることで足 りる。
なお、優 良産廃処理業者 が排 出事業者 により選択 され るよ うにす る観点か らは、持
出先 が優 良産廃処理業者 であ る 旨が排 出事業者 に とって認識 され 得 ることが望 ま し
い。 このため、持出先 が優 良産廃処理業者 である場合 にはその 旨を産業廃棄物処理業
者 の ウェブサイ ト等 で積極的 に公表す るよ う、産業廃棄物処理業者 に促 されたい。

2

情報 公表の頻度 について
事業 の透 明性 に係 る基準にお ける公表事項 に係 る情報 を更新す べ き場合 について
の考 え方 につい ては、「優良産廃処理 業者認定制度 の事業 の透明性 に係 る基準 につい
て」 (平 成 30年 6月 8日 付 け環循規発第 1806081号 当職通知 )に お いて示 していると
ころで あるが、引き続 き、同通知で示 された考 え方 に沿 つて判断 された い。
2

3

財務要件 について
財務体質 の健全性に係 る基準 として、申請者が法人である場合 には直前 3年 の各事
業年度 にお ける貸借対照表 上の純資産 の額 を当該貸借対照表上 の純資産 の額及 び負
債 の額 の合計額 で除 して得た値 (以 下 「自己資本比率」 とい う。)が 零以 上であるこ
ととい う要件 が新 たに追加 された (規 則第 9条 の 3第 5号 、第 10条 の 4の 2第 5号 、
第 10条 の 12の 2第 5号 及び第 10条 の 16の 2第 5号 )。 このため、直前 3事 業年度
のいずれ かの事業年度 における自己資本比率が零 を下回 つた場合 には、優良認定基準
を満 た さないこ ととなる。
また、財務体質 の健全性 に係 る基準 として、従前か ら直前 3年 の各事業年度 の うち
いずれ かの事業年度における自己資本比率が 10%以 上であることとい う要件 を課 し
てい るところであるが、規則 において は、 この要件 を満た さない場合 であつても、前
事業年度 における損益計算書上 の営業利益金額 に当該損益計算書上 の減価償却 の額
を加 えて得 た額が零 を超 えていれば足 ることとした (規 則第 9条 の 3第 5号 、第 10
条 の 4の 2第 5号 、第 10条 の 12の 2第 5号 及び第 10条 の 16の 2第 5号 )。 なお、
損益計算書そ の他 の関係書類 にお いて、減価償却費 の額 が明示 されてい ない場合 には、
減価償却費 の額は零 と推定す る こととされたい。

4

優 良認定基準 の変更に伴 う現在 の優良認定業者 の取扱 い について
令和 2年 10月 1日 以降は、改正後 の優 良認定基準に基づ き許可 の審査 を行 うこと

となるが、同 日時点で既 に申請がな されてい る場合 は、従前 の優 良認定基準 に基づ き
許可 の審 査 を行 うこととなる。
また、現に優良産廃処理業者 として従前 の優良認定基準にお いて許可を受 けてい る
者 の許可は、そ の許可 の有効期間 の満了の 日までは有効であ り、改正後 の優 良認定基
準に基 づ く許可をあえて取得 し直す必要はない。 ただ し、令和 2年 10月 1日 以降に
自ら更新期 限 の到来 を待たず して優 良産廃処理業者 としての許可 の 更新 の 申請 を行
う場合 には、改正後 の優 良認定基準に基 づ き許可の審査が行われ ることとなるのは当
然である。
第2

優 良産廃処理業者 の許可 の 申請 に係 る審 査事務及び提 出書類 につい て (規 則第 9条

の 2、 第 10条 の 4、 第 10条 の 12及 び第 10条 の 16関 係 )

1

特定不利益処分に係 る情報 の共有 について
従前 か ら、排出事業者 が適正な処理業者 に処理委託できるよ う、行政処分

(取 消処

分、停 止処分、改善命令及び措置命令)を 行 つた場合 には、そ の内容 を積極的に公表
され た い 旨を 「行政処分 の指針 について 」 (平 成 30年 3月 30日 付 け環循規発第

18033028号 当職通知)に お いてお願 い しているところである。優 良産廃処理業者は、
3

遵法性 に係 る基準 として特定不利益処分 を受 けていない ことが求 め られ てい るとこ
ろ、優良産廃処理業者 が特定不利益処分 を受 けた場合 には、そ の事実を地方公共団体
及び」F出 事業者 において共有す る必要がある。そのため、都道府県 (廃 棄物 の処理及
び清掃 に関す る法律施行令

(昭 和

46年 政令第 300号 )第 27条 に規定す る市 を含む。

以下同 じ。)に お いては 、特定不利益 処分 の情報 を産業廃棄物行政情報 システ ム に確
実に入力す ることで、都道府県間 の 円滑な情報共有 をお願 い したい。なお、特定不利
益処分 を受 けた事実につい ては、産業廃棄物行政情報 システムを経 由 して、公益財団
法人産業廃棄物処理事業振興財団が運営す る産廃情報ネ ッ トで公 表 され、排 出事業者
へ も共有 され る こととなる。

2

情報 公表 の有無 の確認 に係 る指定機 関 の活用につい て
規則第 9条 の 2第 4項

(規 則第

10条 の 12第 2項 の規定に よ り読み替 えて準用す る

場合 を含む。)及 び規則第 10条 の 4第 3項 (規 則第 10条 の 16第 2項 の規定 よ り読み
替 えて準用す る場合 を含む。)に よ り、優 良産廃処理 業者 として許可 を受 けるための
申請 に当た つて、申請者 が事業の透明性 に係 る基準 に関す る書類 を提 出す るときは、
自らの名義 で書類 を作成す るのみな らず、環境大臣が指定す る者 の作成 した書類 を提
出す ることができることとされた。環境 大臣の指定は、事業 の透明性 に係 る基準 の適
合性 を確認す る能力がある者 に対 してな され るか ら、許可に係 る審査 を行 う行政庁 に
お いて も、 このことを踏まえ、審査事務 の合理化 に活用 されたい。
この規定は、書類 の提出に際 して他人 の名義 で作成 した書類 を提 出す るときは環境
大臣 の指定す る者 の名義 で作成 した書類 でなけれ ばな らな い 旨 を定 めた もので ある
か ら、本人 の名義 で書類 を作成 して提 出す る ことは引き続 き差 し支 えない。同様 の理
由によ り、例 えば本人 の依頼 を受 けた行政書 士が事業 の透明性 に係 る基準に関す る書
類 を作成す ることも、引き続 き差 し支 えない。

第3

1

優 良産廃 処理業者に対す る優遇措置 につい て
地方公共団体が行 う産業廃棄物 の処理 に係 る契約 につい て
地方公共団体が行 う産業廃棄物 の処理 にお いて、優 良産廃処理業者 と優先的に契約
す る ことで、産業廃棄物処理業における優 良産廃処理業者認定制度 を促進す る ことが
できると考 え られ ることか ら、積極的に検討 されたい。地方公共団体が排出す る産業
廃棄物

(い

わ ゆ るオ フ ィス ごみ のほか 、下水汚泥等 が考 え られ る。)の 処理 の委託 に

あ って は、契約 の担当者 に対す る優 良産廃処理 業者 の周知 が不 十分 である可能性があ
るため、まずは、貴部局にお いて も、契約担 当に対 して制度 の周知 を積極的に実施 さ
れたい。そ の際、優 良産廃処理業者 は遵法性が高い と考えられ、また、電子 マニフェ
ス トの利用に対応 しているな ど、地方公共団体 として も優良産廃業者 との契約 によ り

4

享受 できる利点 があると考 え られ るか ら、 この点 もあわせて考慮 されたい。
地域 における優 良産廃処理業者 の数 が少ない場合の競争性 の確保 につい ては、優 良
産廃処理業者以外 の産業廃棄物処理業者 を一律 に排除す るので はな く、処理業者 の選
定に際 しての二考慮要素 にす るといつた手法が考え られ るので、積極的に対応 された
い。対応 の検討 に当た って は、そ もそ も優 良産廃処理業者 の普及 のための優遇措置は、
現状 で優 良産廃処理 業者 の数 がそれ ほ ど多 くないか らこそ行 う意義 が あるとい う点
にも留意 されたい。なお、優良産廃処理業者 は、産廃情報ネ ッ トを利用す る方法等 に
よ り検索す ることができる。
産業廃棄物処理業者 の選定に当た つて は、法 の規定に基づ き、各種制約 を踏 まえた
上で 、最 も条件 に適合す る処理業者が委託先 となると考えられ るが、そ の場合 に優 良
産廃処理業者 であるか どうかについ ても重要な考慮要素 の一つ として含 め、総合的な
判断 を行 うこととされたい。特 に、価格 について は、「国等 における温室効果ガ ス等
の排 出の削減 に配慮 した契約 の推進 に関す る法律」 (平 成 19年 法律第 56号 )第 4条
にお いて 、「地方公共団体 … は、そ の温室効果ガ ス等 の」F出 の削減 を図るため、 …そ
の区域 の 自然的社会的条件 に応 じて …、経済性 に留意 しつつ価格以外 の多様 な要素を
も考慮 して、当該 地方公共団体 … における温室効果ガ ス等 の排 出の削減 に配慮 した契
約 の推進 に努 めるもの とす る。」 とされ てい るところであ り、国にお いては、同法第
5条 に基 づ く基本方針 において、「産業廃棄物 の処理 に係 る契約」 を位置付 け、適正
な産業廃棄物処理 の実施 に関す る能力及び実績等を評価 しているところである。地方
公共団体にお いて も、 こ うした点 を考慮 の上 、優良産廃 処理業者 との契約 に積極的 に
取 り組まれたい。。

2

公共 工事 について

'

地方公共団体が発注者 となる公共工事 で産業廃棄物 が発生す る場合 には、原則 とし
て当該 工事 の元請業者 において 当該産業廃棄物 の処理 を行 うこととなる (法 第

21条

の 3)。 この よ うな公共工事 に伴 う産業廃棄物 の処理 にお いて、優 良産廃処理 業者 に
産業廃棄物 の処理が委託 されやす くなる よ うな方策 を積極的 に実施 されたい。
例 えば、仕様書 にお いて、当該 工事にお いて生ず る産業廃棄物 の処理について、優
良産廃処理業者 へ の委託 を積極的 に検討す るよ う記載す ることが考 え られ る。 また、
地方公共団体が作成す る工事成績評定にお いて、優良産廃処理業者 に廃棄物 の処理 を
委託 した者 の点数 を優遇す る ことも考 えられ る。
3

そ の他 の優遇措置 について
従来 よ り、地方公共団体においては、優 良産廃処理業者認定制度 の運用 と周知をお
願 いす るとともに、優 良産廃処理 業者 に対 して各都 道府県が独 自に優遇措置 を講 じる
な どの本制度 の積極的な推進 をお願 い しているところである。具体的には、次 のよ う
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な施策 を講 じている地方公共団体が現 に存在す るところであ り、各地方公共団体にお
いて も、 この よ うな例 を参考に しつつ 、積極的 に導入す るよ うお願 いす る。

(1)

りF出 事業者 へ の情報提供

排 出事業者 が、優良産廃 処理業者 を見つ けやす くす るための環境整備 がな されれば、
」F出 事業者 による優良産廃処理業者 の利用 の促進 に資す ると考 え られ る。一部 の地方
公共団体 にお いては、その ウェブサイ トにおいて処理業者 を掲載 し、又は域内 の処理
業者 を検索す るシステ ム を提供す るに際 し、優 良産廃処理 業者 を通常 の処理業者 と区
別 して表示 している。

(2)

行政手続 の簡素化 ・免除

優 良産廃処理業者につい て、行政手続 を簡素化又は免除す ることで、優 良産廃処理
業者 の利用 の促進 に資す る と考 え られ る。例 えば、一 部 の地方公共団体 にお いては、
事前協議制等 によ り域外 か らの産業廃棄物 の搬入規制 を事実上行 つてい る場合が見
られ るが、優良産廃処理業者 に限つては当該措置を適用せ ず、又 は必要な手続 の簡素
化等 を行 つてい る例がある。
なお、域外か らの産業廃棄物 の搬入規制 は、 これ に起因 して産業廃棄物 の処理が滞
留 した り、不法投棄等 の不適 正処理が生ず ることによ り、結果的に生活環境 の保 全上
の重大な支障が生 じるおそれがある。 この よ うな法 の趣 旨・ 目的に反 し、法 に定め ら
れた規制 を超 える要綱等に よる運用 につい ては、廃 止 を含 め必要な見直 しを行 うべ き
である。本来、不法投棄等 の不適 正処理の防止 、適 正処理の確保 を 目的 とす るな らば、
産業廃棄物 の」F出 元が域 内か域外かは問題 でない。域外 か らの産業廃棄物 の搬入規制
を行 わな くて も、都道府県が法 に基 づ く権 限 を活用 して処理 業者等 に対 し適切 に指
導・ 監督 を行 い、悪質な処理業者等 の排除を行 えば、不法投棄等 の不適 正処理の防止
を図 る ことがで きる。 しか しなが ら、仮 にこのよ うな搬入規制 を維持 しなけれ ばな ら
ない特段 の事情 がある場合 には、上記 のよ うな優良産廃処理業者 に対す る適用除外等
の措置 を講ず ることによ り、優 良産廃処理業者 の事業環境 の整備 と適正な処理の促進
を図 るべ きである。

(3)

財政的な優遇措置

一 部 の地方公共団体にお いて独 自に設 けてい る補助金 について、対象 主体又は補助
条件等 の面 で優 良産廃処理業者 を優遇 してい る例がある。

6

