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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 の施行 及 び
新 型 コ ロナ ウイル ス感 染症 に係 る廃棄 物 の 円滑な処 理等 につ いて (通 知 )
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 くお礼 申 し上 げます。
さて 、令 和 2年 5月 1日 付 け環 循適発第 2005013号 及 び 環 循規発第 2005011号 で 環 境
省環境 再 生 。資源循環 局長 よ り別 添 の とお り通知 が あ り、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 15号 )が 令 和 2年 5月 1
日に公布 され、 同 日か ら施行 され る こととな りま した。
新 型 コロナ ウイル ス感 染症 の感 染拡 大 を受 けた廃棄 物 の処 理 につ いて は、 これ まで 通
知 した ことに加 え、 この改正後 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 )の 規 定 も活 用 しつ つ、 適正 か つ 円滑 に進 めて下 さるよ う貴 会員 に

対 し周知 をお 願 い します。
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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 の施行及び
新型 ヨロナ レイルス感染症に係 る廃棄物の円滑な処理等について (通 知)

廃棄物行政の推進 については、かねてより格別 の御尽力をいただき御オ
L申 し上げる。
廃棄物 の処理及び清掃に関する法律施行規則の〒部を改正す る省令 (令 和 2年 環境省令
第 15号 )・ が令和 2年 5月 1日 に公布 され、同日から施行 されることとなつた。
また、新型 ヨロナ ウイルス感染た の感染拡大を受けた廃葉物の処理については、この改正
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

)の 規定も活用 しつつ、適正かつ円滑に進 める必要がある。
則Jと い う。
ついては、下記事項に留意 の上、貴管 内市町村に周知いただき、そ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
づ く技術的な助言であることを申し添える。
記

一 一般廃棄物処理業の許可を要 しない者に係 る特例の創設について

(規 則第 2条 第

14

号及び第 2条 の 3第 10号 )

1

改正の概要

災害その他やむを得ない事歯により緊急に生活環境 の保全上の支障の除去又は発生の
防止のための措置を講ずるために、環境大臣又は市町村長 が特に必要があると認める場
合において、当該事由を勘案 して環境大臣又は市町村長が定める期間に一般廃棄物を適
正に夕
と理す る能力がある者 として秦境大臣又は市町村長が指定する者については、一般
廃棄物処理業の許可を不要 とす るものである。

2

改正の趣 旨
「新型 ヨロナ ウイル ス感染症に係る廃棄物 の適正処理等について (通 知)」
これまで、
l

(令

和 2年 3月 4日 付 け環循適発 2008044号 ・ 環循規発第 2003043号 。以下 「3.4通 知」 と
いう。
)及 び 「緊急事態宣言を踏まえた新型 コロナ タイルス感染症に係る廃葉物の円滑な
処理について (通 知)」 (令 和 2年 4月 7日 付け環循適発 2004077号・環循規発第 2004075
号。以下「4.7通 知」とい う。)に より、日々の国民の生活や経済活動 を支える必要不可欠
な社会イ ンフ ラである廃莱物処理事業 を安定的に継続するため、市町村 とこ般廃棄物処
理業者

毛を受けた者をセⅢう。以下同 じ。)が
(工 般廃棄物処理業 の許可を受けた者及び委ヨ

協力 して、危機管理体制や感染防止策、事業継統に必要な人員及び物資の確保等をあ らか
じめ検討す るなど、新型 コロナ ウイルス感染症を対象 とした廃棄物処理事業継続計画 の
作成 の検討 を要請 してぃた ところである。災害や新型 コロナ ウイルス感染症 のまん延等
により、廃棄物処理事業継続計画において想定する以上に広範囲に影響が及び、市町村内
の一般廃莱物処理業者や廃葉物処理事業継続計画 において想定 した市町村外 の一般廃葉
物処理業者 が確保 できず、一般廃棄物の処理が困難 となつた場合や、市町村 の職員 が多数
感染 し、又は濃厚接触者 となるなどし、市町村における行 政機能 が大幅に低下することに
より、事務処理が滞 り、市町村が一般廃葉物処理に係 る許可を出せない といつた場合が想
定 される。この改正は、災害等によ リー時的に低下 した一般廃棄物の処理能力を補完する
ことを 目的として、処理を補 う能力のある者を環境大臣叉は市町村長が指定す ることで、
許可を受けないで一般廃葉物 の処理を行 うことを暫定的に可能に し、緊急時の一般廃棄
物 の円滑かつ適正な処理を図るものである。
加 えて、一般廃棄物 の処理が長期にわたるなどの場合 にも原則 どお り許可の取得又は
委託 によリー般廃棄物 の処理を行 うべ きである。

3

指定を行 う主体

指定は、環境大臣又 は市町村長が行えることとされてい る。一般廃莱物の円滑な処理に
問題 が生 じた場合 には、原則 としてまずその地域 の市町村長 がその対処方法を検討すべ
きであるから、市町村長が指定を行 うことが適当である。 しか しながら、一般廃案物 の処
理業務 の停滞が複数 の市町村において同時に発生 し、廃棄物処理 について広域 にわたる
処理体制 を構築する必要 があ り、環境大臣が一括 して指定する方 が効率的な場合や、災害
その他 の事由に起因 して市町村 における行政機能が大幅に低下 している場合な どには、
環境大臣が指定を行 うことができる。その場合、市町村における事務に混乱を来 さない よ
うにするため、原則 として環境省 か ら市町村に対 して事前に通知を行 う。
4 「特に必要があると認める場合」の意義
この制度による指定を行 う場合 には、廃棄物処理事業継続計画に基づ く対応が困難で
あ り、緊急に処理すべ き一般廃棄物がある等の理由により生活乗境保全上の支障の除去
叉 は発生の防止の必要があ り、かつ、何 らかの理由により市町村内の既存 の一般廃棄物
処理業者では十分な処理がで きない状況であることが必要である。
5 指定の対象 とすべ き者
指定の対象 となる者は、「一般廃葉物 を適工に処理する能力がある者」であるか ら、
緊急に処理する必要がある廃葉物について、客観的に適正に処理する能力 を有 してい る
2

必要がある。
指定を受ける者は、まず、処理が必要 となってい る一般廃棄物 を処理することのでき
る能力を有 してい なくてはならない。 このため、当該一般廃棄物 の処理に用い るための
施設や人員が確保 されてい ること、十分な資金力を有 していること、処理に係 る必要な
技術 があること、収集運搬 の場合には当該一般廃棄物を収集運搬す るための車両や保管
場所に赴 くための移動手段が確保 されてい ることなどを考慮する必要がある。災害支援
協定の締結先である場合、既に当該市町村 において産業廃莱物 の処理に係 る許可を有 し
ている場合、他の市町村における一般廃棄物処理に係 る許可を有 し、又は委託 がなされ
ている場合な どには、 これ らの条件を満 た している可能性 が高い と考 えられることか
ら、指定に当たつてはそれ らの者を優先することが原則 として望ましい。加 えて、一般
廃棄物 の収集運搬においては、地理、道路状況、処理施設 の運用に関する状況等を踏ま
えた活動が円滑な処理につながると考えられることか ら、既存 の一般廃莱物処理業者 と
連携を十分に行えることなども重要である。 ただ し、緊急時に行 う指定であるか ら、通
常の許可基準を満た している必要は必ず しもなく、 したがつて、他に廃葉物を処理でき
る適切な者がない場合には、生活環境の保全と公衆衛生の確保を前提 として、廃葉物の
処理に関 して何 らの許可も有 していない者を指定することが否定 されるものではない。
この指定は緊急になされるものであるか ら、あらか じめ指定す る者を選ぶ基準を詳細
に定めてお くことは困難 ではあるものの、公平性 の観点から、実際に個別具体的な指定を
す るに当たつて、その者を選択す る理由を明 らかにすることは重要である。
6 指定において明 らかにすべき内容及び指定の方法

・

(1)か ら (3)ま での事項をそれぞれ明 らかにす る必要が
ある。なお、環境大臣による指定の方法については、 (1)か ら (3)ま での事項につい
指定に当たって は、以下の

て告示を定め、同告示の制定に当たっては当該市町村及び関係団体等 との連絡調整を密
に行 うこととする。また、市町村長 による指定の方法については、個別 に指定書を変付 し
てもよい し、地方公共 団体の公報で公示する方法によつて もよし、

(1)指 定する者

'

原則 として、摘定する者 の氏名

(法 人 の場合 は名称及び代表者の氏名)並 びに住所を

・

明らかにすることが必要である。
(字

)指 定に係 る期間
生活環境保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置 に必要な期間を、具体的

に定める必要がある。この省令による指定は例外的な措置であるため、長期にわたる指
定は原則 として行 うべ きではな彰、 ただ し、必要があれば期間の延長 を行 うことは可能
である。また、予定 していた一般廃莱物 の処理が早期 に完了す る、あるいは市町村内の
既存 の一般廃栗物処理業者 の能力回復、市町村 の行政機能 の回復な ど、指定の必要がな
くなつた場合には、期間の途中であつても速やかに指定を解除すべ きである。

(3)処 理を行 う廃棄物の種類
生活環境保 全上の支障 の除去又は発生 の防止のために処理すべ き廃葉物を特定する
8

「

必要がある。具体的には、①廃棄物 の種類並びに② 当該廃棄物 の収集運搬を行 う区城
(市 町村又は地区名及び住所)及 びその処分 される事業場 (事 業場の名称及び所在地)

.

により特定す ることが考 えられ る。

あわせて、廃葉物 の処理方法を指定することもできる。特に収集運搬に係 る指定にお
いて、積替えを行 わせないこ ととする場合 には、「積答 えを行わずに処理する場合 に限
る。」等の文言に より、可能な処理 の範囲を限定すべ きである。また、処分 に係 る指定
の場合 には、処分方法を明 らかにすべ きである。
これ らに加 えて、必要がある場合には、積替 えを行 う場所 の所在地や保管量の上限等
を定めるこ ともできる。

7

指定の効果

・

乗境大臣が指定を行 つた場合、一般廃葉物の処理業者は、指定された内容及び範囲にお
いて、一般廃莱物の処理を行 うことがで きる。市町村長 が指定を行 つた場合には、許可又
は委託 を要せずに廃葉物の処理を行 うことがで きるのはその域内にとどま り、他 の市町
村 の 区域において廃葉物 の処理を行 うことはできない。
なお、一般物処理業の許可の場合 と異な り、この指定は環境大臣又は市町村長が単独で
行 うものであ り、行政手続法

(平 成 5年 法律第 88号 )第

2条 第 3号 に規定す る申請を必

要 としない。
また、 6(2)に あるように、指定の必要がなくなつた場合 のほか、指定の要件である
「一般廃棄物を適正に処理する能力 がある者Jで あるとは認め られなくなつた場合 (例 え
ば、一般廃棄物又 は特別管理一般廃葉物処理基準に違反 した場合)等 には、必要な手続を
経 た上で、指定を解除することが適当である。

8

運用時の留意事項

市町村は、一般廃棄物 の統括的な処理責任 の下、市町村 自ら処理す る一般廃棄物 のみな
らず、市町村以外 の者 が処理す る一般廃棄物も含め、当該市町村で発生す るすべての‐般
廃棄物 の適正な処理を確保 しなければならず、常時 よ り、一般廃葉物処理業者 と連携 し、
廃棄物処理事業継続計画の策定をは じめ、適正 な処理体制の確保に係 る準備 を実施す る
必要があることは言 うまでもなく、改正省令による指定は、あくまで廃棄物処理事業継続
計画 が策定、運用 されても対応がその想 定を超 えて困難な緊急時に必要な限 りにおいて
例外的にな されるべ きもので あ り、環境大臣の指定 もその よ うな場合に行 うこ とに留意
されたい。また、非常災害時において発生する災害廃棄物 については、廃葉物 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 。以下 『令」 とい う。
)第 4条 第 3号
及 び規則第 1条 の 7の 6の 規定による再委託も可能である。
なお、改正省令 の運用において、期間の終了又は指定 の解除後 には、「一般廃棄物処理
計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃 に関す る法律 の適正な運用 の徹底 にρいて
(平 成

(通 知)」

26年 10月 8日 付け環廃対発第 1410081号 )で 周知 したとお り、一般廃棄物の適

正な処理の継続的かつ安定的 な実施が確保 され るよ う、一般廃棄物処理業 の許可処分に
ついて十分に留意 されたい

4
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産業廃棄物処理施設において処理する一般廃葉物に係 る届出の添付書類
と理及び清掃に関す る法律 (昭 和 45年 法律第 137号 。以下 「法」 とい う。)
廃葉物 の夕

第 15条 の 2の 5の 規定により、産業廃莱物処理施設 の設置者は、当該産業廃葉物処理施
設において処理す る産業廃棄物 と同様 の性状を有す る一般廃棄物 として環境省令 で定め
るものをその処理施設において処理す る場合 において、あらか じめ、乗境省令 で定めると
ころによ り、その処理施設において処理する一般廃棄物 の種類その他環境省令で定める
事項を都道府県知事

(令 第 27条 第 1項 に規定する指定都市等の長を含む。以下同 じ。
)に

届け出たときは、法第 a条 第 1項 の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、その処
理施設 を当該 一般廃棄物を処理す るr般廃葉物処理施設 として設置することができると
されてい るところ、本改正 による「環境大臣又は市町村長が指定する者」であることを示
す書類 について も、当該届出書の添付書類 の対象 となる。
三 産業廃葉物処理業の許可を要 しない者に係 る特例 の創設 について (規 貝呼
第 9条 第 14号 、
第 10.条 の 3第 10号 、第 10条 の ■ 第 6号 及び第 10条 の 15第 4号)

1

改正の概要

災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境 の保全上の支障の除去又は発生 の
防止のための措置を講ずるために、環境大臣又は都道府県知事

(な お、産業廃棄物の収集

又は運搬を業 として行 う者 の指定は、令第 27条 第 1項 第 5号 かっこ書に規定する場合を
除き、都道府県知事が行 う。
)が 特に必要があると認 める場合において、当該事由を勘案
して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に産業廃莱物を道正に処理す る能力がある
者 として環境大臣又は都道府県知事が指定す る者については、産業廃葉物処理業 の許苛
・
を不要 とす るものである。

2

改正の趣 旨
災答や、新型 コロナ ウイルス感染症 のまん延 による廃葉物処理業者 の処理能力 の低下

など、やむを得ない事由に起因 して、生活環境の保全上の支障の除去又は発 生の防上のた
め、廃棄物を緊急 に処理 しなければならない事態が生 じているに もかかわ らず、当該廃葉
物 を処理するために必要な許可を有す る者が存在 しないことがあ り得 る。 このよ うな場
合においては、処理に関する許可を有 していないが、その処理を担 う能力 の ある者が、一
時的に処理を担 うことが必要であるときがあ り得る。この改正は、そのよ うな者を環境大
臣又は都道府県知事が指定する ことで、許可を受けないで産業廃棄物の処理を行 うこと
を可能にし、産業廃葉物の円滑かつ適正な処理を図るものである。なお、この指定はあく
まで緊急時に必要な限 りにおいて例外的になされるべ きものであ り、産業廃棄物 の処理
が長期にわたる場合は並行 して許可 の申請を行 うなど、可能な限 り、原則 どお り許可を受
Ⅲ
けて産業廃葉物の処理を行 うべ きである。

3

指定を行 う主体

指定は、環境大臣又は都道府県知事が行えることとされてい る。産業廃棄物 の円滑な処
理に問題が生 じた場合には、原則 としてまずその地域 の都道府県知事がその対処方法を
5

検討すべ きであるか ら、都道府県知事が指定を行 うことが適当である。しか しなが ら、あ
る廃莱物 の処理について広域 にわたる処理体制を構築する必要があ り、環境大臣が一括
.

して指定す る方が効率的な場合や、災害その他 の事由に起因 して都道府県

(令 第 27条 第

1項 に規定す る声 を含む。以下同 じ。)に おける事務処理能力が大きく低下 している場合
などには、環境大臣が指定 を行 うものとする。その場合、都道府県 における指導監督に混
乱 を来 さないよ うにするため、原則 として、あらか じめ環境省 から都道府県に対する連絡
を行 うもの とする。

4

「特に必要があると認 める場合」の意義

この制度に よる指定を行 う場合 には、緊急 に処理すべ き産業廃棄物 がある等の理由に
より生活環境 の保全上の支障の除去又は発生の防止の必要があり、かつ、何 らかの理由に
より既存 の産業廃棄物処理業 の計可業者 では適正かつ円滑な処理ができないことが必要
である。

5

指定の対象 とすべ き者
指定 の対象 となる者 は、「産業廃葉物を適正に処理する能力がある者」であるか ら、緊

急に処理する必要がある廃葉物について、適正に処理する能力を有 している必要 がある。
ただ し、緊急時 に行 う指定であるか ら、通常の許可基準を満た している必要 は必ず しもな
く、したがつて、指定に当たつて通常の許可基準を満た していることを確 かめる必要 もな
いことは当然である。
指定を受ける者は、まず、処理が必要 となってい る産業廃棄物を処理す ることができな
くてはな らない。このため、当該具体的な産業廃棄物 の処理に用いるための施設や人員が
確保 されていること、十分な資金力を有 してい ること、当該産業廃棄物 の処理に必要な技
術 があること、処理に当たつて産業廃莱物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に
従 うことが見込 まれること、収集運搬 の場合には当該産業廃莱物 の保管場所 に赴 くため
の移動手段 が確 保 され ているこ となどを考慮す る必要がある。既 に他の地域において同
じ種類 の廃葉物 の処理に係 る許可を有 している場合や、当該地域において別 の種類 の廃
棄物 の処理に係 る許可を有 している場合な どには、 これ らの条件を満 た してい る可能性
が高い と考えられ るか ら、指定 に当たつては原則 としてそれ らの者 を優先することが望
ましい。指定を行 う際、規貝ll第 9条 の 3、 第 10条 の 4の

第 10条 の 12の 2又 は第 10
条 の 16の 2に 掲げる基準に適合す ると認められて許可を受 けてい る者 (以 下 「優良産廃
2、

処理業者」 とい う。
)で あるか否かを考慮することも考えられ る。ただ し、条件 を満たす
者 が複数い る場合には、安定的かつ迅速な処理体制 の確保 の観点か ら、複数 の者を指定す
ることも考えられる。他に廃棄物を処理できる適切な者がない場合には、廃棄物の処理に
関 して何 らの許可も有 していない者を指定することが否定 されるものではない。
6 指定において明 らかにすべき内容及び指定の方法
指定に当た つては、次の

(1)か ら (4)ま でに掲げる事項をそれぞれ明らかにす る必

要 がある。なお、指定の方法は個別に指定書 を交付 してもよい し、地方公共団体の公報 で
公示する方法 によつて もよい。
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(1)指 定する者

=

原則 として、指定す る者 の氏名

(法 人 の場合は名称及び代表者 の氏名)並 びに住所

を明 らかにすることが必要である。ただ し、指定 される者を環境大臣又は都道府県知
事が具体的に特定できる場合において、一定の条件に当てはまる者 を包括的に指定す
ることは差 し支えない。

(2)指 定に係 る期間
生活環境 の保全上の支障 の除去又は発生の防止のための措置に必要な期間を、具体
的に定める必要がある。 この省令 による指定は例外的な措置 であるため、長期 にわた
る指定は原則 として行 うべ きではない。ただし、必要があれば期間の延長 を行 うこ と
は可能である。予定 していた産業廃棄物の処理が早期に完了するなど、指定の必要が
な くなつた場合 には、期間の途中であつて も、必要な手続を経 て、指定を解除すべ き
コ
である。

(3)処 理を行 う廃葉物の種類 の指定
生活環境 の保全上の支障 の除去又は発生の防上のために処理すべ き廃葉物を特定
す る必要がある。具体的には、①廃葉物 の種類

(廃 プラスチ ック、木くず、感染性廃

葉物等 の廃棄物の種類。当該産業廃棄物に石綿含有産業廃葉物 (令 第 6条 第 1項第 1
号 口に規定す る石綿含有産業廃棄物 をい う。)、 水銀使用製品産業廃棄物 (令 第 6条 第

1項 第 1号 口に規定する水銀使用製品産業廃棄物をい う。)又 は水銀含有ばい じん等
(令 第 6条 第

1項 第 2号 ホに規定する水銀含有ばい じん等をい う。)が 含 まれ る場合

は、その 旨をあわせて明らかにすること。)並 びに②廃棄物の排出事業者

(そ の氏名又

は名称及び住所)並 びにその排出される事業場 (事 業場の名称及び所在地)に より特
定することが考えられるとただ し、処理すべ き廃棄物が広範 にわたる場合など、排出
事業者 と排出事業場による特定が困難である場合には、排出事業者等 に代 えて、廃葉
物 の排出の原因や排出される区域

(市 町村、都道府県等)等 によって特定することも

可能である。

(4)そ の他 の事項の指定
(1)か ら (3)ま での事項に加えて、廃棄物 の処理方法を指定することができる。
「積答え
特に収集運搬に係る指定において、積替えを行わせないこととする場合には、
を行わずに処理する場合に限る。」等の文言により、可能な処理の範囲を限定すべきで
ある。 また、処分 に係 る指定の場合には、処分方法を明 らかにすべ きである。
これ らに加 えて、必要がある場合には、積答えを行 う場所 の所在地や保管量の上限、
事業 の用に供する施設 の種類等を定めることができる。
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指定の効果等

環境大臣が指定を行 つた場合 、産業廃莱物処理業者は、指定 された内容において、全国
で産業廃棄物の処理を行 うことがで きる。都道府県知事が指定を行 った場合には、許可を
要せずに産業廃葉物の処理を行 うことができるのはその域 内にとどま り、他 の都道府県
の区域において産業廃葉物 の処理を行 うことはできない。
7

なお、産業廃棄物処理業の許可の場合 と異な り、この指定は環境大臣又は都道府県知事
が単独 で行 うもので あ り、行政手続法第 2条 第 3号 に規定する申請を必要 としない。
6(2x・ にあるように、指定 の必要がなくなつた場合のほか、指定の要件である「産業
廃棄物を適正に処理する能力がある者」であるとは認められなくなつた場合

(例 えば、産

業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理基準に違反 した場合)等 には、必要な手続を経た上
で、指定 を解除す ることが適当である。
三 新型イ ンフルエ ンザ等まん延時に処理が滞 つた産業廃莱物 の保管 について

(規 則第 7

条 の 8第 1項 第 7号 及び同条第 3項 )

1

改正の概要

処分又は再生を行 う処理施設において、事業者

(自

らがその産業廃棄物 の処分又は再生

を行 う者 に限 る。)又 は優良産廃処理業者 (処 分又 は再生を行 う場合 に限るょ以下三にお
いて同 じc)が 、「3 対象 となる産業廃葉物 と保管上限どに示す産業廃棄物 の処分又 は再
生のために保管する場合 であって、その保管が新型イ ンフルエ ンザ等

(新 型イ ンフルエ ン

24年 法律第 31号 )第 2条 第 1号 に規定する新型イ ンフルエ
ンザ等 をいい、同法附則第 1条 の 2第 1項 の規定に より新型イ ンフルエ ンザ等 とみな さ

ザ等対策特別措置法

(平 成

れ る新型 ヨロナ タイルス感染症を含む。以下同 じ。)に よる当該処理施設 の運転 の停止そ
の他 の新型イ ンフルエ ンザ等に起囚するやむを得ない理由により行 う保管であるときは、
そ の保管容量の上限を拡大するものである。

2

改正の趣 旨
新型イ ンフル エ ンザ等の影響により、産業廃棄物処理施設 の処理能力が低下 した場合

など、やむを得ず産業廃棄物処理施設にお いて産業廃棄物を保管する必要が生ずること
が考えられるが、このよ うな場合に、産業廃棄物 の うちその保管に伴 うジス クが比較的低
い と考えられるものの保管可能量を(通 常より引き上げる趣 旨である。この規定による保
管容量の上限を適用するためには、産業廃棄物を処理施設において保管することがやと,
レエ ンザ等であることが必要である。
を得 ない ものであ り、かつ、その原因が新型イ ンフア

「やむを得ない」とは、単に処理施設が通常通りの稼働ができないために保管すべき廃
棄物の量が増大するとい うだけではなく、その産業廃葉物を他の処理施設において処分
することが容易でなく、かつ、排出事業者の事業ナ
湯において産業廃棄物を一時的に保管す
ることも容易でないことをい う。ただし、「容易でない」 とは全く不可能であることまで
〉求めるものではなく、例えば、他の処理施設に運搬すると通常時に比べて費用が著 しく増
大する場合や、排出事業者 の事業場において産業廃棄物を保管することで生活環境の保
全上支障が生ずるおそれがある場合等には、「やむを得ない」 として差 し支えない。
さらに、このような事態が、新型インフルエンザ等によりもたらされたことが必要であ
る。具体的には、例えば、次のような場合が考えられる。なお、この規定を適用するに当
たつて、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32条 第 1項 に規定する新型インフルエ
ンザ等緊急事態宣言がなされていることは必要ではない。
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(1)産 業廃棄物処理業者の従業員が新型 コロナ ウイルス感染症に感染 し、又は濃厚接触
者 とな り出勤を控える等の対応を行 うため、処理業務 に従事できず、処理 能力が低下 し、
又は処理事業が停止 した場合
(2)新型イ ンフルエ ンザ等への対策のため防護服等の個人防護具が不足又は払底する
こと等 により、産業廃葉物処理施設に係る定期的な点検、機能検査、補修等が実施 でき
ず、当該処理施設を安全に運転できなくなつた場合

(3)処 理後物の受入先において (1)に 掲げるような事態が発生 したため、やむを得ず
処理施設 の稼働率を低下 させた場合

(4)(1)に あるような処理施設の処理能力の低下又は処理事業の停止に起因 して、当
該施設で処理す る予定であった産業廃乗物を他 の処理施設で受 け入れ ざるを得 なくな
つた場合

(5)新型イ ンフルエ ンザ等の病原体に係 る感染性廃莱物を優先的に処理す るこ とによ
り、当該感染性廃莱物以外の産業廃葉物の処理が停滞 した場合
3 対象 となる廃棄物 と保管上限・
特例 の対象 となるのは、次 の

(1)か ら (6)ま でに掲げる種類 の産業廃棄物であ り、

処理施設 の 1日 分 の処理能力にそれぞれに定める日数を乗 じて得た量だけ、処分又は再生
のための保管が認められる。当然のことなが ら、保管 に伴 う生活環境保全上の支障が生 じ
ないこ ととする必要があるので、汚水の流出や火災の発生を予防するための指導等に努め
られたい。

(1)汚 泥 (令 第 6条 第 3号 卜に規定する有機性の汚泥を除く。) 35日
(2)安 定型産業廃棄物 (令 第 6条 第 1頂第 3Vに 規定する安定型産業廃棄物をいい、
廃 プラスチ ック並びに (5)及 び (6)に 掲げる産業廃葉物を除く。
)35日
ヽ
(3)鉱 さヤ 35日
(4)ば い じん 35日
(5)建 設業に係 る産業廃棄物 (工 作物の新築、改築若 しくは除去に伴 つて生 じた木 くず、
コンク リー トの破片

(石 綿含有産業廃葉物を除 く。
)で あって、分別 されたものに限

・

る。)49日

(6)建 設業 に係 る産業廃葉物

(工 作物 の新築、改築若 しくは除去 に伴 つて生 じたアスフ

ァル ト・ コンクリー トの破片であって、分別 されたものに限る。)

91日

なお、規則第 7条 の 8第 1項 第 2号 に定める処理施設 の定期的など
点検又は修理 の期間
中における産業廃棄物 の保管の特例 の規定の適用については、当該規定 の数量制限の計
算 の際に用 い る基本数量が、一 日当た りの処理能力に相 当する数量に上に定める日数 を
乗 じて得 られる数量 となる。

4

産業廃葉物処分業に係る変更の届出
改正省令 の対象 となる優良産廃処理業者 が、廃棄物 の保管上限を増やすために規則第

10条 の 10第 1項第 6号 に掲げる保管の場所 に関する事項を変更 した場合は、法第 14条
の 2第 3項 において読み替 えて準用する法第 7条 の 2第 3項 に基 づ き、当該変更を都道
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府県知事に届け出なければならない。なお、当該届出に係 る事項が規貝lJ第 10条 の 6に 規
定す る許可証 の記載事項に該当す るときは、その届出を した優良産廃処理業者は、規則第

10条 の 10の 2に 基 づ き、その書換えを受けることができる。

5

そ の他留意事項

真にやむを得ない事由により、この保管上限をも超えて保管を行 つた場合は、産業廃葉
物処理業者等 に過失がないことか ら、地方公共団体において は行政処分を控える等 の対
応を検討 されたい。ただ し、真にやむを得ない事由は、取 り得 るあらゆる手段 が尽きた場
合にのみ認 め られ るべ きであ り、また、その事由が解消 された後には、できる限 り速やか

に処理基準を満たす状況に復帰しなければならず、地方公共団体においては、そのための
指導 をな され たいよ

四 廃莱物処理に関する道正かつ 円滑な処理体制の確保 について
廃秦物処理にあたらては、新型 ヨロナウイルス感染症に係 る各種対策を講 じることによ
り、廃棄物処理事業の安定的な継続 に鋭意尽力 されてい るもの と認識 している。 しか しな
がら、新型 コロナ ウイルス感染症 の更なる拡大等 に伴い、次の よ うな状況が発生すれば廃
棄物 の処理がひつ迫 し、それに伴 い生活環境 の悪化や公衆衛生上の リスグの増大等、様 々
な悪影響 が想定 され るところである。
・新型 コロナ タイルスの感染者 の大幅な増大により、病院等 の医療関係機関等 か ら排出
され る感染性廃茶物や、軽症者等に係 る宿泊療養施設等か ら排出される廃葉物 が大幅
に増加 し、処理能力がひっ追
・宿泊療養施設等か ら排出される廃案物 を、廃棄物処理法上の感染性廃棄物 として過剰
に取 り扱 うことにより、当該廃莱物 の処理が停滞、又は感染性廃棄物 の処理を圧迫
・・
市町村等 の職員又は廃莱物処理業者 の従業員 が新型 コロナ タイルス感染症に感染 し、
又は濃厚接触者 とな り出勤を控えること等 の対応 を行 うため、廃棄物処理事業 の一部
・
又は全体が停止
す
・マスクや防護服等 の個人防護具が不足又は払底すること等により、従業員 の感染防止

対策が行えず処理業が停止、又は廃棄物焼却施設に係る定期的な点検、機能検査、補
修等が実施できず、当該焼却施設の安全な運転に支障
。新型 コロナクイルスが付着 し、又は付着 しているおそれがある廃棄物の処理が忌避さ
れることにより、排出事業者の敷地等にこれらの廃茶物が滞留
廃棄物処理は国民生活 。国民経済の安定確保に不可欠な事業であり、上述のような状況
下においても、新型 コロナ ウイルス感染症に係る廃葉物を含めた廃莱物の適正かつ円滑な
処理が継続的に行われる必要があることに鑑み、都道府県にあつては、次のことに十分留
意 し、その対応に万全を期すとともに、貴管内市町村等に対して周知願いたい。

1

法令等及び科学的知見に基づく廃棄物の適正かつ円滑な処理に関する周知徹底
(1)関 連通知、マニュアル、ガイ ドライン、Q&A及 びチラシ等
10

新型 コロナ ウイルス感染症に係 る廃棄物 の処理については、3.4通 知に示 したよ うに、
「廃棄物処理にお ける感染性廃棄物処理マニュアル」(以 下 「マニュアル」とい う。)及
び「廃乗物処理における新型イ ンフルエ ンザ対策ガイ ドライ ン」(以 下「ガイ ドライ ン」
とい う。)に 沿 つた適正な処理方法及び感染防止策 について通知 してきた ところである。
新型 ヨロナ ウイル スは一般的には、飛沫感染、接触感染 で感染す るとされている。その
ため、医療関係機関等か ら排出 され る感染性廃棄物 については、マニュアルに基づいて
適切に扱 うことで、また、医療関係機関等以外か ら排出される、感染性廃莱物に該当し
ない新型 コロナ クイルス感染症に係 る廃棄物については、ガイ ドラインに準拠 して必
要な感染防止策 を適切に実施す ることで、いずれ の処理において もウイルス との接触

を防ぐことができ、廃葉物処理に由来した感染を防ぐことが可能である。また、これら
の通知に加えて、新型 コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正な処理方法や感染防
止策などについて分かりやすく周知するためて「廃葉物処理における新型 ヨロナウイル
ス感染症対策に関する Q&A」 (以 下「Q&AJと い う。
)や 、関連するチラシ等も作成し、
その周知を図つてきたところである。
新型 ヨロナ タイルス感染症に係 る廃棄物 の適正かつ 円滑な処理にあた つては、当該
レイルスや廃棄物に係 る科学的な知見に基づ き、必要な対策を講 じつつ処理業務 に従
事す る必要があることか ら、都道府県 にあつては、貴管内市町村、廃莱物処理業者、排
出事業者 も含 めた関係す る者に対 し、今一度、当省 が発出 した関連する通知、ガイ ドラ

イン、マニュアル、Q&A、 チラシ等の周知徹底等、積極的かつ継統的な情報提供 。情
報発信を実施されたい。

(2)医 療関係機 関等から排出される感染性廃棄物に関する適切な取扱い

′

感染性廃棄物 の処理に当たっては、3.4通 知及び QttЧ こ示 したよ うに、感染性廃莱
物以外 の廃葉物 が混入するおそれがない ように保管すること、腐敗 のおそれ のある廃
棄物は腐敗 しないよ うにす ること、排出の際 に廃葉物 の種類や性状に応 じた容器を選
ぶこと、容器に入れて密閉 し感染性廃棄物である旨を表示することなど、マニュアルに
従 い道切に処理す る必要があ り、排出事業者 に対 してその旨の周知及び指導を徹底 さ
・
れたい。
、
また、感染性廃棄物の処理が停滞する事態 となれば、生活環境 の保全上の支障の発生
のみならず、公衆衛生上の リスクを増大 させるおそれ もあることから、8.4通 知に示 し
たように、感染!陛 廃案物を遅滞なく適正に処理するため、また、感染症に対する医療等
を遅滞なく継続す るため、これ らの継統的な業務 の妨げにならないよ う、正当な理由な
く、新型 コロナ ウイルス感染症に係る感染性廃棄物について、その他 の感染症に係 る感
染性廃棄物 との分別や特別な表示を求めることは慎む必要 があ り、廃棄物処理業者に
対 してその旨の周知及び指導を徹底 されたい。

(3)軽 症者等 の宿泊療養施設等 か ら排出 され る廃棄物の取扱 い
ll

法において、軽 症者等の宿泊療養施設等か ら排出される廃葉物 は感染性廃棄物 には
該当せず、特別管理廃葉物処理業者に処理 を委託するよう義務付けられていないが、排
出事業者及び処理業者 において感染防止対策が適切 に講 じられ る必要がある。具体的
には、4.7通 知及び Q&Aに 示 したよ うに、排出事業者 においては、 ごみに直接触れな
いこと、ごみ袋を しつか り縛 つて密閉をす ること、どみに触れた後は手洗い等をす るこ
となど、また、処理業者 においては、個人防護具を適切 に使用すること、作業終了後 に
手洗い及 び手指消毒等を実施すること、運搬車両や施設等の定期的な清掃及び消毒な
どの感染防止策 をガイ ドライ ンに沿 つて実施することにより、廃棄物処理に由来 した
感染 を防ぐことが可能であ り、排出事業者及び処理業者に対 してその 旨の周知及び指
導を徹底 されたい。
なお、宿泊療養施設等 か ら排出される廃棄物は、上述のとお り法的には感染性廃葉物
に該 当せず、感染性廃棄物処理業者において処理する必要はない もので あ り、当該廃乗
物 を実作業において感染性廃棄物に準 じて処理することで、当該廃案物や感染性廃棄
物 の処理が感染性廃葉物処理施設に集 中 し、これ らの処理が停滞す ることにより、かえ
うて公衆衛生上の リスクが高まるおそれがあることか ら、廃棄物処理体制の安定的な
継続 。維持に十分配慮 し、合理的な取扱 いをするよう、改 めて周知徹底 されたい。

2

廃葉物処理における感染防止対策及び防護服等の使用の合理化等の周知徹底
4.7通 知及び Q働 生に示 したように、廃葉物の処理業者その他の廃棄物処理に関わる事
「新型 コロナタイルス感染症対策の基本的対処方針」(新 型 コロナ レイルス感染症
業者は、

「国民生活 ,国 民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者」
対策本部決定)に おいて、
として位置付けられてお り、廃葉物の処理を継続するための取組について、改めて周知徹
底を図られたい。具体的には、廃葉物処理に関わる作業員の感染防止対策の他、「廃莱物
処理施設の,点 検及び機能検査における防護服の使用節減の徹底等について」(令 和 2年 4
月 10日 付け環循適発第 2004102号 9環 循規発第 2004101号 舜境宿環境再生・資源循環
局廃棄物適正処理推進課長・廃棄物規制課長通知)に おいて通知された防護服を必要とす
る作業の頻度の合理化が挙げ られる。

3

関係主体 との連 携協力 による適正かつ 円滑な一般廃棄物処理 の推進

.

(1)処 理の停滞等に備 えた連携協力体制の構築
一般廃棄物処理事業においては、市町村が一般廃棄物 の統括的な処理責任 の下、一般廃棄
物 の適正な処理を実施 しているが、今般 の新型 ヨロナ レイルス感染症に係 る廃棄物 の適 正
な処理 の推進においては、市町村内での調整等 のみ にととどまらず、市町村又は都道府県 を
超 えたより広域的な調整が必要 とされ る場合も想定 され、一般廃棄物処理事業 の継続に都
道府県の果たす役割は大きい。
二
新型 コロナ ウイル ス感染症 のまん延 が拡大・継続するような状況にあつて も、 般廃莱物
の処理を適正かつ安定的に継統 させてい くためには、都道府県は、市町村及び関係団体、新
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型 ヨロナウイルス感染者等に係る宿泊療養施設等、周辺の都道府県並びに国の関係機関等
の各関係主体 と緊密な連携を図ることにより、一般廃葉物処理の停滞等の発生又はそのお
それがある場合にあつても混乱や対応の遅れを招くことなく、一般廃案物の適正かつ円滑
な処理が確保されるよう、各関係主体との連絡体制や役割分担等をあらかじめ定めるなど、
連携協力体制の構築に努められたい。

:
(2)基 礎情報の収集及び分析による状況の把握並びに共有 ´
(1)で 構築 した関係主体の連携・協力体制が有効に機能するためには、現下の状況 を適
切 に把握 し共有する必要があるため、管内市町村等 における処理体制、市町村や関係業者に
おけるマス クや防護服等の保有状況、新型 コロナ ウイルス感染者等に係 る医療関係機関等
及 び宿泊療養施設等 における廃乗物 の発生量等 の情報を収集する ことによ り、地域 の一般
廃棄物 の処理の停滞や処理施設のひっ迫 t停 止の可能性 の検討を継続的に実施 されたい。ま
た、処理の停滞 とそれに伴 う生活環境 の悪化や公衆衛生上の リスクの増大 を未然に防止す
る観 点か ら、管内市町村等 との調整はもとより、周辺 の都道府県 とも事前に調整 し、廃棄物
処理に係 る基礎情報や処理状況等に関す る情報交換等に努 めるほか、以下について取 り組
むこと。

(3)事 業継統計画の策定

・

日々の国民の生活や経済活動を支 える必要不可欠な社会イ ンフラである廃葉物処理事業
を安定的に継続するためには、市町村 (市 町村 自らのほか、市町村 の委託を受けた者や市町
村 の許可を受けた者 を含む)が 一般廃茶物処理事業を継続するための実施体制 t指 揮命令系
統、情報収集 連絡、協力要請等 の方法 。手段等の廃棄物処理事業継続計画の策定を進める
こ とが有効 である。都道府県においては、3.4通 知の とお り、市町村 と一般廃莱物処理業者
が協力 し、廃棄物処理事業継続計画を策定することを、貴管内市町村に改めて周知いただき
たい。

(4)一 般廃棄物の処理が停滞 した際の対策
市町村内の清掃事務所、処理施設、一般廃棄物処理業者 の作業員の間で感染拡大が発生
した場合には、市町村においては、廃棄物処理事業継続計画等 で定めた優先業務 の対応状
況などを踏まえ、独 自で処理できるか総合的に検討 し、新型 コロナ ウイルス感染症 の影響
の規模や組織体制等によつては、他市町村への応援要請、都道府県内の他市町村等 の施設
での処理に向けた調整を都道府県に要請することを検討す るよう、貴管内市町村に周知い
ただきたい。 なお、その際には、廃棄物処理事業継統計画 と整合をとりつつ、災害廃葉物
のための災害支援協定や相互支援協定も参考 となる。
また、要請を受けた都道府県は、必要な人的 。物的支援を行 つて も当該市町村だけでは
処理が行えないと判断 される場合には、当該市町村 と協議の うえ、周辺市町村 での一般廃
棄物処理に向けて、当該市町村を支援 されたい。都道府県域を越 える支援が必要 となる場
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合や都道府県域を越 えて連携 して処理 した方が効率的である場合 には、都道府県間で連携
して処理に向けた調整を行われたい。
加 えて、一 に示 した ところにより、一般廃葉物処理業の許可を要 しない者に係 る特例の
活用について、「‑ 2
改正の趣 旨」等を十分に踏 まえ検討 されたい。

4

関係主体 との連携協力に よる適正かつ円滑な産業廃棄物処理の推進

(1)産 業廃葉物の処理の停滞等に備 えた連携協力体制の構築
産業廃莱物 の処理責任はその産業廃莱物を排出する排出事業者にあ り、また、産業廃棄
物処理は産業活動 の一環 として行 われるものであるが、一方で、法第 4条 第 2項 にお いて、
都道府県

(令 第 27条 第 1項 に規定する市を含 まない。以下 、
(1)、

(2)並 びに (3)の

イ及びオにおいて同じ。
)は 、区域内における産業廃棄物の状況を把握 し、産業廃棄物の
適正 な処理 が行 われ るよ うに必要な措置 を講ず ることに努めなければな らない とされて
お り、平時の産業廃棄物の処理はもとより、今般 の新型 コロナ ウイルス感染症に係 る産業
廃棄物の道正な処理 の推進において も、都道府県の果たす役割は大きい。
新型 コロナ タイルス感染症 のまん延が拡大・継続す るよ うな状況にあつて も、産業廃棄
物 の処理を適正かつ安定的に継続 させてい くためには、都道府県が中心 となって、管内の
産業廃棄物処理業者、産業廃棄物関係団体、新型 コロナウイル ス感染者等に係 る医療関係
機 関等及び当該機 関の関係団体、宿泊療養施設等、令第 27条 第 1項 に規定す る市、周辺
の都道府県並びに国の関係機 関等 の各関係 主体 と緊密 な連携 を図ることにより、産業廃
莱物処理の停滞等の発生又はそのおそれがある場合にあつて も混乱や対応 の遅れを招 く
ことな く、産業廃莱物の適正かつ 円滑な処理 が確保 されるよう、各関係主体 との連絡体制
や役割分担等をあらか じめ定 めるなど、連携協力体制 の構築に努められたい。

(2)基 礎情報の収集及び分析による状況の把握並びに共有
(1〉

で構築 した関係主体の連携 :協 力体制が有効に機能するためには、現下の状況を

適切に把握 し共有する必要がある。このため、管内の産業廃棄物処理業者における処理
状況、マスクや防護服等の保有状況、新型 ヨロナウイルス感染者等に係る医療関係機関
等及び宿泊療養施設等における廃棄物の発生状況等の情報を収集することにより、地域
の産業廃秦物の処理の停滞や処理施設のひつ迫・停止の可能性の検討を継統的に実施さ
れたい。また、処理の停滞 とそれに伴 う生活環境の悪化や公衆衛生上の ジスクの増大を
未然に防止する観点から、管内の関係主体との情報交換等はもとより、管内での産業廃
莱物の処理が困難になった場合も想定し、用辺の都道府県における産業廃棄物処理業者
の基礎情報や処理状況等に関する当該都道府県との情報交換等に努められたい。

(3)産 業廃莱物 の処理 の停滞時等 における各種対策 の実施
新型 コ ロナ ウイルス感染症 の影響 によ り、産業廃葉物処理 業者 の処理 能力 が低下若 し
くは喪失 し、又 は産業廃葉物 の排出量 が処理 能力 を超 えて増大す るな ど、様 々 な様態で産
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｀

業廃棄物の処理能力 が不足する事態が想定 される。当該事態が発生 し、又はそのおそれが
ある場―
合は、 (1)及 び (2)に 掲げた事前対策を踏まえ、関係 主体 と連携協力 しつつ、
事態 の状況に応 じて、次の対策その他必要な対策を順次、又は並行 して検討 し、実施 され
たいc
ア 排出事業者 に対す る産 業廃棄物処理業者情報の提供
新型 コロナ ウイルス感染症 の影響に伴 う産業廃葉物処理業者 の処理業務の停滞等に
よ り排出事業者 が新たに産業廃葉物処理業者を探す必要が生 じた場合 は、新 たな産業
廃秦物処理業者 の確保及 び当該業者へ の処理委託が円滑かつ速やかに行われ るよ う、
産業廃葉物処理業者 リス トの提供等により助力すること。なお、個 々の医療関係機関等
の事務処理能力 のひつ迫により廃棄物 の処理委託に係る事務を行 う余裕が無い場合や、
感染性廃葉物や腐敗性を有す る産業廃棄物 の処理が停滞 し迅速な対応が求められ る場
合にあつては、産業廃棄物処理業者の積極的なあっせんを行 うこと.
イ 保管量の増強
アで示 したよ うな場合において、産業廃棄物を処理できる新たな産業廃棄物処理業
者 の確保 が困難 で、かつ、排出事業者における保管お容易ではない場合 において、やむ
を得ず産業廃棄物処理業者等において特定の産業廃莱物を保管する場合は、三に示 し
た ところにより、産業廃棄物処理業者において処分 のための保管量上限を引き上 げる
ことにより、保管量を確保す ること。 なお、法第 ■ 条第 3項 の規定 により、都道府県
佐
は、適 正な処理 をれ
録するために都道府県が処理することが必要であると認 める産業
廃葉物 の処理をその事務 として行 うことがで きるとされてい ることか ら、例 えば、都道
府県が所有す る土地における一時的な保管も検討 されたいこと。
ウ 処理業の許可を要 しない者 の指定
新型 コロナ ウイルス感染症 のまん延その他 のやむを得ない事由によつて、新型 コF
ナ タイルス感染症に係 る産業廃棄物や 、腐敗性 を有す る産業廃棄物等、生活環境保全
上及 び公 衆衛 生上の観点か らも速やかに処理すべ き廃棄物 の処理が停滞 し、 これ らを
処理できる産業廃棄物処理業者が管内にいない場合 であつて、処理業許可を有 してい
ない ものの生活環境の保全上の支障を発生させず適切な処理ができる者がいる場合
は、二に示 した ところにより、都道府県知事が処理業 の許可を要 しない者 として指定
した うえで、停滞 した廃莱物 の処理を行わせることができるため、当該制度 を活用 さ
′れたい。
工 市町村 の一般廃棄物処理施設

(焼 却施設)の 活用

法第 11条 2項 に規定 に基づき、市町村は一般廃莱物 とあわせて処理す るこ とがで
きる産業廃案物その他市町村 が処理す ることが必要であると認める産業廃棄物 の処理
をその事務 として行 うことができることか ら、今般 の状況 に鑑み、地域 において新型
コロナ ウイルス感染症に係 る産業廃葉物や腐敗性を有する産業廃棄物 の適正かつ迅速
な処理が確保できず、又はそのおそれがある場合は、緊急避難措置 として、当該地域
を管轄する市町村 の事務 として当該産業廃棄物を処理することを要請することも積極
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的に検討 されたい。
オ 都道府県問での広域処理 の調整
令和 2年 4月 7日 に緊急事態宣言がなされ、同月 16日 には、全部道府県が緊急事
′
態宣言 の対象 とされたが、全 国的にみて新型 コロナ クイルス感染症 の広が りの度合 い
と、それに伴 う産業廃莱物処理業へ の影響 の度合いは一様 ではないことか ら、周辺 の
他 の都道府県での産業廃秦物 の処理 も検討 されたい。その場合 には、排出事業者 が他
都道府県の処理事情に精通 してい るとは限 らないことか ら、都道府県間での調整 を積
極的に行われたい こと。
力 流入規制 の廃 止
従前 より、一都 の都道府県において、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。オの とお り、特定の都道府県において、新
型 ヨロナウイルス感染症 の更なる拡大等に伴 い産業廃莱物の処理 が停滞す る事態、 と
りわけ感染性廃棄物や腐敗性 を有す る産業廃葉物 の処理が停滞す る事態 となれば、当
該都道府県又 は環境省 は、他 の都道府県 との広域処理 を調整す ることとなるが、こ うし
た法に定められた規制 を超 える要綱等 による規制が広域処理 あ調整 の不調 を招 いた結
果、生活環境 の悪化 のみな らず、公衆衛生上の リス クを増大 させることは決 してあつて
はな らない。
「優 良産廃処理 業者認定制度 の運用について」 (令 和 2年 4月 1日 付 け環循規発第
2004016号 乗境省環境再生 。資源循環局廃棄物規制課長通知)で 示 したように、不法投
棄等 の不適正処理の防止、適正処理の確保 といつた本来の 目的を達成す るためには、産
業廃葉物 の排出元が域内か域外 かは問題ではなく、都道府県が法に基づ く権限を活用
して産業廃棄物処理業者等 に対 し適切に指導・監督を行い、悪質 な産業廃棄物処理業者
等 の排除を行 えば足 りることに加 えて、新型 ヨロナ ウイルス感染症対策 の基本的対処
方針 にあるとお り、新型 コロナ タイルス感染症 をめぐる状況を的確 に把握 し、政府や 地
方公共団体、医療関係者、専門家、事業者 を含む国民が一九 となって、新型 コロナ タイ
ルス感染症対策 を進めてい く必要がある。このため、このよ うな規制 を行 つている都道
府県 にあつては、規制 の廃止等を可及的速やかに実施 されたい。また、仮 にこの よ うな
規制を維持 しなければな らない特段 の事情 がある場合 であつて も、例 えば、新型 コロナ
クイルス感染症 の感染拡大によ り広域処理が必要 となつている産業廃棄物については
搬入規制 の対象外 とする、優先的かつ速やかに事前協議 を行 うなど、適正かつ 円滑な産
業廃棄物処理を実現す るために必要なあらゆる措置 を可及的速やかに実施 されたい。
以上
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