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令和４年１月２８日に公表された令和４年度東京都予算（案）をお知らせします。
	 専務理事　木村尊彦

当協会が令和３年秋に、都議会各政党及び東京都知事あてに要望した事項は、次
の３点であった。（詳細は機関誌第３７３号参照）
１	 適正処理関係

廃リチウムイオン電池による発火を防止するための設備等の設置に関する補助制
度を創設されたい。
２	 資源循環関係

再生骨材コンクリートの利用促進のため、東京都 H Ｐで、東京都発注工事での使
用実績を公表するとともに、利用のマッチングサイトを開設されたい。
３	 処理システム、ＤＸ関係

産業廃棄物処理委託契約における電子契約及び産業廃棄物管理票における電子マ
ニフェストの使用を、行政機関及び行政の発注工事では徹底されたい。

これらに対して、当協会あてに示された事項は以下のとおりである。

令和４年度	東京都予算案発表

令和４年度予算案（案）
東京都産業資源循環協会関連（予算関連事項）

【要望】	 電子契約及び電子マニフェストの使用の徹底
【対応】	 健全な静脈ビジネスの発展
	 	 ４年度　０．１億円　（３年度　０．１億円）
	 電子マニフェスト普及促進事業
	 	 ４年度　０．１億円　（３年度　０．１億円）

・ 事務のデジタル化は、事務の効率化・迅速化に加え、感染対策にも資す
ることから、令和４年度は、電子マニフェストの利用拡大に向けた普及
啓発の取組を強化するなど、引き続き取組を推進していく。

健全な静脈ビジネスの発展は、昨年９月策定の「東京都資源循環・廃棄物処理計画」
によれば、事業者や業界団体の資源循環に係る自主的な取組を促すため、都が、試験
的に社会実験を行う場を提供して課題や事業性の評価ができるようなモデル事業を活
用するものや、サーキュラーエコノミーへの転換・ESG 投資等への対応を目指す事業
とされている。

電子マニフェスト普及促進事業は、令和３年度に東京都と環境公社と当協会とで
協定を締結し、協会会員２１社が参加して行ってきた事業（機関誌第３７０号参照）を、
令和４年度に参加者を新たに募って実施するものと理解している。

続いて、「令和４年度東京都予算案概要　令和４年１月」から、当業界が関係しそ
うな事業２点を紹介する。

■	 再生可能エネルギーの導入拡大
＞　太陽光パネル高度循環利用に向けた東京型システムの構築【環境局】０．１億円

高度な３R 技術を駆使し、使用済み太陽光パネルを高度循環利用できる社会シ
ステムを構築

（事業内容）
・	 取外しから運搬、リサイクルに至るまでの各段階での課題を整理の上、技術

的に可能なリサイクルルートを確立
・	 関係団体と情報を共有し、連携してリサイクルを推進

■	 プラスチック対策等
＞　革新的技術・ビジネス推進プロジェクト【環境局】１億円

プラスチックの削減を実現する革新的な技術やビジネスの共創・実装に取り組
む企業によるネットワークを立ち上げ、社会実装に向けた取組を支援

＞　廃棄物処理等の自動化推進事業【環境局】０．３億円（新規）
労働力不足が深刻化する廃棄物処理・リサイクル分野において、ＡＩを活用し

た非接触化・自動化を実現する選別ロボットを開発

令和４年度	東京都予算案発表

㈱浜田の太陽光パネルのリサイクル施設
当協会建設廃棄物委員会視察時撮影

（2019 年 10 月）
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まず、安全運転管理者とは何か、その者の義務は何か等を説明する。
１	 安全運転管理者の選任とは（概要）

乗車定員 11 人以上の自動車 1 台以上、又はその他の自動車 5 台以上を使用し
ている事業所には、安全運転管理者を選任しなければならない。（道路交通法）

事業主は、選任・解任した場合は、15 日以内に事業所を管轄する警察署に届け
出しなければならない。

２	 安全運転管理者の義務とは（抜粋）
ア	 運転者に対して、交通安全教育を行うこと
イ	 運転者の運転適性、技能、知識、法令等の遵守状況を把握すること
ウ	 点呼等により、飲酒・過労・病気等の確認を行い、必要な指示を行うこと
	 ほか。
公安委員会が行う講習を受講すること。
運転者に対して、違反（酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・

無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反、自動車使用
制限命令違反、妨害運転）を下命・容認しないこと。

３	 安全運転管理者の資格要件
年齢 20 歳以上、運転管理経験が 2 年以上、必要な権限（課長職等）を有する人、

違反事故の前歴がない人。

次に、2021年 6月の千葉県での交通死亡事故を受けた道路交通法施行規則の改正の
内容（概要）を説明する。詳細は、令和3年11月10日付け警察庁通達を見られたい。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/tuutatuanzenuntenkanri.pdf

１	 安全運転管理者の業務として新たに定められたこと。
⑴	 酒気帯びの有無の確認、記録の保存（令和4年4月1日施行）
ア	 運転前後の運転者に対し、運転者の状態を目視等で確認

することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
イ	 アの確認の内容を記録し、記録を1年間保存すること。

安全運転管理者業務の拡充
（酒気帯びの有無の確認、アルコール検知器の使用）

～道路交通法施行規則が改正された～
協会事務局

⑵	 アルコール検知器の使用等（令和4年10月1日施行）
ア	 ⑴アの確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと。
イ	 アルコール検知器を常時有効に保持すること。

２	 アルコール検知器を定める国家公安委員会告示
１⑵アの検知器は、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警

告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものとした。
３	 留意事項

酒気帯び確認は、必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度行わなければ
ならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了時や退勤時
に行うことで足りる。

目視等で確認とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認する
ことをいう。

直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で
実施すればよく、例えば、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどし
たうえで、①カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応
答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法、②
携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管
理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による
測定結果を報告させる方法、等の対面による確認と同視できるような方法が含ま
れる。

アルコール検知器については、酒気帯びの有無を音、色、数値等により確認で
きるものであれば足り、特段の性能上の要件は問わない。

安全運転管理者の不在時など安全運転管理者による確認が困難である場合には、
安全運転管理者が、副安全運転管理者又は安全運転管理者の業務を補佐する者に、
酒気帯び確認をさせることは差し支えない。

酒気帯び確認の内容の記録すべき事項は、次のとおり。確認者名、運転者、自
動車のナンバー、確認の日時、確認の方法（アルコール検知器の使用の有無、対
面でない場合は具体的方法、酒気帯びの有無、指示事項、その他必要事項

アルコール検知器を常時有効に保持するとは、…適切に使用し、管理し、及び
保守するとともに、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなけ
ればならない。

アルコール検知器の使用については、施行日前においても、積極的な実施を促
すこと。

［道交法施行規則一部改正］アルコールチェック等
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東京都では、排出事業者が産業廃棄物処理業者を選択する際に有用な優良認定業者
や電子マニフェスト加入業者に係る情報について、より積極的に活用していただくため
に、東京都で公開している「産業廃棄物処理業者情報の検索」サイトにおいても検索で
きるよう改修を行いましたでのお知らせいたします。

【産業廃棄物処理業者情報の検索画面イメージ】
○必要な情報項目にチェックを入れることができます。

行政だより

「産業廃棄物処理業者情報の検索」サイトの改修
優良認定業者や電子マニフェスト加入業者に係る情報について

【検索結果一覧画面イメージ】
○「産廃エキスパート」、「産廃プロフェッショナル」のロゴマークを表示

東京都では、排出事業者に信頼できる処理業者情報を提供することを目的に「優
良性基準適合認定制度」を設け、産業廃棄物の適正処理や資源化、環境に与える負荷
の少ない取組を行っている処理業者を、第三者評価機関を通じて「産廃エキスパート」
又は「産廃プロフェッショナル」として優良認定しております。

○電子マニフェスト利用可能事業者には「有」を表示
排出事業者が廃棄物の処理状況を確認することで不適正処理を未然に防止するこ

とが目的である産業廃棄物マニフェスト制度については、情報管理の合理化や廃棄物
処理システムの透明化に資することから電子マニフェストの利用を推進しておりま
す。

行政だより
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平成 21 年 10 月に東京都が全国で初めて
創設した、第三者による産業廃棄物処理業
者の優良性基準適合認定制度です。産業廃
棄物処理業者の任意の申請に基づき、適正
処理、資源化及び環境に与える負荷の少な
い取組を行っている優良な事業者を、第三
者評価機関として東京都が指定した公益財
団法人東京都環境公社（以下「公社」という。）
が評価・認定しています。この制度は、書類審査だけではなく、施設や事務所等の管理
状態を評価員が現地で審査を行い必要に応じてアドバイスを行っています。また、産業
廃棄物処理業者の事業内容や取組の状況に対応し、産廃エキスパート ( 第一種評価基準
適合業者 ) 業界のトップランナー的優良業者と産廃プロフェッショナル ( 第二種評価基準
適合業者 ) 業界の中核的役割を担う優良業者の２種類の認定区分があります。

令和 3 年 12 月 2 日、公社の本社会議室において、令和 3 年度申請者の評価基準への
適合の可否を判定する第三者評価機関評価委員会（以下、「委員会」という。）を開催し、
令和 3 年度の認定事業者が決定しましたので、お知らせいたします。

（公財）東京都環境公社 優良性認定評価室より

今年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、極力密にならないように机を配置し、
飛沫防止対策を十分に施したうえで、委員会を開催いたしました。

委員会は、適合の可否の判定のほか、制度の一層の充実を図るため、事務局から主な
評価項目における取得率の傾向と課題について報告し、有識者である評価委員の助言を
得る場でもあります。

「産廃エキスパート」・「産廃プロフェッショナル」の
令和３年度の認定事業者が決定しました

認定事業者数

区　　分 認定
事業者数

業の区分
専門性 収集運搬業 収集運搬業 中間処理業

（感染性廃棄物）（積替え保管を除く） （積替え保管を含む）
産廃エキスパート 46 5 21 23 16

産廃プロフェッショナル 25 8 16 9 6

計 71 13 37 32 22
（注）	 ・	認定事業者数の合計は、複数の業の区分の認定を受けている事業者があるため、整合して

いません。
	 ・	更新申請67社、新規申請4社の合計71社の評価を行い、上表のとおり全てが適合と判定

されています。

認定の詳細については、環境局・東京都環境公社のホームページでご確認いただけます。
※	産業廃棄物対策課ウェブサイト	 https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/processor
	 東京都環境公社ウェブサイト	 https://www.tokyokankyo.jp/jigyo/resource-circulation/certification/28certified

東京都環境公社・優良性認定評価室より

次に、そのなかから代表的な項目について、取得率の傾向及び課題と対応をご紹介し
ます。

適合判定結果における評価項目別取得率の傾向と課題について

■インターネット情報公開（エキスパート・プロフェッショナル）
○ 内 容

自社ホームページ上で該当情報を公開していることです。自社以外のホームページ上で
公開されている場合は、自社ホームページからリンクされ、該当する情報画面にジャンプで
きる状態になっていることです。

○ 取 得 率
①会社概要（事業概要） エキスパート 92％ プロフェッショナル 84％
②施設及び処理状況（処理の実績） エキスパート 97％ プロフェッショナル 65％

○ 傾 向
産廃エキスパートの取得率が①②の平均で94.5%と高い取得率となっており、これは、

情報公開が優良な事業者の必須要件としての認識が定着しつつあるためと思われます。
また、産廃プロフェッショナルの取得率は①②の平均が74.5%となっており、産廃エキ

スパートと比較すると20ポイント低くなっており、得点表に得点がないのは②の１社のみ
です。このことから、情報公開が優良な事業者の必須要件としての認識はあるが、公表に必
要な内容が不足しているために満点にならない事業者が多くあるため得点率が低い傾向に
あります。

○ 課題と対応
情報公開は、詳細に内容を掲載する事業者と必要最低限しか掲載しない事業者があり、

取組に差が生じています。今後も、説明会で情報公開の重要性を伝え、掲載内容の充実を
促します。また、東京都と公社でのホームページを活用し、優良認定事業者として排出事
業者により良い情報を提供するよう周知していきます。

■労働安全衛生組織、労災防止、無事故（エキスパート・プロフェッショナル）
○ 内 容

先ず、事業規模に応じ、安全衛生委員会等の組織を設置していることです。次に、労働
災害事故の未然防止に向けた取組を行い、許可を取得している業の範囲で負傷等により４
日以上休業する労働災害が起きていない事業者です。

○ 取 得 率
①労働安全衛生組織の設置 エキスパート 100％ プロフェッショナル 100％
②労災防止の取組 エキスパート 100％ プロフェッショナル 100％
③無事故 エキスパート 93％ プロフェッショナル 87％

○ 傾 向
①労働安全衛生組織の設置、②労災防止の取組みは、産廃エキスパート、産廃プロフェッ

ショナル共に100%となっています。
○ 課題と対応

①②の結果により、業界を挙げて、労働安全衛生の向上に取り組んでいることが、伺え
ます。一方③では100％に達していません。それだけ産業廃棄物処理業界は危険を伴う労
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働環境と言えます。事務局としても、更なる労働安全衛生の向上を目指し、安全衛生組織
の体制や労災防止の取組について、説明会及び審査時に周知していきます。

■講習会修了者配置（エキスパート・プロフェッショナル）
○ 内 容

産業廃棄物処理業の許可取得に必要な認定講習会修了者が複数常に配置されていること
が、ホームページ等で公表されていることです。かつ、処理課程ごとの講習会修了証が有
効期間内であることです。

○ 取 得 率   ※（カッコ内は、前回申請時の取得率）  

○ 傾 向
産廃エキスパート、産廃プロフェッショナル共に低い取得率になっています。評価項目

のうち得点率が高い「安定性」に含まれている小項目なかでも、当該項目の取得率は、発
足当時から低い取得率になっています。

○ 課題と対応
当該項目について、担当者に向けて毎年度の申請説明会で十分に説明しているところで

すが、経営層に対しても産業廃棄物処理業の許可取得に必要な認定講習会の修了者が複数
いることで、修了者の不在時の対応及び法令の改正時の理解度の共有ができる等のメリット
について理解していただけるように、説明会及び審査時に周知していきます。

■企業の社会的責任体制（エキスパート）
○ 内 容

環境に関する基本方針を定めていて、CSR報告書や環境報告書を公表していることです。
○ 取 得 率  47％（39％）※（カッコ内は、前回申請時の取得率）  
○ 傾 向

前回更新申請時の取得率39%からは8ポイントアップしていますが、まだ低い取得率と
なっています。環境に関する基本方針を定めているが、環境報告書を作成せずに当該項目
の取得ができずにいる事業者が多く見受けられます。環境報告書は、エコアクション21の
環境経営レポートや ISOでの実績報告内容を参考に作成することができます。また、当該
項目を取得していない中小企業でも取り組みやすい「エコアクション21」を実施する事業
者が増え、ISO（環境関連事業を含む）等の「認証取得」は高い取得率を達成している傾
向にあります。

○ 課題と対応
排出事業者の取組に応えるため、産業廃棄物処理業界においてもこの取組を浸透してい

くことが重要です。経営姿勢の効果的なPR、ブランド力の強化、従業員が誇りを持って働
ける職場への転換を図るためにも、「企業の社会的責任体制」の充実が排出事業者に選択さ
れる優良な事業者に欠かせない取組になっていくことを説明会で周知します。また、エコア
クション21又は ISOを取得した内容を整理し報告することにより、当該項目の取得に繋げ
ていけることを周知していきます。

①収集運搬業（積替え保管を除く）エキスパート 28％（50%）プロフェッショナル 25％（43%）
②収集運搬業（積替え保管を含む）エキスパート 43％（56%）プロフェッショナル 38％（44%）
③中間処理業 エキスパート 43％（45%）プロフェッショナル 0％（14%）

東京都環境公社・優良性認定評価室より 東京都環境公社・優良性認定評価室より

■技術の開発・研究（エキスパート）
○ 内 容

先進的な環境企業として、適正処理・リサイクル技術の開発・研究を行い、自らの施設
への応用に取り組み、持続的な計画により、これを推進していることです。

○ 取 得 率  37％（46％）※（カッコ内は、前回更新申請時の取得率）
内訳
①収集運搬業（積替え保管を除く） 33%（32%）
②収集運搬業（積替え保管を含む） 35%（33%）
③ 中間処理業 44%（73%）

○ 傾 向
前回との比較から、収集運搬業（積替え保管を除く）は1ポイントアップしております。

収集運搬業（積替え保管を含む）では2ポイントアップ、中間処理業は29ポイントダウン
しております。この項目は、前回申請した内容よりも改善・改良していることが必要となっ
ており難しい取組と受け取られ、また新規の申請時には取得を見送る傾向にあり、特に低い
傾向にあります。

○ 課題と対応
技術の開発・研究だけでなく実務での改善、創意工夫も評価の対象となることから、生

産性の向上や業務改善のためにも積極的に取得に努めて頂けるよう引き続き周知するととも
に、CO2 排出削減、DX、AI、自動化、労働安全、交通安全などの参考事例も優良事業者か
らの了解を得て例示していきます。

東京都と連携し、認定事業者の拡大に向けた取組の実施

■排出事業者を対象とした制度周知及び認定業者の活用促進
〇 内 容

産廃エキスパート・産廃プロフェッショナルのリーフレット「産業廃棄物を排出される事
業者様へ」の配布及び排出事業者講習会テキストに掲載しています。
（令和３年度実績：東京都から排出事業者へリーフレット1,000枚発送、関連団体への配

布依頼ほか）

■処理業者を対象とした研修事業等の充実
〇 内 容

産業廃棄物処理業者の方を対象に、廃棄物処理法や委託契約、マニフェスト等の産業廃
棄物の適正処理の基礎知識と実務を学び、現場や実務担当者のスキルアップやお客様への
サービス向上を図る内容の講習会を開催しています。（令和３年度実績：オンライン開催、
５回）

令和４年度　「優良性基準適合認定制度」申請について

令和4年度「更新・新規	申請事業者向け説明会」のお知らせを、令和4年4月初旬
に公社のホームページに掲載いたします。

なお、更新申請対象事業者の皆様には、「説明会」の日程等を郵送いたします。
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東京都環境公社・優良性認定評価室より

また、新規申請事業者の皆様には、「説明会」の日程等を（一社）東京都産業資源循
環協会から会員に周知させていただきますので、そちらもご覧いただきますようお願いい
たします。

■新型コロナウイルス感染症対応について
新型コロナウイルス感染症の影響により日程等に変更が生じる場合は、公社ホームペー

ジで速やかにお知らせするとともに、更新申請対象事業者様には郵送にてお知らせいた
しますのでご理解とご協力をお願いいたします。

＊	公益財団法人東京都環境公社ホームページ：https://www.tokyokankyo.jp		よりご確認いただけます。
＊	東京都環境局ホームページ：https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp	よりご確認いただけます。
＊	携帯・スマートフォンの場合は、右のQRコードから、優良性基準適合認定制度のペー

ジをご確認いただけます。

「優良性基準適合認定制度」新規申請をお考えの事業者様へ

■「優良性基準適合認定制度」産廃エキスパート・産廃プロフェッショナルとは
法令に定められた許可の基準を超えて、高い

水準での処理に取組み、経営的事項・管理体制
も健全であることを評価・認定する制度です。

■レベルに合わせた2つの認定

■審査項目

女性部（渡邉久美部長）は、令和 3
年 12 月 16 日（木）15 時 15 分より、
協会会議室 13 名、ZOOM 参加 7 名にて

「私の見てきた産廃業界の 40 年」を開
催しました。

講師に協会常任理事の都築鋼産株式
会社取締役副社長都築建様をお迎えし、
産廃業界の歴史について教えていただき
ました。

まずは、都築鋼産様と業界の歴史で
す。創業 1924 年、鉄スクラップ売買か
ら始まって廃棄物の処理も行なうように
なり、高度経済成長期に得意先の北関東
拡大に伴い同社も拡大しました。副社長
が入社されたのは、1982 年で当時はア
ルバイト感覚だったそうです。歩合制が
主流の中、同社は月給制で金額も高く従
業員想いの会社でしたが、それに甘んじ
た怠惰な社員もおり、約 4 年かけて副
社長が改革されました。その後バブル崩
壊による法整備で業界も変化。1998 年
には安定型処分場の見直しで持込先が
無くなり分別が強化されました。2000
年頃になると RPF を作る企業が増加し、
同社でも開始。2011 年の東日本大震災
では災害廃棄物を 2 年で 25 万ｔ処理さ
れたそうです。

約 20 年前に（公社）全国産業資源循
環連合会に最終処分部会が結成され、最
終処分場の助け合いが強化されました。
情報開示が進み、部会を中心に安全な処

分場運営を進めています。処分場維持管
理のための積立金制度も義務化されまし
た。処分場では紛失等のトラブルが発生
することもあり、契約書に責任の所在や
対応が明記されています。

処分場建設の同意を得るまでの厳し
さについてもお話いただきました。都築
鋼産様は自ら土地を探し、住民説得を行
なわれました。時には諦めも肝心で、地
元の方々に深く理解してもらえるかがポ
イントとのことです。

都築鋼産様の歴史をお聞きすること
ができ、とても興味深く有意義な時間で
した。都築副社長がおっしゃっていたよ
うに今後は情報を開示し合って協力し、
よりよい運営方法を業界全体で考えてい
くことが大切だなと感じました。

都築副社長、この度は貴重なお話を
お聞かせいただき誠にありがとうござい
ました。

	（白井エコセンター㈱		小貫	桃花		記）

「役員勉強会」を開催

講師の都築	常任理事
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法制度検討委員会
令和３年度中間まとめ

協会事務局

当協会法制度検討委員会（篠原周治	委員長）は、令和３年度は、次の２つのテー
マで検討を進めている。
①	 収集運搬業積替え保管許可の規制緩和について
②	 今の市場環境が必要とする廃棄物積替え保管施設とは
このほど、①収集運搬業積替え保管許可の規制緩和について、見解がほぼまとまっ

たのでここに報告する。

委員会での①の検討に当たっては、正会員５４３社あてのアンケート調査を令和
３年９月２８日発送、１０月２２日締切で行った。回答数は７１（回答率１３％）で
あった。

回答を見ると、（表１）
Ｑ１	産業廃棄物の積替え保管施設の規制の方向性については、現行通り又は厳し

くすべき１５％と、どちらとも言えない３５％を合わせて５０％であり、規制緩和す
べき４８％を上回り、規制緩和が多数派とならなかった。

Ｑ２、Ｑ３	設置に当たって障害となっているものを、都内と都外に分けて聞いた
ところ、廃棄物処理法は（都内）１７％（都外）２１％にとどまり、トップは行政指
導（都内）４６％（都外）４１％ということであった。自由コメント欄では、騒音等
に関する近隣住民との対応関係やそもそも積替え保管施設用地の確保が難しいなどの
法規制以外の課題も多く寄せられた。環境確保条例や都市計画法、建築基準法の適用・
運用については区市町村レベルのものも多く個々の対応になることが多いことから、
当委員会での取組みは難しい。

Q ４	積替え保管施設の運営上の規制緩和の希望を聞いたところ、再資源化できる
物の抜き取り５４％、マニフェスト運用の簡素化５１％、保管限度量・日数の規制緩
和４８％となったが、マニフェストなどのエビデンスは不可欠なものであることや、
廃プラスチックの輸入規制発生時やコロナ禍での感染性廃棄物処理で行政が保管基準
の緩和をしている内容を見ると、今以上の緩和を新たに求めていくことはなかなか困
難である。

以上から、委員会では今後は②のテーマに絞って検討していくこととした。②今
の市場環境が必要とする廃棄物積替え保管施設とはについては、従来許可されている

パターン１とパターン２又は３、パターン２又は３の中で都では許可されないが神奈
川県等で許可しているパターン、さらにこれまで許可されていないパターン４から７
までを想定対象としている（図１）。これらのパターンに対する正会員のアンケート
回答では、従来の都の許可パターンで足りるが３９％で最も高く、搬入も搬出も行わ
ずもっぱら積替え保管のみを行えるパターン４を望むが２８％、個々の収集運搬契約
ごとに搬入か搬出のどちらかを積替え保管業者が行えば良しとする方式を希望するが
２１％と続いている。

積替え保管パターンについての許可の可能性については、東京都内を除く関東７
県の県庁と１６の政令市にアンケート調査を、正会員アンケートと同時期に行った。
５つの県庁と１３政令市から回答があった。（うち１政令市は案件ごとに判断すると
してパターン別の可否の回答なし。）

パターン１は、１７すべての自治体で許可する。
パターン２又は３は、千葉県内の行政は許可しない（搬入搬出ともに積替え保管

業者が行わなければならない）。群馬県は搬出は積替え保管業者が行うよう指導して
いる。施設単位で搬入か搬出かどちらかを積替え保管業者が行わなければならないの
ではなく、個々の収集運搬契約ごとに搬入か搬出のどちらかを積替え保管業者が行え
ば良しとしている行政は、神奈川県内の各行政と埼玉県の行政の一部等にとどまった。

パターン４から７まではすべての行政で許可しないとしている。理由は、すべて
の行政で共通しており、収集運搬業許可の中の積替え保管であるから、積替え保管業
者が扱うすべての産業廃棄物について搬入搬出の少なくともどちらかでは必ず運搬を
行わなければならないからということであった。

収集運搬の効率化を進めることは、運搬車両から排出される CO2 の削減につなが
ること、作業効率のアップによって人材不足を解消できること、大量のリサイクル物
を確保できること、そして、これらによって処理費を削減できることになる。したがっ
て、引き続き、当委員会では、今の市場環境が必要とする廃棄物積替え保管施設とは
何か、それをどのような環境保全策を講じてどう実現できるかを考えることとしてい
る。たとえば、収集運搬業許可という枠では不可ならば、新たに積替え保管業許可と
いうカテゴリーを廃棄物処理法のなかに設けること、都道府県単位の許可だから積替
え保管業になるが、全国で見れば中間処理施設の前受け施設になるから全国許可制度
を設けること、プラスチック資源循環促進法の認定制度の中でパターン４以降を認め
てもらうこと、などが考えられる。

この記事の読者の皆さんから、今後の検討に当たりご意見ご提案をいただければ
幸いである。

法制度検討委員会◆令和３年度	中間まとめ
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表１

送付数
回答数
回答率

Q1　産業廃棄物の積替え保管施設の規制の方向性 回答数 回答率
1　現行通り又は厳しくするべき
2　規制緩和すべき
3　どちらとも言えない
無回答

合計

Q2　設置にあたって障害となっているもの（都内） 回答数 回答率
1　廃棄物処理法
2　東京都環境確保条例
3　都市計画法、建築基準法
4　行政指導
5　その他
無回答

合計

Q3　設置にあたって障害となっているもの（都外） 回答数 回答率
1　廃棄物処理法
2　都市計画法、建築基準法
3　行政指導
4　域外物の流入制限
5　その他
無回答

合計

Q4　積替え保管施設の運営上の規制緩和の希望 回答数 回答率
1　再資源化できる物の抜き取り
2　マニフェスト運用の簡素化
3　保管限度量、日数の規制緩和
4　その他
無回答

合計

Q5　今後、どの積替え保管パターンが必要と考えますか 回答数 回答率
1　　パターン1～3で足りる
2　　パターン２及び３の契約単位
2　　パターン４
3　　パターン５
4　　パターン６
5　　パターン７
6　　その他のパターン
無回答

合計

積替え保管アンケート（会員企業）
アンケート 集計結果

２０２１年９月２８日送付
１０月２２日回答締切

法制度検討委員会◆令和３年度	中間まとめ

図１

パパタターーンン１１ パパタターーンン４４

パパタターーンン２２ パパタターーンン５５

パパタターーンン３３ パパタターーンン６６

パパタターーンン７７

積替え保管施設のパターン例

都内で現行OK 新案

A
A B

C
D

A A
A

A

A
AB

C
D

B

C
D

E
F

G

A
A

B C

A（自県）

B

C

D

A（他県）

中間処理業者

D

AA

B

C

中間処理業者E

自自社社のの積積替替ええ保保管管施施設設へへ自自社社がが搬搬入入・・搬搬出出

自自社社のの積積替替ええ保保管管施施設設にに自自社社がが搬搬入入、、他他社社がが搬搬出出

自自社社のの積積替替ええ保保管管施施設設にに他他社社がが搬搬入入、、自自社社がが搬搬出出

積積替替ええ保保管管作作業業ののみみ（（収収集集運運搬搬車車両両ななしし））

残渣物 残渣物

自社の中間処理施設併設の

残渣物保管場所に他社も同様の残渣物を持ち込む。

搬出は他社

中間処理施設での残渣保管場所

他県中間処理業者が自社で自県での

集約場所（前受け施設）を作る。搬入搬出は他社

同一中間処理業者へ運搬する場合に限り

自社の積替え保管施設に他社の荷も搬入する。

搬出は他社

都都はは施施設設単単位位

都都はは施施設設単単位位

法制度検討委員会◆令和３年度	中間まとめ
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理 事 会 ・ 委 員 会 報 告

第７２回	理事会

開催日時：		1月12日㈬14時56分〜16時20分	 場所：		協会会議室

出席者：		理事18名　/　監事2名

議題：

１．決議事項
（１）新入会員の承認
（２）令和４年度理事会等開催予定

２．協議事項
（１）令和４年度事業計画（案）
（２）令和４年度予算（案）

３．報告事項
（１）１２月の月次会計報告とマニフェスト販売状況
（２）令和３年４月〜１２月の事業報告
（３）産業廃棄物処理業者に対する行政処分

次回開催日：		第７３回理事会　３月９日㈬

建設廃棄物委員会（高橋委員長）

開催日時：		12月21日㈫15時〜	 場所：		協会会議室	 出席委員：		11名
議題及び内容：	

●建設廃棄物業界のＤＸについて

取り扱い商品（廃棄物）に関する「名称及び処理処分の情報」について排出
事業者としての最低限の知識・情報統一を図るため、現在作成中の「デジタル技
術を使った建廃Q＆A（建廃Wiki 構想）」（案）を説明し、課題解決について意
見交換を行った。

次回開催日：		未定　協会会議室（Web会議併用の可能性有）

東亜オイル興業所は、廃油リサイクル
を目的に昭和25年に創業し、本年で72
周年を迎えます。

現在は更なるリサイクル推進とCO2 排
出削減を目指して、時代のニーズに応え
た新たな事業活動を展開しています。

そこで、当社を支える五本柱となる事
業をご紹介します。
1. 環境マネジメント事業

油性廃棄物等の収集・運搬、処分を行っ
ています。完全なトレーサビリティが可能
な適正処理を行い、安心・安全な事業を
展開しています。
2.リサイクル事業

タンク残油や廃エンジンオイルなどを
ベースにした再生重油の製造・販売、セ
メント固化処理によるBWF（再生固形燃
料）の製造に加え、昨年より高粘度の廃
塗料や特管廃油を原料としたエマルジョ
ン燃料製造プラントの稼働を開始しまし
た。

油性廃棄物のリサイクル率の向上とと
もに、低コストで環境負荷の少ない高付

加価値な燃料の提供を目指しています。
3. 環境商品販売事業

生分解性のオイル処理製品販売や、
LED照明導入によるランニングコスト低
減など、環境に優しいご提案をしています。
4. 建築土木商品販売事業

サムテックは当社の登録商標です。オ
イル成分分析のノウハウを活かして開発
されたコンクリート離型剤など数々の製品
は、建設・建築・土木分野で高い評価を
いただいています。
5. サービス事業

各種設備の点検・改修・解体やタンク
清掃・漏洩検査等に加え、廃棄物のトー
タル管理のご提案などを行っています。

昨年から事務棟内のフリーアドレス化
や有志によるグリーン活動により職場環境
改善に取り組み、地域住民との交流を深
めてより一層愛される企業となるよう、『ス
ピード&チャレンジ』をモットーに社員
一丸となって100年企業を目指していま
す。

	（㈱	東亜オイル興業所　松本	智子		記）

産業資源
循環情報

No.	30

株式会社	東亜オイル興業所

１００年企業を目指す

新設のエマルジョンプラント 社員の憩いの場『屋上 TOAパーク』
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何処で 何をしている時 何がどうした 改善事項

１

工場で 砕石をダンプに
積み込み後、ダ
ンプを発進させ
た時

前日の積雪によりタイヤ
がスリップしてヒヤリとし
た

積み込み前の除雪や凍結
防止剤を散布する

２

工場で 手選別ヤードで
異物を除去して
いる時

大きな鉛がベルトコンベ
ヤーに流れてきたので、
取ろうとしたが手選別を
していた作業員の手がベ
ルトに巻き込まれそうに
なった

無理をせず大きな異物は
ベルトコンベヤーを停め
て除去する

3

現場で 改良 土置 場で
バックホウに乗ろ
うとした時

ステップに足を掛けた時
滑って転倒しそうになっ
た

三点支持※をしっかりし
て重機の乗り降りをする

4

現場で ペイローダーで
改良土をダンプ
に積み込んでい
る時

スロープから乗用車が通
り抜けたので接触しそう
になった

工場内の通行ルールを周
知徹底するとともに、か
もしれない運転を励行す
る

5

現場で 砂利の検体を採
取しようとした時

フォークリフトが出てき
たのでヒヤリとした

フォークリフトの可動位
置を確認し、反対側から
ヤードの出入りを行うこ
ととした

「ヒヤリ・ハット」の事例がございましたら、協会までお寄せください。

「他人の失敗」共有し、活かせ！改善！
「当事者意識」

声をかけ合い、目指すぞ！ゼロ災

身近なヒヤリ・ハット事例 Part		154

令和３年度　安全衛生標語コンクール　安全衛生推進委員会 委員長賞受賞作品
 （一社）東京都産業資源循環協会

※	三点支持とは、通常、両手・両足の４点のうち３点により身体を支えることを指す	
（東京労働局資料より）

行政だより

農場における死亡した家畜及び家きんの適正な処理について

農林水産省通知（令和４年１月４日付け）が、環境省廃棄物規制課を経由し、東京都
産業廃棄物対策課から当協会に送付されてきました。ここに農林水産省通知を掲載しま
す。
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投　稿

大学入学共通テスト

Recycling	Plastic
—　What	You	Need	to	Know　－	

専務理事　木村

今年も大学入学共通テストが行われた。問題が図表等を示したうえで質問に入る
形式が増えて、ここに全文を転記することが困難になってきた。産業廃棄物処理業界
に役立つと思う問題に絞ってその概要を記すこととする。

【地理 B】
１	 横軸に一人当たり GDP、縦軸に一人当たり二酸化炭素排出量としたグラフに世界

平均といくつかの国の数値を示したものから、経済発展が環境へ及ぼす影響を考
えさせる問題があった。

２	 ５か国における、化石燃料の発電量と総発電に占める割合、再生可能エネルギー
の発電量と総発電量に占める割合を示したうえで、環境への負荷を問う問題が
あった。

３	 循環型社会に向けた持続可能な資源利用の課題と取り組みについての問があっ
た。
Q３	 循環型社会に寄与するものとして適当でないものを一つ選べ。
A３	 １	 インド：　農業で家畜の糞尿を肥料にして耕作を行う
	 ２	 マレーシア：　沿岸部のマングローブ林をエビの養殖池に転換する
	 ３	 日本：　電子機器に使われていたレアメタルを都市鉱山として活用する
	 ４	 アメリカ合衆国：　ペットボトルを返却すると一部返金される制度を導入

する
４	 日本のある地域（１１市町村）の地図を示し、そこにおける人口分布と、次の３

つの公共施設、交番・駐在所、ごみ処理施設（最終処分場を含み、し尿処理施設
は含まない）、５００席以上の市民ホールの立地との関係を問う問題があった。

	 その問題そのものは自分で見ていただいて、木村が作成した問題を解いてほしい。
Q４（木村創作問題）
　地理B第３問の問２に使われた地図の場所は次のどこの県の一部か？
A４	 １	 新潟県	 ２	茨城県	 ３　神奈川県	 ４	高知県　
	 ５	宮崎県	 ６	架空の県

Recycling Plastic
—	 What You Need to Know  —	

The world is full of various types of plastic.  Look around, and you will see 
dozens of plastic items.  Look closer and you will notice a recycling symbol on them.  
In Japan, you might have seen the first symbol in Figure 1 below, but the United States 
and Europe have a more detailed classification.  These recycling symbols look like a 
triangle of chasing pointers, or sometimes a simple triangle with a number from one to 
seven inside.  This system was started in 1988 by the Society of the Plastics Industry 
in the US, but since 2008 it has been administered by an international standards 
organization, ASTM (American Society for Testing and Materials) International.  
Recycling symbols provide important data about the chemical composition of plastic 
used and its recyclability.  However, a plastic recycling symbol on an object does not 
always mean that the item can be recycled.  It only shows what type of plastic it is 
made from and that it might be recyclable.

Figure  1 :  Plastic  recycling  symbols  

So, what do these numbers mean?  One group (numbers 2, 4, and 5) is considered 
to be safe for the human body, while the other group (numbers 1, 3, 6, and 7) could be 
problematic in certain circumstances .  Let us look at the safer group first. 

High-density Polyethylene is a recycle-type 2 plastic and is commonly called 
HDPE.  It is non-toxic and can be used in the human body for heart valves and 

投　稿

【英語】
５	 プラスチックの種類別の毒性、特性、使用用途、リサイクルに関して知識を得る

のに役立つ問題があった。設問に答えるためには英語を理解したうえで種類別に
分類作業をしないとならないので、受験会場ではあせるだろうなあ。

You are in a student group preparing a poster for a scientific presentation contest 
with the theme “What we should know in order to protect the environment.”  You have 
been using the following passage to create the poster.

（注）図は協会事務局が作成
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投　稿

artificial joints.  It is strong and can be used at temperatures as low as -40°C and 
as high as 100°C.  HDPE can be reused without any harm and is also suitable for 
beer-bottle cases, milk jugs, chairs, and toys. Type 2 products can be recycled several 
times. Type 4 products are made from Low-density Polyethylene (LDPE). They are 
safe to use and are flexible. LDPE is used for squeezable bottles, and bread wrapping. 
Currently, very little Type 4 plastic is recycled. Polypropylene (PP), a Type 5 material, 
is the second-most widely produced plastic in the world. It is light, non-stretching, 
and has a high resistance to impact, heat, and freezing. It is suitable for furniture, food 
containers, and polymer banknotes such as the Australian dollar. Only 3% of Type 5 
is recycled. 

Now let us look at the second group, Types 1, 3, 6, and 7. These are more 
challenging because of the chemicals they contain or the difficulty in recycling them. 
Recycle-type 1 plastic is commonly known as PETE (Polyethylene Terephthalate), 
and is used mainly in food and beverage containers. PETE containers --- or PET 
as it is often written in Japan ― should only be used once as they are difficult to 
clean thoroughly. Also, they should not be heated above 70°C as this can cause some 
containers to soften and change shape. Uncontaminated PETE is easy to recycle and 
can be made into new containers, clothes, or carpets, but if PETE is contaminated 
with Polyvinyl Chloride (PVC), it can make it unrecyclable. PVC, Type 3, is thought 
to be one of the least recyclable plastics known. It should only be disposed of by 
professionals and never set fire to at home or in the garden. Type 3 plastic is found 
in shower curtains, pipes, and flooring. Type 6, Polystyrene (PS) or Styrofoam as it is 
often called, is hard to recycle and catches fire easily. However, it is cheap to produce 
and lightweight. It is used for disposable drinking cups, instant noodle containers, 
and other food packaging. Type 7 plastics (acrylics, nylons, and polycarbonates) are 
difficult to recycle. Type 7 plastics are often used in the manufacture of vehicle parts 
such as seats, dashboards, and bumpers.

Currently, only about 20% of plastic is recycled, and approximately 55% ends up 
in a landfill. Therefore, knowledge about different types of plastic could help reduce 
waste and contribute to an increased awareness of the environment.

Q5	 	 Under	the	first	poster	heading,	your	group	wants	to	 introduce	the	plastic	
recycling	symbols	as	explained	in	the	passage.	Which	of	the	following	is	the	
most	appropriate?

1	 	 They	are	symbols	that	rank	the	recyclability	of	plastics	and	other	related	
problems.

投　稿

2	 	 They	provide	information	on	the	chemical	make-up	and	recycling	options	
of	the	plastic.

3	 	 They	tell	the	user	which	standards	organization	gave	them	certificates	for	
general	use.

4	 	 They	were	 introduced	by	ASTM	and	developed	by	 the	Society	of	 the	
Plastics	Industry.

Q6	 	 You	have	been	asked	to	write	descriptions	of	Type	2	and	Type	3	plastics.	
Choose		the	best	options	for		　ア　　and	　イ　	.

Type	2	 　ア　
1	 	 and	commonly	known	as	a	single-use	plastic
2	 	 and	used	at	a	wide	range	of	temperatures
3	 	 but	harmful	to	humans
4	 	 but	unsuitable	for	drink	containers

Type	3	 　イ　
1	 	 difficult	to	recycle	and	should	not	be	burned	in	the	yard
2	 	 flammable;	however,	it	is	soft	and	cheap	to	produce
3	 	 known	to	be	a	non-toxic	product
4	 	 well	known	for	being	easily	recyclable

Q7	 You	 are	making	 statements	 about	 some	plastics	which	 share	 common	
properties.	 According	 to	 the	 article,	 which	 two	 of	 the	 following	 are	
appropriate?	（The	order	dose	not	matter.）	　　　　　・　　　	　　

1	 	 Boiling	water	（100°C）	can	 	be	served	 in	Type	1	and	Type	6	plastic	
containers.

2	 	 It	is	easy	to	recycle	products	with	Type	1,	2,	and	3	logos.
3	 	 Products	with	the	symbols	1,	2,	4,	5,	and	6	are	suitable	for	food	or	drink	

containers.
4	 	 Products	with	Type	5	and	Type	6	markings	are	light	in	weight.
5	 	 Type	4	and	5	plastics	are	heat	resistant	and	are	widely	recycled.
6	 	 Type	6	and	7	plastics	are	easy	to	recycle	and	environmentally	friendly.

	 ※答えは 27 ページに記載した
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※「大学入学共通テスト」（本誌 22～ 25 頁）の回答
Ａ３　２	 Ａ４　３	 Ａ５	　２	 Ａ６　ア２、　イ１	 Ａ７　３－４

（追試）2022 年 2 月 4 日公開の映画「大怪獣のあとしまつ」の中で使用されなかった用語を次
から一つ選べ。

 １ 一般廃棄物　　２ 生ごみ　　３ 燃えないごみ　　４ 動物の死体　　５ 産業廃棄物

（令和 4 年 2 月 9 日現在）

月 日 曜日 行事予定 備考

3

8 火 全産連　；　理事会　

9 水
広報委員会　１０：００〜　　　　　 ＊Ｗｅｂ会議

三役会議　／　常任理事会　	／　第７３回理事会 協会会議室

10 木 中止
　東京都医師会・当協会・東京都	共催		「令和３年度	医療廃棄物適正処理研修会」

東京都医師会館
（千代田区神田駿河台）

15 火 安全衛生推進委員会　１４：００〜１６：００ 協会会議室

17 木 女性部　幹事会 協会会議室

22 火 総務委員会　１４：００〜　／　常任理事会　１５：００〜 協会会議室

24 木 業界別人材確保支援事業	「好事例発表会」		１０：００〜１２：００　　　　＊Ｗｅｂ開催

29 火 青年部　幹事会　　１４：００〜１６：００ 協会会議室

4

13 水
広報委員会　１０：００〜 協会会議室

三役会議　／　常任理事会　	／　第７４回理事会 協会会議室

26 火 常任理事会　１５：００〜 協会会議室

27 水 青年部　幹事会　　１４：００〜１６：００ 協会会議室

表紙の言葉
●今月の写真：		［生まれ変わる公共トイレ］恵比寿公園トイレ（渋谷区）

15枚の壁が迷路のように
配置されたトイレです。鉄
筋コンクリート製ですが、
木目が型押しされていて、
まるで本物の木のような暖
かみが感じられました。

◉クリエイター：片山正通 氏　インテリアデザイナー
◉参照：「THE TOKYO TOILET」（日本財団）☞https://tokyotoilet.jp

●撮影者：	塩沢	美樹（機関誌編集担当）

女子トイレの内観 案内板（迷路のようです）
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1 月 24 日に中間処理委員会	中和・
脱水分科会で「WDS の運用方法と注
意点」Web セミナーを開催いたしま
した。40 名以上の会員の皆様にご参
加いただきましてありがとうござい
ました。Web ということで、社内で
複数名で参加いただけたことはコロ
ナ禍ということもあり良かったので
はないかと思いました。内容につき
ましては次号「とうきょうさんぱい
第 379 号」に詳しく掲載いたします
のでご覧ください。
そのセミナーの中でコミュニケー

ション不足による産業廃棄物処理に
おける事故の発生というものがあり
ました。正しく伝えていれば事故は
防げたというものです。前にも事務

局だよりで書きましたが、私たちが生活して
いく中でコミュニケーションは必要です。私
の父は古い人間なので「一を聞いて十を知れ」
とよく言っていました。今では当たり前のこ
とですが、話さないと人には伝わりません。
相手の気持ちを汲むことは必要なことですが、
何を考えているかまでは解りません。コロナ
禍が続き、人と会う機会が減り、犯罪が増え
ていると聞きました。近頃の殺傷事件は本当
に悲しくなります。仕事が無くなった方も大
勢いるので、人と話さないことが原因と一概
には言えませんが、孤立してしまうことも原
因の一つではないでしょうか。
私がこの原稿を書いている１月下旬はオミ

クロンの感染拡大が続いています。日々の陽
性者の数も更新して目を見張る毎日です。３
週間ほどでピークアウトすると言われていま
すが、皆様がこの機関誌をお手にする頃は落
ち着いていますでしょうか。5 月の定時総会
では皆様と元気にお会いできることを願って
おります。	 （深井）

“Don't	Drink	and	Drive.”	 	皆さんご
存じの事と思いますが、飲酒運転を
警告する 1980 年代頃の当時に流行
したキャッチフレーズです。歌手の
スティービーワンダーさんなど当時
のビッグアーティストがテレビやラ
ジオで社会運動として協力していま
した。私も学生の頃にアメリカのラ
ジオ放送のコマーシャルで、よく耳
にして、友人との会話でも使われて
いた決まり文句でしたので、よく記
憶しています。

今年の 4 月 1 日より、改正された道路交通
法施行規則（令和 3 年 11 月 10 日付警察庁通
達）が、施行されます。昨年 6 月千葉県八街
での飲酒運転による児童 5 人死傷事故を受け
て、そうした事態の再発を防ぐために定めら
れた改正です。
運転の欠かせない仕事をしている皆さんへ、

ここに記すまでも無い事と思いますが、ハン
ドルを握る皆さんや運行管理者、経営者の皆
さんに少し質問をしてみたいと思います。
今回の施行で、安全運転管理者の業務とし

て新たに定められたことは何ですか？
その施行で、記録保存期間は何年ですか？
アルコール検知器を定める国家公安委員会

告示の内容は運行管理者が正しく把握されて
いますか？
直行直帰の場合はどうするか？定めていま

すか？
プロの皆様に大変失礼な質問だったと思い

ますが、もしもご不安な点が御座いましたら、
所管警察署へ訊ねる、警察庁通達を改めて確
認するなど早めに対処いたしましょう。
また、本号の４〜５ページに、協会事務局

がまとめてくださったダイジェスト記事が掲
載されています。思い込みやうっかりが無い
かなど念のための確認として、ぜひご一読く
ださい。
今日も一日ご安全に。	 （森）
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