第三章 「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」における各評価 項
目への、処理業者の情報開示の状況
3-1 はじめに
本章では、評価制度における情報公開をしている処理業者を対象に調査を行い、評価制
度の各評価項目への、処理業者の情報開示の状況を調査した結果について述べる。
3-2 評価制度の全体的な現状把握のためのネット調査
3-2-1 ネット調査目的
「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」における、各評価項目へ
の処理業者の情報開示の状況を明らかにすること。
3-2-2 ネット調査方法
3-2-2-1 調査対象
ネット調査で行う対象は、産廃情報ネット上に情報開示している処理業者 1278 社（2006
年 6 月〜9 月）とした 1)。
3-2-2-2 実施方法
産廃情報ネット上の情報開示システムを利用し、処理業者 1278 社（2006 年 6 月〜9 月）
の各評価項目への情報開示の有無をそれぞれＥｘｃｅｌに整理した 1)。
そして、それら整理した情報を集計した。
3-2-2-3 調査期間
2006 年 6 月〜9 月
3-2-3 ネット調査項目
以下の各評価項目に関して、Excel を利用しデータ整理を行った。
①会社情報
②許可の内容
③施設及び処理の状況
・事業の用に供する施設の概要
・事業場の処理工程図
・最終処分までの処理工程
・処理の実績
・処理施設の維持管理に関する記録
④財務諸表
⑤料金
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⑥社内組織体制
・社内組織
・環境保全技術に関する資格取得状況
・産業廃棄物関係講習会の受講状況
⑦地域融和
⑧評価基準に適合していることについての自己申告（任意）
・遵法性
・情報開示
・環境保全への取り組み 1)
3-2-4 ネット調査結果
3-2-4-1 会社情報
会社情報の評価基準は、氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の
氏名の情報を公開していること。
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び就任年月日、法人の名称、設立年月日、
資本金又は出資金及び事業の内容の情報を公開していること。
申請者が個人である場合には、事業の内容の情報を公開していることである 2）。
下の表 3-1 は会社情報の項目について、情報公開の有無を示したものである。
表 3-1 会社情報に関して情報公開の有無

名称
住所
代表者名
役員の氏名および役員就
任年月日
法人設立年月日
名称、資本金及び事業の内
容の変更履歴

情報開示あり

情報開示なし

１２７８／１２７８社

０／１２７８社

＝１００％

＝０％

１２７４／１２７８社

４／１２７８社

＝９９．７％

＝０．３％

１２６３／１２７８社

１５／１２７８社

＝９８．８％

＝１．２％

１１８５／１２７８社

９３／１２７８社

＝９２．７％

＝７．３％

１２３１／１２７８社

４７／１２７８社

＝９６．３％

＝３．７％

１１８６／１２７８社

９２／１２７８社

＝９２．８％

＝７．２％
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表 3-1 から、会社情報の項目について、情報を公開することは比較的容易であるという
ことがわかる。その理由として、会社情報の内容は、形式的に情報を公開しやすいとい
うことが考えられる。また会社情報の内容は頻繁に更新するものでもないので、情報公
開しやすいということが１つ考えられる。
3-2-4-2 許可の内容
許可の内容の評価基準は、事業計画の概要、産業廃棄物処理業の許可書の記載事項の
情報を公開していることである 2)。
下の表３−２は、許可の内容の項目について、情報公開の有無を示したものである。
表 3-2 許可の内容に関して情報公開の有無
事業計画の概要

許可証の記載事項

情報開示あり

情報開示なし

１１５８／１２７８社

１２０／１２７８社

＝９０．６％

＝９．４％

７９１／１２７８社

４８７／１２７８社

＝６１．９％

＝３８．１％

７３２／１２７８社

５４６／１２７８社

＝５７．３％

＝４２．７％

（文字で記載する場合）
許可証の記載事項
（許可証の写しの画像を
貼り付ける場合）

表 3-2 から、事業計画の概要の項目に関しては、情報開示あり 90.6％と情報公開しやす
いことがわかる。それに対し、許可証の記載事項の項目に関しては、情報開示ありが約 6
割、情報開示なしが約 4 割である。このことから、許可証の記載事項の項目は、情報公
開しにくい面があるということがわかる。
3-2-4-3 施設及び処理の状況
3-2-4-3-1 事業の用に供する施設の概要
事業の用に供する施設の概要の評価基準は、収集運搬業者については、事業の用に供
する施設の種類、処理能力並びに処理方式、構造及び設備の概要の情報を公開している
こと。
処分業者については、事業の用に供する施設の種類、当該施設において処理する産業
廃棄物の種類、設置場所、設置年月日、処理能力並びに処理方式、構造及び設備の概要
の情報を公開していることである 2)。
下の表 3-3 は、収集運搬業者における事業の用に供する施設の概要の項目について、情
報公開の有無を示したものである。
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表 3-3 事業の用に供する施設の概要（収集運搬業者）に関して情報公開の有無
運搬車両ごとの車両形式、

情報開示あり

情報開示なし

１０５０／１２７８社

２２８／１２７８社

＝８２．２％

＝１７．８％

８２８／１２７８社

４５０／１２７８社

＝６４．８％

＝３５．２％

規模・能力（積載量等）
積替保管施設ごとの面積、
保管上限量等

表 3-3 から、運搬車両ごとの車両形式、規模・能力の項目に関して、情報開示ありが約
8 割、情報開示なしが約 2 割と比較的情報を公開しやすいことがわかる。
積替保管施設ごとの面積、保管上限量等の項目に関しては、情報開示ありが約 6 割 5
分、情報開示なしが約 3 割 5 分と比較的情報を公開することが困難であることがわかる。
下の表 3-4 は、処分業者における事業の用に供する施設の概要の項目について、情報公
開の有無を示したものである 2)。
表 3-4 事業の用に供する施設の概要（処分業者）に関して情報公開の有無
情報開示あり

情報開示なし

棄物の種類、設置場所、設置年月

８１８／１２７８社

４６０／１２７８社

日、処理能力（規模）、処理方式、

＝６４．０％

＝３６．０％

処理施設の種類、処理する産業廃

構造および設備の概要等
表 3-4 から、事業の用に供する施設の概要（処分業者）に関して、情報開示ありが 64.0％、
情報開示なしが 36.0％と比較的情報を公開することが困難なことがわかる。公開しなけ
ればならない項目が多いことが原因であると考えられる。
3-2-4-3-2 事業場の処理工程図
事業場の処理工程図の評価基準は、事業場の処理工程図の情報を公開していることで
ある 2)。
下の表 3-5 は、事業場の処理工程図の項目について、情報公開の有無を示したものであ
る。
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表 3-5 事業場の処理工程図に関して情報公開の有無

事業場の処理工程図

情報開示あり

情報開示なし

６２２／１２７８社

６５６／１２７８社

＝４８．７％

＝５１．３％

表 3-5 から、事業場の処理工程図に関して、情報開示ありが 48.7％、情報開示なしが
51.3％と比較的情報を公開することが困難なことがわかる。
3-2-4-3-3 最終処分までの処理工程
最終処分までの処理工程の評価基準は、産業廃棄物の種類ごとの最終処分が終了する
までの一連の処理の行程の情報を公開していることである 2)。
下の表 3-6 は、最終処分までの処理工程の項目について、情報公開の有無を示したもの
である。
表 3-6 最終処分までの処理工程に関して情報公開の有無
情報開示あり

情報公開なし

終了するまでの一連の処理の行程、外

３１６／１２７８社

９６２／１２７８社

部委託する場合はその詳細も含む（文

＝２４．７％

＝７５．３％

終了するまでの一連の処理の行程、外

５０５／１２７８社

７７３／１２７８社

部委託する場合はその詳細も含む（画

＝３９．５％

＝６０．５％

産業廃棄物の種類ごとの最終処分が

字で記述する場合）
産業廃棄物の種類ごとの最終処分が

像を貼り付ける場合）
表 3-6 から、最終処理までの処理工程に関する情報は、情報公開することが困
難であることがわかる。文字で記述する場合と画像を貼り付ける場合を比較する
と、文字で記述する場合は情報開示あり 24.7％、画像を貼り付ける場合は情報開
示あり 39.5％と画像を貼り付ける場合の方が情報を公開しやすいということがわ
かる。
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3-2-4-3-4 処理の実績
処理の実績の評価基準は、直前 1 年間の産業廃棄物の種類ごとの処理の実績の情報を
公開していること。
収集運搬業者については、各月の受入量及び運搬方法ごとの運搬量の情報を公開して
いること。
処分業者については、各月の受入量、処分方法ごとの処分量、並びに中間処理の産業
廃棄物の持出先及び各持出先における処分方法ごとの処分量の情報を公開していること
である 2)。
下の表 3-7 は、収集運搬業者における処理の実績の項目について、情報公開の有無を示
したものである。
表 3-7 処理の実績（収集運搬業者）に関して情報公開の有無
廃棄物の種類および月ごとの直前 1 年分
の受入量および運搬方法ごとの運搬量（文
字で記述する場合）
廃棄物の種類および月ごとの直前 1 年分
の受入量および運搬方法ごとの運搬量（画
像を貼り付ける場合）

情報開示あり

情報開示なし

３０６／１２７８社

９７２／１２７８社

＝２３．９％

＝７６．１％

６４６／１２７８社

６３２／１２７８社

＝５０．５％

＝４９．５％

表 3‑7 から、収集運搬業者にとって、処理の実績の項目に関して、情報公開
することは困難であることがわかる。文字で記述する場合と画像を貼り付ける
場合を比較すると、文字で記述する場合は情報開示あり 23.9％、画像を貼り
付ける場合は情報開示あり 50.5％と画像を貼り付ける場合の方が情報を公開
しやすいということがわかる。
下の表 3-8 は、処分業者における処理の実績の項目について、情報公開の有無を示した
ものである。
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表 3-8 処理の実績（処分業者）に関して情報公開の有無

廃棄物の種類、処分方法および月ご
との直前 1 年分の受入量、処分量、
残さ処分量（文字で記述する場合）
廃棄物の種類、処分方法および月ご
との直前 1 年分の受入量、処分量、
残さ処分量（画像を貼り付ける場合）

情報開示あり

情報開示なし

２２７／１２７８社

１０５１／１２７８社

＝１７．８％

＝８２．２％

５２４／１２７８社

７５４／１２７８社

＝４１．０％

＝５９．０％

表 3-8 から、処分業者にとって、処理の実績の項目に関して、情報公開することは困難
であることがわかる。文 字 で 記 述 す る 場 合 と 画 像 を 貼 り 付 け る 場 合 を 比 較 す る と 、
文字で記述する場合は情報開示あり 17.8％、画像を貼り付ける場合は情報開示あ
り 41.0％と画像を貼り付ける場合の方が情報を公開しやすいということがわかる 。
3-2-4-3-5 処理施設の維持管理に関する記録
処理施設の維持管理に関する記録の評価基準は、産業廃棄物処理施設を設置している
場合には、直前 1 年間分の施設維持管理の記録の情報を公開していることである 2)。
下の表 3-9 は、処理施設の維持管理に関する記録の項目について、情報公開の有無を示
している。
表 3-9 処理施設の維持管理に関する記録に関して情報公開の有無
直前 1 年分の施設維持管理の記
録（文字で記述する場合）
直前 1 年分の施設維持管理の記
録（画像を貼り付ける場合）

情報開示あり

情報開示なし

３８８／１２７８社

８９０／１２７８社

＝３０．４％

＝６９．６％

２０１／１２７８社

１０７７／１２７８社

＝１５．７％

＝８４．３％

表 3‑9 から、処理施設の維持管理に関する記録の項目について情報公開することは、
困難であることがわかる。表 3‑8 から、処分業者にとって、処理の実績の項目に関して、
情報公開することは困難であることがわかる。文字で記述する場合と画像を貼り付ける
場合を比較すると、文字で記述する場合は情報開示あり 30.4％、画像を貼り付ける場合
は情報開示あり 15.7％と文字で記述する場合の方が情報を公開しやすいということがわ
かる。
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3-2-4-4 財務諸表
財務諸表の評価基準は、直前 3 年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書の
情報を公開していることである 2)。
下の表 3-10 は、財務諸表の項目について、情報公開の有無を示している。
表 3-10 財務諸表に関して情報公開の有無
情報開示あり
前年貸借対照表
６７．６％
前年損益計算書
６６．５％
前々年貸借対照表
６６．３％
前々年損益計算書
６５．５％
前々々年貸借対照表
６５．７％
前々々年損益計算書
６４．９％

情報開示なし
３２．４％
３３．５％
３３．７％
３４．５％
３４．３％
３５．１％

表 3-10 から、財務諸表の情報を開示している業者は、1278 社全体中
の約 3 分の 2 で、逆に情報を開示していない業者は全体の約 3 分の 1 であった。
業者にとって財務諸表を情報として開示することは比較的困難なことがわかる。
3-2-4-5 料金の提示方法
料金の提示方法の評価基準は、事業者がその産業廃棄物の処理を申請者に委託するに
当たって支払う料金を提示する方法の情報を公開していることである 2)。
下の表 3-11 は、料金の提示方法の項目について、情報公開の有無を示している。
表 3-11 料金の提示方法に関して情報公開の有無
情報開示あり

情報開示なし

１０５２／１２７８

２２６／１２７８

＝８２．３％

＝１７．７％

料金表または料金算定式

５２２／１２７８

７５６／１２７８

（文字で記述する場合）

＝４０．８％

＝５９．２％

料金表または料金算定式

２１７／１２７８

１０６１／１２７８

＝１７．０％

＝８３．０％

料金の提示方法
（料金表による、料金算定式によ
る、見積書による、など）

（画像を貼り付ける場合）

表 3-11 から、料金の提示方法の情報開示ありは 82.3％、情報開示なしは 17.7％と比較
的情報公開されている。しかし、料金表または料金算定式の項目では、情報開示ありが
40.8％、情報開示なしが 59.2％とあまり情報公開されていないことがわかる。この理由と
して、料金の提示方法の項目で個別見積りと回答している業者が多かったことが考えら
れる。
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3-2-4-6 組織体制
3-2-4-6-1 社内組織
社内組織の評価基準は、業務を所掌する組織及び人員配置を明確にした図の情報を公
開していることである 2)。
下の表 3-12 は、社内組織の項目について、情報公開の有無を示している。
表 3-12 社内組織に関して情報公開の有無

社内組織図

人員配置および職務分掌

情報開示あり

情報開示なし

８７６／１２７８社

４０２／１２７８社

＝６８．５％

＝３１．５％

９０７／１２７８社

３７１／１２７８社

＝７１．０％

＝２９．０％

表 3-12 から、社内組織図の項目に関して、情報開示あり約 7 割、情報開示なし
約 3 割と比較的情報公開しやすいことがわかる。人員配置および職務分掌の項目
に関しても、情報開示有約 7 割、情報開示なし約 3 割と比較的情報公開しやすい
ことがわかる。
3-2-4-6-2 環境保全技術に関する資格取得状況
環境保全技術に関する資格取得状況の評価基準は、産業廃棄物の処理その他環境保全
に係る技術に関する資格の種類ごとの当該資格を取得した者の数の情報を公開している
ことである 2)。
下の表 3-13 は、環境保全技術に関する資格取得状況の項目について、情報公開の有無
を示している。
表 3-13 環境保全技術に関する資格取得状況に関して情報公開の有無

環境関連技術資格の名称
と取得人数

情報開示あり

情報開示なし

９３１／１２７８社

３４７／１２７８

＝７２．８％

＝２７．２％

表 3-13 から、環境保全技術に関する資格取得状況の項目に関して、情報開示ありが約
7 割、情報開示なしが約 3 割と比較的情報公開しやすいことがわかる。
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3-2-4-6-3 産業廃棄物関係講習会の受講状況
産業廃棄物関係講習会の受講状況の評価基準は、産業廃棄物の処理に係る講習会の修
了した者の数の情報を公開していることである 2)。
下の表 3-14 は、産業廃棄物関係講習会の受講状況の項目について、情報公開の有無を
示している。
表 3-14 産廃廃棄物関係講習会の受講状況に関して情報公開の有無
受講した産廃関連講習会ごとに名称・
実施者・修了日および修了者数ならび

情報開示あり

情報開示なし

１０２３／１２７８社

２５５／１２７８社

＝８０．０％

＝２０．０％

に修了番号

表 3-14 から、産業廃棄物関係講習会の受講状況の項目に関して、情報開示ありが 8 割、
情報開示なしが 2 割と比較的情報公開しやすいことがわかる。
3-2-4-7 地域融和
地域融和の評価基準は、事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対
する事業場の公開の有無の情報を公開していることである 2)。
下の表 3-15 は、地域融和の項目について、情報公開の有無を示している。
表 3-15 地域融和に関して情報公開の有無

地域融和

情報開示あり

情報開示なし

９０５／１２７８社

３７３／１２７８社

＝７０．８％

＝２９．２％

表 3-15 から、地域融和の項目に関して、情報開示ありが約 7 割、情報開示なし
が約 3 割と比較的情報公開しやすいことがわかる。
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3-2-4-8 評価基準に適合していることについての自己申告（任意）
3-2-4-8-1 遵法性
遵法性の評価基準は、法、浄化槽法又は令第 4 条の 6 に規定する法令の規定による不
利益処分を受け、その不利益処分のあった日から 5 年を経過しない者に該当せず、申請
の際直前の 5 年以上にわたり当該許可申請の区分と同じ区分の許可を受けて産業廃棄物
処理業を的確に行っていることである 2)。
下の表 3-16 は、遵法性の項目について、情報公開の有無を示している。
表 3-16 遵法性に関して情報公開の有無
遵法性に関して適合して
いることの申告

情報開示あり

情報開示なし

５２５／１２７８社

７５３／１２７８社

＝４１．１％

＝５８．９％

遵法性に関して、情報開示ありが 41.1％、情報開示なしが 58.9％とあまり情報公開さ
れていないことがわかる。理由として、この項目が自己申告かつ任意であるということ
が 1 つ考えられる。
提案として、遵法性の項目に関して、自己申告ではなく、環境省又は各自治体で公表
している行政処分の情報もまとめて閲覧できるようにしてはどうかということも考えら
れる。そうすることで、排出事業者にとってより良い判断材料になるのではないだろう
か。
3-2-4-8-2 情報開示
情報開示の評価基準は、申請の際直前 5 年以上にわたり、会社情報から地域融和まで
のすべての項目をインターネット上で公開し、それぞれの項目ごとに定められた頻度で
更新していることである 2)。
下の表 3-17 は情報開示の項目について、情報公開の有無を示している。
表 3-17 情報開示に関して情報公開の有無
情報開示に関して適合し
ていることの申告

情報開示あり

情報開示なし

５０７／１２７８社

７７１／１２７８社

＝３９．７％

＝６０．３％

情報公開に関して、情報開示ありが 39.7％、情報開示なしが 60.3％とあまり情報公開
されていないことがわかる。理由として、この項目が自己申告かつ任意であるというこ
とが 1 つ考えられる。
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3-2-4-8-3 環境保全への取り組み
環境保全への取り組みの評価基準は、事業活動に係る環境配慮の取組が、その体制及
び手続に係る標準的な規格等に適合していることについて、環境大臣が定める認証制度
により認められていることである 2)。
下の表 3-18 は、環境保全への取り組みの項目について、情報公開の有無を示している。
表 3-18

環境保全への取り組みに関する情報公開の有無

環境保全に関して適合し

情報開示あり

情報開示なし

６４７／１２７８社

６３１／１２７８社

＝５０．６％

＝４９．４％

ていることの申告

環境保全への取り組みに関して、情報開示ありが 50.6％、情報開示なしが 49.4％とあ
まり情報公開されていないことがわかる。理由として、この項目が自己申告かつ任意で
あるということが 1 つ考えられる。
下の表 3-19 の環境保全への取り組みの項目に対する取り組み状況とは、具体的に環境
保全への取り組み状況を情報開示システムを利用して集計したものである。（ＩＳＯ
14001 とエコアクション 21、取得といったように重複あり。）
表 3-19 環境保全への取り組みの項目に対する取り組み状況(重複あり)
ＩＳＯ14001 取得企業

４４１社

エコアクション 21

４６社

ＩＳＯ9001

６８社

その他

９社

ＩＳＯ、エコアクション取得に向け取り組み中
なし

１８社
６３１社

約 半数 の企業 は、 現状で は取 り組み 「な し」で ある 。取り 組み が困難 な理 由 と
して、１つ経費の問題が考えられる。ＩＳＯ14001 を認証取得することで仕事が
増える可能性がある反面、それに伴う直接、間接を問わず経費が発生するのであ
る。とにもかくにも、環境保全への取り組み「なし」では評価基準に適合できな
いので、これらの企業の今後の動向が注目される。
なおＩＳＯ14001 を取得している企業は 441 社となっており、全体の半数以下ながらも
普及している方である。それに比べ、エコアクション 21 は 46 社と普及率が低い状況に
ある。
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3-3

まとめ

本 章 で は 、「 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 の 優 良 性 の 判 断 に 係 る 評 価 制 度 」 に お け る 各
評 価 項 目 への 、 処 理 業者 の 情報開示の状況を、産廃情報ネット上に情報開示している
処理業者 1278 社を対象に調査した。本 章 で 明 ら か に な っ た こ と を 以 下 に ま と め る 。
下の表 3-20 は情報開示ありの割合が高い順に、各評価項目を並べたものである。
注）・ 表 3-20 の情報開示ありの割合は、各評価項目のさらに小さな項目の情報開示あり
の割合を平均化したものである。
・

網掛け部分は、施設及び処理の状況に関する項目である。

表 3-20 各評価項目の情報開示ありの割合
評価項目
７５〜１００％

５０〜７５％

２５〜５０％

０〜２５％

情報開示あり

会社情報

96.7%

産業廃棄物関係講習会の受講状況

80.0%

環境保全技術に関する資格取得状況

72.8%

地域融和

70.8%

事業の用に供する施設の概要

70.3%

許可の内容

69.9%

社内組織

69.8%

財務諸表

66.1%

環境法全への取り組み

50.6％

事業場の処理工程図

48.7%

料金の提示方法

46.7%

遵法性

41.1％

情報開示

39.7％

処理の実績

33.3%

最終処分までの処理工程

32.1%

処理施設の維持管理に関する記録

23.1%

表 3-20 から、評価項目によって、情報公開の取り組みの現状にばらつきがあることが
わかる。
情報開示ありの割合が高かった項目を見ると、会社情報、産業廃棄物関係講習会の受
講状況や環境保全技術に関する資格取得状況などの組織体制といった形式的に情報を公
開できる項目が目立った。
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それに比べ、情報開示ありの低い項目は処理施設の維持管理に関する記録や最終処分
までの処理工程や処理の実績など施設及び処理の状況に関する項目が目立った。この施
設処理の状況の項目は、本来、排出事業者が処理業者を優良であるか否か判断する際、
最も見るべき項目である。その項目の情報開示の割合が低いということは、問題である。
処理業者が未だ評価制度に積極的に取り組んでいないだけなのか、それとも情報公開
しにくい理由が何かあるのか、四章で明らかにしていきたいと思う。
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