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付録１ 評価制度に関するアンケート 
「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」についてのご教示のお願い  
 
前略  

 突然のメール失礼致します。私は滋賀県立大学・環境科学部・環境計画学科・環境社会

計画専攻４回生の佐々木裕介と申します。私は、現在、卒業研究で 

「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」（以下、「評価制度」と略） 

をテーマに調査を進めております。  

 そこで、「評価制度」において情報公開が必要な項目につきまして、情報公開の

しやすさと情報公開の有無・予定等の傾向を把握したく、産廃情報ネット上に情報

を公開されている処理業者の方々に、今回、アンケートをメール添付させて頂きま

した。なおご教示頂きました内容は、統計的に処理致しますので、皆様にご迷惑を

おかけすることは決してございません。  

 つきましては、ご多忙とは存じますが、アンケートにご協力頂ければ大変ありが

たく存じます。  

 なお、誠に勝手ながら、ご協力頂けましたら、お手数ですが、メール添付で 月 日 

までに返信していただければ幸いに存じます。  

草々  

平成 18 年１１月９日  

 

滋賀県立大学 環境科学部 

環境計画学科 環境社会計画専攻 金谷研究室 

助教授 金谷 健 

４回生 佐々木 裕介(調査担当者) 

 

〒522-8533 滋賀県彦根市八坂町 2500 

研究室 TEL：0749-28-8279 

FAX：0749-28-8349 

E-Mail：sasaki3@sirius.ocn.ne.jp 
ご教示頂くにあたって  

１．この調査票に関してご質問等がございましたら、上記の金谷研究室の佐々木

まで E-mail 等にてご連絡いただければ幸いです。  
２．選択式の質問に関しては、以下の例のように１つだけ選択し網掛け   を

していただけると幸いです。  
例：会社情報に関して、評価制度での情報公開のしやすさをお教えください。 

(①  とても公開しやすい ②やや公開しやすい ③普通  

④やや公開しにくい ⑤とても公開しにくい) 
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３．この調査票では、「評価制度での情報公開」という言葉を、  
「評価制度」で求められている情報すべての、インターネット上での公開

という意味で用いております。  
 ４．質問は問１～問 32 までございますが、可能な範囲でご教示いただければ結

構です。  
ご教示頂きます貴方様の  
 
お名前      (                         様) 
 
御社名       (                                               ) 
 
ご担当部署    (                          ) 
 
お電話      (                          ) 
 
      
＊調査にご協力いただいた処理業者様のうち、調査結果の送付を希望される処理業  

者様には調査終了後 (2007 年 3 月中旬 )に、調査結果を送付させていただきます。 
  調査結果の送付を希望されますか。  

A. 希望する   
B. 希望しない  

 
 

 
〈「評価制度での情報公開」のしやすさ、についての質問〉  

 
問 1.会社情報に関して、「評価制度での情報公開」のしやすさをお教えください。  

(①とても公開しやすい ②やや公開しやすい ③普通    

④やや公開しにくい ⑤とても公開しにくい) 

 
問１で④または⑤とお答えいただいた方は、その理由をお教えください。  

理由：  
 

 
問２ .許可の内容に関して、「評価制度での情報公開」のしやすさをお教えください。 

(①とても公開しやすい ②やや公開しやすい ③普通  
④やや公開しにくい ⑤とても公開しにくい) 

 
問２で④または⑤とお答えいただいた方は、その理由をお教えください。  

理由：  
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問３ .事業の用に供する施設の概要に関して、「評価制度での情報公開」のしやすさを

お教えください。  
(①とても公開しやすい ②やや公開しやすい ③普通  
④やや公開しにくい ⑤とても公開しにくい) 
 

問３で④または⑤とお答えいただいた方は、その理由をお教えください。  
理由：  
 

 
問４ .事業場の処理工程図に関して、「評価制度での情報公開」のしやすさをお教えく

ださい。  
(①とても公開しやすい ②やや公開しやすい ③普通  
④やや公開しにくい  ⑤とても公開しにくい) 

 
問４で④または⑤とお答えいただいた方は、その理由をお教えください。  

理由：  
 

 
問５ .最終処分までの処理工程に関して、「評価制度での情報公開」のしやすさをお教

えください。  
(①とても公開しやすい ②やや公開しやすい ③普通  
④やや公開しにくい ⑤とても公開しにくい) 

 
問５で④または⑤とお答えいただいた方は、その理由をお教えください。   

理由：  
 

 
問６ .処理の実績に関して、「評価制度での情報公開」のしやすさをお教えください。 
    (①とても公開しやすい ②やや公開しやすい ③普通  

④やや公開しにくい ⑤とても公開しにくい) 
 

問６で④または⑤とお答えいただいた方は、その理由をお教えください。   
理由：  
 

 
問７ .処理施設の維持管理に関する記録に関して、「評価制度での情報公開」のしやす

さをお教えください。  
    (①とても公開しやすい ②やや公開しやすい ③普通  

④やや公開しにくい ⑤とても公開しにくい) 
 

問７で④または⑤とお答えいただいた方は、その理由をお教えください。  
理由：  
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問８ .財務諸表に関して、「評価制度での情報公開」のしやすさをお教えください。  
    (①とても公開しやすい ②やや公開しやすい ③普通  

④やや公開しにくい ⑤とても公開しにくい) 
 

問８で④または⑤とお答えいただいた方は、その理由をお教えください。   
理由：  
 

 
問９ .料金の提示方法に関して、「評価制度での情報公開」のしやすさをお教えくださ

い。  
    (①とても公開しやすい ②やや公開しやすい ③普通  

④やや公開しにくい ⑤とても公開しにくい  
 

問９で④または⑤とお答えいただいた方は、その理由をお教えください。   
理由：  
 

 
問 10.社内組織に関して、「評価制度での情報公開」のしやすさをお教えください。      

(①  とても公開しやすい ②やや公開しやすい ③普通  
④やや公開しにくい ⑤とても公開しにくい) 

 
問 10 で④または⑤とお答えいただいた方は、その理由をお教えください。   

理由：  
 

 
問 11.環境保全技術に関する資格取得状況に関して、「評価制度での情報公開」のしや

すさをお教えください。  
(①とても公開しやすい ②やや公開しやすい ③普通  
④やや公開しにくい ⑤とても公開しにくい）  

 
問 11 で④または⑤とお答えいただいた方は、その理由をお教えください。  

理由：  
 

 
問 12.産業廃棄物関係講習会の受講状況に関して、「評価制度での情報公開」のしやす

さをお教えください。  
    (①とても公開しやすい ②やや公開しやすい ③普通  

④やや公開しにくい ⑤とても公開しにくい）  
 

問 12 で④または⑤とお答えいただいた方は、その理由をお教えください。   
理由：  
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問 13.地域融和に関して、「評価制度での情報公開」のしやすさをお教えください。  
    (①とても公開しやすい ②やや公開しやすい ③普通  

④やや公開しにくい ⑤とても公開しにくい）  
 

問 13 で④または⑤とお答えいただいた方は、その理由をお教えください。   
理由： 
 

 
〈「評価制度での情報公開」の有無・予定、についての質問〉  
 
問 14.会社情報に関して、「評価制度での情報公開」の有無・予定をお教えください。  

(①すでに情報公開している ②今後、情報公開していく予定  

③今後、情報公開していく予定はない) 

 

問 14 で②とお答えいただいた方は、どの時期からの情報公開を予定しているかお教え

ください。 
（①2006 年度中 ②2007 年度 ③2008 年度 ④2009 年度 ⑤2010 年度  
⑥2011 年度 ⑦2012 年度 ⑧2013 年度 ⑨2014 年度 ⑩2015 年度以降 ) 

 
 
問 15.許可の内容に関して、「評価制度での情報公開」の有無・予定をお教えくださ

い。  
(①すでに情報公開している ②今後、情報公開していく予定  

③今後、情報公開していく予定はない) 

 

問 15 で②とお答えいただいた方は、どの時期からの情報公開を予定しているかお教え

ください。 
(①  2006 年度中 ②2007 年度 ③2008 年度 ④2009 年度 ⑤2010 年度  
⑥2011 年度 ⑦2012 年度 ⑧2013 年度 ⑨2014 年度 ⑩2015 年度以降 ) 

 
問 16.事業の用に供する施設の概要に関して、「評価制度での情報公開」の有無・予

定をお教えください。  
(①すでに情報公開している ②今後、情報公開していく予定  

③今後、情報公開していく予定はない) 

 

問 16 で②とお答えいただいた方は、どの時期からの情報公開を予定しているかお教え

ください。 
（①2006 年度中 ②2007 年度 ③2008 年度 ④2009 年度 ⑤2010 年度  
⑥2011 年度 ⑦2012 年度 ⑧2013 年度 ⑨2014 年度 ⑩2015 年度以降 ) 
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問 17.事業場の処理工程図に関して、「評価制度での情報公開」の有無・予定をお教

えください。  
(①すでに情報公開している ②今後、情報公開していく予定  

③今後、情報公開していく予定はない) 

 

問 17 で②とお答えいただいた方は、どの時期からの情報公開を予定しているかお教え

ください。 
（①2006 年度中 ②2007 年度 ③2008 年度 ④2009 年度 ⑤2010 年度  
⑥2011 年度 ⑦2012 年度 ⑧2013 年度 ⑨2014 年度 ⑩2015 年度以降 ) 

 
問 18.最終処分までの処理工程に関して、「評価制度での情報公開」の有無・予定を

お教えください。  
(①すでに情報公開している ②今後、情報公開していく予定  

③今後、情報公開していく予定はない) 

 

問 18 で②とお答えいただいた方は、どの時期からの情報公開を予定しているかお教え

ください。 
（①2006 年度中 ②2007 年度 ③2008 年度 ④2009 年度 ⑤2010 年度  
⑥2011 年度 ⑦2012 年度 ⑧2013 年度 ⑨2014 年度 ⑩2015 年度以降 ) 

 
問 19.処理の実績に関して、「評価制度での情報公開」の有無・予定をお教えくださ

い。  
(①すでに情報公開している ②今後、情報公開していく予定  

③今後、情報公開していく予定はない) 

 

問 19 で②とお答えいただいた方は、どの時期からの情報公開を予定しているかお教え

ください。 
（①2006 年度中 ②2007 年度 ③2008 年度 ④2009 年度 ⑤2010 年度  
⑥2011 年度 ⑦2012 年度 ⑧2013 年度 ⑨2014 年度 ⑩2015 年度以降 ) 

 
問 20.処理施設の維持管理に関する記録に関して、「評価制度での情報公開」の有無・

予定をお教えください。  
(①すでに情報公開している ②今後、情報公開していく予定  

③今後、情報公開していく予定はない) 

 

問 20 で②とお答えいただいた方は、どの時期からの情報公開を予定しているかお教え

ください。 
（①2006 年度中 ②2007 年度 ③2008 年度 ④2009 年度 ⑤2010 年度  
⑥2011 年度 ⑦2012 年度 ⑧2013 年度 ⑨2014 年度 ⑩2015 年度以降 ) 
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問 21.財務諸表に関して、「評価制度での情報公開」の有無・予定をお教えください。  
(①すでに情報公開している ②今後、情報公開していく予定  

③今後、情報公開していく予定はない) 

 

問 21 で②とお答えいただいた方は、どの時期からの情報公開を予定しているかお教え

ください。 
（①2006 年度中 ②2007 年度 ③2008 年度 ④2009 年度 ⑤2010 年度  
⑥2011 年度 ⑦2012 年度 ⑧2013 年度 ⑨2014 年度 ⑩2015 年度以降 ) 

 
問 22.料金の提示方法に関して、「評価制度での情報公開」の有無・予定をお教えく

ださい。  
(①すでに情報公開している ②今後、情報公開していく予定  

③今後、情報公開していく予定はない) 

 

問 22 で②とお答えいただいた方は、どの時期からの情報公開を予定しているかお教え

ください。 
（①2006 年度中 ②2007 年度 ③2008 年度 ④2009 年度 ⑤2010 年度  
⑥2011 年度 ⑦2012 年度 ⑧2013 年度 ⑨2014 年度 ⑩2015 年度以降 ) 

 
問 23.社内組織に関して、「評価制度での情報公開」の有無・予定をお教えください。  

(①すでに情報公開している ②今後、情報公開していく予定  

③今後、情報公開していく予定はない) 

 

問 23 で②とお答えいただいた方は、どの時期からの情報公開を予定しているかお教え

ください。 
（①2006 年度中 ②2007 年度 ③2008 年度 ④2009 年度 ⑤2010 年度  
⑥2011 年度 ⑦2012 年度 ⑧2013 年度 ⑨2014 年度 ⑩2015 年度以降 ) 

 
問 24.環境保全技術関する資格取得状況に関して、「評価制度での情報公開」の有無・

予定をお教えください。  
い。  

(①すでに情報公開している ②今後、情報公開していく予定  

③今後、情報公開していく予定はない) 

 

問 24 で②とお答えいただいた方は、どの時期からの情報公開を予定しているかお教え

ください。 
（①2006 年度中 ②2007 年度 ③2008 年度 ④2009 年度 ⑤2010 年度  
⑥2011 年度 ⑦2012 年度 ⑧2013 年度 ⑨2014 年度 ⑩2015 年度以降 ) 
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問 25.産業廃棄物関係講習会に関して、「評価制度での情報公開」の有無・予定をお

教えください。  
(①すでに情報公開している ②今後、情報公開していく予定  

③今後、情報公開していく予定はない) 

 

問 25 で②とお答えいただいた方は、どの時期からの情報公開を予定しているかお教え

ください。 
（①2006 年度中 ②2007 年度 ③2008 年度 ④2009 年度 ⑤2010 年度  
⑥2011 年度 ⑦2012 年度 ⑧2013 年度 ⑨2014 年度 ⑩2015 年度以降 ) 

 
問 26.地域融和に関して、「評価制度での情報公開」の有無・予定をお教えください。  

(①すでに情報公開している ②今後、情報公開していく予定  

③今後、情報公開していく予定はない) 

 

問 26 で②とお答えいただいた方は、どの時期からの情報公開を予定しているかお教え

ください。 
（①2006 年度中 ②2007 年度 ③2008 年度 ④2009 年度 ⑤2010 年度  
⑥2011 年度 ⑦2012 年度 ⑧2013 年度 ⑨2014 年度 ⑩2015 年度以降 ) 

 
〈「遵法性の評価基準」への適合、についての質問〉  

以下の「遵法性の評価基準」への適合とは、直近の過去５年間継続して該当す

る廃棄物処理業を営んでおり、その間に廃棄物処理法 (その他環境関係法令 )に
基づく命令などの不利益処分を受けていないということを示します。  

 
問 27.遵法性に関して、評価基準への適合のしやすさをお教えください？  
      (①とても適合しやすい ②やや適合しやすい ③普通  

④やや適合しにくい ⑤とても適合しにくい）  
 

問 27 で④または⑤とお答えいただいた方はその理由をお教えいただけますか。 
理由： 
 

 
〈「環境保全への取組の評価基準」への適合、についての質問〉 

以下の「環境保全への取組の評価基準」への適合とは、ISO14001 規格、エコア

クション 21 など一定の環境マネジメントシステムに係る第三者認証または地

方公共団体の認定のいずれかを取得していることを示します。  
 
問 28.環境保全への取組に関して、評価基準への適合のしやすさをお教えください。  
      (①とても適合しやすい ②やや適合しやすい ③普通  

④やや適合しにくい ⑤とても適合しにくい）  
問 28 で④または⑤とお答えいただいた方はその理由をお教えいただけますか。  

理由：  
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問 29.環境保全への取組に関して、評価基準への適合の有無・予定をお教えくださ

い。  
(①すでに適合している ②今後、適合していく予定  

③今後、適合していく予定はない) 

 

問 29 で②とお答えいただいた方は、どの時期からの評価基準への適合を予定している

かお教えください。 
（①2006 年度中 ②2007 年度 ③2008 年度 ④2009 年度 ⑤2010 年度  
⑥2011 年度 ⑦2012 年度 ⑧2013 年度 ⑨2014 年度 ⑩2015 年度以降) 

 
〈許可更新の予定についての質問〉  

 
問 30.次回の許可更新の予定をお教えいただけませんか。  

    年    月  
 

問 31．最後の質問となりましたが、この「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る

評価制度」が施行されて大きく変化したこと、問題点など、何かございま

したら率直な意見をご教示下さい。また当アンケートに関するご意見、ご

感想等ございましたらこちらも率直なご意見をご教示下さい。  

 

多くのご教示をいただき、大変ありがとうございました。 

 


