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この小冊子について
社団法人 全国産業廃棄物連合会は、産業廃棄物の適正処理の推進、及び産業廃棄物問題の解決に取り組ん
でいます。そのための広報活動の一環として、産業廃棄物に日頃接することの少ない一般の方々に、暮らしとも
無縁ではありえなくなっている産業廃棄物を正しく理解していただこうと小冊子「産業廃棄物ガイドブック」を
作成しました。
産業廃棄物問題を理解するための入門資料として、少しでもお役に立てれば幸いです。
この小冊子を展示パネル（A2 サイズ、594×420mm、全15枚）にしたものを貸し出しています。社内啓蒙教育や各種展示会などを開催する
際にぜひご活用下さい。なお貸し出しについては無料ですが往復の送料は申込者の負担となります（宅配便着払）。展示パネル貸し出しに
関するお問い合わせは、当連合会事業部までお願いいたします。

Introduction of this booklet
The National Federation of Industrial Waste Management Associations promotes the proper disposal of industrial waste
and searches for solutions to problems which arise in industrial waste management. As part of the public relations
activities of the association, we have produced this booklet “Industrial Waste Guidebook” for the general citizenry to learn
more about the industrial waste issues which are increasingly influencing our lives.
We hope this booklet will be of some assistance to the readers in general as a ‘get-acquainted’ guide for industrial waste
issues.
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産業廃棄物 なんて
「私には関係ないもの」と思われがちですが
本当にそうでしょうか？
今、どんな服を着ていますか？
クルマはお持ちですか？
職場で使うものや作るものには、どんなものがありますか？
病気のときにはどうしますか？
服を作る工場からは、裁断くずなどがたくさん出されます。
自動車工場や電気製品などを作る工場からはなにが出てくるでしょうか。
金属のくず、プラスチックくず、割れたガラス……すべて産業廃棄物です。
あなたのお仕事だって産業廃棄物をうみだしているのです。
病院に行ったら、注射をされたり、クスリをもらったりしますね。
使われた注射針がその後どうなるか考えたことがありますか。
やはりこれも、感染性と言われるたいへん危険な産業廃棄物になるのです。
このように、私たちがふだん暮らしていく中では気がつかないところから
さまざまな産業廃棄物が生まれています。
人々が便利で快適な生活をいとなむために排出されている大量の産業廃棄物…
この産業廃棄物が正しく処理されなければどうなるでしょうか。
自然環境が破壊され、私たちの生活環境が汚染されてしまいます。
環境の破壊はやがて産業活動の停滞をももたらすことになります。
だからこそ減量化・再資源化、そして適正な処理が必要なのです。
環境を守り、産業を支える
それが私たち産業廃棄物処理業界の仕事です。

The term “Industrial Waste”
might seem to have nothing to do with you.
But, is that true?
What sort of clothes do you wear every day?
Do you own a car?
What do you use at your office or produce in your workshop?
What do you use when you are ill?
A great amount of cutting waste is generated in a dress-making factory. What type of waste is generated from
an automobile plant or an electrical appliance factory? Metallic waste, plastic waste, broken glass, etc., which
are generated from such factories are all types of industrial waste. You also help generate industrial waste
through working for an office or a company. In addition, you may get an injection or receive some medicine
when you go to a hospital. Have you ever thought of how the injector needles are disposed of after use? Used
injector needles are classified as one of the most hazardous types of industrial waste as a result of the danger
of infection.
In this way, immense amounts of industrial waste are produced in our society every day, although we are not
really conscious of it. A huge amount of industrial waste is generated to provide convenient and comfortable
lives for the members of our society.
What do you imagine would happen if this industrial waste was not disposed of properly?
The natural environment would be destroyed and our urban surroundings would be contaminated. Such
environmental destruction would lead to sluggish industrial activities. That is why we must reduce, recycle,
and dispose of industrial waste properly.
“Conserving the environment and supporting industries” are the important tasks of the Industrial Waste
Management Contractors.
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サンパイってなんだ？
Definition of Industrial Waste

サンパイ
（産業廃棄物）が問題になっています。
「このままでは日本じゅうがごみだらけになってしまうぞ」とか
「地球環境に云々」とか
「不法投棄が………」とか
「だれの責任だ」などなど。
では、産業廃棄物とは一体どういうものなのでしょうか？
Today, industrial waste have become an important issue.
You also must have heard someone say something like this:
“Soon we will see this country full of litter and waste,”
“The earth's environment is at risk,”
“Illegal dumping is rampant,” or
“Who is to blame for this ecological disaster?”
So, what exactly is industrial waste?

廃棄物の定義

Definition of Solid Waste

法律では、
「汚物または不用物であって、固形状または液状のもの」と定義されています。
要するに、
「金を出して買おうという者がいない様なしろもの」です。
“Solid waste” is defined as wasted or unnecessary solids or liquids so designated by law. In other words, solid waste
means any type of item which has lost its economic value.

産業廃棄物の定義

Definition of Industrial Waste

「廃棄物のうち、事業活動に伴って発生するもの」が産業廃棄物です。
つまり、家庭で個人が発生させるごみ（一般廃棄物）以外の廃棄物のことです。
“Industrial waste” is the term for that solid waste produced in industrial activities or operations. In short, it is all the
solid waste excluding that waste generated by individual citizens in daily life (general waste).

特別管理産業廃棄物の定義

Definition of Special Control Industrial Waste

産業廃棄物のうち、人の健康または、生活環境に被害を及ぼすおそれのある特に有害な廃棄物です。
つまり毒物を含んでいたり、爆発したり、感染したりする危険なものです。
“Special control industrial waste” refers to that hazardous waste in particular which may affect healthy human living or
aggravate the living environment. Special control industrial waste is regarded as being dangerous due to the chance
of it containing toxic substances, unintentionally dispersing, or causing epidemics or infection.

特別管理産業廃棄物
産業廃棄物
Industrial waste

Special control industrial waste

特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物
Industrial waste other than special control
industrial waste

廃棄物
Solid
Waste

特別管理一般廃棄物
Special control general waste

一般廃棄物
General waste

特別管理一般廃棄物以外の一般廃棄物
General waste other than special control
general waste
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産業廃棄物の分類
Classification of Industrial Waste
燃え殻
1 Cinders

（石炭火力発電所から発生する石炭がらなど）

2 汚

泥

（工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの）

3 廃

油

4 廃

酸

(Coal cinders or the like generated at a coal-thermal power plant)
(muddy waste discharged from an industrial wastewater treatment system or from
a product manufacturing process)

Sludge

（潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの）

Waste oil

(used lubricating oil, cleaning oil, etc.)

（酸性の廃液）

Waste acid

5 廃アルカリ

(used acidic liquid)

（アルカリ性の廃液）

Waste alkali

(used alkaline liquid)

（合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物）
6 廃プラスチック類
Waste plastics

(resin, synthetic textile, synthetic rubber)

7 紙くず

（紙製造業、製本業などの特定の業種及び工作物の新築、改装（増築を含む）又は除去に伴って排出されるもの）

木くず
8 Chips, sawdust

（木材製造業などの特定の業種及び工作物の新築、改装（増築を含む）又は除去に伴って排出されるもの及び
貨物の流通のために使用したパレット）

(generated from specific industries such as paper manufacturers, bookbinders
and new, remodels (including extension) or removement of construction materials)

Wastepaper

(generated from specific industries such as lumber mills and new, remodels (including
extension) or removement of construction materials and used pallet of cargo distribution)

and pallet

9 繊維くず

（繊維工場及び工作物の新築、改築（増築を含む）又は除去に伴って排出されるもの）

Waste textile

(generated from textile mills and new, remodels (including extension) or removement of construction materials)

10 動植物性残渣

（原料として使用した動植物に係る不要物）

11 動物系固形不要物

（と畜場等から発生した動物に係る固形状の不要物）

Animal & vegetable remnants
Waste animal-solidified

12 ゴムくず

Waste rubber

(left unused by the food processing industry)
(left unused animal-solidified from a slaughterhouse)

13 金属くず

Metal scrap

14 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
Glass,concrete & ceramics

15 鉱さい

（製鉄所の炉の残さいなど）

16 がれき類

（工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など）

17 動物のふん尿

（畜産農業から排出されるもの）

18 動物の死体

（畜産農業から排出されるもの）

19 ばいじん類

（工場の排ガスを処理して得られるばいじん）

Mining Waste

Demolition debris
Animal manure

Animal carcasses
Soot & dust

(remnant generated in ironworks furnaces)

(concrete fragments and the like left after demolition)
(generated from raising livestock)
(generated from raising livestock)
(generated as a result of treating the exhaust gas from a plant)

20 上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの

Processed material for the disposal of the 19 types of industrial waste listed above
（コンクリート固型化物など）
(such as concrete-solidified waste)

〜20の廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物
21 １
Imported waste excluding the 20 types of waste listed above, flight or voyage waste, and hand-carried waste
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特別管理産業廃棄物の分類
Classification of Special Control Industrial Waste

揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油

廃

油

Waste oil

Flammable waste oil such as gasoline, kerosene

《関連事業》紡績、印刷、香料製造、医薬品製造、石油精製、クリーニング、科学技術研究、その他
Applicable business/industries: Spinning, printing, perfume manufacturing, medicine
manufacturing, oil refining, cleaning, science & technology research, etc.

pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液

廃
酸
廃アルカリ
Waste acid
waste alkali

感 染 性
産業廃棄物
Medical industrial
waste

Special designated hazardous industrial waste

特
定
有
害
産
業
廃
棄
物

Waste acid at pH2.0 or lower and waste alkali at pH12.5 or higher

《関連事業》カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、
医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術
研究、その他
Applicable businesses/industries: Caustic soda manufacturing, inorganic pigment manufacturing,
inorganic and organic chemicals manufacturing, acetylene-derived products manufacturing,
medicine, reagent, agricultural chemicals manufacturing, metallic products industry,
petrochemicals manufacturing, non-ferrous metals manufacturing, glass & ceramics
manufacturing, science & technology research, etc.

感染性病原体を含むか、その恐れのある産業廃棄物（血液の付着した注射針、採血管など）
Industrial waste containing infectious pathogens (such as injector needles and blood-collecting
tubes)
《関連事業》病院、診療所、衛生検査所、
老人保健施設、
その他
Applicable businesses/industries: Hospitals, medical clinics, medical analysis facilities, senior's
health care facilities, etc.

廃ＰＣＢ等
ＰＣＢ汚染物

・廃PCB及びPCBを含む廃油
・PCBが塗布された紙くず、PCBが付着、もしくは封入された廃プラスチック類、金属くず、陶磁器
くず、がれき類など

PCB waste and
PCB-contaminated
substances

・PCB waste and waste oil containing PCBs
・Wastepaper coated with PCBs and waste plastics, metallic waste, ceramics or demolition
debris contaminated by PCBs

廃石綿等
Asbestos
waste

・建築物、その他の工作物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材やその除去工事から
排出されるプラスチックシートなどで、石綿が付着している恐れのあるもの。また、石綿が飛散
するおそれのある断熱材及び耐火被覆材
・大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など
・Sprayed asbestos or asbestos- based insulating materials and refactory investment materials
・Asbestos collected by a dust collector system
《関連事業》建設、解体、造船、機械修理、その他
Applicable businesses/industries: Construction, wrecking contractors, ship building, machine
repair services, etc.

水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テト
ラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1･2-ジクロロエタン、1･1-ジクロロエチレン、シス1･2-ジクロロエチレン、1･1･1-トリクロロエタン、1･1･2-トリクロロエタン、1･3-ジクロロプロペン、
チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物を基準値以上含んでいる、
汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど

有 害
産業廃棄物
Hazardous
industrial
waste

Sludge, mining waste, waste oil, waste acid, waste alkali, cinders, soot & dust containing
mercury, cadmium, lead, organic phosphoric compounds, hexavalent chromium, arsenic, cyan,
PCB, trichloroethylene, tetrachloroethylene, dichloromethane, carbon tetrachloride, 1-2
dichloroethane, 1-1 dichloroethane, cis-1-2-dichloroethylene, 1-1-1 trichloroethane, 1-1-2
trichloroethane, 1-3 dichloropropane, thiuram, simazine, thiobencarb, benzene, selenium, or their
respective compounds.

《関連事業》無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石
油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、めっき、クリーニング、その他
Applicable businesses/industries: Inorganic pigment manufacturing, inorganic and organic
chemicals manufacturing, medicine, reagent, agricultural chemicals manufacturing, metallic
products industry, petrochemicals manufacturing, non-ferrous metals manufacturing, glass &
ceramics manufacturing, science & technology research, plating, cleaning, etc.

※この表に記載した特別管理産業廃棄物の具体例と関連事業は、代表的なものです。
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産業廃棄物の発生量
Amount of Industrial Waste

産業廃棄物の年間の発生量は、約4億1,800万トン（平成18年度環境省しらべ）。おなじ年の一般廃棄物の発生量が
5,202万トンですから、産業廃棄物の量は、一般廃棄物の約８倍にもなります。
The annual amount of industrial waste generated throughout Japan is approximately 418 million tons (based on a
survey conducted by the Ministry of Environment in 2006). The amount of general waste in the same year is
approximately 52.02 million tons. So the amount of the industrial waste amounts to approximately 8 times the amount
of general waste.

どんな産業廃棄物が発生しているのか
Types of industrial waste

（種類別排出量）
(Amount by waste type)

廃酸 5,405（1.3）
Waste acid

ガラスくず、
コンクリートくず及び
陶磁器くず 4,922（1.2）
Glass, Concrete waste & ceramics

木くず 5,852（1.4）
Chips and sawdust

その他の産業廃棄物

Other industrial waste

廃プラスチック類 6,094（1.5）

13,074（3.1）

Waste plastics

金属くず 11,004（2.6）

Metal scrap

ばいじん 17,135（4.1）
Soot & dust

鉱さい
Mining waste 21,288
（5.1）

汚泥

どんな産業から発生しているのか

計
Total

がれき類

Types of industries which generate waste

Demolition debris

（業種別排出量）

60,823
（14.4）

(Amount by industry)

電気機械器具、情報通信機械器具
電子部品・デバイス製造業・飼料製造業

418,497
（100.0）

Sludge

185,327
（44.3）

動物のふん尿
Animal manure

Electronic equipment, into-communications
equipment, electron element・device fabrication
industry・feed production industry 4,768
（1.1）

その他の業種
Other industries

窯業・土石製品製造業

87,573
（20.9）

28,473（6.8）

Ceramics & pottery manufacturing

9,594（2.3）
電気・ガス・
熱供給・水道業

食料品製造業
Food processing industry

Mining industry

Electricity, gas,
heat-source, and
water supply
industries

13,947（3.3）

97,080（23.2）

9,720（2.3）
鉱業

計
化学工業
Chemicals manufacturing

17,209（4.1）

Total

418,497
（100.0）
農

パルプ・紙・
紙加工製造業
Pulp, paper, paper products
industries

33,872（8.1）
鉄鋼業
Steel industry

38,375（9.2）
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業

Agriculture

87,924（21.0）
建設業
Construction industry

77,534（18.5）

（平成18年度環境省しらべ）
単位：千トン／年
（ ）内は％
(Data based on a survey conducted by
the Ministry of Environment in 2006)
Unit: Thousand tons/yr.
The figures in ( ) indicate percentage.

適正な産業廃棄物処理の目的
Proper Disposal of Industrial Waste

産業廃棄物は、
きちんと処理されなければなりません。不適正な処理は、
さまざまな問題を引き起こします。
Industrial waste must be disposed of properly. Otherwise, it will eventually cause various types of problems.

①環境を守ること

For conservation of the environment

産業廃棄物を適正に処理しなければ、水質汚染、土壌汚染などの環境破壊を引き起こします。
また、
大気汚染や水質汚染の防止対策を行った結果から産業廃棄物が生みだされるということも忘れてはいけません。
工場などから排出される煙や水は、汚染物質を含んでいて、
そのままでは排出できません。廃水や廃ガスの中から、
汚染物質を捕えて除き、
きれいにしてから排出します。その廃水や廃ガスから捕えられた汚染物質が産業廃棄物な
のです。悪者扱いされる産業廃棄物ですが、私たちがきれいな空気を呼吸し、
きれいな水を飲むために、産業廃棄物
が発生しているのです。
Failure to dispose of industrial waste properly causes such environmental destruction as water contamination and soil
contamination. It must also be noted that industrial waste is generated as a result of applying measures to protect air
and/or water from becoming contaminated. The smoke and water from manufacturing plants contain contaminants.
Therefore, they should not be discharged directly outward without treatment. Discharged water and exhaust gas
must be made free of contaminants before they are released from factories. The contaminants removed from the
discharged water and exhaust gas are industrial waste. This industrial waste is considered to be a nuisance.
However, it must be generated in return for our desire to inhale clean air and drink pure water.

②産業を支えること For supporting industrial activities
産業活動は、必ず産業廃棄物の発生を伴います。産業廃物が適正に処理されな
ければ、産業活動をつづけることができなくなります。適正な産業廃棄物処理は、
産業を支える縁の下の力持ちでもあるのです。
産業活動によって私たちの豊かな暮らしが支えられているわけですから、産業を支
える適正な産業廃棄物処理が私たちの暮らしを支えているともいえるわけです。
Industrial activities always generate industrial waste. Proper disposal of
industrial waste allows the continued operation of industry. Continuing the
proper disposal of industrial waste is a thankless task necessary for future
industrial activities. Since industrial activities support our standard of living, it
can be safely said that proper disposal of industrial waste supports a lifestyle
which is made available to us through industrial activities.
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産業廃棄物処理の流れ
Flow of Industrial Waste Management

産業廃棄物処理は、①収集運搬、②中間処理、③最終処分の３つの過程からなります。
Industrial waste management consists of the three processes: ① Collection and transportation process, ② Intermediate
treatment process, and ③ Final disposal process.

排

出

Discharge

収集運搬
Collection and
transportation

排出させた場所から処分する場所へ運ぶ
The industrial waste goes from the site of discharge to the site of disposal.

中間処理
Intermediate treatment
大きな廃棄物は小さく有害な場合は無害化する
The size is reduced and hazardous waste
is processed to be free of danger.

収集運搬
Collection and
transportation

最終処分
Final disposal
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生活や自然を損なわないように自然界に戻す
The processed substance is returned
to nature in a manner in which our living
and natural environment is protected.

産業廃棄物処理の物質収支
Material Balance of Industrial Waste

物質は、化学反応によって姿を変えますが、決して消滅することはありません。同様に、廃棄物はいかなる処理をしても、
消えることはありません。たとえば、焼却とは、廃棄物を二酸化炭素と、水蒸気と、灰にかえることなのです。
ここに産業廃棄物処理の物質収支を示しました。全発生量の51％が再生利用されています。また、最終処分されてい
るのはおよそ5％です。残り44％は、中間処理によって、二酸化炭素になったり、水になって放流されたりした分です。
Materials change their appearance after chemical reactions. However, they never completely disappear. Likewise, solid
waste never completely disappears as a result of applying different types of treatment. For example, an incineration
process turns solid waste into carbon dioxide, steam, and ashes.
The following figure shows the material balance of industrial waste management. 51% of the total amount of industrial
waste is reused. Approximately 5% of their volume is sent for final disposal. The remaining 44% is released into the air
as carbon dioxide or into rivers as processed water after the intermediate treatment.

排

出

量

直接再生利用量

再生利用量

Discharge amount
of waste

Reused amount

Reused amount

418,497
（100％）

91,582
（22％）

214,772
（51％）
218,888
［（52％）
］

421,677
［（100％）
］

処理後再生利用量
reused amount

中間処理量

処理残渣量

Intermediate
process amount

Residue amount
after intermediate
treatment

316,082
（76％）

134,156
（32％）

123,190
（29％）

処理後最終処分量
減量化量
Reduced amount

final disposal
amount

10,966
（3％）

181,926
（43％）
178,560
［（42％）
］

直接最終処分量

最終処分量

Final disposal
amount

Final disposal
amount

10,833
（3％）
（平成18年度環境省しらべ）
(Data based on a survey conducted by
the Ministry of Environment in 2006)

単位：千トン
Unit: thousand tons

［

］内は平成17年度の数値

21,799
（5％）
24,229
［ （6％）
］

※各項目量は、四捨五入してあるため収支が合わない場合があります。
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収集運搬に使われる車両
Vehicles for Collection and Transportation

町でこんな車を見かけたら、
それは産業廃棄物を運んでいるかも知れません。
These vehicles which are common in urban areas are used to collect industrial waste.

バキュームカー Vacuum car
液状廃棄物の運搬に使われ、廃棄物を吸込む装置が付いています。
Collects liquid waste. Equipped with vacuum suction device.

タンクローリー Tank truck
タンクの内部仕切りがあって、数種類の液状廃棄物を同時に運べます。
The tank is divided into cells internally.

汚泥吸排車

Sludge dumper

回収した汚泥を排出しやすいように、
ダンプ構造になっているバキュ
ーム車です。
A dumper type vacuum truck designed for easy discharge of
collected sludge.

清掃ダンプ Dump truck
比重の軽い廃棄物を飛散することなく、効率よく運ぶために、荷台容
量を大きくした車です。
A dump truck with increased loading capacity for efficient and
scatter-free transportation of lowdensity waste.

パッカー車

Packer truck

廃棄物を荷箱に押し込むための機械装置が付いている都市ごみ収
集でもなじみ深い車です。
A waste-collecting truck equipped with a loading device which presses
the collected waste into a loading space. The most common type of
garbage collector used in municipal waste collection service.

脱着装置付コンテナ車
Lorry truck with detachable container system
機械で、荷台（コンテナ）
を脱着することができ、荷台を廃棄物の排
出現場に置いておくことによって、車両の回転効率化をはかることが
できます。
The container can be detached by the use of a loading system and be left
on each collection site. Thus, efficient use of the vehicle is available.
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中間処理施設
Intermediate Treatment Facilities

この他にもいろいろな種類の処理施設があります。
Various types of disposal facilities are under operation in addition to the examples illustrated below.

焼却施設

Incineration facility

廃棄物を焼くための焼却炉を備えた施設です。焼却炉には、煙によっ
て大気を汚さないための廃ガス処理装置を付けてあります。
A facility equipped with an incinerator to burn waste. The incinerator
is operated with an exhaust gas treatment system to prevent smoke
from polluting the air.

廃酸・廃アルカリの中和施設
Neutralization facility for waste acid & alkali
強い廃酸や廃アルカリは、中和し無害化してから放流します。また、有
害金属などを含む廃酸を中和することで、有害金属などを沈殿物とし
て回収することができます。中和槽には、
プロペラ攪拌機がついてい
ます。
Strong waste acid and alkali must be neutralized before being
discharged. In the neutralization of waste acid containing toxic
metals, these metals can be collected since the metals form
precipitates. The neutralization tank is equipped with an agitating
unit.

汚泥の脱水施設
Dehydration facility for sludge
大量の水を含んだ汚泥は、
そのまま埋立することができないので、遠
心脱水機（洗濯機の脱水機と同様の原理）
、真空脱水機（汚泥の
水分だけを吸い取る）
、加圧脱水機（汚泥から水分を搾り取る）
などの
装置で脱水をおこないます。
Sludge containing a lot of water cannot be dumped. A centrifugal
dehydrator, a vacuum dehydrator, or a pressure dehydrator is used.

油の再生施設
Regeneration facility for waste oil
水と油の混合廃液から油だけを分離したり、汚れた油を蒸留したり、
ろ
過して再生油を得る施設です。
A facility to produce reusable oil by separating the oil content in the mixed
waste oil containing water and oil and distilling or filtering the used oil.

油
Oil

水
Water
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最終処分施設
Final Disposal Facilities

廃棄物を最終的に埋め立てる最終処分場には、
３つのタイプがあります。
Final disposal facilities where industrial waste is finally buried are divided into the following three types.

管理型最終処分場

Control type landfill

燃え殻、汚泥や腐敗性があり地下水を汚染する恐れのある産業廃棄物でも埋め立てることができる最終処分場です。
処分場の内側には廃棄物からしみ出た水を外に漏らさないために、
ゴムシートやビニールシートの内張り
（遮水工）
を設
けています。遮水工の内側に溜まった水は、浸出水処理施設で浄化した後で放流します。
This type of landfill can accept such industrial waste as cinders, sludge, and that waste which is likely to be putrefied
and to contaminate the groundwater. The internal walls of the disposal facility are lined with rubber or plastic sheets
(seepage control work) to prevent the water contained in the waste from leaking out of the facility. The water
accumulated near the internal water blocking walls is collected to a leachate treatment station for purification before
release.
コンクリート壁
Concrete wall

廃棄物

水処理施設
Leachate
treatment
station

Solid waste

遮水工
Seepage control work

遮断型最終処分場

Shield type landfill

通常の方法では無害化することが難しい廃棄物を収めるための施設です。鉄筋コンクリート製の頑丈な構造物で、雨
水が中に入らないように、上部には屋根を設けています。中に溜まった水をくみ出して外部に排出するようなことはあり
ません。
This type of landfill accommodates industrial waste which is difficult to process into harmless substances using
ordinary disposal methods. The facility is a rugged structure of reinforced concrete, with a roof provided to prevent
rain from entering. The water accumulated inside should never be pumped out.
屋根
Roof

ふた

Cover

廃棄物
Solid
waste

廃棄物
Solid waste

鉄筋コンクリート構造
Reinforced concrete

安定型最終処分場

Stable type landfill

廃プラスチック類、
ゴムくず、金属くず、
がれき類（コンクリート殻等）
、
ガラス及び陶磁器くず、
など絶対に腐敗したり有
害物質が溶け出したりすることがないことを埋立前に確認して埋めることができます。埋立空間を外部と仕切る遮水
工を持ちません。
This type of landfill accommodates only those substances which never corrupt nor exude toxic substances with
examination before dumping, such as waste plastics, waste rubber, metal scrap, demolition debris (concrete
fragments, etc.), or refuse glass and ceramics. There is no water blocking work between the disposal facility and the
surrounding environment.

コンクリート壁
Concrete wall

観測井
Monitoring sump
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浸透水採取設備
Percolating water
collection equipment

廃棄物
Solid waste

適正な廃棄物処理のあり方
Principles of Proper Waste Management

産業廃棄物の適正処理を考える場合、廃棄物を捨てることばかりを考えてはいけません。廃棄物の量を減らしたり、廃棄
物の中から使える資源を回収することも、
これからは重要になります。また、廃棄物の中には有害な物質が含まれていて
環境に悪影響を及ぼすこともあるので特に注意が必要です。
Proper disposal of industrial waste does not always refer to the act of dumping waste. It will become more and more
important for us to reduce the amount of waste and to recover any usable resources which may be in the waste. In
addition, we have to pay attention to hazardous substances in the waste which could negatively affect the environment.

①廃棄物をなるべく排出しないこと
Generation of solid waste should be minimized
製造工程の無駄を省いたり工夫をすることで廃棄物の発生を減らしている例が多くあります。限りある資源の保全の
観点からも最も望ましい方法でしょう。
There are many cases where the amount of waste is reduced by redesigning or rationalizing manufacturing
processes. Such efforts must be respected also from the standpoint of conserving limited resources.

②廃棄物を回収・再利用すること
Solid waste should be recovered and reused
すべての廃棄物を回収・再利用し、廃棄物をゼロにすることは不可能ですが、経済的な目的からも、廃棄物の回収・再
利用（リサイクル）
は、相当おこなわれています。
All waste cannot be collected and reused to eliminate waste entirely. However, recovery and reuse (recycling) of solid
waste is promoted partly for economical purposes.

③廃棄物の中の有害な物質を分解・無害化すること
Hazardous substances contained in waste should be dissolved and/or
processed into harmless substances
青酸化合物や、有機塩素溶媒などは、焼却や化学処理によって無害化できます。
しかし、砒素や水銀などは元素その
ものが有害であり、
これらはどんな処理をしても無害化できません。
Cyanide compounds and organic chlorine solvents can be processed into harmless substances through
incineration or chemical treatment. However, in the case of arsenic and mercury, the elements themselves are
toxic and cannot be made harmless through any kind of treatment.

④廃棄物の中の有害物質が環境に放出されないように封じ込めること
The hazardous substances should be sealed so as not to be discharged into the
environment
無害化できない有害物質については、
コンクリート固化などの方法によって封じ込めた後に最終処分する必要があり
ます。
Hazardous substances which cannot be processed into harmless substances should be sealed by such a method as
concrete-solidification or the like before final disposal.

⑤廃棄物の中の有害物質が放出されても環境に問題ない程度に希釈すること
Hazardous substances should be diluted so as not to affect the environment
wherever they are discarded
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産業廃棄物処理の問題点
Problems of Industrial Waste Management

産業廃棄物の適正処理を阻む問題がいろいろあります。その中の最も深刻なものが不法処理の問題です。
There are a number of problems related with the disposal of industrial waste. The most serious one is the illegal
dumping of such waste.

不法投棄廃棄物の内訳（投棄量）

不法投棄実行者の内訳

Detail of illegal dumping wastes(amount)

Detail of illegal dumping offender

金属くず

燃え殻

① 投棄件数

Metal scrap

Cinders

1,284ｔ
（1.2％）

1,044ｔ
（1.0％）

廃プラスチック類（廃タイヤ）

Animal & vegetable remnants

Waste plastics
（Waste tires）

投棄者不明

動植物性残渣

Unknown illegal
dumpingoffender

859ｔ
（0.8％）

1,609ｔ
（1.6％）

100件
（26.2％） 平成19年度 排出事業者
Individual or
投棄件数
organization
2007
193件
Number of
illegal dumping （50.5％）
382件

動物のふん尿
Animal manure

廃プラスチック類
（その他）

841ｔ
（0.8％）

Waste plastics
（Other than construction waste）

ガラス・陶磁器くず

1,786ｔ
（1.8％）
繊維くず
Waste textile

5,695ｔ
（5.6％）
汚泥（その他）

複数 Plural
11件（2.9％）

Glass & ceramics

無許可業者

681ｔ
（0.7％）

Unauthorized waste
management
contractor

許可処理業者

廃プラスチック類
（シュレッダーダスト）
Waste plastics
（Shredder dust）

Number of illegal dumping

Authorized waste
management contractor

57件（14.9％）

21件（5.5％）

584ｔ
（0.6％）

Sludge
（Other than construction waste）

② 投棄量

6,162ｔ
（6.1％）
Unknown illegal
dumping
offender

Sludge（construction waste）

143ｔ
（0.1％）
廃プラスチック類
（建設系）
Waste plastics
（construction waste）

1,167ｔ
（1.1％）

Amount of illegal dumping

投棄者不明

汚泥（建設系）

平成19年度
投棄量
2007
Amount of
illegal dumping

101,718t

がれき類
（Demolition
debris）

57,697t
（56.7％）

20,186t（19.8％）

排出事業者
Individual or
organization

複数 Plural
3,502t（3.4％）

24,113t
平成19年度 （23.7％）
投棄量
2007

木くず（建設系）

Amount of
許可処理業者 illegal
dumping
無許可業者
Authorized
101,718t
waste

Chips and sawdust
（construction waste）

management
contractor

3,857ｔ
（3.8％）
建設混合廃棄物
Mixed construction waste

（出典：環境省資料）

17,479ｔ
（17.2％）

31,114t
（30.6％）

Unauthorized
waste management
contractor

22,804t
（22.4％）

(Source: Ministry of Environment)

不法処理が、産業廃棄物処理のイメージを悪くしています。さらに、
その悪いイメージゆえに処理施設が作れない、処理
施設がないから行き場を失った産業廃棄物が不法処理されるという悪循環に陥ります。
Illegal dumping of waste has harmed the image of industrial waste management. Due to such negative impressions,
constructing a new disposal facility has become a difficult job to accomplish. As a result of such a vicious circle,
industrial waste is often dumped illegally.

不法処理
Illegal dumping

処理施設不足
Lack of
disposal facilities

イメージ悪化
Lowered image

施設建設難
Difficulty in constructing
disposal facilities
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各都道府県産業廃棄物協会の取り組み
Efforts of Prefectural Industrial Waste Management
Associations
全国47都道府県に組織されている各産業廃棄物協会は、
プロフェッショナルな産業廃棄物処理業者により構成されて
いる団体です。産業廃棄物の適正処理を推進するために、
さまざまな活動に取り組んでいます。
Prefectural Industrial Waste Management Associations, comprising professional industrial waste management
contractors, are organized in each of the 47 prefectures throughout Japan. The prefectural associations are engaged in
various types of activities to promote proper disposal of industrial waste.

●産業廃棄物に関する調査研究・研修会の実施
Studies, research, and seminars related with industrial
waste.

●産業廃棄物マニフェスト
（管理票）の発行および普及・促進
Manufacturing, distribution and promotion of industrial waste
manifest (waste tracking slips)

●不法投棄防止パトロール、
不法投棄物撤去ボランティア活動
Patrol to prevent illegal waste dumping. Volunteer
activities to get rid of illegally dumped waste.

●適正な産業廃棄物処理のための広報啓発活動
PR activities to promote the proper disposal of industrial waste
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社団法人 全国産業廃棄物連合会
National Federation of Industrial
Waste Management Associations
私たち連合会は、年々増え続ける産業廃棄物問題に積極的に取り組むことによって、人々の快適な生活環境をはぐ
くみ、産業の健全な発展に貢献することを目的に昭和53年に創立されました。昭和60年に厚生大臣の認可を受け社
団法人化されてからは、全国規模の公益法人としてさらに活動範囲を広げています。創立以来、主に下記のような事
業に取り組むとともに、全国47都道府県に組織されている各産業廃棄物協会をとりまとめ、交流を保ち、地域の意見
や要望に応えられるよう努めています。
The National Federation of Industrial Waste Management Associations was organized in 1978 for the purposes of
conserving a comfortable living environment for citizens and contributing to the promotion of the sound development of
industry by aggressively working on the increasingly important issues related with industrial waste. The federation was
chartered by the Minister of Health and Welfare in 1985. Since then it has extended its range of activities nationwide as
a public corporation. Since its foundation, the National Federation of Industrial Waste Management Associations has
been a key office in managing and cooperating with the 47 Prefectural Industrial Waste Management Associations,
towards continuing services and activities that meet the conditions and needs of local associations. The following are
an outline of the activities of the National Federation of Industrial Waste Management Associations.

処理体制の確立のために

For establishing disposal systems
● 地域協議会活動の推進

● マニフェストの普及・促進
Distribution and promotion of manifest system

● 各種調査データの整備

Promotion of local block committee activities

● 国際交流

Preparation and compilation of research data

● 組織の強化

International exchange programs

● 全国行事への協力

Improvement and intensification of organization

Cooperation in nationwide events

知識の向上と普及のために

For education and public relations
● 産廃専門誌月刊『いんだすと』の発行
Monthly technical journal “INDUST”

● 各種講習会への協力
Educational courses

● 研修会の実施

● 視察見学への協力

Seminars for members

Study tours

● 産廃手帳の発行

● 学会への協力

Industrial Waste Diary

Assistance for research societies

処理業界の発展のために

For continuing prosperity of industrial waste management business

● 処理業の振興方策の検討
Study and proposal for business promotion

● 税制の特例措置や融資制度の充実
Introducing special tax advantages and
improving loan systems

● 労働安全体制の整備
Promoting labor safety
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● 保険・福利厚生制度の充実
Improving insurance systems and
welfare programs

● 表彰制度の実施
Commendation and public recognition

● 各種処理に係わる技術指導
Technical Instructions for solid waste management.

各都道府県産業廃棄物協会連絡先
Telephone No. of Prefectural Industrial
Waste Management Associations
（社）北 海 道 産 業 廃 棄 物 協 会

1011-241-7611

（社）青 森 県 産 業 廃 棄 物 協 会

1017-721-3911
1019-625-2201
1022-290-3810
1018-863-7107
1023-624-5560

（社）和 歌 山 県 産 業 廃 棄 物 協 会

1024-524-1953

（社）鳥 取 県 産 業 廃 棄 物 協 会

1029-301-7100

（社）島 根 県 産 業 廃 棄 物 協 会

1028-632-5575

（社）岡 山 県 産 業 廃 棄 物 協 会

1027-243-8111

（社）広 島 県 産 業 廃 棄 物 協 会

1048-822-3131

（社）山 口 県 産 業 廃 棄 物 協 会

1043-246-9581

（社）徳 島 県 産 業 廃 棄 物 処 理 協 会

103-5283-5455

（社）香 川 県 産 業 廃 棄 物 協 会

1045-681-2989

（社）愛 媛 県 産 業 廃 棄 物 協 会

1055-244-0755

（社）高 知 県 産 業 廃 棄 物 協 会

1025-246-9288

（社）福 岡 県 産 業 廃 棄 物 協 会

1076-425-8663

（社）佐 賀 県 産 業 廃 棄 物 協 会

1076-224-9101

（社）長 崎 県 産 業 廃 棄 物 協 会

10776-57-0070

（社）熊 本 県 産 業 廃 棄 物 協 会

1026-224-9192

（社）大 分 県 産 業 廃 棄 物 処 理 業 協 会

1058-272-9293

（社）宮 崎 県 産 業 廃 棄 物 協 会

1054-255-8285

（社）鹿 児 島 県 産 業 廃 棄 物 協 会

1052-332-0346

（社）沖 縄 県 産 業 廃 棄 物 協 会

Yamagata

（社）福 島 県 産 業 廃 棄 物 協 会
Fukushima

（社）茨 城 県 産 業 廃 棄 物 協 会
Ibaraki

（社）栃 木 県 産 業 廃 棄 物 協 会
Tochigi

（社）群 馬 県 環 境 資 源 保 全 協 会
Gunma

（社）埼 玉 県 産 業 廃 棄 物 協 会
Saitama

（社）千 葉 県 産 業 廃 棄 物 協 会
Chiba

（社）東 京 産 業 廃 棄 物 協 会
Tokyo

（社）神 奈 川 県 産 業 廃 棄 物 協 会
Kanagawa

（社）山 梨 県 産 業 廃 棄 物 協 会
Yamanashi

（社）新 潟 県 産 業 廃 棄 物 協 会
Niigata

（社）富 山 県 産 業 廃 棄 物 協 会
Toyama

（社）石 川 県 産 業 廃 棄 物 協 会
Ishikawa

（社）福 井 県 産 業 廃 棄 物 協 会
Fukui

（社）長 野 県 産 業 廃 棄 物 協 会
Nagano

（社）岐 阜 県 産 業 環 境 保 全 協 会
Gifu

（社）静 岡 県 産 業 廃 棄 物 協 会
Shizuoka

（社）愛 知 県 産 業 廃 棄 物 協 会
Aichi

（社）三 重 県 産 業 廃 棄 物 協 会
Mie

（社）奈 良 県 産 業 廃 棄 物 協 会
Nara

Akita

（社）山 形 県 産 業 廃 棄 物 協 会

（社）兵 庫 県 産 業 廃 棄 物 協 会
Hyogo

Miyagi

（社）秋 田 県 産 業 廃 棄 物 協 会

（社）大 阪 府 産 業 廃 棄 物 協 会
Osaka

Iwate

（社）宮 城 県 産 業 廃 棄 物 協 会

（社）京 都 府 産 業 廃 棄 物 協 会
Kyoto

Aomori

（社）岩 手 県 産 業 廃 棄 物 協 会

（社）滋 賀 県 産 業 廃 棄 物 協 会
Shiga

Hokkaido

Wakayama

Tottori

Shimane

Okayama

Hiroshima

Yamaguchi

Tokushima

Kagawa

Ehime

Kochi

Fukuoka

Saga

Nagasaki

Kumamoto

Oita

Miyazaki

Kagoshima

Okinawa

1077-521-2550
1075-694-3402
106-6943-4016
1078-371-3177
10744-33-8800
1073-435-5600
10858-26-6611
10852-25-4747
1086-254-9383
1082-247-8499
1083-928-1938
1088-626-1381
1087-847-8400
1089-986-3450
1088-872-5056
1092-651-0171
10952-29-8702
1095-832-8620
1096-213-3356
1097-536-2534
10985-26-6881
1099-222-0230
1098-890-4360

1059-351-8488
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至青山

ボルボショールーム

to Aoyama

Volvo showroom

三菱東京UFJ銀行
至渋谷
to Shibuya

Mitsubishi-Tokyo UFJ
俳優座
Bank
Haiyuza Theater

G.S

to Tameike

Roppongi 4-chome Intersection

六本木4丁目バス停
Roppongi 4-Chome
bus stop

理髪店

Barbershop

ヴィラフォンテーヌ六本木アネックス

Subway Hibiya Line
and Ooedo Line
Roppongi Station

Tomin Bank

六本木4丁目交差点

六本木交差点
Roppongi Intersection

地下鉄日比谷線
都営大江戸線
六本木駅

至溜池

都民銀行

Gas
Station

Villa Fontaine Roppongi Annex

Arkhills

第2ABビル Daini AB Bldg.
地下鉄南北線
Subway Nanboku Line
六本木一丁目駅 Roppongi 1-chome Station
泉ガーデン

日本IBM
IBM Japan

ロアビル
Roa Bldg.

アークヒルズ

G.S

Izumi Garden

Gas Station

ランボルギーニ
ショールーム

Lamborghini
showroom
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町 I
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至一の橋
to Ichinohashi

（社）全国産業廃棄物連合会
National Federation of Industrial Waste
Management Associations

至東京タワー
to Tokyo Tower

● 地下鉄南北線 六本木一丁目駅1番出口より徒歩3分
Walk 3 min. from No.1 exit of the subway Nanboku Line Roppongi 1-chome Station.

● 地下鉄日比谷線・都営大江戸線 六本木駅３番出口より徒歩10分
Walk 10 min. from No.3 exit of the subway Hibiya Line and Ooedo line Roppongi Station.

■ JR、地下鉄半蔵門線・銀座線 渋谷駅より都営バス
新橋行き 六本木４丁目下車 徒歩１分
Ride a Toei bus bound for Shinbashi at JR, subway Hanzomon Line, or subway Ginza Line
Shibuya Station and get off the bus at Roppongi 4-Chome bus stop, then walk 1 min.

定価300円（本体286円）
Price: 300 yen (including tax)

◎無断転載を禁じます
Do not reproduce or copy the contents
of this booklet without obtaining permission.

◎この冊子は再生紙を使用しております

This booklet was produced using recycled paper.
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