
新旧対照表　中間処理業 令和2年度

（3）中間処理業 （3）中間処理業

8
施設維持
管理記録

廃掃法第１５条第１項に
よる許可を受けた中間処
理施設の維持管理に関す
る点検、検査その他の措
置の記録を作成し、３年
間保存している。

〇 ○

廃掃法第１５条第１項による許可を受け
た中間処理施設の維持管理に関する点
検、検査その他の措置の記録を作成し、
３年間保存している。

【書面審査資料】＊①又は②の資料
　①平成10年6月16日以前に産業廃棄
物処理施設を設置申請・変更した施設に
ついては、施行規則第12条の6第9号の
施設の維持管理に関する点検、検査その
他の措置の記録を作成し、3年間保存す
ることが義務付けられた書類の写し（直
近のもので、記録の様式等が分かるも
の）

　②平成10年6月17日以降に産業廃棄
物処理施設を設置申請・変更した施設に
ついては、産業廃棄物処理施設の許可に
係る第十五条第２項の申請書に記載した
「維持管理に関する計画」の写し及び実
施していることが分かる点検表等の様式

　※１４条施設は対象外

【現地審査資料】
　①又は②の維持管理記録３年間分
　※「維持管理記録」については、巻末
「参考資料5」を参照

必須 8
施設維持
管理記録

廃掃法第１５条第１項に
よる許可を受けた中間処
理施設の維持管理に関す
る点検、検査その他の措
置の記録を作成し、３年
間保存している。

〇 ○

廃掃法第１５条第１項による許可を受け
た中間処理施設の維持管理に関する点
検、検査その他の措置の記録を作成し、
３年間保存している。

【書面審査資料】＊①又は②の資料
　①平成10年6月16日以前に産業廃棄
物処理施設を設置申請・変更した施設に
ついては、施行規則第12条の6第9号の
施設の維持管理に関する点検、検査その
他の措置の記録を作成し、3年間保存す
ることが義務付けられた書類の写し（直
近のもので、記録の様式等が分かるも
の）

　②平成10年6月17日以降に産業廃棄
物処理施設を設置申請・変更した施設に
ついては、産業廃棄物処理施設の許可に
係る第十五条第２項の申請書に記載した
「維持管理に関する計画書」の写し

　※１４条施設は対象外

【現地審査資料】
　①又は②の維持管理記録３年間分
　※「維持管理記録」については、巻末
「参考資料5」を参照

必須

15

廃棄物と
リサイク
ルの区分
保管

中間処理後のリサイクル
可能な物が産業廃棄物と
区分されて保管されてい
る。

○ ○

中間処理後のリサイクル可能な物が産業
廃棄物と区分されて保管されている。
※医療廃棄物のみを取り扱っている場合
は対象外

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等
　※事前計画書は受領印が押された表紙
も含む

必須 15

廃棄物と
リサイク
ルの区分
保管

中間処理後のリサイクル
可能な物が産業廃棄物と
区分されて保管されてい
る。

○ ○

中間処理後のリサイクル可能な物が産業
廃棄物と区分されて保管されている。

【書面審査資料】
　①許可申請の事前計画書の場内配置図
等
　※事前計画書は受領印が押された表紙
も含む

必須

58
技術の開
発・研究

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。（産学協同、海
外や異業種との共同研
究、共同事業等、その取
組内容及び将来計画を詳
細に記述している。）

○ ○

先進的な環境企業として、中間処理業に
おける適正処理・リサイクル技術の開
発、研究、又は、実務での改善、創意工
夫を行い、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。(産学協同、海外や異業種との共
同研究、共同事業、実務での改善、創意
工夫等、その取組内容及び将来計画を詳
細に記述している。)

【書面審査資料】＊①、②いずれかの資
料
　①中間処理業における開発、研究、実
務での改善、創意工夫の取組状況が確認
できる書面
　②持続的な計画により、自らの事業等
への応用、適正処理・リサイクル技術の
開発、研究、実務での改善、創意工夫を
推進していることが確認できる書面

3 58
技術の開
発・研究

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。（産学協同、海
外や異業種との共同研
究、共同事業等、その取
組内容及び将来計画を詳
細に記述している。）

○ ○

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、又は、実務
での改善、創意工夫を行い、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。(産学協同、海
外や異業種との共同研究、共同事業、実
務での改善、創意工夫等、その取組内容
及び将来計画を詳細に記述している。)

【書面審査資料】＊①、②いずれかの資
料
　①中間処理業における開発、研究、実
務での改善、創意工夫の取組状況が確認
できる書面
　②持続的な計画により、自らの事業等
への応用、適正処理・リサイクル技術の
開発、研究、実務での改善、創意工夫を
推進していることが確認できる書面

3

62
カーボン
オフセッ
ト

事業活動から排出される
二酸化炭素等の温暖化ガ
スのカーボンオフセット
に取り組んでいる。

○

事業活動から排出される二酸化炭素等の
温暖化ガスのカーボンオフセットに継続
的に取り組んでいる。
＊温暖化ガスの削減対象
・カーボンオフセット
・太陽光発電（売電のみは対象とならな
い。）
・グリーン電力

【書面審査資料】①、②、③いずれかの
資料
　①前回の認定取得・更新以降から現在
までの期間において、継続的な取組状況
が確認できる書面（カーボンオフセット
の証書の写し、カーボンオフセット認証
ラベルのついた商品の購入証明の写し
等）
　※購入年月日が記載されているものを
添付
　②太陽光発電施設の発電量及び自社の
電力に使用していることが分かる資料
　③グリーン電力証書（発電量、発電期
間がわかるもの）

2 62
カーボン
オフセッ
ト

事業活動から排出される
二酸化炭素等の温暖化ガ
スのカーボンオフセット
に取り組んでいる。

○

事業活動から排出される二酸化炭素等の
温暖化ガスのカーボンオフセットに継続
的に取り組んでいる。

【書面審査資料】
　①前回の認定取得・更新以降から現在
までの期間において、継続的な取組状況
が確認できる書面（カーボンオフセット
の証書の写し、カーボンオフセット認証
ラベルのついた商品の購入証明の写し
等）
　※購入年月日が記載されているものを
添付

2
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新旧対照表　中間処理業 令和2年度

（3）中間処理業 （3）中間処理業

新 旧

63
エコドラ
イブ

「エコドライブのすすめ
10ヶ条」（エコドライブ
普及連絡会制定）等に定
めるエコドライブの徹底
に取り組んでいる。

○ ○

営業・連絡用車両等でエコドライブ
（「エコドライブ10のすすめ」等）の徹
底に取り組んでいる。
【基準項目】
　○従業員への周知
　○エコドライブのための装置導入
　※連絡車両も対象とする。

【現地審査資料】
　①エコドライブの取組状況が確認でき
る書面（教育実施記録等）

2 63
エコドラ
イブ

「エコドライブのすすめ
10ヶ条」（エコドライブ
普及連絡会制定）等に定
めるエコドライブの徹底
に取り組んでいる。

○ ○

エコドライブ（「エコドライブ10のすす
め」等）の徹底に取り組んでいる。
【基準項目】
　○従業員への周知
　○エコドライブのための装置導入
　※連絡車両も対象とする。

【現地審査資料】
　①エコドライブの取組状況が確認でき
る書面（教育実施記録等）

2

67
環境賠償
責任保険
加入

産業廃棄物処理施設賠償
責任保険等、環境汚染等
に関する賠償責任保険に
加入している。
（例）
・環境汚染賠償責任保険
・土壌汚染浄化費用負担
保険
・請負業者用環境汚染賠
償責任保険

○ ○

産業廃棄物処理施設賠償責任保険等、環
境汚染等に関する賠償責任保険に加入し
ている。
※事故等による環境汚染の恐れがないと
考えられる処分施設は対象外

【対象となる施設】
　15条施設及び14条施設でも近隣に環
境影響を及ぼすおそれのある施設が対象

【基準項目】
　○環境汚染賠償責任保険
　○土壌汚染浄化費用負担保険
　○請負業者用環境汚染賠償責任保険

【書面審査資料】
　①保険証書の写し

3 67
環境賠償
責任保険
加入

産業廃棄物処理施設賠償
責任保険等、環境汚染等
に関する賠償責任保険に
加入している。
（例）
・環境汚染賠償責任保険
・土壌汚染浄化費用負担
保険
・請負業者用環境汚染賠
償責任保険

○ ○

産業廃棄物処理施設賠償責任保険等、環
境汚染等に関する賠償責任保険に加入し
ている。
※事故等による環境汚染の恐れがないと
考えられる処分施設は対象外
　（圧縮施設（プラスチック類、金属類
等）、簡易な破砕施設（二軸破砕機
等））

【基準項目】
　○環境汚染賠償責任保険
　○土壌汚染浄化費用負担保険
　○請負業者用環境汚染賠償責任保険

【書面審査資料】
　①保険証書の写し

3

64
低公害・
低燃費車
両、重機

産業廃棄物運搬許可車両
としての低公害・低燃費
車（低排出ガス車、電気
自動車、ＣＮＧ車、ハイ
ブリッド車等）又は低公
害型重機（特殊自動車）
を導入している。かつ、
インターネット上で情報
公開している。

○ ○

中間処理施設で使用する重機において
は、低公害型重機（特殊自動車）を導入
している。かつ、導入状況を自社ホーム
ページ上で情報公開している。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こ
と。

【書面審査資料】＊①、②、③、④すべ
ての資料
　①使用重機導入状況一覧表等
　②公開画面の写し
　③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ことが
分かる画面の写し
　④情報公開の更新履歴等確認書（様式
第５号）又は、「産廃情報ネット」の更
新履歴情報の書面を添付
　
【現地審査資料】
　導入している低公害型重機が確認でき
る書面（仕様書等）

3 64
低公害・
低燃費車
両、重機

3

産業廃棄物運搬許可車両
としての低公害・低燃費
車（低排出ガス車、電気
自動車、ＣＮＧ車、ハイ
ブリッド車等）又は低公
害型重機（特殊自動車）
を導入している。かつ、
インターネット上で情報
公開している。

○ ○

収集運搬業については、産廃許可車両と
しての低公害・低燃費車（低排出ガス
車、電気自動車、ＣＮＧ車、ハイブリッ
ド車等）を導入している。中間処理業に
おいては、低公害型重機（特殊自動車）
を導入している。かつ、導入状況を自社
ホームページ上で情報公開している。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
ること。

【書面審査資料】＊①、②、③、④すべ
ての資料
　①使用車両及び重機導入状況一覧表等
　②公開画面の写し
　③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ことが
分かる画面の写し
　④情報公開の更新履歴等確認書（様式
第５号）又は、「産廃情報ネット」の更
新履歴情報の書面を添付
　
【現地審査資料】＊①、②すべての資料
　①収集運搬業については、導入してい
る車両が確認できる書面（車検証の写し
等）
　②中間処理業については、導入してい
る低公害型重機が確認できる書面（仕様
書等）


