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規制改革第６次提案 ２次回答

該当法
令

制度の現状

温泉法第２条により
規定された温泉を
温泉法 公共の浴用又は飲
第２条、 用に供しようとする
第１３条 者は、都道府県知
事等の許可を受け
なければならない。

廃棄物
の処理
及び清
掃に関す
る法律
（昭和４５
年法律
第１３７
号）第１４
条第１項
及び第６
項

廃棄物の収集運
搬・処分業の許可
については法１４条
第１項、第６項にお
いて定められてい
る。

狩猟免許試験は都
道府県が運営して
鳥獣の
おり、独立行政法人
保護及
並びに、政府管掌
び狩猟
の公益法人、社団
の適正
法人等（法律等で指
化に関す
定された資格認定
る法律第
事業者）が運営して
41条
いる試験にはあたら
ない。

会計法
（第10条
〜第28
条）、予
算決算
及び会
計令（第
38条〜
第63
条）、契
約事務
取扱規
則（第1
条〜第 環境省においては、
27条）、 海外における立替
支出に関 払のようにやむを得
する事務 ない場合に限定し
を電子情 てクレジットカードを
報処理 使用させている。
組織を使
用して処
理する場
合におけ
る予算決
算及び
会計令
等の臨
時特例に
関する政
令（第1
条〜第
10条）

措置
の分
類

Ｃ

d

措置
の内
容

−

-

ｅ

ｂ

措置の概要（対応策）

その
他

自然物である「温泉」は、人体に有害なものを含有しているものもあ
ることから、温泉法の規定により公共の浴用等に供する場合に、許
可にかからしめることとしている。（法第13条第１項）
「温泉」を原材料とし人為的な処理（濃縮）により製造された「濃縮温
泉水」と、人工的・科学的に作り出された入浴剤等の製品とを比較し
た場合に、その成分により判別することが困難であること、また、原
料にどのようなものを使用しているのかも製品からでは判別できない
ことから「濃縮温泉」そのものを自然物としての「温泉」とすることは、
社会的混乱を招くおそれがあると考える。
また、「温泉」であるか否かを判別する段階で、「濃縮」工程という性
状が大きく変更する過程を考慮せず、製品の成分のみによって「温
泉」と判別することはできず、製造を目的とした加工の工程を経た
「濃縮温泉水」は、入浴剤等の類似品と同一であると考えられること
から、温泉法上の「温泉」ではない。従って、利用の許可は必要なく、
ガイドラインを設ける必要もないと考える。
なお、現在販売されている相当数の「濃縮温泉」については、消費者
が適切な商品表示を確認し、判断した上で購入しているものと理解し
ている。

処分業者が許可を取得できないから委託できないのではなく、委託
をするのであれば、許可業者に委託することが排出事業者における
委託時の責任である。現行制度の範囲内で廃棄物処理業の許可を
受けている処理業者は少なくないので、許可を有している業者に委
託をすることができないといった支障が生じているとは考えにくい。
（なお、移動式カープレスは機による処理は認められており、許可を
受けることは可能である。）
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クレ
ジッ
ト
カー
ドシ
ステ
ムを
本格
的に
導入
する
にあ
たっ
て
は、
会計
会計法令を所管する省庁においてまず整理をする必要があると考え 法令
られることから、財務省等の対応を待って検討したい。
等に
基づ
く会
計決
裁を
事前
に経
るこ
とが
原則
と
なっ
てい
る現
在の
物品
調

再検討要請

措置
の分
類

（要望者再意見）
・「濃縮温泉」は、製造ではなく、源泉温泉を単純に水分を蒸発させるだけで所
定の倍率に濃縮するだけで、化学薬品等の添加は一切ない純粋な本物温泉で
ある。 (既にデ−タ−は提出済み）
・貴職は、【濃縮温泉は、人工的に科学的に作りだされた入浴剤と比較した場
合に、その判別することが出来ない】と申されるが、化学薬品を用いた入浴剤と
「濃縮温泉」の判別は、温泉成分検査結果により源泉成分との比較が簡単に
出来ます。
・「濃縮温泉」を温泉法に基づく温泉利用許可対象とすれば社会的な混乱を招
くと申されるが、現在、多様な、いわゆる「濃縮温泉水」の販売を実施し始めて
既に５年以上経過するが、既に販売されているこれらの「濃縮温泉水」ですら、
何ら混乱を招いてはいない事実はある。貴職は、「濃縮温泉」を温泉法に基づく
温泉利用許可対象にすれば社会的混乱を招くと申されていますが、具体的な
事例についてご教示願いたい。もし、「濃縮温泉」が温泉利用許可対象に認定
を受ければ、現在認められている温泉のようにろ過循環等による温泉の再利
用はしても成分は変わらないなどと偽り混乱を招くようなことはせず、自己管理
Ｃ
責任において何処までも本物温泉とします。
・現在温泉利用においての混乱を招いている要因は、温泉法に基づく温泉で、
ろ過循環による温泉再利用及びタンクロ−リ−による温泉供給によるものが最
も多く、これらの大半は、温泉再利用によるレジオネラ属菌の発生で、人身事
故にも繋がっている。
・温泉法に基づく温泉利
用許可施設において、景品表示法に抵触して社会的混乱を招き、行政指導を
受けている施設が数多くあることも事実である。
・「濃縮温泉」は、天然源泉温泉水を加工する業者のモラルによるが、モラルの
問題については、最近の建築物構造計算書偽造事件等で懸念されており、そ
れによることなく、「濃縮温泉」が現在の温泉法に基づく温泉利用許可施設と比
較しても決して劣ることはないこととするような取り組みが関係団体等であれば
ご教示いただければ幸甚です。
・規制改革に逆行する行為かもしれないが、現在、加工し、販売されている「濃
縮温泉」を規律正しく正当な商品とするために早急に濃縮温泉ガイドラインを設
定し、温泉利用許可対象とすることが必要であると考えますので、温泉法に基づ
・このまま放置すれば、温泉法同様に様々な混乱を生じることにもなる。現在は、

措置
の内
容

管理コー
要望事項
所管省庁
ド
（事項名）

措置の概要（対応策）

−

貴見では、「化学薬品を用いた入浴剤と「濃縮温泉」の判別
は、簡単に出来ます」とあるが、これは貴社の製品である「濃縮
温泉」と原料となる源泉の成分が同じであるという、特定の製
品と源泉との対応関係についてのみ述べたものである。これに
対し、所管行政庁の立場からは、あらゆる種類の濃縮温泉が、
規制を受けない入浴剤と区別可能である必要があると考えて
おり、こうした観点からすると、「原料として温泉を使用し製品化
された濃縮温泉の成分」と「人工的・化学的に作り出された入
浴剤等の成分」とを比較した場合に、各製品化されたものの成
分の一般的分析結果からだけでは、原料に温泉法上の「温泉」
を使用しているのか否かの判断は困難と言わざるを得ない。
さらに、現在「自由」に製造販売されている入浴剤等の中に
は、温泉法上の「温泉」のみを原料としているものもあり、こうし
た入浴剤等と「濃縮温泉」を成分分析結果から区別することは
一層困難である。

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

「濃縮温泉
水」を温泉法
に基づく温泉
に準じて温
泉利用許可
の対象として
もらいたい。

・「濃縮温泉」は、人工的に造りださ
れた入浴剤とは全く異なるものであ
り、製造しているものではない。
・「濃縮温泉」は、温泉利用許可され
た温泉と同様に、製造業者によって
全く異なるものである。 ・私が申し
上げる「濃縮温泉水」は、源泉を原材
料として製造された入浴剤の一部で
はなく、一時的に水分のみを蒸発さ
せた「源泉温泉」である。従って水で
希釈したら元の源泉成分に戻る。
・対応策にも掲げられているように、
現在「濃縮温泉」は相当数あるが故
に適切な判断を必要とする。

・「濃縮温泉水」の成分が、温泉法に
基づく温泉であるか温泉成分表を義
務化する（水道水等で希釈しても源
泉の成分となるかの確認）。 ・きち
んと濃縮した「濃縮温泉」は、現行の
タンクロ−リ−による供給温泉、ろ過
循環、水で希釈した温泉と比すれ
ば、同等以上の成分を保有し、現行
の温泉利用許可温泉と同様の管理
で、レジオネラ症の防止対策は十分
に出来る。
・「濃縮温泉」を認
めても社会的混乱を招く恐れなど全
く無く、現行の温泉利用許可されて
いる温泉が既に様々なことで混乱を
招いている。

・温泉法の見直しが無い限り、平成１
５年７月３１日公正取引委員会が報
道発表したとおりの状態で今後、
益々客の温泉離れを起こし、温泉の
混乱を大きくすることになり、条件を
問わないで、温泉利用許可される温
泉が現われ、更には、野放しにされ
た入浴剤等が商品として横行する可 温泉法
能性が高い。
・「濃縮温
衆浴場法
泉」も早期にガイドライン等設置する
必要があるのではないかと要望しま
す。
・規制の強化にもなる
が、「濃縮温泉水」を温泉と同様な乱
用を防ぐために温泉法に基づく温泉
利用許可対象として考える必要があ
る。
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「濃縮温泉
水」を温泉
法に基づく
温泉に準
環境省 じて温泉利
用許可の
対象として
もらいた
い。
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株式会社 ヒ
ロ
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A

要望としては、廃棄物処理法の産廃
移動式ｶｰﾌﾟﾚ 扱いにおいても移動式カープレスの
ｽ機の廃棄 業者委託ができるように要望する。
物処理法の 回答は移動式の代わりに、固定式の
自動車ﾘｻｲｸ 設置などの単純な回答ではなく、自
ﾙ法対象外 動車リサイクル法と廃棄物処理法で
廃車処理の 考え方が、違うことを統一し、産業廃
適用緩和 棄物の移動式カーププレスを許可願
いたい。

【現状】
自動車の開発業務に伴う、試験研究
車などの車台ナンバーの無い、いわ
ゆる自動車リサイクル法対象外を多
数、廃車処理する必要がある。
現状、自動車リサイクル法対象外の
廃車は、機密保持及び廃車運搬の
効率化のため、有価物として引取り
業者に委託し、引取り時に自動車
メーカーの構内にて移動式（車載用）
カープレス機にてプレスした後、搬出
している。現在、廃車処理は、自動
車メーカーにてフロン回収・タイヤ外
しなどの前処理を実施後、引取り業
者には運搬費・カープレス費・ダスト
処理費などの経費に対し、廃車のス
クラップ価格と相殺し、有価物として
売却しており、廃棄物処理法の適用
外となっている。
一方、自動車リサイクル法では、リサ
イクル法自体の考え方に移動式カー
プレス機があるため認められてい
る。

自動車リサイクル法対象外の廃車処
理において、将来、鉄くず価格の市
況変化及び廃車スクラップ価格の下
落など運搬費・処理費の方が高くなり
逆有償となった場合、廃棄物処理法
の適用を受けることになります。その
場合、廃自動車の産業廃棄物の種
類は、「金属くず」「廃プラスチック類」
「ガラスくず・コンクリートくず及び陶 廃棄物の処理及び清
磁器くず」の３品目に該当し、廃車処 掃に関する法律（以下
理を受託する業者は、廃棄物処理法 「廃棄物処理法」）第１
第１２条第四項の産業廃棄物処分等 ２条第四項（産業廃棄
の委託の基準に従い、産業廃棄物 物の処分等の委託の
の処分業の許可が必要になる。
基準）
ところが、移動式カープレスは、現在
のところ産業廃棄物の施設とは認め
られていないため、処分業者が処分
業の許可を受けることができない。そ
のため、プレスなしで搬出せざるを得
ず、商品の機密保持のため最終処
分されることを立会確認するなどの
対応が必要。

B

国家資格試験の受付事務から採点
処理・合否判定・通知業務までの一
独立行政法 連の作業事務は、民間で十分に対
人並びに、政 応出来得る内容であり、且つ効率、
府管掌の公 効果的な運用が大幅に改善できると
益法人、社 鑑みてます。
団・財団法人
試験業務に付随する一切のアウト
等が運営実 管理栄養士・社会福祉士・衛生管理
ソーシングを事業主体として取組ん
施している国 者（厚生労働省）、行政書士（総務
でおります。
家資格試験 省）、国内旅行業取扱主任者・一般
業務の、民 旅行業務取扱主任者・マンション管
間への委託 理士・管理業務主任者・宅地建物取
開放を希望 引主任者・（国土交通省）、危険物取
致します。 扱者（消防庁）の試験業務の規制撤
廃および民間への業務開放を要望
致します。

A

既に販売されている「濃縮温泉」については、温泉法上の利
用許可対象外となっており、製造販売に関しては入浴剤等の
類似品として温泉法による規制はなく「自由」に行われていると
理解している。
仮に、「濃縮温泉」を温泉法上の「温泉」とする場合には、従
来から温泉以外の水道水等に入浴剤として「濃縮温泉」を添加
し、公共の浴用に供してきた公衆浴場等にも温泉法上の利用
許可を義務付けることとなる。また、現在「自由」に行われてい
る「温泉」を原材料とした入浴剤等多数の商品の製造販売につ
いても、温泉法上の利用許可が必要となる。これは明らかに規

-

b

要望
グ
要望 種別
ルー
要望主体名 事項 （規制
プ化
番号 改革
番号
A/民

要望理由

その他
（特記事項）

根拠法令等

貴見にある「濃縮温泉」は、原料として「温泉」を使用し、加工処
理して作り出されたものであることは理解しているが、温泉法
上の「温泉」とは、自然物として自然状態に存在する形態を想
定するものであり、ゆう出口における状態を分析することにより
判断されることから、製品化された「濃縮温泉」そのものを「温
泉」と判断することはできない。

-

要望元からの下記意見を踏まえ、具体的な対応策を改めて検討され、示された
い。「①海外における調達・支払業務において既にクレジットカード決済を導入
いただいていることは理解できる。しかし、今回要望している内容は、諸外国の
ように国内における物品調達・支払業務におけるクレジットカードシステムを活
用したコスト削減や業務効率化である。既に既存の会計機関により適正な運用
が行われているとのことであるが、再度諸外国の導入事例等をご確認いただ
き、国内の調達・支払業務についてもご検討いただきたい。
②また、金融庁・財務省からの回答にある通り、「物品調達・物品管理、謝金、
諸手当、補助金及び旅費の各業務・システム最適化計画」により、物品調達・
支払業務が電子化される予定であれば、その計画の中でクレジットカードシス
テムの導入についてもご検討いただきたい。」

要望主
体
要望事項 分割
管理番 管理番号 番号
号

Ⅰ

クレジットカードシステムを本格的に導入しようとするのであれ
ば、会計法令等に基づく会計決裁を事前に経ることが原則と
なっている現在の物品調達・支払業務との整合性、既存の官
庁会計事務データ通信システムとの整合性、クレジット会社の
公平な選定方法等について、会計法令を所管する財務省等の
対応を待って検討したい。
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移動式ｶｰ
ﾌﾟﾚｽ機の
廃棄物処
理法の自
環境省 動車ﾘｻｲｸ
ﾙ法対象外
廃車処理
の適用緩
和

z17003

独立行政
法人並び
に、政府管
掌の公益
法人、社
団・財団法
人等が運
全省庁 営実施して
いる国家
資格試験
業務の、民
間への委
託開放を
希望致しま
す。

z17004

政府にお
ける物品
調達・支払
業務にお
全省庁
けるクレ
ジットカー
ドシステム
の導入

5020

5026

5075

5020008

5026001

5075002

社団法人
日本自動車
工業会

（株）アイ・
イーシー

クレジット
カード普及連
絡会（クレ
ジットカード
会社29社
※別紙参加
カード会社
社名一覧ご
参照）
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1

2

A

政府におけ
る物品調達・
支払業務に
おけるクレ
ジットカード
システムの
導入

諸外国と同様にクレジットカードシス
テムを導入した、政府における物品
購入・支払いシステムを実現し、政府
の物品調達・支払いに関するコスト
削減や業務プロセスの効率化を実現
いただきたい。ついては、会計法や
予算決算及び会計令等のにおいて、
本要望を妨げる規定がある場合は、
その規定をご指摘いただくとともに制
度を改正いただきたい。

各府省庁において実施されている、
物品調達・支出の一連の業務プロセ
スにクレジットカードシステム（政府購
買専用カードの発行、決済スキーム
の活用、共同アウトソーシングシステ
ムの構築等）を導入する。まずは、い
くつかの府省庁で実証実験を行い効
果を確認。効果が見られた場合は、
その他の府省庁に順次拡大する。

公

・当会重点要望項目

政府管掌でなくてはならない明確な
事由が、見当たらないことと、民間に
出来ない事由が明確でない事による
国家資格試験の民間開放を要望致
します。

全省庁で定められてい
る国家試験ごとの、省
令等により、公益法
人、資格認定事業団
体でしか、取り扱いが
出来ないとなっている
もの。
各資格の業法および、
法律

諸外国では、既にクレジットカードシ
ステムを導入し、政府物品調達・支
払業務におけるコスト削減・効率化に
おいて大きな成果を上げている。米
国では年間１４億ドル、イギリスでは
年間１億ドルのコスト削減効果があ
ると推定されている。従って、日本に
おいても物品調達・支払業務にクレ
ジットカードシステムを導入すること
による、コスト削減・効率化効果が見
込めるものと考えるため、関係府省
において検討をお願いしたい。

【ご参考：クレジットカード
システムを導入している
諸外国】米国、イギリス、
フランス、ドイツ、アイル
ランド、イタリア、ノル
ウェー、スペイン、ス
会計法（第10条〜第28 ウェーデン、オーストラリ
条）、予算決算及び会 ア、香港、韓国、ニュー
計令（第38条〜第63
ジーランド、シンガポー
条）、契約事務取扱規 ル、台湾、タイ、カナダ、
則（第1条〜第27条）
アルゼンチ、ブラジル、
コスタリカ、プエルトリコ
等※物品調達に限定す
るものではなく、政府か
らの様々な支出におい
てクレジットカードシステ
ムを導入している国々

法律等で指定された資
格認定事業者以外で
も、取り扱いができる国
家試験業務の事務請負
の民間への開放および
規制の緩和・撤廃を要
望致します。
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規制改革第６次提案 ２次回答

該当法
令

制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

その
他

再検討要請

措置
の分
類

措置
の内
容

管理コー
要望事項
所管省庁
ド
（事項名）

措置の概要（対応策）

要望主
体
要望事項 分割
管理番 管理番号 番号
号

要望
グ
要望 種別
ルー
要望主体名 事項 （規制
プ化
番号 改革
番号
A/民

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

グリストラップから流される腐敗し油
脂分が多量に含まれた排水は、下水
道に大きな負荷を与えています。（下
水道の維持費が増大していきます）
又グリストラップを腐敗させている現
状、産業廃棄物としての処分しかあ
りません。
再利用可能な資源が
産業廃棄物化し焼却処理がされてい
ます。

グリストラップ取り付け
の義務 建設省令第１
５９７号
上記に準
じ各役所の下水道施
設課に申請する。関係
法令 水質汚濁防止
法３条第１項 下水道
法（生活環境に関する
項目）に基準値を設け
ている。 しかし検査
は４２０平米以上の大
型施設に限られている
為、小型施設は保健
所が食品衛生法を元
に検査している。

日本において飲食店は
チェーン店（JF加盟店）
は１０万店と云われてい
ます。 その他飲食店
はその８倍から１０倍在
ると云われています。
それら小規模店舗に対
して適正な法令の遵守と
浮上油の回収を再資源
化の課題として取組む
事で、下水道の負荷の
減少、公共費コストの削
減、になります。更に東
京湾や各河川等の環境
保全に大きく貢献できる
と考えます。
（別紙
添付）環境にやさしいグ
リストラップ清掃につい
て。

要望者から下記のとおり意見が提出されており、意見を踏まえて、再検討願い
たい。
水質汚濁防止法に
おける排水規制で
は、環境省令でナ
ショナルミニマムと
して全国一律で最
低限の排水基準値
を定めているが、自
然的、社会的条件
により環境基準の
達成などが十分で
ない地域において
水質汚
は、地域の実情に
濁防止
応じてより厳しい排
法・下水
水基準値を定める
道法
ことができることと
なっている。
環境省が定めてい
る排水基準では1日
の平均排出水量が
50 m3未満の工場・
事業場においては、
BOD等の生活環境
項目の排水基準値
を適用しないことと
なっている。

①自動
車ＮＯｘ・
ＰＭ法
第12条、
第14条
②大気
汚染防
止法 第
19条

自動車NOｘ・PMに
基づき、対策地域
のトラック・バス等、
ディーゼル乗用車
のうち排出基準を
満たさないものにつ
いては、一定の期
間が経過した後、自
動車検査証を交付
しない規制措置（車
種規制）を講じてい
る。

d

c

-

-

環境省が定めている排水基準では1日の平均排出水量が50 m3未
満の工場・事業場においては、BOD等の生活環境項目の排水基準
値を適用しないこととなっているが、現状においても、自然的、社会
的条件により環境基準の達成などが十分でない地域においては、地
域の実情に応じて都道府県がより厳しい排水基準値を定めることが
できることとなっている。

①平成17年度は自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の中間点検の年度であり、現
在、中央環境審議会大気環境部会のもとに設置された自動車排出
ガス総合対策小委員会において、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の目標達成に
向け、現行の施策の進捗状況等を踏まえて、今後の自動車排出ガ
ス総合対策のあり方について審議いただいているところ。小委員会
においては、「流入車も含めた適合車への転換をどのように進める
のか」「対策地域の範囲をどうするのか」についても検討課題とされ
ている。
②平成１５年度から使用過程車の排ガス性状の劣化等について調
査を実施しているところであり、この調査結果を踏まえ、関係府省と
連携し、使用過程車の排出ガス性能を良好に維持・確保する方策に
ついて検討していくこととしている。また、前述の小委員会において
は、「使用過程車に係る排出ガス水準の設定等の使用過程車に係る
総合的な対策についてどのように考えるか」についても検討課題とさ
れている。

グリストラップの設置義務は回答どおりあります。しかしながら運用に問題があ
ります。実質的には機能していないのが現状です。従って殆どの飲食店ではグ
リストラップの管理が不十分で、油の垂れ流し状況が現在も続いています。本
来食品衛生法は日常の管理手法として①流入する食品残さは毎日捨てましょ
う。②槽内に溜まる油は一週間に一回は掬い取りましょう。③槽内の汚れや汚
泥が溜まって機能を妨げる様になれば適時清掃を行いましょう。と定められて
います。その法令を遵守する事により環境の破壊は防げるはずです。群馬県
の榛名湖地域では水道使用量の50立方メートルを10立米メートルに下げ、排
出水のBODを600ｍｇ/Lを25ｍｇ/Lに厳しくし、その他PHやSS等も厳しくする上
乗せ排出基準を行っている地域もあります。上記規制を遵守し達成する為には
設備的に適切な容量、容積が必要です。そして基準としては日本祖集器工業
会やHASSなどでも業種・業態・客席数に応じた排水処理設備としてグリストラッ
プの設置基準となる指数を発表しています。その法令や設備的基準値を遵守
する事によりグリストラップは本来の機能を取り戻し、腐敗し悪臭をを放出する
事無く、油脂分を貯溜する事が出来ます。そしてその油脂分は動植物油ですか
ら再資源化が可能となる訳です。
グリストラップは流入する残さや貯溜する廃油を産業廃棄物として取り扱う指導
がなされました。食品衛生法による取り扱い法令を遵守する事により、毎日の
清掃によって取り出す残さは生ゴミですし、腐敗を防止したグリストラップに貯
溜出来る油脂分は再資源化が可能となります。産業廃棄物の減量化が叫ばれ
ている現在、グリストラップの徹底した管理は産業廃棄物の減量に役立ち、再
資源化した油脂分は焼却場の燃料補助剤としても有効な資源となります。飲食
店事業者の排水に関しての負荷を少なくする事は当然なる責務と考えます。飲
食店事業者の組合（ジャパンフードサービス協会）の衛生部会等も積極的に取
り組む姿勢を示しています。こんなに実情が酷くても取り組めない理由が何か
あればお示しください。

d

-

-

平成17年度は自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の中間点検の年度であり、
現在、中央環境審議会大気環境部会のもとに設置された自動
車排出ガス総合対策小委員会において、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法
の目標達成に向け、現行の施策の進捗状況等を踏まえて、今
後の自動車排出ガス総合対策のあり方について審議いただい
ている。先般取りまとめたられた小委員会の中間報告において
は、流入車対策については「引き続き検討を深めるべき」とされ
ており、対策地域の範囲については「直ちに対策地域の範囲を
変更する必要はないものと考えられる」とされている。なお、中
間報告については、平成17年12月26日〜平成18年１月25日の
１か月間、広く意見を募集（パブリックコメント）しているところ。
小委員会での審議の状況を見守りつつ、これらの事項につい
て今後検討したい。

-

平成16年度の廃棄物処理法の改正で硫酸ピッチの保管基準等を
強化した他、総務省においては、同年度の地方税法改正により、軽
油引取税の脱税にかかる罰則の引き上げ及び不正軽油の譲受に関
する罰則の創設等を盛り込んだところである。今後とも、これらの改
正法の施行状況を把握しつつ、関係省庁と連携し硫酸ピッチ対策に
引き続き取り組んでいきたい。

要望者より次のとおり意見が提出されていることを踏まえ、改めて対応を検討
されたい。
○排出基準を満たさない車両が、対策地域外の営業所･事業所へ転籍・転売さ
れたり、対策地域外に実体のない営業所を設けて営業を続ける規制逃れとも
言うべき状況も現れており、現行の規制措置は対策地域の環境改善に極めて
不十分なものである。対策地域外からの流入車も規制対象とすること、地方主
要都市も含め対策地域を拡大することなどの検討の結果をとりまとめ、国民の
生命と健康を守る観点から、国の責任において早急に抜本的な制度構築を図
るよう依頼する。

c

既に回答したように、現状においても、自然的、社会的条件に
より公共用水域の環境基準の達成などが十分でない地域にお
いては、地域の実情に応じて都道府県がより厳しい排水基準
値を定めることができることとなっている。
また、水質汚濁防止法では公共用水域の水質の汚濁を防止す
るために排水の濃度規制を実施しており、排水処理施設につ
いては、各事業場の営業形態や排水特性等に応じ、各事業者
が排水基準値を達成するために必要な施設を設置することと
なる。

z17005

z17006

『排水基準
の遵守の
徹底』
飲食事業
国土交通 におけるグ
省・環境 リストラッ
省
プ管理を
徹底し廃
油処理を
再資源化
について

ディーゼル
車の使用
環境省 過程車対
策の抜本
的な見直し

5077

5085

5077001

5085010

有限会社
KOMATSU
代表 小松
清

東京都

1

10

A

『排水基準の
遵守の徹底』
飲食事業に
おけるグリス
トラップ管理
を徹底し廃
油処理を再
資源化につ
いて

A

①自動車ＮＯｘ・ＰＭ法では車検制度
によって、基準を満たさない車両は
対策地域に登録することができなくな
るが、当該地域の環境改善のため、
車検制度等の活用により効果的な取
締り体制を構築し、地域外からの流
ディーゼル車 入車を規制の対象とすること、道路
の使用過程 沿道等で環境基準が未達成の測定
車対策の抜 局があることを踏まえ、地方主要都
本的な見直 市を含め対策地域を拡大することな
し
ど、抜本的な使用過程車対策を実施
すること。
②車検の時の使用過程車規制につ
いて、実効性ある対策を実施するた
め、大気汚染防止法に基づく車検時
の規制対象項目にＮＯxやＰＭを加え
ること。

・都における深刻な大気汚染の根本
的な原因は、国の自動車排出ガス規
制の遅れにある。
自動車ＮＯｘ・ＰＭ法
・大気汚染を改善し、都民、国民の生
大気汚染防止法
命と健康を守るためには、国の責任
で使用過程車対策の抜本的な見直
しを行う必要がある。

小委員会での審議の状況を見守りつつ、これらの事項について今後
検討したい。

廃棄物
の処理
及び清
掃に関す
る法律第
１６条の
３

国民、事業者、国及
び地方公共団体に
対して、廃棄物の排
出抑制及び適正処
理に必要な規制を
行うことにより、生
活環境保全及び公
衆衛生向上を図っ
ている。

環境基準は、環境
基本法に基づき設
定される「人の健康
を保護し、及び生活
環境を保全する上
で維持されることが
望ましい基準」であ
り、政府は、公害の
防止に関する施策
を総合的かつ有効
適切に講ずることに
より、環境基準が確
保されるよう努めな
環境基 ければならないとさ
本法第１ れている。大気汚染
６条 に係る環境基準とし
ては現在、二酸化
硫黄、一酸化炭素、
浮遊粒子状物質、
二酸化窒素、光化
学オキシダントの5
物質のほか、ベン
ゼン、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
ンの４つの有害大
気汚染物質等につ
いて設定されてい
る。

d

b

ー

Ⅲ

硫酸ピッチに関しては、人の健康や生活環境に重大な被害を生ずる
おそれがあることから、平成16年に廃棄物処理法を改正し、硫酸ピッ
チを指定有害廃棄物に指定、定められた基準以外での保管や処分
等の禁止、違反した場合の直罰の導入を行い、平成16年10月27日
から施行している。
政府においては「硫酸ピッチ不適正処分事案関係省庁連絡会議」を
開催し、総務省、消防庁、資源エネルギー庁、警察庁、厚生労働省
及び環境省が連携して対策を進めており、各都道府県・保健所設置
市においても、各部局等の連携の下、取締等の対策を強化している
ところである。

粒径2.5μm以下の微小粒子状物質（いわゆるＰＭ2.5）の健康影響
については、平成11年度から「微小粒子状物質等の曝露影響調査
研究」を実施し、健康影響に係る知見の収集・充実を図るとともに、
平成13年度から（平成18年度までの予定）全国的な長期疫学調査を
実施している。環境基準の設定については、当該結果及び諸外国の
知見や規制に関する動向等をも踏まえつつ、その必要性も含めて検
討することとしている。
なお、粒子状物質対策については、粒径10μm以下の粒子状物質
に係る環境基準を設定し、大気汚染防止法や自動車NＯx・ＰＭ法に
基づく規制等、基準達成に向けた施策を講じているところであり、こ
れらの取組は、ＰＭ2.5等の低減にも寄与するものと考えている。

要望者より次のとおり意見が提出されていることを踏まえ、改めて対応を検討
されたい。
○不正軽油製造・販売等を根絶するために日夜行われている地方自治体の対
策が無駄にならないよう、関係省庁の連携を更に強化し、実効性のある対策を
講じること。

d

グリストラップは排水を行う全ての事
業所に設置が義務付けられていま
す。しかし飲食店事業所の規制の縛
りは420平米以下は規制の対象外と
現在、グリストラップの清掃を簡単に
なっている為、殆どのグリストラップ
行えるシステムを開発（特許申請中）
が建築申請上付けているだけの存
『ラクッちゃ〜』のネーミングで販売し
在になっています。国内飲食店は80
ています。清掃を行う人が悪臭に悩
万軒有るとされていますがその殆ど
まされず、簡単に清掃が出来るとの
は規制のかからない施設で、そこか
事で1年間で150箇所設置の実績を
ら流される排水は機能上不十分な事
作りました。簡単清掃でも毎日行う事
も有りますが、下水道に大きな負荷
で槽内の腐敗が防止され、グリスト
を与え、河川を汚染し、東京湾等に
ラップの機能が戻り、浮上油が回収
油の塊を流し出し、環境破壊の元に
できる様になりました。
なっています。グリストラップの規制
を飲食店全てに広げ、食品衛生法と
下水道法を遵守する様改正をお願い
します。

z17007

総務省・ 不正軽油
環境省
対策

5085

5085011

東京都

11

A

不正軽油製造等を根絶するため、関
不正軽油対
係省庁が一体となった実効性のある
策
対策を講じること。

・平成16年度の廃棄物処理法の改正
では硫酸ピッチの保管基準等の強化
等がなされ、平成16年度の地方税改
正では、軽油引取税の脱税にかかる
罰則の引き上げ及び不正軽油の譲 地方税法
受に関する罰則の創設等が盛り込ま 廃棄物処理法
れた。
・しかし現行制度では不正軽油を製
造する行為や硫酸ピッチの不法投棄
を根絶することは極めて困難である。

z17008

環境省

ディーゼル
排出微小
粒子の環
境基準の
設定

5085

5085012

東京都

12

A

ディーゼル排
出微小粒子 ディーゼル排出微小粒子の環境基
の環境基準 準の設定
の設定

大気汚染の原因であるディーゼル排
出微粒子など微小粒子（ＰＭ2.5）につ 大気汚染防止法
いての環境基準を設定すること。

粒子状物質対策については、既に粒径10μm以下の粒子状
物質について、その健康影響を十分評価した上で環境基準を
設定し、基準達成に向けた低減対策を講じているところであり、
これらの取組は、粒径2.5μm以下の微小粒子状物質（以下「Ｐ
Ｍ2.5」という。）等の低減にも寄与するものと考えている。
要望者より次のとおり意見が提出されていることを踏まえ、改めて対応を検討
されたい。
○平成18年度までの調査を待って環境基準について検討をするとしているが、
あまりにもスピードが遅い。国民の生命と健康を守る観点から、早急に対応策
を講じるべく、再度検討を依頼する。

ｂ

Ⅲ

一方、ＰＭ2.5に係る新たな健康影響については、未だ未解明
な部分が多いため、我が国においては、平成13年度から平成
18年度まで、全国７都市において児童とその両親を対象とした
大規模な疫学調査を実施しているところであり、当該調査に基
づく評価結果や諸外国の知見、動向をも踏まえつつ、その必要
性も含めて検討することとしている。なお、調査結果を待たずに
環境基準の要否を判断することはできない。
さらに、諸外国の動向として、米国が1997年に国家大気質基
準（NAAQS）を設定しているが、他の多くの国々では、我が国と
同様、その健康影響について評価を行っている段階と認識して
おり、我が国においても同様のスタンスで検討を急いでいると
ころである。
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規制改革第６次提案 ２次回答

該当法
令

制度の現状

海洋汚
染等及
び海上
災害の
防止に関
する法律
第１９条
の３〜２
２

船舶から排出され
る排出ガスによる大
気汚染の防止を図
るため、平成17年５
月発効のマルポー
ル条約附属書Ⅵの
国内法である「海洋
汚染及び海上災害
の防止に関する法
律」（以下「海洋汚
染防止法」という。）
を一部改正し、新た
に船舶の排出ガス
規制や燃料中の硫
黄分規制について
定めたところであ
り、条約発効ととも
に施行したところ。

健康増進法第２５
条（厚生労働省所
管）により、「学校、
体育館、病院、劇
場、観覧場、集会
場、展示場、百貨
店、事務所、官公庁
施設、飲食店その
他多数の者が利用
する施設を管理す
環境基 る者は、これらを利
本法、健 用する者について、
康増進 受動喫煙を防止す
法
るために必要な措
置を講ずるよう努め
なければならない」
との努力義務が課
されている。本条で
は、受動喫煙とは
「室内又はこれに準
ずる環境において、
他人のたばこの煙
を吸わされること」と
定義されている。

国家公
務員法、
公務員
制度改
革大綱
（閣議決
定）

スパイク
タイヤ粉
じんの発
生の防
止に関す
る法律
第７条

私企業からの隔離
については、国家公
務員法及び公務員
制度改革大綱に基
づき、適正に執行さ
れている。
特殊法人等への再
就職についても、公
務員制度改革大綱
により、内閣は、透
明で客観的なルー
ルを定め、公表する
とともに、各府省を
適切に監督する体
制となっており、適
正に執行されてい
る。

スパイクタイヤ粉
じんの発生の防止
に関する法律に基
づき、指定地域内
の舗装道路の積雪
又は凍結の状態に
ない部分において、
スパイクタイヤの使
用を禁止している。

措置
の分
類

c

e

d
(現行
制度
下で
対応
可能)

c

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

-

東京湾等の港湾周辺では、船舶排出ガスの影響もあって汚染濃度
がやや高い状況にあるが、これらの地区における環境基準達成に支
障がある状況ではない。しかしながら御指摘のとおりこれらの地区で
は比較的汚染濃度が高く、その低減も重要な問題であると認識して
いる。
東京湾等における地方自治体の取組とあいまって、国としては、船
舶からの大気汚染を防止するための、国際的な取り組みである「マ
ルポール条約附属書Ⅵ」の国内法として「海洋汚染防止法」の改正
が行われたところであり、この法律の適切な施行を図っていくことが
汚染軽減に当たってまずもって必要と考えているところ。
また、国内法と条約の整合性が重要であることにかんがみ、既存
船への規制導入、粒子状物質の規制導入、燃料の硫黄分の規制強
化等については、マルポール条約による規制の見直しを通じて、国
際的な枠組作りに積極的に取り組んでいるところ。

-

一般環境大気中におけるたばこの煙により、著しい健康影響が生じ
るとは承知しておらず、規制を行う予定はない。

要望者から以下のような再意見が寄せられていますので、再検討をお願いし
ます。『健康増進法を所管している厚生労働省は，公道の受動喫煙防止は対
象外としており，屋外の受動喫煙防止が環境省の所管外とするなら，公道の受
動喫煙防止のための新たな法制定を進めるべきです。東京都千代田区のよう
に路上禁煙を条例化している市区が100近くありますが，もし国はこの問題に関
与せずに，市区の条例化に任せるとすれば，対象から漏れる市民は受動喫煙
を強いられ続けるわけで，国がこの現状を放置するのは如何なものでしょう
か。』

私企業からの隔離については、国家公務員法及び公務員制度改革
大綱に基づき、適切に行う。
特殊法人等への再就職についても、公務員制度改革大綱に従い、
適切に行う。

要望者から以下のような再意見が寄せられていますので再検討をお願いしま
す。『（１）国家公務員法第103条第2項で「職員は、離職後２年間は、営利企業
の地位で、その離職前５年間に在職していた人事院規則で定める国の機関、
特定独立行政法人又は日本郵政公社と密接な関係にあるものに就くことを承
諾し又は就いてはならない。」としていますが，２年間であることの根拠がある
わけではなく，また再就職による関連企業等への利益誘導事例が先般日本道
路公団を舞台にありました。役職者については年限を設けずに禁止することが
必要な事例です。 例えば，財務省の役職者が，現にＪＴの役職者として天下っ
ています。例えば現ＪＴ会長は財務省元主計局長であり，副社長の一人は元造
幣局長であるなど，行政機関が管理監督権限を有する企業に迂回して就職し
ていることは，癒着を生み，利益誘導を有する可能性が否定できないので，行
政の公平性を損なわせないために，天下りによる関連企業等への利益誘導が
絶対に起こらないような保証制度が創設されない限り，役職者については年限
を設けずに禁止することが必要です。（２）省庁の幹部職員が，定年前に辞め，
管理監督権限を有する企業や関連機関に再就職する慣習がある場合があっ
て，それが癒着や利益誘導を有する可能性が否定できないケースがあること
が懸念されます。このような慣習は原則的に止めるべきではないでしょうか。』

-

-

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律は、国民の健康
や生活環境への影響を防止する観点からスパイクタイヤの使用を規
制すること等により、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止している。ど
のようなスパイクタイヤなら使用を可能とするかの判断については、
かねての著しい粉じん公害の経験則に照らし、十分に慎重であるべ
きと考えている。
御提案の「粉じんを発生させないことが実験等で明らかとなってい
るスパイクタイヤ」が現実に存在するかどうかは、現在までにいただ
いた資料からは不明である。今後、同様の要望をされる際は、御提
案のような「スパイクタイヤ」が存在することについて、より詳細な資
料を御提供いただきたい。
また、要望理由として、「交通事故リスクの増加が避けられた」とあ
るが、このような科学的根拠については承知していない。
さらに、過去にいただいた「ランフォード、デービー、ジュール」につ
いての資料からは、スパイクタイヤが「舗装路面を損傷しないように
すること」が「科学的・物理的に不可能でないこと」が明らかになって
いない。
したがって、現段階では、現在の法律のとおり、積雪又は凍結の状
態にない舗装道路でのスパイクタイヤの使用は禁止することが妥当
であると考えている。

その
他

再検討要請

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

-

東京湾等の港湾周辺では、船舶排出ガスの影響もあって汚
染濃度がやや高い状況にあるが、これらの地区における環境
基準達成に支障がある状況ではない。しかしながら御指摘のと
おりこれらの地区では比較的汚染濃度が高く、その低減も重要
な問題であると認識している。
東京湾等における地方自治体の取組とあいまって、国として
は、現行法の適切な施行を図っていくことが汚染軽減にまず
もって必要と考えているのは前回回答のとおり。
また、要望者からの意見も踏まえて、マルポール条約による
規制の見直しを通じて、国際的な枠組作りに引き続き取り組ん
でまいりたい。

z17009

国土交通 船舶から
省・環境 の排出ガ
省
ス対策

ー

都市部など人の多い場所において路上喫煙を規制する条例が
施行されている自治体もあるが、一般環境大気中におけるた
ばこの煙により、著しい健康影響が生じるとは承知していない。 z17010
また、路上喫煙については喫煙者のマナーを向上させることが
第一であり、法規制を行う予定はない。

環境省

公道の歩
きタバコ
（路上喫
煙）対策を
環境省が
対処すべ
きこと

-

私企業からの隔離については、国家公務員法及び公務員制度
改革大綱に基づき、適切に行う。
特殊法人等への再就職についても、公務員制度改革大綱に従
い、適切に行う。
なお、より透明性を確保するため現行制度の改正を必要とする
か否かについては、所管官庁において判断されるべきものと考
える。

行政機関
の役職退
職者が，そ
の行政機
関が管理
全省庁 監督権限
を有する企
業や関連
団体に就
職すること
を禁止する

要望者より次のとおり意見が提出されていることを踏まえ、改めて対応を検討
されたい。
○東京港沿岸地域の大気環境の改善を図るためには、停泊中船舶からの排
ガス対策が必要である。
都は、事業者の自主的な取組による船舶排ガス低減対策を促すなど、自治体
として可能な対策を順次実施する予定であるが、今回、環境省において排ガス
対策の重要性に関する認識が示されたことは、これを推進する上で強力な後
押しをいただいたものと理解している。しかしながら、改正海洋汚染防止法によ
る規制は不十分であり、船舶排ガス対策は、一自治体やそれらの連携による
対策では限界がある。関係法令による規制や国際的な枠組みづくりの推進な
ど、国の積極的な取組が不可欠であることから、より抜本的な対策を講ずるよ
う引続き求める。

c

e

d

（要望者再意見）
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律は、国民の健康や生活環境
への影響を防止する観点からスパイクタイヤの使用を規制すること等により、
スパイクタイヤ粉じんの発生を防止していると言っているが、従来のスパイクタ
イヤの使用禁止を妨げるものでないことは、該タイヤのスパイクピンの構造的
欠陥（単一形態の硬直性ロッドがタイヤのトレッドから突出している）によるもの
であるから、舗装路面の積雪や凍結のあるなしに係らず禁止すべきだが、しか
し、これがために危険なスタッドレスタイヤを半強制的に使用させる理由はな
い。これまで（１５年以上も）毎年多くのスリップ事故による死傷者が出ているこ
とは、国民の健康や環境保全どころではなく、直接生死に係わる現状を、国（環
境省）は、優先することが、国民の誰が見ても妥当と考える。一家の柱となる健
常者が、このような事故で掛け替えの無い生命を失い、また傷つくことは国家
的な損失と思うが如何に。
どのようなスパイクタイヤなら使用を可能とするかの判断については、かねて
の著しい粉じん公害の経験則に照らし、十分に慎重であるべきと考えている。
既に１５年以上も、どのようなスパイクタイヤなら使用を可能とするかの判断に
ついて、十分に慎重に考えているようだが。結局は何も考えていない発言と同
ｃ
じである。法律（５５号）の（国及び地方公共団体の責務）第４条を引用すると、
国は、スパイクタイヤの粉じんを発生させないために、知識の普及や冬期の道
路環境の整備、スパイクタイヤに代替するタイヤ等の開発の支援、以下略。と
なっているが、具体的にどのような形のタイヤなのか不明であるから明らかに
すべきである。多分、スパイクタイヤでないタイヤならスタッドレスタイヤであろう
と思うが、今後そういうタイヤができる可能性が絶対にないと否定できないが、
また、絶対に出来るとも言い切れまい。そうなると、まるで雲を捉える話で釈然
としない。それよりも、今、ある金属製のスパイクタイヤを粉じんの発生させない
構造にすることが解決の近道である。従来のスパイクタイヤが粉じんを発生し
たからと金属のせいにして毛嫌いするのは、現代人として非科学的で物理的に
も容認し難い。何故なら従来のスパイクタイヤが舗装路面を損傷したのは、金
属という材質によるものでなく、造られた構造によって路面を損傷するものと、し
ないものがあるからで、構造を変えれば、作用の仕組み（メカニズム）も変わり
該路面を損傷しない。仮に、同じ金属のはがねで、包丁と釘抜きがあったとす
で魚の料理が出来ないのは構造や形が違えば作用の仕組み（メカニズム）も違う
５号）は形骸化し、現実性のない空論である。従来のスパイクタイヤを全面禁止す
国は行政を 国民の目で判断すべきである

−

管理コー
要望事項
所管省庁
ド
（事項名）

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律は、国民の
健康や生活環境への影響を防止する観点からスパイクタイヤ
の使用を規制すること等により、スパイクタイヤ粉じんの発生を
防止している。どのようなスパイクタイヤなら使用を可能とする
かの判断については、かねての著しい粉じん公害の経験則に
照らし、十分に慎重であるべきと考えている。
再意見の提出に当たっても、御提案の「粉じんを発生させな
いことが実験等で明らかとなっているスパイクタイヤ」に関する
詳細な資料、交通事故リスク増加に関する関連資料を御提供
いただけていないところ。
したがって、現段階では、「使用を可能とする」スパイクタイヤ
や交通事故リスクの増加についての十分な資料がなく、「十分
に慎重」に検討した結果、現在の法律のとおり、積雪又は凍結
の状態にない舗装道路でのスパイクタイヤの使用は禁止する
ことが妥当であると考えている。
また、今後、同様の要望をされる際は、御提案のような「スパ
イクタイヤ」が存在することについて、例えば、路面摩耗量や粉
じん発生量に係るスタッドレスタイヤとの比較測定などより詳細
な資料を御提供いただきたい。

3/8

z17011

z17012

スパイクタ
イヤ粉じん
の発生の
環境省
防止に関
する法律
の改正

要望主
体
要望事項 分割
管理番 管理番号 番号
号

5085

5110

5110

5114

要望
グ
要望 種別
ルー
要望主体名 事項 （規制
プ化
番号 改革
番号
A/民

5085013

東京都

5110005

特定非営利
活動法人「子
どもに無煙
環境を」推進
協議会

5110014

特定非営利
活動法人「子
どもに無煙
環境を」推進
協議会

5114001

尾見 昭良

13

5

14

1

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

A

マルポール条約の批准に伴い改正
海洋汚染防止法が本年5月19日に施
行されたところであるが、①既存船
は窒素酸化物規制の対象とならない
こと。②粒子状物質は規制対象とし
ていないこと。③燃料の硫黄分は
船舶からの 4.5％以下としていること（国内の実
排出ガス対 勢は硫黄分3.0％以下）などから、船 ー
策
舶からの排出ガスについて、より抜
本的な対策が必要である。
ついては、使用燃料の良質化等、
有効な船舶排ガス対策について実効
性ある対策を講じること。特に硫黄分
の基準見直しなど、必要な環境対策
を早期に講じること。

A

公道の歩き
タバコ（路上
喫煙）対策を
環境省が対
処すべきこと

A

行政機関の
行政機関（例えば財務省）の退職者
役職退職者
（役職の）が，その行政機関が管理
が，その行政
監督権限を有する企業や関連団体
機関が管理
（例えばＪＴやたばこ協会，販売組合
監督権限を
など）に就職することは，天下りで
有する企業
あって癒着を生み，行政の公平性を
や関連団体
損なうので，禁止することが必要であ
に就職するこ
る。
とを禁止する

A

（要望理由続き）
そこで一番賢明な方法は、従来のス
パイクタイヤのスパイクピンが舗装路
面を損傷する作用の仕組み（メカニ
ズム）を解明し、これを物理的に改善
して粉じんを発生させない、つまり、
舗装路面を損傷しないようにすること
であるが、これは科学的・物理的に
不可能でないことは提出済みの資料
（熱とエネルギーに関する3人の科学
環境省は、何故「スパイクタイヤ粉じ
者（ランフォード、デービー、ジュー
んの発生の防止に関する法律」（法
ル）の実験結果）により明らかであ
律55号）を改廃しなければならない
り、当方で考案したニュースパイク
かを理解していないようであるから、
（ブレーキピン）装着のタイヤは数多
改めて説明すると、事の起こりは、従
くの実験をクリアしている。したがっ
来のスパイクタイヤによって発生した
スパイクタイ 粉じんを発生させないことが実験等
て、当方が開発したタイヤのような一
粉じんが原因であることはいうまでも スパイクタイヤ粉じん
ヤ粉じんの で明らかとなっているスパイクタイヤ
定の条件をクリアしたスパイクタイヤ
ないが、もし仮にスパイクタイヤが粉 の発生の防止に関す
発生の防止 の使用を認めていただけるよう、根
を導入した場合においては、粉じん
じんを発生しなければ、スタッドレスタ る法律 第７条
に関する法 拠法令等に示す条文の改正をお願
の発生を防止し、もって国民の健康
イヤや法律55号もなく、したがって、
律の改正 いいたします。
保護、生活環境の保全が可能であ
スタッドレスタイヤによる「ツルツル路
り、法律の趣旨にも合致することか
面」も当然発生しておらず、交通事故
ら、法改正によりスパイクタイヤの導
リスクの増加が避けられたことは誰も
入を認めていただきたいと考える。ま
容易に想像がつくものと考える。
た、スパイクタイヤを認めていただく
ことにより、さらなる効果として「ツル
ツル路面」上の走行によるスリップが
原因の車両の交通事故や歩行者の
通行事故が発生するという事態も改
善するものと考えている。当提案を
受け入れることなく、現行の法律を存
続させようとする姿勢は、これを国民
のために改善しようとする配慮が全く
なく、まさに不作為そのものであると
いわざるを得ない

健康増進法所管の厚生労働省は，
公道は屋外で管轄外との考えのよう
で，例えば屋外のアスベストや自動
車排気ガス対策は環境省所管なの
で，公道の受動喫煙は，これらと同
様に（タバコのポイ捨ての廃棄物問
題を含め），環境省が対応すべきで
ある。

厚生労働省は，健康増進法第25条
の受動喫煙防止条項は，屋内の受
動喫煙との解釈に限定しているよう
なので，公道の路上喫煙対策は，屋
外環境として環境省が所管すべきで
ある。

その他
（特記事項）

東京港周辺の二酸化窒素や二酸
化硫黄の大気環境濃度は、長期間
継続して高い状況にある。これは港
湾地域が抱える共通の問題であり、 海洋汚染及び海上災
本年、マルポール条約の批准に伴い 害の防止に関する法
海洋汚染防止法の改正が行われた 律
ところであるが、国の責任において、
船舶からの排出ガスについてより抜
本的な対策を講じる必要がある。

米国でも，環境タバコ煙は，環境保
護庁が，発ガン性物質として危険度
環境基本法，健康増
の最も高いＡクラスとしており，わが
進法
国でも，環境タバコ煙を環境省が所
管し，規制するのは合理的である。

行政と，管理監督される側は，天下
近年，最近も，天下りによる不祥事
りなど人事を通して癒着の事例が多
が多く見られることから，この禁止が 人事院等の法令
くあるので，公平性と透明性のため
行政改革上からも必須である。
に，禁止が必要である。

資料は前回（平成１７年
６月）の集中受付月間と
同じであり、添付なし。

2006/1/1914:59

規制改革第６次提案 ２次回答

該当法
令

制度の現状

環境省
内部通
達（平成
１４年７
月１日）
乙は、本
契約に
よって生
じる権利
又は義
務の全
部若しく
は一部を
甲の承
諾を得た
場合を除
き第三者
に譲渡
し、又は
承継させ
てはなら
ない。た
だし、信
用保証
協会及
び中小
企業信
用保険
法施行
令（昭和
２５年政
令３５０
号）第１
条の２に

環境省においては、
既に平成１４年７月
より売掛債権担保
融資保証制度を利
用する場合の債権
譲渡特約の部分解
除を実施している。

人事院に、国家公
務員倫理審査会が
置かれ、調査研究、
企画、助言、審査等
を行っている。ま
た、各省庁には倫
理監督官が置か
れ、倫理の保持に
国家公
関し必要な指導及
務員倫
び助言を行うととも
理法
に、倫理審査会の
指示に従い、当該
行政機関等の職員
の職務に係る倫理
の保持のための体
制の整備を行って
いる。

行政手
続等にお
ける情報
通信の
技術の
利用に関
する法
律、
環境省
の所管
する法令
に係る行
政手続
等におけ
る情報通
信の技
術の利
用に関す
る法律施
行規則

電子申請を行う場
合、本人確認を必
要とする手続につ
いては、電子署名
及び電子証明書を
求めている。

措置
の分
類

c

d
(現行
制度
下で
対応
可能)

ｄ

ｅ

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

−

環境省においては、更にその譲渡対象者の範囲の拡大の措置を検
討していくことにしているが、各省庁及び各地方公共団体に適用する
統一的な共通ルールの策定については、国の会計法規を所管する
財務省において実施すべきと考える。

-

-

-

国家公務員倫理法の規定に基づき、倫理の保持を行う。

環境省においては、開示請求書の提出（行政機関の保有する情報
の公開に関する法律）及び、ファイル記録事項の開示請求（特定化
学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関す
る法律）等一部の手続について、電子署名を必要としない措置を講
じている。それ以外の手続については原則として本人確認の手段と
して電子署名を必要としている。

環境省では現時点において電子申告・電子納付が存在しない

その
他

再検討要請

省庁間での統一的な対応を願いたい。

措置
の分
類

C

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

ー

前回の回答同様、環境省においては、譲渡対象者の範囲の拡
大の措置を検討していくことにしているが、各省庁及び各地方
公共団体に適用する統一的な共通ルールの策定については、
国の会計法規を所管する財務省において実施すべきと考えて
いる。

管理コー
要望事項
所管省庁
ド
（事項名）

-

-

z17013

国・地方自
治体向け
金銭債権
の証券化
全省庁
に関する
債権譲渡
禁止特約
の解除

z17014

コンプライ
アンス監査
全省庁
システムの
導入

z17015

-

z17016

4/8

利用者サ
イドに立っ
たオンライ
全省庁 ン手続き
の見直し
による電子
化促進

全省庁

モデル事
業を活用し
ての電子
政府の推
進

要望主
体
要望事項 分割
管理番 管理番号 番号
号

5118

5120

5121

5121

要望
グ
要望 種別
ルー
要望主体名 事項 （規制
プ化
番号 改革
番号
A/民

5118006

社団法人
リース事業
協会

5120003

特定非営利
活動法人
日本情報安
全管理協会

5121003

5121004

日本マルチ
ペイメント
ネットワーク
運営機構

日本マルチ
ペイメント
ネットワーク
運営機構

6

3

3

4

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

A

国・地方自治
体向け金銭
債権の証券
化に関する
債権譲渡禁
止特約の解
除

各省庁及び地方自治体において、統
一的かつ早急に債権譲渡禁止特約
の解除の対象となる契約（リース契
約等）及び譲渡対象者の拡大（特定
目的会社等）を望む。

B

コンプライアンスに関するアンケート
昨今、公務員による不祥事露見が頻
調査を各行政機関ごとに実施し、そ
発しているが、これを未然に防ぐため
の結果に基づいて客観的なコンプラ
公務員による不正行為や非倫理的
には、何よりもコンプライアンス意識
コンプライア
イアンスレベルを評価、コンプライア
行為を未然に防止し公共サービスの
を高めることにある。
ンス監査シス
ンス研修を行うことによりコンプライ
なし
レベルを高めるため、第三者機関に
事後においては、監察組織による対
テムの導入
アンスレベルを高める。このシステム
よる監査システムを導入する。
応ということになるが、このシステム
は問題があってからの対応ではなく
は少しでも未然に不正を防ぐことが
コンプライアンス意識を高めることに
目的である。
よる不祥事の予防システムである。

A

電子的な手続きを躊躇させる主因と
思われる現行の公的認証の取扱い
方法の根本的見直しが必要と考え
る。即ち、現在のように全ての手続き
に一律に公的認証を求めるやり方で
はなく、手続き毎にリスクの有無なら
びに軽重を十分吟味のうえ、問題な
しとされる手続きには公的認証なし
で簡易に手続きができるような検討
利用者サイド
を早期にお願いしたい。もちろん情
に立ったオン
報保護の観点ならびにインターネット
ライン手続き
という非対面での手続きに伴なう必
の見直しによ
要な確認等の安全を十分考慮したう
る電子化促
えという条件付にはなろうが、これに
進
より多くの利用者にとりオンライン手
続きが非常に身近なものとなり実利
用の飛躍的な伸びにつながるものと
考える。また、年度毎の利用目標を
定め、実利用の推移を利用者に還元
すると共に、定期的に利用者アン
ケートやパブリックコメントを募り、一
層の見直しを図る仕組み作りの検討
をいただきたい。

A

モデル事業として運営している財務
省の国税電子申告・納税システム（ｅ
−Tax）、総務省の総合的なワンス
トップサービス整備事業（申請・届出
窓口の一括化・電子化）のように各
省庁の予算要求時等に既存の電子
モデル事業 申告・電子納付の取り扱い件数につ
を活用しての いても年度ごとに目標値を明確化し
電子政府の ての計画立案と事後評価を確実に
推進
行って欲しい。すなわちモデル事業
を現行の予算編成を改革するための
試行事例としてのみだけでなく、電子
政府の活性化のためにも幅広く活用
して取扱い対象の多い電子申告・電
子納付の項目については適用するこ
とを検討いただきたい。

要望理由

本年6月に同要望を提出したが、各
省庁の対応が異なり、引き続き、統
一的かつ早急な対応が求められる。

現在利用が進まないオンライン手続
きに幅広く利用者を呼び込むため
に、「簡易」に利用できる手続きへの
見直し・仕組み作りの検討が必要で
ある。そして、オンライン手続きの普
及が実現すれば同時に、手続き時に
発生する料金・手数料の電子収納に
ついてのニーズも高まり、申請から
納付までの一連の手続きが「トランス
ポートレス（自宅から移動なしに）」、
「ペーパーレス（申請書なしに）」、
「キャッシュレス（現金のやりとりなし
に）」にて完了するという、行政手続
の電子化の目指す最終型への実現
に向けて大きな弾みがつくものと思
料する。

根拠法令等

その他
（特記事項）
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規制改革第６次提案 ２次回答

該当法
令

廃棄物
の処理
及び清
掃に関す
る法律第
２条第４
項第１号
及び第１
５条の４
の２
同法施
行規則
第１２条
の１２の
２及び第
１２条の
１２の４

制度の現状

掘削工事にともなっ
て排出されるものの
うち、含水率が高く
粒子が微細なもの
は、汚泥として取り
扱うこととされてい
る。

措置
の分
類

d（一
部に
ついて
はe）

措置
の内
容

ー

措置の概要（対応策）

掘削工事に伴って排出されるもののうち、含水率が高く粒子が微細
なものは、汚泥として取り扱うこととされている。掘削工事現場におい
て中間処理に該当する脱水、固化等の処理が行われる場合には、こ
れより前の時点が排出時点となる。中間処理に該当する処理が行わ
れる前の工程において、分級設備が掘削装置と一体として機能する
場合は、これら一体の施工システムから排出される時点で、廃棄物
であるかどうか、廃棄物であればどの廃棄物に該当するかの判断を
することは可能である。
なお、セメントやベントナイト等を添加して行う柱列式連続壁工法
（SMW工法等）では、排出されるものは自然の土砂とは異なるため、
上記のような一体の施工システムから排出される時点で判断したと
しても、再生利用されるものでなければ廃棄物である。廃棄物の種
類としては、泥状を呈するものは産業廃棄物である汚泥、泥状を呈さ
ないものは産業廃棄物であるガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器
くずとして扱われることとなる。
また、指針での「排出される時点」とは、指針の中でSMW工法等と
して例示されている図の一点破線の枠から外へでる時点であるが、
各現場での判断は個々に行われるものと考えている。

４）について
４）につ
いて
−

４）について
−

４）に ４）に
ついて ついて
f

廃棄物
の処理
及び清
掃に関す
る法律第
１４条第
１項及び
産業廃棄物処理業
第６項
の許可の申請につ
同法施
d（③
いては、廃棄物処
行規則
につい
理法施行規則第９
第９条の
ては
条の２において申請
２及び第
c）
の手続きを定めて
１０条の
いる。
４
同法第１
５条第１
項
同法施
行規則
第１１条

Ⅰ

ー

f
【理由】
環境省では、化石燃料からの二酸化炭素の排出量に応じた環境
税の創設について、平成17年８月に要望し、10月には、具体案を公
表したところ。

① について
2003年度の規制改革要望を受けて2004年４月に導入された「先行許
可証の活用による申請手続きの一部簡素化の措置」については、そ
の積極的活用を都道府県等あてに通知し、担当者会議等でも適宜
周知しているところであり、今後とも周知徹底をはかってまいりたい。
② について
2003年度の規制改革要望を受けて、許可申請に係る手続において
住民票・登記事項証明書等について複写書類によることを認めて差
し支えない旨を都道府県等あてに通知し、役員の異動に係る変更手
続に要する添付書類（住民票・登記事項証明書等）の軽減を図って
いるところ。
③ について
許可申請手続の電子化については、各種行政手続一般の電子化と
して、都道府県等又は民間事業者における普及状況に照らして検討
すべき課題であり、現状において申請手続きをインターネットで行う
までの条件整備はされていないと考えるが、廃棄物処理法上の許可
情報等の地方公共団体間の共有や許可手続の電子化等について
は、平成１８年度中に、事業者や地方公共団体の意見を踏まえつ
つ、電子化に向けた取組を開始する予定である。
④ について
廃棄物処理法上の許可制は生活環境保全上の観点から定められ、
産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設の設置については、許
可権者たる都道府県知事（保健所設置市にあっては、市長）の管理
監督の下、廃棄物の適正な処理を確保している。なお、保健所設置
市における産業廃棄物処理事務の実施については、広域化する産
業廃棄物処理等に対して、より的確に対応できるようにするため、第
162国会において廃棄物処理法を改正し、保健所を設置する市が産
業廃棄物処理事務を行うこととなる仕組みを見直し、政令で指定す
る市が行うこととする仕組みに改めたところ。

その
他

再検討要請

措置
の分
類

「柱列式連続壁工法（SMW工法等）では、排出されるものは自然の土砂とは異
なるため、上記のような一体の施工システムから排出される時点で判断したと
しても、再生利用されるものでなければ廃棄物である」との回答であるが、法的
根拠が不明。
一体の施工システムから排出されたものが、75μ以下の細粒分がおおむね
95%除去され、コーン指数が200ｋＮ/ｍ2であれば、建設廃棄物の分類に該当す
るものは無いと考える。
柱列式連続壁工法から排出されたものが建設汚泥に該当しない処理をしても
廃棄物であるなら、具体的な根拠を示されたい。
（指針では泥水循環工法---例えば泥水シールドもベントナイト、添加剤等を使
用しており自然の土砂とは異なるが一体のシステムで処理した後は土砂となっ
ている）

要望者から下記のとおり意見が提出されており、意見を踏まえて、再検討願い
たい。
4)に関して、提案されている環境税の税額は、排ガス等による環境負荷を費用
換算して設定したものでなく、産業界の反対等を慮って低額なものとなってい
る。従って、鉄軌道と自動車の競争条件を公正化するには不充分である。自動
車による環境負荷は、二酸化炭素の排出のみではない。

要望者より次のとおり意見が提出されている。
①先行許可証の活用による申請手続の一部簡素化について、より一層周知徹
底を図り、実効をあげるべきである。
②複写書類による住民票等の提出を認める措置の周知徹底をより一層推進す
べきであるが、現実には、住民票・登記事項証明書等を複写書類によることと
しても、複写のための証明書等の原本を取得しなければならないことには変わ
らず、事務手続が簡素化されたとの実感はないのが実情である。大規模製造
事業者等における外国居住役員や廃棄物処理施設の管轄外の役員などにつ
いて、添付書類の削減・合理化を図るべきである。
③電子化に向けた取組みが来年度に開始されることは評価できる。検討にあ
たっては、経団連の要望趣旨が実現されるようにすべきである。廃棄物処理法
は、適正処理ならびに不法投棄の防止等から必要な規制も多いが、同時に、
膨大な行政手続と煩雑な提出書類の提出を事業者に求めており、その合理
化・削減が課題と考える。
情報システムは、自治体毎に異なるシステムを導入してしまうなど、一度シス
テム化してしまうと、その統一化や改編が難しい面があることから、将来を見据
えて、民間事業者の許可申請手続等の合理化にも資するような、情報システム
作りを行うべきである。
④今回、法が改正されたものの、実際には必ずしも十分ではないと考えること
から、今後とも、許可権限の広域化に取り組むべきである。

ー

①については、廃棄物処理業の事業範囲の変更許可の申請につい
ては、すでに新規の申請よりも簡素かつ最低限必要な手続となって
いる。
②については、廃棄物処理法においては、「輸送需要が確実である
ことを排出業者が証明する書面」といった規定はない。都道府県の
定める要領等については、都道府県において検討されるべきもので
ある。

d（一
部に
ついて
はe）

４）について
４）に ４）に
ついて ついて
f

①・④
はd、
②は
c、③
はｂ

「規制改革・民間開放の推進に関する第２次答申」の内容を踏まえ、改めて対
応を図るとともに、具体的な検討のスケジュール（結論及び実施時期）を示され
たい。

①廃棄物収集運搬業の許可品目の追加に当たっての申請に際しては、法人の
登記事項証明書や役員の住民票、決算関係書類など、新規申請時と同様の
①は
添付書類の提出を求められており、提出書類を簡素化すべきである。(廃棄物
c、②
処理法施行規則第9条の2、同第10条の9)
はe
②廃棄物処理法施行規則第10条の9第2項で、事業計画の概要を記載した書
類の添付が規定されているが、地方公共団体によって運用にばらつきがあり、
排出事業者に関する詳細な情報の記入や申請者でない排出事業者の捺印ま
で求められたケースもある。事業計画の記載内容等について、統一的な見解を
示すべきである。

管理コー
要望事項
所管省庁
ド
（事項名）

措置の概要（対応策）

「「柱列式連続壁工法・・・（中略）・・・廃棄物である」との回答
であるが、法的根拠が不明。」については、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」）第二
条の定義において「「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、
汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の
汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの（放射性物
質及びこれによって汚染された物を除く。）をいう。」とされてい
る。したがって、建設工事にともなって排出される物が固形状
又は液状の汚物又は不要物である場合、法の定義によれば廃
棄物である。なお、土砂については、「今後の廃棄物・リサイク
ル制度の在り方について（意見具申）」（平成１４年１１月２２日
中央環境審議会）において、「一般に土地造成の材料として使
用されている自然物であるため、これまで廃棄物処理法の対
象となる廃棄物ではないものとして運用している。」とあるよう
に、不要物となった場合にあっても、運用上法の対象となる廃
棄物から除外している。一方、セメントやベントナイト等を添加し z17017
たものは自然物ではないため、廃棄物処理法の対象として取り
扱っている。
「一体の施工システムから排出されたものが・・・（中略）・・・具
体的な根拠を示されたい。」の具体的な根拠については、法第
二条の定義のとおり。
「（指針では泥水循環工法・・・（中略）・・・土砂となってい
る。）」について、指針の泥水シールドの例示では、分級機で分
離された自然物である土砂を図示しているのであり、その中に
ベントナイトや添加剤により処理されたものが含まれていること
が明らかでありかつ不要物であれば、土砂と廃棄物の混合物
として扱うべきである。その根拠は上述の法第二条の定義のと
おりである。
なお、指針にある「粒子が直径７４ミクロンを超える粒子を概
ね９５％以上除去」、「コーン指数200ｋＮ／m2」等は、汚泥であ
るか否かを判断する際の目安に過ぎない。

要望者より次のとおり意見が提出されている。実務的なニーズを勘案し改めて
対応を検討されたい。

要望者より次のとおり意見が提出されている。「規制改革・民間開放の推進に
関する第２次答申」の内容を踏まえ、改めて対応を図るとともに、具体的な検討
のスケジュール（結論及び実施時期）を示されたい。
廃棄物
産業廃棄物処理業
の処理
①に
の許可の申請につ
及び清
ついて
いては、廃棄物処
掃に関す
はｄ、
理法施行規則第９
る法律施
②に
条の２において申請
行規則
ついて
の手続きを定めて
第９条の
は、e
いる。
２

措置
の内
容

Ⅰ

ー

f

z17018

税制に関することはもみじ要望の場で要望するものとしては
不適当である。

①について
先行許可証の活用については、実効性を挙げるべく、今後と
も周知徹底を図ってまいりたい。
②について
廃棄物処理法においては、許可の申請者が法人である場合
には、役員の住民表の写しを求めている。これは、廃棄物の適
正処理を確保するために、行政庁が廃棄物処理業の経営に携
わる役員を正確に把握しておく必要があるからであり、大規模
製造事業者等における外国居住役員や廃棄物処理施設の管
轄外の役員であったとしても、当該法人が産業廃棄物処理業
z17019
を行う以上は本規定を遵守する必要がある。
③について
廃棄物処理法上の許可情報等の地方公共団体間の共有や
許可手続の電子化等については、１８年度中に取組を開始して
いくところではあるが、そのあり方については、地方公共団体と
の調整を図りながら、民間事業者の許可申請手続の合理化に
資するよう整備していきたい。
④について
今回の法改正の完全な施行は平成１８年４月からであり、改
正の効果については施行後の状況を見てまいりたい。

①について
廃棄物処理業の事業範囲の変更許可については、法人の業
の拡大につながる事項であるから、適切な産業廃棄物業が行
えるかどうかを申請により的確に把握する必要があり、現行制
度の申請書類については最低限必要な手続をとっているもの
である。なお申請書類の過度な負担を減らすための対策につ
いては、平成１６年における廃棄物処理法施行規則改正によ
り、証券取引法に基づく有価証券報告書を提出することによ
り、経理的基礎に係る添付書類の軽減を図っているところであ
る。
②について
廃棄物処理法上、産業廃棄物処理業の事業範囲を変更する
際の審査方法の運用については、各自治体に委ねているとこ
ろであり、環境省として各都道府県が地域の実情に応じた運用
を行うことを否定するものではなく、御指摘の件については、各
都道府県ごとに検討されるべき問題である。

5/8

z17020

「建設工事
等から生
ずる廃棄
物の適正
処理につ
環境省
いて」
｛建設汚泥
の取扱い｝
の内容改
正

自動車
ユーザー
へ適正な
総務省・
費用負担
国土交通
をさせ交通
省・環境
サービス
省
間の競争
条件を公
正化

環境省

環境省

廃棄物処
理法に係
る許可手
続きの簡
素化・電子
化

産業廃棄
物収集運
搬許可に
おける取
扱品目の
変更に係
る手続の
簡素化等
【新規】

要望主
体
要望事項 分割
管理番 管理番号 番号
号

5129

5136

5144

5144

5129001

5136020

5144035

5144036

要望
グ
要望 種別
ルー
要望主体名 事項 （規制
プ化
番号 改革
番号
A/民

任意団体

社団法人日
本ニュービジ
ネス協議会
連合会（(株)
ライトレール）

(社)日本経
済団体連合
会

(社)日本経
済団体連合
会

1

20

35

36

A

A

A

A

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

「建設工事等
から生ずる
廃棄物の適
正処理につ
いて」
｛建設汚泥の
取扱い｝の内
容改正

代表的掘削工法に例示されている
柱列式連続壁工法（SMW工法等）に
おいて、発生した掘削物を排出する
ことなく、連続して分級処理する場合
は、分級工程までを掘削工事ととら
え、この一体となるシステムから排出
される時点で土砂か汚泥かの判断を
する。旨の改正を行なわれたい。
＊発生した掘削物を排出することな
く、連続して分級処理するとは、発生
した掘削物を、地上に排出（仮置き）
することなく、バケット、ポンプ圧送等
で、掘削場所から直接システムに取
込み、掘削から、分級まで連続的に
処理を行なう事を言う。

自動車ユー
ザーへ適正
な費用負担
をさせ交通
サービス間
の競争条件
を公正化

1)官民ともに集客施設等の駐車場が
無料または格安な一方、公共交通で
の来訪者は交通費を自己負担して
いる現状を改める。民の行動を規制
するのは難しかろうが、少なくとも中
央・地方政府の庁舎の駐車場は、地
代・建設費・管理費分を利用者に求
めるか同額を公共交通での来訪者
へ費用補助する。2)道路整備・管理
予算の約３分の１に投入されている
一般財源を減額し、また全額免除さ
れている道路用地の固定資産税を
鉄道用地と同程度の免除度合とす
る。3)高速道路の料金収入を上回る
財政投融資による建設を取りやめ
る。4)排ガス等による環境負荷を費
用換算し、環境税として自動車ユー
ザーに費用負担さす。5)建築物の容
積率計算をする際に駐車場面積を
床面積から除外することを取りやめ
る。

自動車が受益に応じた費用負担をし
ていないことにより、鉄軌道と自動車
の公正な競争が妨げられている。そ
地方鉄道及びＬＲＴの収益性を向上 のため、本来は鉄軌道を利用した方
させ、多額の財政支援を受けずにビ が利便性が高くかつ社会的にも望ま
不明
ジネスとして良質な交通サービスを しい移動まで自動車が利用され、自
提供する。
動車利用を必要以上に助長してい
る。そのため、鉄軌道事業の民間に
よるビジネス展開を困難なものとして
いる。

添付資料３：地方都市と
ＴＯＤ −自動車へ過度
に依存した交通体系か
らの脱却を目指して

廃棄物処理
法に係る許
可手続きの
簡素化・電子
化

①2003年度の規制改革要望を受け
て2004年４月に導入された「先行許
可証の活用による申請手続きの一
部簡素化の措置」を徹底するよう、環
境省は全国の地方公共団体に対し
て今後とも担当者会議等を通じて指
導・徹底を図るべきである。
② 産業廃棄物処理施設ならびに収
集運搬業の許可について、役員の異
動に係る変更手続に要する添付書
類（住民票・登記事項証明書等）を削
減する方向で見直すべきである。
③ 廃棄物処理法上の行政手続につ
いて情報化を推進し、民間事業者が
行う許可申請手続をインターネットで
行えるようにすべきである。
その際、許可情報について地方公
共団体間で共有し、民間事業者が複
数の地方公共団体で許可を取得す
る場合には、ある一つの地方公共団
体で手続を行えば、その他の地方公
共団体への行政手続は大幅に簡素
化できるようにすべきである。また、
廃棄物処理法に基づく各種届出業
務（多量排出事業者による産業廃棄
物処理計画・報告書、自治体条例に
基づく情報提供等）を簡素化・統一化
するなど、民間事業者の申請手続の
情報化・合理化を推進すべきであ
る。
④ 産業廃棄物処理業に係る許可権
限を広域化すべきであり、都道府県
単位やさらにブロック化した地方単
位に集約すべきである

(要望理由）
①2004年４月から、法人が、産業廃
棄物処理施設の設置、変更ならびに
役員等の異動に関する申請手続を
行う場合に、代表者・役員の人的要
件に係る添付書類についての先行
許可証の提出による書類の代替措
置が導入されたものの、地方公共団
体によっては従来の添付書類の提
出を求められる。
② 大規模製造事業者等において
は、役員は数十人にも及び、また、
役員が外国に居住している場合もあ
る。このような場合において、役員の
異動がある度に、代表者や当該施設
を所管している役員以外の役員につ
いても、添付書類を求めるのは非常
に負担感が大きい。とりわけ廃棄物
収集運搬業者は多くの地方公共団
体の許可を有しており、その事務手
続きは膨大である。さらに、個人情報
保護法の施行等個人情報の扱いが
厳格になっている折、添付書類の提
出を必要最小限とすべきである。（右
欄へ続く）

（左欄より続く）
③将来的には、廃棄物処理法の許
可手続に係る全国的な情報システム
を構築し、民間事業者がインターネッ
トでの申請手続を一括して行うことが
できれば（ワンストップサービスの実
現）、事務負担の大きな軽減につな
がる。行政手続に係る事務負担の軽
減、電子政府化の推進等の観点か
ら、民間事業者にとっても使い勝手
のよい廃棄物処理法に係る情報シス 廃棄物処理法第14条
テムを構築すべきである。
第１項、第15条第１項
④ 2005年5月18日に公布された改正
法では、保健所設置市による事務処
理の仕組みが見直されたが、依然と
して中核市が政令で指定されてお
り、廃棄物処理法に係る許可権限の
さらなる広域化が望まれる。少なくと
も、都道府県および政令指定都市へ
の集約化、さらには都道府県をブロッ
ク化した地方単位への集約化を図る
べきである。

産業廃棄物処理業な
らびに産業廃棄物処理
施設の許可申請にあ
たっては、当該業を行お
うとする区域ならびに当
該施設を有する区域を
所管する都道府県知
事、保健所を設置する市
の市長、特別区の区長
の許可を個々に取得す
る必要がある。
また、許可申請・変更
手続に際して、全役員に
係る住民票や登記事項
証明書等が求められる
など、膨大な事務処理が
必要とされている。

①廃棄物収集運搬業者の許可品目
の追加に当たっては、添付書類の軽
減を図るなど、新規申請時よりも簡
素な手続とすべきである。
②廃棄物収集運搬処理業の許可、
許可品目の追加、許可の更新手続
に関して、各地方公共団体から求め
られる「輸送需要が確実であることを
排出業者が証明する書面」について
は、提出を不要とするよう、地方公共
団体に対して、指導・助言を行うべき
である。

（要望理由）
①産業廃棄物処分業許可における
産廃品目の追加については、既存施
設の改造や新たな施設の建設等を
伴うことから、処分方法、施設の技術
的な検証、周辺環境への影響や施
設を維持管理する経理的基礎等を
審査することの必要性は理解でき
る。
他方、産業廃棄物の収集運搬業務
は、排出事業者から排出された産業
廃棄物を、排出時の姿、形のまま、
途中で飛散流出させることなく処分
業者まで運ぶことが役割であり、産
業廃棄物の形や性状を変化させる
処分業者の行為とは大きく異なる。
それにもかかわらず、現行法では、
処理業（収集運搬業と処分業両方を
含む概念）の許可ということで、収集
運搬業と処分業の許可手続きをひと
くくりに定めている。（右欄へ続く）

（左欄より続く）
とりわけ、現状、収集運搬業は輸送
の発地着地を管轄する全地方公共
団体(※)から許可を取得しなければ
ならず、許可の更新・変更手続に多
大な事務負担が生じている。
(※)産業廃棄物収集運搬許可の取
得は、47都道府県に政令で定められ
た57市を加えた104の申請先があり、
また、特別管理産業廃棄物の収集運 廃棄物処理法第14条
搬許可は通常の産業廃棄物とは別 第１項
の許可となっており、理論上は208の 同法施行令第27条
申請先がある。加えて、品目ごとに
新規申請と同様の手続きを求める
と、その手続きは膨大なものとなる。
②輸送需要が確実であることを排出
業者が証明する書面については、法
令等で提出が義務付けられているも
のではなく、地方独自の横だし規制
であることから、早期撤廃が求められ
る。

産業廃棄物収集運搬
業において、顧客の要
請等に基づき、取扱う産
廃品目を追加する場合
に、現状では、新規申請
や５年ごとの更新申請を
行なうのとほぼ同様の
手続き・添付書類の提出
等が求められている。ま
た、地方公共団体によっ
ては、産廃品目の追加
に当たって、許可を取得
しようとする品目につい
て、その輸送需要が確
実にあることを証する書
面(排出事業者の排出計
画等)の添付を求められ
ることが多々ある。
加えて、許可の更新時
においても、同様の書面
の提出を求め、その時
点で輸送需要があること
を証明できない品目につ
いては許可を取り消す
地方公共団体もある。

産業廃棄物
収集運搬許
可における
取扱品目の
変更に係る
手続の簡素
化等
【新規】

具体的事業の
実施内容

柱列式連続壁工法（SMW工法等）
では、最近、環境問題への対応に伴
ない、掘削物を排出することなく、発
生汚泥を再利用する工法（ハイドゲ
ン工法等）が開発され普及してきて
いる。
この工法では分級した細粒分と水
分を壁体に再利用している。
一方、分級後、排出される粗粒分
は建設汚泥として処理している。

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

柱列式連続壁工法（SMW工法等）
に分級設備等を付加し「一体の施工
システム」として掘削物を処理し、そ
の処理物が土砂としての性状を満足
していても、土砂と認められない矛盾 平成１３年６月１日付
が生じており、建設汚泥の再利用推 け環廃産第２７６号環
進を阻害する要因になっている。
境省大臣官房廃棄物・
分級設備を付加し、掘削物を排出 リサイクル対策部産業
することなく、連続して分級処理する 廃棄物課長通知「建設
場合は、一体のシステムとみなして、 工事等から生ずる廃
そのシステムから排出される時点
棄物の適正処理につ
で、土砂か汚泥かの判断が可能かど いて」
うかの見解を示されたい。又、指針
の「排出される時点」とはSMW工法の
場合どの状態をいうのか、見解を示
されたい。

2006/1/1914:59

規制改革第６次提案 ２次回答

該当法
令

制度の現状

措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

その
他

再検討要請

措置
の分
類

措置
の内
容

管理コー
要望事項
所管省庁
ド
（事項名）

措置の概要（対応策）

要望主
体
要望事項 分割
管理番 管理番号 番号
号

要望
グ
要望 種別
ルー
要望主体名 事項 （規制
プ化
番号 改革
番号
A/民

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

① 欠格要件に該当することになった
場合、自動的に許可が取消されるの
は廃棄物処理業の許可のみとし、廃
棄物処理施設の許可については「裁
量的取り消し」（取り消すことができ
る）とすべきである。
廃棄物
の処理
及び清
掃に関す
る法律第
１４条及
び第１５
条の３
同法施
行令第４
条の６

廃棄物
の処理
及び清
掃に関す
る法律第
２条２項
及び第４
項第１号
並びに廃
棄物の
処理及
び清掃に
関する法
律施行
令第２条
第２号

欠格要件について
は、廃棄物処理法
第１４条において規
定されており、申請
者や許可業者が欠
格要件に該当する
場合は不許可や取
消の処分を受ける
ことになる。

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律
施行令第２条第２号
に「木くず（建設業
に係るもの（工作物
の新築、改築又は
除去に伴つて生じ
たものに限る。）、木
材又は木製品の製
造業（家具の製造
業を含む。）、パル
プ製造業及び輸入
木材の卸売業に係
るもの並びにポリ塩
化ビフェニルが染み
込んだものに限
る。） 」と規定されて
いる。

廃棄物
再生利用認定制度
の処理
により環境大臣の
及び清
認定を受けた事業
掃に関す
者は廃棄物の処理
る法律第
につき許可を有する
１５条の
必要がない。
４の２

廃棄物
の処理
及び清
掃に関す
る法律第
１５条４
の３

c

c

d

広域認定制度の対
象となる廃棄物は、
ｃ（②
拡大生産者責任の
につい
考え方に則り、製造
ては
事業者の自らの製
ｄ）
品について認定を
認める制度である。

ー

ー

ー

ー

廃棄物処理法においては、廃棄物処理に対する国民の不信を解消
し、廃棄物処理業者の質の確保を図るため、平成９年及び平成１２
年の法改正において廃棄物処理業・施設設置の許可要件を厳格化
するとともに欠格要件を強化し、さらに平成１５年の法改正において
も、欠格要件に該当した場合の取消しを義務化することとした。
一方、本件要望以外にも、都道府県・処理業者団体等からも、欠格
要件やその運用の一部について見直しを求める声も寄せられている
ことから、環境省において、学識者等からなる検討会を設け、廃棄物
処理法の規制強化によるこれまでの実績を踏まえて、欠格要件及び
その運用の検証・評価を行い、今後の在り方を検討しているところで
ある。

ご提案のように「地方公共団体の特段の事情で･･･処理することが
困難である場合」等にあっては、市町村が、廃棄物処理法第７条第１
項又は第６項に規定する「許可」制度や、廃棄物処理法施行規則第
２条第２号又は第２条の３第２号に規定する、再生利用されることが
確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集若しくは運
搬又は処分を業として行う者の「指定」制度等の既存の制度を活用
することで対応可能であるものと考える。
なお、木くずについては、現在事業系一般廃棄物とされる廃木製パ
レットを中心に、その排出実態や排出事業者等のご意見等を踏ま
え、区分の見直しを検討することとしたい。

廃棄物処理法第１５条の４の２第２項が準用する法第９条の８第３項
によれば、環境大臣が認定した者は、許可を必要とすることなく、収
集運搬業、処分業を行うことができる。
よって御要望の点については、措置済みである。

広域認定制度は、拡大生産者責任（製品に対する生産者の責任を
製品の使用段階にまで拡大すること）により、製品が廃棄物として排
出されることの抑制やリサイクル・適正処理を容易とする等、製品の
ライフサイクル全体にわたり適正に処理するという考え方に則った制
度である。よって他社製品の回収を認めることは困難である。
なお、当該認定制度では、回収後に他社製品が混入している場合
や、自社製品と他社製品を一体的に使用していた場合については、
やむを得ず自社製品と他社製品が混合したもので、一連の処理工
程において処理が確実な同一性状の他社製品であれば当該認定制
度で回収することが可能であるとしている。
また、②については、「環境省の所管する法令に係る民間事業者
等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法
律施行規則第３条及び第５条」において、既に廃棄物処理の委託契
約については、電子契約を締結できることとされているため、措置済
みである。

前回回答したとおり、環境省において、学識経験者等からな
る検討会を設け、都道府県・関係業者及び団体等からその運
用について意見を聞くなど検証・評価を行っているところであ
り、見直しの必要性等については、平成１８年度を目途に結論
を取りまとめるべく検討しているところである。
なお、要望③に「当該役員等に対する禁錮以上の刑の確定
（少なくとも起訴時点）までに、当該役員等がその職を解かれる
あるいは退いた場合には、当該法人の許可に影響を及ぼさな
いこととすべき」とあるが、廃棄物処理法第７条第５項第４号リ
が準用する同号ロの要件は、あくまでも同号ニに規定する役員
及び政令使用人が「禁錮以上の刑に処せられたこと」が前提で
あり、それより前の段階で各地位を失っているものと認められ
る場合はこの要件には該当しない。

欠格要件に関する検討会を設置し、検討が行われていることは評価できるが、
今後の検討において、要望趣旨が実現されるようにすべきである。
ｂ（一
措置の分類が「c」となっているが、要望趣旨を含めて検討するのか否か改め 部、e）
て、見解を示されたい。

要望者より次のとおり意見が提出されている。
要望中の「地方公共団体の特段の事情により処理が現実的に困難な場合」に
は、既存の許可や指定に関するものを含むほか、数十センチ以内に切断する
ことや1回あたりの受入れ量を少量とすること等の引き取り条件があることによ
り、処理が迅速に進められない実態もある。
木くずの取扱いを検討することは評価できるが、今後の検討において、実情に
則して弾力的な運用が可能となるようにすべきである。
「規制改革・民間開放の推進に関する第２次答申」の内容を踏まえ、改めて対
応を図るとともに、具体的な検討のスケジュール（結論及び実施時期）を示され
たい。

事業
系一
般廃
棄物
である
木くず
の廃
棄物
の区
分の
検討
につい
てはｂ

要望者から下記のとおり意見が提出されており、意見を踏まえて、再検討願い
たい。
「再生利用認定制度においては、認定事業者が自ら輸送する場合は許可を不
要としているが、輸送を他者へ委託する場合には、廃棄物処理法上の許可が
必要となる。実務上は輸送を委託するケースが多いため、許可業者を利用せ
ざるを得ない。
そこで、認定事業者の製品を運搬する者が帰り便を利用してデリバリー先から
再生利用品を引き取る場合や、認定制度に輸送者を登録した場合等について
も、収集運搬業の許可を不要とすべきである。」

ｃ

ー

z17021

「規制改革・民間開放の推進に関する第２次答申」を踏まえ、平
成１８年度に、廃木製パレットについては、事業系一般廃棄物
を産業廃棄物とする方向で検討を行い、その他の事業系一般
z17022
廃棄物である木くずの一般廃棄物と産業廃棄物の区分につい
ても、その排出実態や排出事業者等の意見を踏まえて検討す
る予定である。

再生利用認定制度は、廃棄物の減量化を推進するため、一
定の要件に該当する再生利用に限って環境大臣が認定し、処
理業及び施設設置の許可を不要とする制度である。したがっ
て、生活環境保全上支障が生じないことを担保するために、厳
格な要件が定められており、認定を受ける者についても厳格な
基準が定められている。かかる制度の趣旨から、認定の対象
は申請者自身に限られ、委託により処理（運搬を含む）を行う z17023
者は含まれていない。そのため、輸送を他者へ委託するケース
は本制度の範囲外であり、受託業者は廃棄物の処理を行う
際、当然許可が必要となるものである。これについて許可を不
要とすることは、上記の制度の趣旨に反するほか、認定外の業
者により不適正処理が行われるおそれがあるため、御要望に
は応じられない。

環境省

廃棄物処
理法に係
る許可の
欠格事由
の見直し

「木くず」の
処理にお
ける廃棄
環境省 物処理法
上の扱い
の弾力化
【新規】

再生利用
認定制度
における収
環境省 集運搬に
係る規制
の緩和
【新規】

②その他環境関連法令違反につい
ては、施設許可のみならず、業の許
可についても「義務的取消し」の対象
外とし、「裁量的取消し」とすべきであ
る。

5144

5144

5144

5144037

5144038

5144039

(社)日本経
済団体連合
会

(社)日本経
済団体連合
会

(社)日本経
済団体連合
会

37

38

39

A

A

A

廃棄物処理
法に係る許
③法人の役員または政令使用人
可の欠格事
が、交通事故等の私的な事故により
由の見直し
禁錮以上の刑に処せられた場合の
取扱いを明確化あるいは弾力化す
べきである。具体的には、当該役員
等に対する禁錮以上の刑の確定（少
なくとも起訴時点）までに、当該役員
等がその職を解かれるあるいは退い
た場合には、当該法人の許可に影
響を及ぼさないこととすべきである。
もしくは、私的な交通事故等の一定
の犯罪事由については、義務的取消
事由の対象外とすることを検討すべ
きである。

広域認定制度は、製造業者が自社の製品で廃棄物となった
ものについて処理業の許可を不要としているものであり、対象
廃棄物としては自社製品であったことが大前提となっている。し
たがって、御要望のケースのように、製品の入れ替え（リプレー
ス）をもって産業廃棄物処理業の許可を不要とする処理の対象
z17024
とすることは、上記の趣旨からみて困難である。
ただし、御提案の内容について、一連の処理に関係する製造
事業者が共同で広域認定の申請を行い、認定された場合に、
当該認定を受けた製造事業者は共同で認定を受けた他社の
製品も併せて処理することが出来る。

6/8

環境省

広域認定
制度にお
ける取扱
の明確化
と手続の
簡素化
【新規】

5144

5144040

(社)日本経
済団体連合
会

40

A

要望理由

その他（特記事項）に記した「木く
ず」を処理するにあたっては、廃棄物
「木くず」の処 処理法の規定に則して、市町村が処
理における 理することを原則としつつ、地方公共
廃棄物処理 団体の特段の事情でこれらの一般
法上の扱い 廃棄物を処理することが困難である
の弾力化【新 場合、または、確実にリサイクルでき
規】
るときは、産業廃棄物として処理の
委託ができるように、実務上の扱い
を弾力化すべきである。

再生利用認
定制度にお
ける収集運
搬に係る規
制の緩和
【新規】

（要望理由）
再生利用認定は主として「対象
物」及び「処理方法」の認定であり、
認定を受けた「対象物」は、再生され
ることが確実な物として廃棄物として
扱う必要がないよう規制が緩和され
ているので、再生利用認定事業者が
こうした再生原料を自ら取りに行く行
為(収集運搬）についても規制を緩和
すべきである。（右欄へ続く）

産業廃棄物の再生利用認定制度
において、再生利用事業者が、再生
資源を搬入するために自ら廃棄物を
収集運搬する行為については、廃棄
物処理法上の収集運搬許可の取得
を不要にすべきである。

広域認定制
度における
取扱の明確
化と手続の
簡素化 【新
規】

①パソコン及び周辺機器に係る広域
認定制度については、同一性状の他
社製品の回収も広く認めるべきであ
る。
②広域認定制度における産業廃棄
物の委託契約については、書面によ
る委託契約の基準を緩和し、ネット
ワークを利用した電子契約も可能と
すべきである。

根拠法令等

（要望理由）
（左欄より続き）
①2003年の廃棄物処理法改正の趣
全国に複数の事業所を有する製造
旨は、廃棄物処理業を営む悪質な業
事業者においては、欠格要件の適用
者に対して厳しく行政処分を課すこと
が全事業所に波及する。したがって、
であった。悪質な廃棄物処理業者に
施設の許可まで「義務的取消し」とす
対する行政処分は処理業の許可の
ると、廃棄物の適正処理ならびにリ
取消しで可能であり、主に施設の技
サイクルの推進が阻害されてしまう。
術上の基準について審査する(法第
②とりわけ、その他（特記事項）欄で
15条の２)「廃棄物処理施設の許可」
挙げた９つの環境関連法令違反につ
まで、「義務的取消し」とする必要は
いて「義務的取消し」が適用されるこ
ない。
とについて、その他環境関連法令に
近年、製造事業者が、生産施設等
違反し罰金刑を受けることが、暴対
を活用して自己又は他者の廃棄物
法や暴力行為等処罰法または暴行、
処理を行うために、廃棄物処理法上
傷害、脅迫などの刑法犯による罰金
の施設あるいは業の許可を取得して
刑と同等の扱いを受けることに対し 廃棄物処理法第７条
いるケースが多い。そのため、欠格
て、疑問がある。またその他環境法 第５項４号ハ、第14条
要件に該当した場合に自動的に許
令は、製造業に従事する企業にとっ 第５項第２号イ、第15
可が取消されると、自らの廃棄物処
て、通常の事業遂行過程に密接に関 条の３第１項
理のために廃棄物処理施設の許可
連するものであり、本来あってはなら 同法施行令第４条の６
を有する製造事業者は、廃棄物の自
ないことではあるものの、過失や事
己処理ができなくなる。とりわけ、製
故等によって法令違反を犯す可能性
造工程から廃棄物処理施設まで一
は否めない。このようなことから、環
連のプロセスになっている場合、製
境関連法令違反について、違反法令
造業等の事業活動そのものが継続
に基づく罰則に加えて、廃棄物処理
できなくなる。全国に複数の事業所を
法の許可の義務的取消要件とするこ
有する製造事業者においては、欠格
とについては疑問があり、見直すべ
要件が全事業所にまで適用され、当
きである。
該製造事業者の生産活動に致命的
③法人の役員または政令で定められ
な影響を与え、ひいては日本経済に
た使用人が、たとえば交通事故等に
少なからぬ影響を与える。また、生
よって禁錮以上の刑に処せられる可
産施設を活用して他者の廃棄物も受
能性は否定できないことから、本事
け入れて廃棄物処理業を行なってい
由についても義務的取消の対象外と
る製造事業者は、本来の生産活動
すべきである。
ができなくなる （右欄へ続く）

（要望理由）
｢木くず｣は、廃棄物処理法上｢事業
系一般廃棄物｣に分類され、市町村
が責任を持って処理することが規定
されているにもかかわらず、地方公
（左欄より続く）
共団体によっては処理能力を理由に そこで、実情に即して、上記要望の
引き取らないあるいは処理する一般 通り、取扱を弾力化すべきである。
廃棄物業者がいないケースが多々
また、これらの「木くず」を産業廃棄
ある。とりわけ、2003年の廃棄物処 物としてリサイクルする場合には、再
理法の改正により、「一般廃棄物は 生利用認定制度などの特例措置を
一般廃棄物業者に委託しなければな 簡素かつ迅速な手続で適用できるよ
らない」との規制が明確化され、これ うな仕組みを構築すべきである。
に違反すると罰則が適用されること
から、事業者は、遵法性の観点から
も実務上非常に苦慮している。（右欄
へ続く）

要望者から下記のとおり意見が提出されており、意見を踏まえて、再検討願い
たい。
「製造事業者が、製品やそのシステムを販売・納入する場合、契約または入札
の条件として、新規製品の設置工事とともに排出者が使用していた古い機器の
撤去工事及びその廃棄物処理（収集・運搬，処分）を一括して受託する場合が
通常である。
ｃ（一
この場合、古い機器類（廃棄物）は、製造事業者が納入する新規製品と同一性
部d）
状の製品ではあるが、それら全てが他社製品の場合もあり、やむを得ず他社
製品を回収する場合も多く存在する。
従って、少なくとも、製品の入れ替え（リプレース）時において、一連の機器の撤
去・設置工事を通じて廃棄物となる機器の処理が確実な同一性状の物であれ
ば、自社製品と他社製品が混合した場合のみではなく、撤去対象が全て他社
製品の場合であっても、広域認定制度において製造事業者が処理を受託でき
るようにすべきである。」

具体的事業の
実施内容

廃棄物処理法第２条
｢廃棄物の処理および
清掃に関する法律の
疑義について｣（昭和
54年11月26日 厚生
省環境衛生局水道環
境部環境整備課長・産
業廃棄物対策室長連
名通知）

（左欄より続く）
容器包装リサイクル法の規定で
は、再商品化事業者は、収集運搬許
可を取得しなくとも、自ら一般廃棄物 廃棄物処理法第15条
を地方公共団体へ取りに行くことが の４の２
できる。また、家電リサイクル法でも、 容器包装に係る分別
再商品化に必要な運搬行為に廃棄 収集及び再商品化の
物収集運搬の許可は不要である。 促進に関する法律第
本要望が実現した場合、再生利用 37条
認定事業者は、製品の出荷に利用し 特定家庭用機器再商
た帰り便等を利用して再生原料とな 品化法第49条
る廃棄物を自ら取りに行くことが可能
となり、広域かつ効率の良いリサイク
ルの仕組みの構築が可能になる。

(左欄より続く）
・ユーザから他社製品（パソコン）の
（要望理由）
みの回収を依頼された。
①パソコン及び周辺機器の回収現場 エ自社製品と一体的に販売される他
では、下記のようなケースが多々発 社製品（付属製品）がある場合
生している。
・パソコンの回収依頼を受けた際、自
ア．自社製品の中に同一性状の他 社で販売した他社製品のパソコン
社製品が含まれる場合
ラックが入っていた。
・複数台のサーバやパソコンの回収
を依頼され、一部サーバやパソコン、 内部部品も類似し、処理も一定の
モニターが他社製品であった。
方法が確立しているパソコンおよび
・官庁系のユーザから、「全国複数拠 周辺機器については、他社製品を同
点から廃棄したい。マルチベンダー 時に回収しても適正に回収・リサイク
だが、サーバ、パソコン、プリンタ等 ルすることが可能である。他社製品
をまとめて処理を依頼したい」との要 を扱うことを可能とした場合に、排出
請があった。
者の利便性が向上するとともに、リサ 廃棄物処理法 施行規
・他社製品を含めた新品の販売入札 イクルの範囲拡大と効率化が促進さ 則第12条の12の８
同施行令第６条の２第
条件として、ユーザから廃棄時マル れる。
チベンダー機器の引取要求があっ
他社製品についても回収できるよ ３項
た。
う、実情を踏まえた運用を行うべきで
イ．製品リプレース時において不要と ある。
なる製品が全て他社製品である場合
ネットワークシステムの入れ替え（更 ②広域認定制度においては、通常の
新）に伴う自社製品への置き換え時 産業廃棄物処理とは異なり、全国多
に、古いパソコンやサーバの引取を 数の排出事業者（場合によっては１
依頼されたが、それらが全て他社製 回限り）からの処理を受託している。
品であった。
排出事業者との契約を全て書面で行
ウ．排出者から回収・処理委託（の うことは、押印作業等事務手続きが
み）を受けた製品が他社製品（認定 非常に膨大となり、運用上の妨げに
を受けている廃棄物の範囲の製品と もなっている。昨今、電子化による業
同一性状）である場合
務の効率化が進む中、広域認定制
（右欄へ続く）
度における産業廃棄物の委託契約
においても、書面による委託契約の
基準を緩和し 電子契約の締結も可

その他
（特記事項）

（左欄より続く）
※その他の環境関連法
令：
大気汚染防止法、騒音
規制法、振動規制法、海
洋汚染防止法、水質汚
濁防止法、悪臭防止法、
特定有害廃棄物の輸出
入等規制に関する法
律、ダイオキシン対策特
別措置法、ＰＣＢの適正
処理に関する特別措置
法
〔その他〕
2005年8月12日付環境
省産業廃棄物課長通
知：「行政処分の指針に
ついて」の発出により、
一法人の許可取消がグ
ループ会社に次々と自
動的に波及適用される
事態が改善されたことは
評価できる。

電機機器等の製造業
者や運送事業者が使用
後に不要となったパレッ
ト・コンテナ等に代表され
る、いわゆる｢木くず｣に
ついては、廃棄物処理
法上｢事業系一般廃棄
物｣に分類され、地方公
共団体が処理しなけれ
ばならないと規定されて
いる。
しかしながら、引き取り
に条件や量的な制限を
設けたり、焼却炉の能力
不足などを理由に引き
取らない地方公共団体
もあり、産業廃棄物とし
て処理せざるを得ない
ケースも多い。
また、一般廃棄物処理
業者では、市町村をまた
がった処理が困難であ
り、リサイクルしにくいの
が現状である。

廃棄物処理法の特例
制度である、産業廃棄
物の再生利用認定制度
では、環境大臣の認定
を受けた再生利用事業
者は、廃棄物処理法上
の処理業ならびに処理
施設の許可取得が免除
されている。一方、再生
利用事業者の施設まで
再生資源を運搬する行
為については、廃棄物
処理法上の収集運搬許
可が必要となる。

（左欄より続く）②広域認
定制度申請の手引き（環
境省大臣官房廃棄物・リ
サイクル対策部 発行）：
「第２ 広域認定制度の
対象となる廃棄物【補足
説明】：製造事業者等が
自ら製造、加工又は販
売を行った製品と一体
的に販売される他社製
品や、当該製品と同一
性状の他社製品を付随
的に併せて製造事業者
等が回収して処理を行う
しくみについても本制度
の対象となり得る。」
③認定証： 「３．廃棄物
の種類： 当該産業廃棄
物の回収の際にやむを
得ず混合してしまったも
ので、当該認定に係る
一連の処理行程におい
て適正な処理が確実に
行われる同一性状の他
社製品も含む。」
(2) また、同制度は許可
制度や廃棄物管理票の
運用について軽減措置
があるものの、回収に係
る委託基準に関しては、
他の廃棄物と同様に扱
われており、書面による
契約が義務付けられて
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該当法
令

廃棄物
の処理
及び清
掃に関す
る法律第
２条第１
項
同法第７
条第１項
及び第６
項
同法第８
条第１項
同法第１
４条第１
項
同法第１
５条第１
項

バーゼル
法第2条
第1項・
第8条、
外国為
替及び
外国貿
易法第
52条、輸
入貿易
管理令
第3条第
1項・第4
条第1項
第3号、
関係告
示

なし

騒音規
制法第６
条、騒音
規制法
施行令
第１条別
表第一、
振動規
制法第６
条、振動
規制法
施行令
第１条別
表第一

制度の現状

産業廃棄物を試験
研究の用に供する
場合は許可を取得
する必要はない。

特定有害廃棄物等
の輸入に関しては、
バーゼル条約に基
づくバーゼル法の
手続き
（OECD加盟国間で
は、部分的に簡易
手続きとなってい
る）を踏まなければ
ならない

廃棄物処理法にお
いては、都道府県
境を超える廃棄物
の移動は制限され
ていない。

騒音規制法・振動
規制法（以下 法と
いう。）では工場又
は事業場に設置さ
れる施設のうち、著
しい騒音・振動を発
生する施設を「特定
施設」として政令で
定めている。「特定
施設」を有する工場
又は事業場を「特定
工場等」として規制
を工場単位で行うこ
ととしている。すな
わち、法においては
特定施設とは規制
の対象となる工場
等の判断の基準に
なるもので特定施
設から発生する騒
音・振動のみを規制
対象とするものでは
ない。

措置
の分
類

ｂ

c

e

b

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

ー

規制改革・民間開放推進３か年計画(改正)(2005年３月)において、本
年度中に措置すべき事項として「産業廃棄物の処理に関する試験研
究を行う者が、営利を目的とせず試験研究に必要な最小限の量の
産業廃棄物のみを取り扱う場合は、処理業の許可を要しないという
取扱について、周知徹底を図る」とされたことを受け、都道府県等に
おける実態調査を実施し、現在結果を集計・検証する等の作業をし
ているところであり、本年度中に解釈通知を発出することとしている。

ー

日本はバーゼル条約の締約国である以上、有害廃棄物等の輸出
入に関して条約上の手続きを適正に履行する義務を負うものであ
り、我が国がバーゼル条約の規制対象物の輸出入手続きを任意に
簡素化することはできない。
また、 EUやOECD諸国間の有害廃棄物等の輸出入においては、
バーゼル条約上の輸出入手続きと異なる手続きがとられているが、
これはバーゼル条約第11条に基づく協定として位置づけられたEU規
制やOECD理事会決定がそれぞれ適用されるためである。これらの
協定は、協定加盟国間においてバーゼル条約により義務づけられる
有害廃棄物等の環境上適正な処理を確保することが可能であること
から、有害廃棄物等の輸出入等の手続きの簡素化を図っているもの
であり、地域的状況の異なるアジア圏において直ちに適用できるか
については環境保全の観点等から慎重な検討が必要である。
また、有害廃棄物等を輸出入する際の条約等に基づく一連の手
続きは、有害廃棄物等が環境上適正に運搬及び処分されることを確
保するためであり、日本企業が製造・輸出した部品等を利用した製
造にともなう有害廃棄物等の輸出入にあってもその必要性は変わら
ない。そのためその他の国の企業が製造した製品由来の有害廃棄
物等と同様の手続きを行い、適正な運搬及び処分を確保する必要
がある。
なお、特に日本に輸入して高度な技術でリサイクルすることには環境
保全上も意義があり、手続きに必要以上に時間がかかることのない
よう、迅速化に努力しているところである。

ー

Ⅱ

廃棄物処理法においては、都道府県境を超える廃棄物の移動は制
限されていない。都道府県の定める要領、環境条例の妥当性につい
ては、まずは都道府県において検討されるべきものである。

①政令で定める特定施設は、今後の実態調査、機械の開発・改良等
に応じて逐次改訂していく方針であり、最近では平成11年７月に金属
加工機械として切断機を追加したところ（騒音規制法）。
②本年度、環境省はスクリュー式圧縮機等について実態調査等を実
施しデータを集積する。
③また地方公共団体に依頼して過去に苦情が発生した場所等にお
いて測定等を実施し、未規制施設のデータを集積してきているところ
であるが、本年度は、スクリュー式圧縮機に関するデータ集積を依頼
する。

その
他

再検討要請

要望どおり、本年度中に解釈通知を発出するのであれば、措置分類を変更さ
れたい。

日本の然るべき循環業者というのは非常に優れたリサイクル技術を保有してお
り、国際的な資源循環を図る観点から、バーゼル対象品目の輸入に係る規制
を緩和すべきとの専門家の意見がある。
また、中環審においても、17年11月に廃棄物・リサイクル部会「国際循環型社
会形成と環境保全に関する専門委員会」が設置され、アジア地域において環
境保全上適正な資源循環を確保するための考え方・具体的な方策等について
検討することとなっている。
これらのことから、要望事項は、十分に検討に値すると考えられることから、措
置分類の変更を含め、改めて対応を示されたい。

回答では、都道府県において検討されるべきものとあるが、循環型社会形成に
向けた取組みについて、貴省は、国と地方が一体となった循環社会を支える基
盤の整備を推進していく、という方針を示されており、都道府県の事前協議制
度について、循環型社会形成の観点から、制度の廃止等必要な措置を図るよ
う、改めて対応を検討され示されたい。

具体的な検討のスケジュール（結論及び実施時期）を示されたい。

措置
の分
類

措置
の内
容

管理コー
要望事項
所管省庁
ド
（事項名）

措置の概要（対応策）

a

b

z17025

ご指摘の中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会「国際循環
型社会形成と環境保全に関する専門委員会」においては、アジ
ア諸国の著しい経済発展等により、廃棄物等の国際的な移動
の増大や、これに伴う環境汚染の発生が懸念される中、アジア
諸国、そして我が国の双方において環境と経済の好循環を実
未定 現する観点から、循環資源の輸出入のあり方等について検討 z17026
しているところであり、同専門委員会の検討結果を踏まえ、特
定有害廃棄物等の輸入手続きのあり方についても、必要に応
じ検討してまいりたい。

廃棄物処理法と地方公共団体の条例、行政指導等との関係
については法律の趣旨を逸脱しないか常に注視しているところ
である。産業廃棄物についても、「廃棄物の処理及び清掃に関
する法律等の一部改正について」（平成９年12月26日衛環318
号）等において、廃棄物処理法に定められた規制を越える要綱
等による運用については、必要な見直しを行うことにより適切
に対応するよう、都道府県に対しお願いしているところであり、
今後とも法の趣旨に則った行政運用を引き続き要請してまいり
たい。

e

b

Ⅱ

平成１８年度は集積したデータの解析を行い、必要に応じて追
加調査を行う。平成１９年度には調査結果を踏まえて中央環境
審議会において規制対象施設のあり方も含めた検討を行う。
その後、中央環境審議会の検討結果に基づき、平成１９年度
中にスクリュー式圧縮機を特定施設から外すか否かの結論を
出す予定。
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z17027

z17028

環境省

廃棄物を
使用した試
験研究に
係る規制
の明確化

アジアの資
源循環に
経済産業 資する特
省・環境 定有害物
省
質含有物
の輸入手
続の緩和

環境省

「廃棄物処
理法」等に
係る事前
協議制等
の見直し

騒音規制
法ならびに
振動規制
環境省
法の特定
施設の見
直し

要望主
体
要望事項 分割
管理番 管理番号 番号
号

5144

5144

5144

5144

5144041

5144042

5144043

5144045

要望
グ
要望 種別
ルー
要望主体名 事項 （規制
プ化
番号 改革
番号
A/民

(社)日本経
済団体連合
会

(社)日本経
済団体連合
会

(社)日本経
済団体連合
会

(社)日本経
済団体連合
会

41

42

43

45

A

A

A

A

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

廃棄物を使
用した試験
研究に係る
規制の明確
化

廃棄物を使用した試験研究の扱
い、とりわけ県外からの廃棄物を使
用した試験研究の扱いについて、国
が、廃棄物由来の供試材は有価物と
同様な扱いとする旨省令化するな
ど、地方公共団体によって廃棄物処
理法上の判断の差が生じないよう、
地方公共団体に指導・徹底を図るべ
きである。
上記の要望を受けて、規制改革・
民間開放推進３か年計画(2005年3
月)において、平成17年度中に「産業
廃棄物の処理に関する試験研究を
行う者が、営利を目的とせず試験研
究に必要な最小限の量の産業廃棄
物のみを取り扱う場合は、処理業の
許可を要しないという取扱について、
周知徹底を図る」旨明記されたこと
は評価できる。実態調査をもとに本
年度中に解釈措置を発出すべきであ
る。

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

①試験研究等の供試物について、公
共機関・団体から有価物として購入し
ようとしても、会計処理上の理由等に
より、販売してもらえないのが実情で
ある。環境に配慮した要件等の理由
により無償で提供を受けることが可
能であっても、試験研究を実施する
場所を所管する地方公共団体におい
て、廃棄物であるとの理由で廃棄物
廃棄物処理法
処理法上の許可等の規制を求めるこ
とは、循環型社会の促進といった趣
旨に反する。
②廃棄物処理に関する技術的向上
やリサイクル化を阻害することのない
よう、不法投棄等の違法行為には厳
しく罰する一方で、適正に行う試験研
究やリサイクル化については規制を
緩和すべきである。

その他
（特記事項）

（左欄より続く）
他方、ある別の県で
は、条例や指導要綱の
規定も存在しないまま、
過去の慣例による規制・
指導が行われている。こ
の場合、県内発生廃棄
物の場合は、試験計画
書を提出すれば認めら
れるが、県外発生廃棄
物を供試材とする場合
には、｢県外廃棄物の取
扱いに関する指導要綱｣
の規定に基づいて、供
試材といえども元は廃棄
物であることを理由に、
廃棄物処理法の規制が
適用されると判断され
る。この結果、試験研究
者ではなく、排出責任者
が県と事前協議を行い、
廃棄物処理法上の許可
を取得しなければならな
いという、極めて煩雑な
手続きが必要になる。

(左欄より続く）
（要望理由）
（左欄より続く）
しかし、こうした有価物
その他（特記事項）に掲げたもの
一方、アジア圏では、ＯＥＣＤ加盟
を含む特定有害物質含
は、アジアの諸外国で処理をしようと 国が日本と韓国だけであるため、こう
有物をリサイクル目的で
すると廃棄物となってしまうが、わが した取り組みが進んでいないが、本
日本に逆輸入しようとす
国は高いリサイクル技術を有してい 年４月に日本で開催された３Ｒイニシ
る場合、いわゆるバーゼ
ることから、わが国に逆輸入できれ アティブ閣僚会議において、アジア圏
ル法の適用を受けるた
ば、資源として有効に活用できる。し における資源循環体制づくりの必要
めに、行政手続等に例
かし、これらの有価物は市況の変動 性が認識されたところである。この一
特定有害廃棄物等の えば２ヶ月以上かかるな
が激しいため、行政手続に多大な時 環として、わが国にできることは、他
輸出入等の規制に関 ど、多大な時間を要して
間がかかってしまうと、ビジネスとし 国への再資源化技術の供与等が考
する法律(バーゼル法)
しまう。
て成り立たなくなり、資源の再利用が えられるものの、海外への技術移転
※生産活動後に発生す
できない。
については、現地国の規制や経済状
る有価物を含むものとし
ちなみに、EU圏では、特定有害物 態等の条件を克服する必要がある。
て、例えば下記がある。
質を含有したものであっても、バーゼ そこで、比較的実現性の高い施策と
プロダクト・スクラップ、
ル条約よりＯＥＣＤ理事会決議が優 して、輸入に関する規制を緩和する
使用後のめっき材料等、
先され、廃棄物の再資源化循環目的 ことで、アジア圏における資源循環・
製造工程での金属付着
の輸出入が行われている。
再利用の促進と発展に大きく寄与で
物、使用済触媒、めっき
（右欄へ続く）
きる。
液等

アジアの資
源循環に資
する特定有
害物質含有
物の輸入手
続の緩和

わが国における製造・販売・輸出事
業者が明確である材料・部品が、輸
出国で使用された後に発生した特定
有害物質含有物であって、わが国に
おいてリサイクル目的で適正処理す
ることが確実にできるものについて
は、二国間あるいは包括的な協定を
結ぶなどして、アジア圏においても、
ＯＥＣＤ加盟国間と同等の手続きで
資源循環を図ることができるようにす
べきである。

「廃棄物処理
法」等に係る
事前協議制
等の見直し

（要望理由）
事前協議が必要な場合は、許認可
地方公共団体による事前協議制を
の取得までに非常に時間がかかり、
簡略化あるいは廃止するよう、環境
迅速な適正処理が困難となってい
省は地方公共団体に対して通知する
る。 とりわけ、産業廃棄物の域外か
等、引き続き指導していくべきであ
らの搬入について、持ち込み予定の
る。
処理業者が、最終処分を行うかリサ
少なくとも、「域外から産業廃棄物
イクル処理を行うかにかかわらず、
を搬入する場合であって、最終処分
一律の審査を受ける必要がある。
や単純焼却処理を行わずにリサイク
排出事業者の環境意識への高まり
ル等の資源循環を行うときは、地方
やCSRの観点から、優良処理業者へ
公共団体への届出で済むようにす
の域外からの処理依頼が増加してい
る」等、環境省は、資源循環型社会
るが、そうしたものについても一律に
の形成の阻害要因となる行政指導
取り扱われるため、事前協議の審査
等については見直すよう、地方公共
予約が取り難く、リサイクル処理が進
団体に対して指導の徹底を図るべき
まないのが実情である。
である。
こうしたことから、排出者がリサイク
また、積替え・保管を含む収集運搬
ルを志向しても、事前協議の難しさ
許可を取得・更新する場合に、周辺
から、結果的に近隣の最終処分場に
住民への説明会開催や同意書の取
向かうケースもあり、循環型社会の
得を求めないよう、地方公共団体に
構築への流れを阻害する原因となっ
対して指導･徹底を図るべきである。
ている。
(右欄へ続く）

（左欄より続き）また、積替え・保管
を含む収集運搬許可を取得・更新す
る場合に、周辺住民への説明会開催
や同意書の取得を申請要件とする地
廃棄物処理法上、｢廃
方公共団体がある。動脈物流におい
棄物処理施設の設置｣
て輸送の効率化を図るためには、小
や｢域外からの産業廃棄
口で集めた物をまとめて運ぶことが
物の搬入｣等にあたっ
基本であり、このことは、動脈物流を
て、地方公共団体との事
通じて広く消費された後の物を集め
前協議や周辺住民の同
る静脈物流においても同じである。
意が必要であるとの規
しかしながら、これらは廃棄物であ 地方公共団体の指導 定はない。にもかかわら
るがゆえ、集約・集積に大きく制限を 要綱
ず、地方公共団体の行
受け、鉄道や船舶などの環境負荷の
政指導等によって、各種
少ない輸送モードとの組み合わせが
許認可の取得・更新の
できないため非効率な輸送となって
申請を行う際に、事前協
いる現状は、環境負荷から見ても良
議の実施、周辺住民説
いことではない。住民の意向により同
明会の開催、同意書の
意が取れない結果、積替え・保管場
取得等が義務付けられ
所を一定のエリア内に配置できず、ト
る。
ラック１台分に満たないような少量単
位で排出されるもののリサイクルは
進まない。

騒音規制法ならびに振動規制法が
｢特定施設｣と規定する圧縮機のう
ち、スクリュー式圧縮機を対象外とす
べきである。
規制改革・民間開放推進３か年計
画(2005年3月)において、「平成17年
度に、スクリュー式圧縮機を含む現
時点での規制対象となっている全て
の圧縮機に関する実態把握調査を
全国規模で実施し、検討し得るデー
タを蓄積し、平成18年度に検討会を
設定して検討を行う」旨、盛り込まれ
たことは評価でき、上記の要望が実
現するよう確実に措置すべきであ
る。

①騒音規制法におい
て、指定地域内における
工場又は事業場におい
て、著しい騒音を発生す
る施設であって政令で定
める｢特定施設｣を設置し
ようとする者は、特定施
設の設置の工事の開始
日の30日前までに、市
町村長に届出なければ
騒音規制法ならびに振動規制法が
ならない。その｢特定施
定められた1960〜70年代に比べて、
設｣として、圧縮機全般
騒音規制法第６条、同
圧縮機の騒音・振動は格段に改善さ
が指定されている。
法施行令第１条別表
れている。特に、スクリュー式コンプ
②同様に、振動規制法
第１
レッサーの開発によって、今では高
において、指定地域内に
振動規制法第６条、同
効率、高静寂性が確保されている。
おける工場又は事業場
法施行令第１条別表
従って、特定施設の｢圧縮機｣の定
において、著しい振動を
第１
義を見直し、スクリュー式圧縮機は対
発生する施設であって
象外とすべきである。
政令で定める｢特定施
設｣を設置しようとする者
は、その特定施設の設
置の工事の開始の日の
30日前までに、市町村
長に届出なければなら
ない。その｢特定施設｣と
して、圧縮機（原動機の
定格出力が7.5ｋＷ以上
のものに限る）が指定さ
れている。

騒音規制法
ならびに振
動規制法の
特定施設の
見直し

2006/1/1914:59

規制改革第６次提案 ２次回答

該当法
令

制度の現状

水質汚
濁防止
法 第
９条
大気汚
染防止
法 第
10条、第
18条の
９、第18
条の13

水質汚濁防止法及
び大気汚染防止法
の規定により、都道
府県知事又は政令
市長は、水質汚濁
防止法に基づく特
定施設並びに大気
汚染防止法に基づ
くばい煙発生施設
及び特定粉じん発
生施設（以下、「特
定施設」という。）に
係る設置や構造の
変更等をする場合、
都道府県知事又は
政令市長に届出が
必要とされる。法令
上、事業者は、届出
受理の日から60日
間は、その届出に
係る特定施設等の
設置・変更等を行う
ことができない。た
だし、都道府県知事
が届出に係る事項
の内容が相当であ
ると認めるときは、
その期間を短縮す
ることができる。

措置
の分
類

d

措置
の内
容

措置の概要（対応策）

-

大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の当該規定は、事業者が審
査終了前に工事等に着手し、二重投資等の損害が発生することを防
ぐことを目的としており、６０日という期間は、都道府県知事が審査を
行うのに必要な期間であると同時に、事業者をこれ以上長期間拘束
することは適当でないという考えに立って定められており、実際に審
査に60日程度を要する事案も存在する。
その上で、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の規定では、都
道府県知事又は政令市長は、大気汚染防止法に基づくばい煙発生
施設及び特定粉じん発生施設並びに水質汚濁防止法に基づく特定
施設（以下、「特定施設」という。）の設置や構造の変更等に係る６０
日の実施制限期間を短縮することができるとされている。同項の規
定の趣旨は、適切な内容の設置等の届出を行った者については、実
施制限期間の経過を待たずに設置の工事等を行えるようにしている
ものである。
本規定の積極的な活用については、平成９年９月２４日付け環大
規第２３２号・環水規第３０９号「大気汚染防止法及び水質汚濁防止
法の届出に関する措置について」において、「大気汚染防止法のば
い煙発生施設及び特定粉じん発生施設並びに水質汚濁防止法の特
定施設の設置・構造変更等の届出（以下、「特定施設の設置等届
出」という。）の審査を行い、排出基準・敷地境界基準又は、排水基
準等に適合すると認められるときには、速やかに工事実施制限期間
の短縮措置を講じ、その旨を届出者に通知するよう努めること」と都
道府県及び政令市に対して通知しており、実際にそのように運用さ
れているところ。
要望に示されたような、短い実施制限期間を原則とし、必要に応じ
て延長をするという制度では、期間満了が近くなってから行政庁が期
間を延長した場合、着工準備を整えていた事業者に損害を与える恐
れがある。しかも、期間延長を要するか否かの判断は、届出を受け
てすぐにわかるものでもないため、あらゆる届出について期間延長
の可能性が捨てきれず、届出を行った者の立場を不安定にすること
となるため、実際の運用上、不適当である。
以上により、標記の要望については、現行法に基づき、都道府県
知事又は政令市長が個別の届出内容に応じて実施制限期間の短縮
を行うことが適切である 今後とも 必要に応じて 実施制限期間の

その
他

再検討要請

回答では、排出基準・敷地境界基準又は、排水基準等に適合すると認められ
るときには、速やかに工事実施制限期間の短縮措置を講じ、その旨を届出者
に通知するよう努めることを都道府県及び政令市に対して通知しているとある
が、再度徹底を図られたい。

措置
の分
類

d

措置
の内
容

ー

管理コー
要望事項
所管省庁
ド
（事項名）

措置の概要（対応策）

平成9年に「排出基準・敷地境界基準又は、排水基準等に適合
すると認められるときには、速やかに工事実施制限期間の短
縮措置を講じ、その旨を届出者に通知するよう努めること」と都
道府県及び政令市に対して通知しており、実際にそのように運 z17029
用されているところであるが、今般、再度の要望があったことを
各地方公共団体にお伝えし、工事実施制限期間の短縮措置の
運用に遺漏なきよう再度お願いすることとしたい。
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水質汚濁
防止法・大
気汚染防
止法にお
環境省
ける特定
施設等に
係る届出
の緩和

要望主
体
要望事項 分割
管理番 管理番号 番号
号

5144

5144046

要望
グ
要望 種別
ルー
要望主体名 事項 （規制
プ化
番号 改革
番号
A/民

(社)日本経
済団体連合
会

46

A

要望事項
（事項名）

水質汚濁防
止法・大気汚
染防止法に
おける特定
施設等に係
る届出の緩
和

具体的
要望内容

水質汚濁防止法に基づく特定施設
等ならびに大気汚染防止法に基づく
ばい煙発生施設について、その設置
や構造の変更等に係る届出は、原
則、着工予定日の30日前に行えばよ
いこととし、届出施設の内容が特に
複雑であるなど特に問題がある場合
には、30日間に限って実施制限期間
を延長できるようにすべきである。

具体的事業の
実施内容

要望理由

根拠法令等

その他
（特記事項）

（要望理由）
①着工の約30日前までに、発注先、
④例えば、ばい煙発生施設の届出書
機器の仕様、工程が確定できない場
類で確認可能な内容（工事者氏名、
合が多々あるため、着工予定日の60
所在地、施設の種類、施設の構造、
日前までに、設置及び変更等の届出
使用の方法、処理の方法）では、工
を行うことが難しいのが現状である。
事着工30日前までの計画の届出が
②現行規定は、1960年代に設定され
規定されている労働安全衛生法、電
たものであり、現在のように、環境保
水質汚濁防止法に基
気事業法、ガス事業法の届出内容と
全に関わる体勢が整えられた状況で
づく｢特定施設｣ならびに
比べても、その審査・確認作業に２倍
は過剰なものと言える。スピード経営
大気汚染防止法に基づ
の日数を要するとは考えにくい。
が求められる時代にあって、60日間
くばい煙発生施設を新
もの遅れは非常に大きな事業機会
水質汚濁防止法第９ 設・改造・変更・廃止する
このような状況を踏まえれば、実審
の損失になる。技術進歩や時代の要
条
場合、都道府県知事に
査に60日間を要している案件の要因
請に合せて、自治体における審査も
大気汚染防止法第10 届出が必要とされる。法
分析を行った上で、｢実施制限期間
迅速化を図るべきである。
条、第18条の９
令上、事業者は、届出受
は原則30日間とし、届出施設の内容
③環境省は、平成11年４月の｢大気
理の日から60日間は、
が複雑である等の特別の場合に、そ
汚染防止法および水質汚濁防止法
その届出に係る特定施
の制限期間を30日間を上限として延
に基づく届出対象施設の設置等に係
設等の設置・変更等を
長すること｣とすべきである。
る届出事務の処理について｣により、
行うことができない。
企業は、着工予定日に向けて様々
実施制限期間の短縮措置を積極的
なスケジュールを組んでおり、法規定
に都道府県知事等に通知した。その
が｢着工予定日の60日前までに届出
結果、審査に要した日数が30日以内
をしなければいけない｣というままで
である割合がおおむね９割であり、
は、都道府県等の審査機関の短縮
ほとんどの届出が実質的に30日以
努力が、企業の実務上のメリットにつ
内で審査を終えている（環境省資料
ながりにくい。
2003年４月）

