
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 
（18年度）産業廃棄物課 
（19年度）廃棄物指導課 
（19年度）資源循環推進課 

課長名 
志村 勇亮（廃棄物指導課） 

遠山 誠一（資源循環推進課） 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

産業廃棄物の不法投棄や不適正処理の防止を図り、産業廃棄物不適正処理箇所における生活環境上の支障の除去に

努めるとともに、適正処理を推進し、産業廃棄物の発生抑制、減量化・再資源化を推進し、循環型社会の構築に努め

ます。 

これにより、産業廃棄物による環境への負荷の低減を図り、人と自然が共生できる社会を目指します。 

２ 施策の概要 

施策名 産業廃棄物の不適正処理の防止及び適正処理の推進 
施策 
コード

４ － ０ ４ ０ ６ － １

アクションプラン 
における位置付け 

２０ 産業廃棄物の適正処理対策 

上位政策 
計画等 

あすのちばを拓く１０のちから 
千葉県廃棄物処理計画 

関係
課名

企画調整課・環境政策課・資源循環推
進課・保安課・農地課・林務課・技術
管理課・警察本部 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

産業廃棄物不法投棄量 

（投棄量10 ﾄﾝ以上の不法投棄箇所） 

9,275 ﾄﾝ 

（16年度） 

減少させます。 

（18年度） 

26,294 ﾄﾝ 

（17年度） 

＊18年度の数値は、

19年度に判明しま

す。 

―

産業廃棄物排出量 
2,505万ﾄﾝ 

（15年度） 

減少させます。 

（18年度） 
 [次期廃棄物処理計画で

定める排出量] 

（22年度） 

2,493万ﾄﾝ 

（17年度） 

＊18年度の数値は、

19年度に判明しま

す。 

―

産業廃棄物の再資源化率 
56.0％ 

（15年度） 

向上させます。 

（18年度） 

 [次期廃棄物処理計画で

定める再資源化率] 

（22年度） 

60.0％ 

(17年度) 

＊18年度の数値は、

19年度に判明しま

す。 

―

産業廃棄物の最終処分量 
76万ﾄﾝ 

（15年度） 

減少させます。 

（18年度） 
[次期廃棄物処理計画で定

める最終処分量] 

（22年度） 

67万ﾄﾝ 

（17年度） 

＊18年度の数値は、

19年度に判明しま

す。 

―

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

景気が上向いて、経済活動が盛んになってくると、一般的に、産業廃棄物の排出量も増加し

ます。 

この場合は、最終処分率が前年度と同じ又は前年度以下であっても、最終処分量は増加する

こととなります。 

目標の 

達成状況総括 

産業廃棄物について、不適正処理の防止及び適正処理の指導が順調に進んでいます。 

その理由としては、 

・ 県内の「産業廃棄物排出量」が減少し、「産業廃棄物の再資源化率」が向上し、「産業廃棄

物の最終処分量」が減少していること 

・ 「不法投棄量」については、平成7年度頃に発生したもので１７年度発覚し計上した22,000

トンを除いて新規発生は約4,000トンで減少していること 

が挙げられます。 



３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

503,703 422,904 
金額

304,091 221,207 

36.5 36.5 
Ⅰ 

（産業廃棄物の不適正処理の防止） 

産業廃棄物の不適正処理を防止するとともに、産業廃棄物

の不適正処理箇所における生活環境上の支障の除去を図り、

良好な生活・自然環境の維持に努めます。 人員
36.5 35.5 

161,505 164,993 
金額

135,402 146,331 

14.5 14.5 
Ⅱ 

（産業廃棄物の適正処理の推進） 

産業廃棄物の適正処理を推進するとともに、産業廃棄物の

発生抑制、減量化・再資源化を図り、循環型社会の構築に向

けた動きを加速させます。 人員
14.5 18.5 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

廃棄物適正処理対策地区連絡会議

の開催回数 

16回 

（16年度） 

10回 

（18年度） 

23回 

（18年度） 
Ａ

不法投棄等防止強調月間中の監視

指導参加人数･監視指導件数 

583人 331件 

（16年度） 

600人 350件 

（18年度） 

736人 254件 

（18年度） 
Ａ

効率･効果的な支障除去事業の実

施 

４ヶ所 

（16年度） 

不適正処理箇所に対

応した効率・効果的な

支障除去事業の実施

（18年度） 

５ヶ所 

（18年度） 
Ａ

Ⅰ 

硫酸ピッチの不法投棄箇所 
13ヶ所 

（16年度） 

新たな不法投棄をな

くします。 

  （18年度） 

減少させます。 

（20年度） 

５ヶ所 

（18年度） 
Ａ

排出事業者に対する立入検査実施

事業所数 

650事業所 

（16年度） 

600事業所 

（18年度） 

1,660事業所 

（18年度） 
Ａ

排出事業者に対する立入検査結果

（文書指導の割合） 

16.3％ 

（16年度） 

16％以内 

（18年度） 

10％ 

（18年度） 
ＡⅡ 

処理業者セミナー参加者数 
1,166人 

（17年度） 

1,200人 

（18年度） 

1,293人 

（18年度） 
Ａ

４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

Ⅰ 産業廃棄物の不適正処理の防止 

１ 不適正処理の未然防止のための監視指導 

行政における監視指導体制の強化や廃棄物条例の制定等により、大規模､組織的な不法投棄や､法

の網の目をすり抜ける不適正な自社処理を未然に防止することができるようになりました。 

しかしながら、小規模の､捨て逃げ型の不法投棄に対しては､行政のみの、いわゆる、点としての

監視指導活動では限界があり､県民と一体となった､面としての監視指導活動が必要です。 

このためには､行政・県民が一体となって廃棄物対策に取り組み､不法投棄等をしない・させな

い・許さない県土を築いていくことが必要となります。 

２ 不適正処理行為者等に対する指導・行政処分 

不適正処理行為者等に対する指導・行政処分に当たっては、早い段階での幅広い情報収集と、早

期指導が不可欠であることから、警察･市町村との緊密な連携の確保のほか、県民からの幅広い通

報協力を図っていくことが必要です。 



３ 不適正処理箇所の支障の除去 

   県が行う支障除去事業は、廃棄物処理法により、行為者が不明等の場合で生活環境保全上著しい

支障があるときに行うものですが、硫酸ピッチの不適正事案においては、硫酸ピッチ自体が強酸性

で腐食性があることや、亜硫酸ガスの流出等が危惧されることから、不適正事案の状況によっては、

生活環境保全上の著しい支障が生じる前に、現場において硫酸ピッチの中和作業を行うことも必要

となります。 

Ⅱ 産業廃棄物の適正処理の推進 

資源循環型社会づくりに向け、産業廃棄物の適正処理を推進し、産業廃棄物の減量化･再資源化

を図っていくためには、産業廃棄物処理の中核を担う産業廃棄物処理業者に対する意識啓発と適正

処理の指導が重要であり、排出事業者が安心して処理を委託できる廃棄物処理体系の構築に向け

て、優良な産業廃棄物処理業者の育成が、今後さらに求められてきます。 

今後の 

施策展開 

Ⅰ 産業廃棄物の不適正処理の防止 

１ 不適正処理の未然防止のための監視指導 

廃棄物の不適正処理の根絶に向け、県行政・警察・市町村が連携した強固な監視指導体制を整備

するとともに、産廃･残土県民ダイヤルによる県民から幅広い情報提供を得て、県民と協調したきめ細かな監視体

制の充実を図ります。 

さらには、「千の葉エコプロジェクト」推進事業等普及啓発事業を通じ、県民にも「自らの県土は自ら守る」意識

を持ってもらうとともに、産業廃棄物に対する理解を求め、監視活動など地域における自主的な活動の促進を目

指します。 
２ 不適正処理行為者等に対する指導・行政処分 

警察、市町村との緊密な連携を確保し、県民から幅広い情報提供を得、悪質な事業者に対する指

導･行政処分に取り組んでいきます。 

３ 不適正処理箇所の支障の除去 

   引き続き、産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理行為者の把握と不適正処理行為者による撤去を

強く指導していくが、行為者が不明等の場合で生活環境保全上の著しい支障が生じているときは、

必要により市町村の協力も得ながら県が自ら支障除去事業を実施します。 

Ⅱ 産業廃棄物の適正処理の推進 

１ 資源循環型社会づくりに向けて、産業廃棄物処理の中核を担う産業廃棄物処理業者に対する意識

啓発を図るとともに、排出事業者が安心して処理を委託できる廃棄物処理体系の構築に向けて、法

に基づく産業廃棄物処理業者の優良性の判断にかかる評価制度を導入し、その育成を図っていきま

す。 

また、産業廃棄物の適正処理を徹底するためには、排出事業者の果たす役割が重要なので、各種

講習会を通じて廃棄物処理法の内容の周知を図り、適正処理の指導を強化するとともに産業廃棄物

の発生抑制、減量化・再資源化を図ります。 

さらに、廃材チップなど建設系廃棄物については、不適正処理を防止するため、廃棄物の発生か

ら処分までの流れを総合的に管理する仕組みの創設及び関連法の改正などについて、八都県市で検

討し、国に強く要望していきます。 

 ２ 産業廃棄物処理業･処理施設の許可に当たっては､引き続き、事前協議の実施や関係市町村、庁内

関係課への意見照会により適正な許可事務の執行を図ります。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

夜間・休日等を含む監視パトロールの実施

（通年） 

事業者指導、不適正処理行為者への指導（通

年） 

不法投棄等防止強調月間としての監視活動 

（環境月間を含む） 

４月 

～６月

夜間・休日等を含む監視パトロールの実施（通年）

事業者指導、不適正処理行為者への指導（通年）

環境月間行事「一斉パトロール」 

関東地方知事会名による、国に対する「硫酸ピッ

チの生成の防止について」の提案･要望(18.5.24)

 



７月 

～９月 

廃棄物の適正処理対策地区連絡会議の開催 

排出事業者適正処理指導（～年度末） 
７月 

～９月

全国都道府県知事会議における｢硫酸ピッチ対策

について｣の提案･要望(18.7.12)  

平成１９年度国の施策・予算に対する重点提案・

要望（18.8.7） 

処理業者セミナーの開催(18.9.5) 

10月 

～12月 

森林所有者等に対する啓発事業 

処理業者セミナーの開催 

10月 

～12月

処理業者セミナーの開催(18.10.26) 

１月 

～３月 

産業廃棄物不適正処理箇所支障除去事業の

実施 

１月 

～３月

支障除去事業の実施（八千代市、匝瑳市、いすみ

市、袖ヶ浦市） 

５ 施策実施結果（事後評価） 

主な成果 

Ⅰ 産業廃棄物の不適正処理の防止 

１ 不適正処理の未然防止のための監視指導 

   産業廃棄物の不法投棄は夜間・早朝の人目の付きにくい時間帯に多く行われることから、産

業廃棄物課のグリーン･アクション･チームによる夜間･休日を含む監視パトロールの実施と、

これを補完するため､民間警備会社への監視パトロールの一部委託により､24 時間 365 日の監

視活動を実施しました。 

   また、不適正処理は県内各地域で行われていることから､市町村との連携強化が必要であり､

市町村職員（４５市町村３９２名）への立入検査証の交付や､市町村が行う不法投棄等防止対

策事業に対して補助を行うなどを行った結果､不法投棄量は年々減少してきています。 

２ 不適正処理行為者等に対する指導・行政処分 

不適正処理行為者等に対して、搬入禁止及び撤去、処理基準の遵守について、行政指導（改

善指導）を行ったほか、悪質な事業者に対しては、行政処分として、改善命令（２件）、措置

命令（６件）、許可取消し（３２件）を行いました。 

なお、措置命令違反等による告発（８件）も行いました。 

これにより、悪質な事業者及び行為を排除することができました。 

３ 不適正処理箇所の支障の除去 

   産業廃棄物の不適正処理箇所については、不適正処理行為者等に対して廃棄物の撤去等を強

く指導していますが、行為者が不明等の場合で行為者による廃棄物の撤去等が見込めず、生活

環境保全上の著しい支障が生じている５か所について、県が行為者に代わって支障除去事業を

実施しました。 

   八千代市吉橋地区（硫酸ピッチ）、匝瑳市山桑（廃油） その他３ヶ所 

   これにより、生活環境保全上の著しい支障の低減及び原状回復ができました。 

Ⅱ 産業廃棄物の適正処理の推進 

１ 産業廃棄物の発生抑制、減量化・再資源化、適正処理の推進 

    産業廃棄物を多量に排出する２９６事業場に対して､事業所自らが多量排出事業場処理計画

を作成し、発生抑制、減量化・再資源化を推進するよう指導するとともに､建設部局と連携し

て建設リサイクル法に係る排出事業者への立入指導等を行いました。また、産業廃棄物処理業

者を対象に処理業者セミナーを 2 回開催するとともに､関係団体を通した説明会の開催などを

行いました。 

      また、平成１８年度１０月１日より廃棄物処理法に基づく処理業者の優良性評価制度を施行

し、延べ28件を優良処理業者として認定しました。 

これにより、産業廃棄物の適正処理の推進体制の整備を図ることができました。 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

特記事項 

Ⅰ 産業廃棄物の不適正処理の防止 

１ 産業廃棄物の不法投棄量 

 監視指導体制を年々強化してきた結果､平成12年度には121,404 ﾄﾝ（全国比30.1％：ワース

ト１）あった産業廃棄物の不法投棄量が､平成16年度は9,275 ﾄﾝ（全国比2.3％:ワースト8 ）､

と激減しましたが、平成17年度は26,294 ﾄﾝに増加しました。これは、平成７年頃発生して確

認できなかった 22,000 トンを計上したものであり、当年度新規分としては約 4,000 ﾄﾝに減少

しています。 

２ 硫酸ピッチの不適正保管 

 1８年度の硫酸ピッチの不適正保管の新規発生は、１件（ドラム缶38本・いすみ市）となっ

ています。さらに、3 か所（2,259 本）で支障除去による撤去をした結果、残存量が 1,429 本

となっています。 

 

  

 

Ⅰ 産業廃棄物の不適正処理の根絶 

１ 産業廃棄物の不法投棄は量的には年々減少してきていますが、行政による点としての監視活



 

 

 

 

残された 

課題 

動には限界があり、小規模な不法投棄は依然として発生しています。 

 また、景気回復や高度成長期に大量に建設された家屋や施設が更新時期を向かえ、大量に発

生すると予測される建設廃棄物については、適正処理が推進されるよう、事業者への指導と不

法投棄防止のための厳しい監視が必要となります。 

 ２ 不適正に処理され現場に残っている産業廃棄物については、行為者に撤去させるよう指導に

努めなければなりませんが、行為者が不明等の場合などの理由から撤去が進まない場合で、不

適正に保管された硫酸ピッチのように生活環境保全上著しい支障がある場合には、必要最小限

の範囲で県が行為者に代わって支障除去を行うことが必要です。 

特に、硫酸ピッチについては、一旦生成されると処理が困難であることから不適正処理につ

ながっているので、生成自体を規制していくことが必要となります。 

Ⅱ 産業廃棄物の発生抑制、減量化・再資源化、適正処理の推進 

１ 資源循環型社会づくりに向け、産業廃棄物の適正処理を推進し、産業廃棄物の発生抑制、減

量化･再資源化を図っていくためには、排出事業者への指導と産業廃棄物処理の中核を担う産

業廃棄物処理業者の育成が、排出事業者が安心して処理を委託できる廃棄物処理体系の構築に

向けて今後さらに求められてきます。 

２ 減量化や再資源化に努めてもなお発生する産業廃棄物の適正処理を推進するためには最終

処分場など産業廃棄物処理施設が必要となります。しかしながら、周辺環境への影響等につい

ての県民の不安から立地しにくくなってきており、将来的に残余容量不足となる恐れがありま

す。 

３ 平成１８年度に策定の作業を進めていた廃棄物処理計画については、策定が大幅に遅れてい

ます。 

方向性 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

課題への 

対応策 

Ⅰ 産業廃棄物の不適正処理の根絶 

１ 不適正処理の未然防止のための監視指導 

廃棄物の不適正処理の根絶に向け、引き続き、県・警察・市町村が一層の連携を図り、産廃･

残土県民ダイヤルによる県民からの幅広い情報提供により、きめ細かく監視指導を行い、不適正処理をしな

い・させない・許さない県土を築いていきます。 
また、悪質な事業者に対する指導･行政処分を積極的に取り組んでいきます。 

２ 不適正処理箇所の支障の除去 

   産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理行為者の把握と不適正処理行為者による撤去を強く

指導していくとともに、行為者が不明等の場合で生活環境保全上の著しい支障が生じていると

きは、必要により市町村の協力も得ながら県が行為者に代わって支障除去事業を実施します 

   特に周辺環境への影響が大きい硫酸ピッチについては、条例による生成の未然防止に努めま

す。 

Ⅱ 産業廃棄物の適正処理の推進 

１ 資源循環型社会づくりに向けて、産業廃棄物処理の中核を担う産業廃棄物処理業者に対する

意識啓発を図るとともに、排出事業者が安心して処理を委託できる廃棄物処理体系の構築に

向けて、法に基づく産業廃棄物処理業者の優良性の判断にかかる評価制度を普及させるととも

に、処理業者の育成を図っていきます。 

 産業廃棄物の適正処理を徹底するためには、排出事業者の果たす役割が重要なので、各種講

習会を通じて廃棄物処理法の内容の周知を図り、適正処理の指導を強化するとともに産業廃棄

物の発生抑制、減量化・再資源化を図ります。 

２ 産業廃棄物の適正処理を推進する上での課題を解決するため、公的関与のあり方や適正な立

地のあり方など総合的な施策の検討を行います。 

また、建設廃棄物の発生から処分までの流れを管理する仕組みの創設など総合的に管理する

仕組みについて、八都県市で検討し、国に強く要望していきます。 

３ 廃棄物処理計画については、タウンミーティングによる意見の集約し、関係機関と調整を図

りながら早期に策定します。 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

監視体制のあり方については、不法投棄等の状況を踏まえて見直しを検討すること。また、市町村との連携を一層

強化して引き続き進めること。 

 


