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はじめに
排出事業者による、廃棄物処理の適正価格を知りた
い、不適正処理（不法投棄など）に流れない価格を
知りたい、という求めに応えるため、適正価格につい
て議論を行いましたて議論を行いました。
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適正価格設定の検討

価格構成要素

○廃棄物の性状

WDS チェック項目WDS チェック項目
○処理方法

埋立処理・リサイクル・CO２対策
○需要と供給

排出量 リサイクル品

法令順守
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排出事業者の選択
○廃棄物の性状

○処理方法

○需要と供給

適正価格設定の検討

○需要と供給

一律な適正価格はない

適正価格はオーダーメード
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100円のコーヒー
コンビニエンスストアやファストフード店
手軽で安価、セルフサービス…

決める(選ぶ)のは

適正価格とは何ですか？

1,000円のコーヒー
高級喫茶店やホテルラウンジ

高価、お店の雰囲気も楽しめる、
希少な豆を使用…

( )
消費者です。



不適正価格とは？ 事例紹介

・収集運搬及び処分の仕事において、どう考えても
収集運搬費を計上していないのではないか・・・

・計量のごまかしをして、処分数量を水増ししている
のではないか・・・
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・感染性廃棄物処理の案件で容器費用のみの価格
で受注しているのではないか・・・

・排出事業者の視点

提供されたサービスに満足できなかった場合



処分費 １５．５円／Kｇ
（公開価格）

収集運搬費 ３．５円／Kｇ
１ｔ収集しても ３，５００円
これが適正価格ですか？

事例紹介（不適正価格を見抜く）
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収集運搬処分費
１９円／Kｇ

これが適正価格ですか？



ステップ１ 見積まで
排出事業者 廃棄物処理業者

この廃棄物の処理できますか？

WDSはありませんが、現場担当者に確認します。

発生工程を送ります。

どんなものですか？WDSありますか？

WDSが無いようでしたら発生工程を教えてください。

これなら処理できそうです。
どれぐらいの量がでますか？

見積から処理までのプロセスの一例
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約１２ｔ／年です。

（現場にて）こちらが廃棄物の現物です。

ドラム缶、屋外保管、月１引き取り、車上渡し、時間は
8時、分析表あり、構内速度制限２０Km。
リサイクルできますか。処理費はいくらぐらいですか？

それでは来週までにお願いします。

どれぐらいの量がでますか？

それでは現場確認に伺います。

廃棄物の内容も含めて次のことを教えてください。

荷姿、置き場、発生頻度、積み込み方法、積み込み
時間、分析表、有害物質の有無、現場ルール。これ
で見積もりができます。

見積に少しお時間ください。



ステップ２ 契約締結まで
排出事業者 廃棄物処理業者

優良認定を取得済みですね。

処理費は意外と高いですね。リサイクルは可能です
か。

確認しました内容で、お見積しました。実量の精算で
お願いします。必要な許可証はこちらです。優良認
定もとっています。

（処理フローを提示して）、有害物質が入っているの
でリサイクルにはなりませんが、こちらの処理フロー

見積から処理までのプロセスの一例
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リサイクルは難しいのですか。
何か安価にできる方法はありませんか。

置き場責任者と相談します。
提案ありがとうございます。

この内容で検討いたします。

でリサイクルにはなりませんが、こちらの処理フロー
の通り処理します。他社はリサイクル可能と聞いて
いますが、処理費は倍になると聞いています。

収集運搬単価は積み込みしていただけるので安価
にしています。また、収集頻度が、毎月になっている
ので、3か月分保管していただき、年4回の収集にで
きませんでしょうか。

宜しくお願いいたします。



ステップ２ 契約締結まで
排出事業者 廃棄物処理業者

他社も調査しましたが、処理方法と価格を考えると御
社にお願いしようと検討しています。契約前の工場見
学をお願いします。

（処理工場にて）
有害物質はどのように処理しますか？

ありがとうございます。是非、お越しください。

こちらが処理工場です。この施設でこのよう

見積から処理までのプロセスの一例
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有害物質はどのように処理しますか？

手間かかっていますね。わかりました。
周辺地域への取組みについて教えてください。

従業員の方もあいさつできてるし、整理整頓が行き届
いています。手順書も確認できたので、安全管理が徹
底していると感じました。
それでは契約をお願いします。

こちらが処理工場です。この施設でこのよう
に処理します。許可看板はこちらです。

地域住民の方の見学会も開催しています。
ISO14001の取組みについてもご覧ください。

安心してお任せください。
契約書案を作成します。



ステップ２ 契約締結まで
排出事業者 廃棄物処理業者

契約書の記載事項について教えてください。

支払条件も記載してください。

こちらが契約書案です。

廃掃法で決められている事項の他、
暴力団排除条項も記載しています。

見積から処理までのプロセスの一例

14

印紙の負担はどちらになりますか。

わかりました。印紙はこちらで負担いたします。

契約内容了解しました。契約担当部門の決裁が必要
になりますので、決裁がとれましたらご連絡いたしま
す。

支払条件の記載承知しました。

印紙はできれば御社に願いします。

ありがとうございます。

よろしくお願いします。



ステップ３ 収集完了まで
排出事業者 廃棄物処理業者

収集の日程はいつになりますか？

契約書は送付したので、明日には御社に
届く予定です。明日以降で、収集日程調
整をお願いします。

契約書がまだ届いていないのですが、
契約締結完了後に収集に伺います。

契約書受領しました。
いつでも収集対応可能です。

見積から処理までのプロセスの一例
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整をお願いします。

それでは翌週の火曜日以外でお願いしま
す。マニフェストの用意いたします。

こちらの廃棄物も収集可能ですか？

失礼しました。この廃棄物処理もお願いし
たいので見積もりをお願いします。

それでは来週の水曜に伺います。
マニフェストご用意ください。
（収集当日）
本日収集の廃棄物はこちらですね。

（ドライバーなので）営業担当に確認します。
契約外なので回収できません。

見積の件、営業担当に報告します。
積込ありがとうございます。廃棄物お預かりします。



ステップ４ 処理完了まで

排出事業者 廃棄物処理業者

重量は了解です。計量伝票をマニフェストと
ともに送付してください。

（工場に搬入。計量と廃棄物の性状確認
を行う。事前情報と照合し問題なし。）
計量結果はこちらになります。

了解しました。

見積から処理までのプロセスの一例
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（数日後）マニフェストの返送はまだですか？

マニフェスト受領しました。（処理終了確認。）
支払手続きをします。

こちらこそありがとうございます。引き続き宜
しくお願いします。

了解しました。

現在、処理中です。

１週間以内には返却できる予定です。処
理完了後にマニフェストと計量伝票及び
請求書を発送します。

ご入金確認いたしました。
ご入金ありがとうございました。

こちらこそ宜しくお願いいたします。



廃棄物コミュニケーションが大切です！！

結び 信頼に基づく適正価格

一律に適正価格を決めることはできませんが、排出事業者と
産業廃棄物処理業者とのコミュニケーションにより相互信頼
関係が構築され、その信頼に基づき双方が合意した価格が
適正価格となっていきます。



東日本Bブロック ワークショップ名簿
期 会社名 氏名 期 会社名 氏名 期 会社名 氏名
11 野村興産株式会社 岩瀬　博樹 6 新和環境株式会社 梁川　哲 10 株式会社市川環境エンジニアリング 篠田　達弘
6 株式会社アクトリー 長友　和典 6 株式会社オガワエコノス 横山　友和 10 株式会社真田ジャパン 五月女　竜次
9 株式会社タカヤマ 村武　宏紀 7 株式会社富山環境整備 磯野　剛 10 エコシステムジャパン株式会社 米沢　孝司
1 株式会社日本廃棄物管理機構 木川　仁 7 株式会社旭商会 市川　公豪 11 オリックス環境株式会社 神藤　知道
1 アラックス株式会社 山本　泰雄 7 株式会社クマクラ 熊倉　毅 11 株式会社ウッドアール・オークワ 木下　哲也
1 株式会社アース・グリーン・マネジメント 平栗　秀信 7 新潟ガービッヂ株式会社 関　祐介 11 直富商事株式会社 鈴木　陽
1 直富商事株式会社 木下　賀隆 7 服部　弘 11 木村産業株式会社 髙澤　孝司
1 株式会社ハチオウ 森　雅裕 7 株式会社フロンティア・スピリット 平林　正幸 11 株式会社環境整備 千葉　明寿
1 大平興産株式会社 山上　昌孝 8 青木環境事業株式会社 青木　俊和 11 株式会社光洲産業 塚原　康裕
1 オリックス環境株式会社 麿山　弘太郎 8 株式会社太陽油化 石田　太平 11 株式会社大橋商会 利根川　豪博
1 高俊興業株式会社 高橋　潤 8 JFE環境株式会社 板橋　千明 11 株式会社都市環境エンジニアリング 新川　研
1 株式会社T&T 栩山　文一 8 メタルリサイクル株式会社 猪鼻　秀希 11 エコシステムジャパン株式会社 諸星　泰宏
1 株式会社信州ウェイスト 小林　源吾 8 株式会社アース・コーポレーション 柴田　孝吉 12 ウエノテックス株式会社 上野　光陽

18

2 開発化学工業株式会社 松菱　則嗣 8 株式会社鈴徳 鈴木　隆幸 12 株式会社大橋商会 大滝　健次
2 加藤商事株式会社 濱松　直親 8 バイオエナジー株式会社 瀬川　順也 12 エコシステムジャパン株式会社 岡野　吉宏
2 株式会社都市環境エンジニアリング 及川　拓史 8 三協興産株式会社 田村　豪士 12 株式会社信州ウェイスト 春日　祐樹
2 アラックス株式会社 江藤　裕二 8 DOWAエコシステム株式会社 飛田　実 12 木村工業株式会社 神田　悠貴
2 株式会社丸正土木 桐生　竜治 9 青木環境事業株式会社 青木　暁 12 JFE環境株式会社 後藤　俊彰
3 株式会社イボキン 髙見　武志 9 オリックス環境株式会社 伊藤　慎一郎 12 直富商事株式会社 須藤　稔
4 ジャパン・リサイクル株式会社 柏倉　正悦 9 株式会社富山環境整備 清水　栄一 12 株式会社リョーシン 高野　優
4 株式会社プランテック 山﨑　陽司郎 9 株式会社環境整備 野口　剛 12 株式会社タズミ 田墨　道治
5 太陽建設株式会社 坂本　剛 10 スズトクホールディングス株式会社 今井　佳昭 12 たち建設株式会社 舘　直人
5 オリックス環境株式会社 三栖　隆司 10 株式会社大橋商会 大橋　崇 12 株式会社アース・コーポレーション 能登　泰之
6 株式会社ワールドスイコー 郷　保治 10 株式会社リョーシン 高野　晃 12 株式会社タケエイ 林　隆行
6 株式会社エスアール 渋谷　清心 10 株式会社完山金属 完山　一範 12 アースサポート株式会社 原　晋太郎
6 比留間運送株式会社 比留間　宏明 10 JX金属株式会社 沢田　誠 12 青木環境事業株式会社 三原　敏則


