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１．産業廃棄物って何だろう?





産業廃棄物は、仕事から出るごみのうち法律で定められた

・２０品目のうち、すべての業種が関係するものと、業種が限られているものがある

・業種が限られていない品目は、すべての仕事から出るごみが該当する

えっ?!うちの会社からも
産業廃棄物が出るの?!

ということは…

・事業系一般廃棄物は仕事から出たごみのうち、産業廃棄物を除いたもの



どれが産業廃棄物だと思いますか?

①事務所で食べた
お弁当のごみ

②外した
ホチキスの芯

③使えなくなった
プラスチック製品 ④シュレッダーした紙

⑦レストランで調理の
時に出た生ごみ

⑥駐車場の植え込みを
伐採した枝

⑤コンクリート
ブロック

⑧使わなくなった
ACアダプタ



仕事のごみを知るために、産業廃棄物を知ろう!
種類 具体的な例

あ
ら
ゆ
る
事
業
活
動
に
伴
う
も
の(

業
種
限
定
無
し)

⑴ 燃え殻 廃棄物焼却灰、炉清掃排出物 等
⑵ 汚泥 ビルピット汚泥、グリストラップ汚泥、建設汚泥 等
⑶ 廃油 給食室などの揚げ油、動植物性油、絶縁油 等
⑷ 廃酸 廃硫酸、写真定着廃液などのすべての酸性廃液
⑸ 廃アルカリ アンモニア廃液、写真現像廃液などすべてのアルカリ性廃液
⑹ 廃プラスチック類 ビニール製品、発泡スチロール、プラスチック製品、合成ゴム製

品、合成繊維、廃タイヤ 等
⑺ ゴムくず 天然ゴムくず
⑻ 金属くず 鉄くず、銅線くず、食用缶等の金属製のもの
⑼ ガラスくず、コンク
リートくず及び陶磁器
くず

ガラス類、陶磁器類、レンガくず、廃石膏ボード、製造過程から
生ずるアスファルト・コンクリートくず 等

⑽ 鉱さい 高炉・平炉・電気炉の残さい、鋳物廃砂 等
⑾ がれき類 工作物の新築・改築又は除去により生じたコンクリート破片、ア

スファルト破片 等
⑿ ばいじん 大気汚染防止法のばい煙発生施設等において発生するばいじんで

集じん機で集められたもの



仕事のごみを知るために、産業廃棄物を知ろう!
種類 具体的な例

排
出
す
る
業
種
が
限
ら
れ
て
い
る
も
の

⒀ 紙くず 建設業（工作物の新築・改築・除去により生じたもの）、パル
プ・紙・紙加工製造業、出版業、製本業等の事業活動に伴って生
じる紙くず

⒁ 木くず 建設業（工作物の新築・改築・除去により生じたもの）、木製品
製造業、物品賃貸業等の事業活動に伴って生じる木くず、貨物の
流通に使用したパレット

⒂ 繊維くず 建設業（工作物の新築・改築・除去により生じたもの）、繊維工
業の事業活動に伴って生じる繊維くず

⒃ 動物性固形不要物 と畜場でとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥処理
した食鳥に係る固形状の不要物

⒄ 動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した
動物や植物に係る固形状の不要物

⒅ 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿
⒆ 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体

⒇ 政令第13号廃棄物 汚泥のコンクリート固化物など、産業廃棄物を処分するために処
理したもの

※産業廃棄物は、ごみを構成している材質で区分されます



産業廃棄物ってそんなに種類がたくさんあるの?!
多すぎて覚えられないよ…

⇒覚え方のポイント:全部を完璧に覚える必要はありません!

①プラスチック、金属、ガラスなど一般的な産業廃棄物は
知っておきましょう。
基本的に『燃えないごみ』は『産業廃棄物』です。

②業種限定の品目については、自分のお仕事に関係するものを
覚えましょう。

どうしてもわからなかったら、産業廃棄物処理業者や、
さいたま市産業廃棄物指導課に聞いてください。



どれが産業廃棄物だと思いますか?

①事務所で食べた
お弁当のごみ

②外した
ホチキスの芯

③使えなくなった
プラスチック製品 ④シュレッダーした紙

⑦レストランの調理の
時に出た生ごみ

⑥駐車場の植え込みを
伐採した枝

⑤コンクリート
ブロック

⑧使わなくなった
ACアダプタ



どれが産業廃棄物だと思いますか?

④シュレッダーした紙

材質は『紙』⇒燃えるごみ

業種は?⇒該当しない

『紙』は業種によっては『産業廃棄物』

⇒事業系一般廃棄物に該当



どれが産業廃棄物だと思いますか?

⑧使わなくなったACアダプタ

金属

プラスチック

・どちらの材質も産業廃棄物
⇒産業廃棄物

・アダプタの金属とプラスチックは
簡単に分離できない

⇒『金属』と『プラスチック』
を取り扱える業者に依頼する



どれが産業廃棄物だと思いますか?

①事務所で食べたお弁当のごみ
・材質はプラスチック
⇒本来は産業廃棄物

さいたま市では、
社員が食べたお弁当ごみのみ
一般廃棄物で受け入れ可能



どれが産業廃棄物だと思いますか?

①事務所で食べた
お弁当のごみ

②外した
ホチキスの芯

③使えなくなった
プラスチック製品 ④シュレッダーした紙

⑦レストランの調理の
時に出た生ごみ

⑥駐車場の植え込みを
伐採した枝

⑤コンクリート
ブロック

⑧使わなくなった
ACアダプタ



たくさん出るけど、処理の判断に迷うごみについて
①乾電池

出典:一般社団法人電池工業会

・電池は金属だけではありません!

・マンガン電池の構造はこんなふうに
⇒金属、廃プラスチック、汚泥

②蛍光灯

・蛍光灯はガラスと
金属とプラスチック
でできている

乾電池と蛍光灯には
が入っています!
水銀含有産業廃棄物
を処理できる業者に
依頼してください。⇒金属、ガラス、

廃プラスチック



２．ごみを減らすために、
できること



ごみの処分をするのに、
お金がかかるってことだよね…
経費をあんまりかけたく
ないんだよなぁ…

⇒それなら、ごみを減らすことを考えましょう



ごみを減らすために、できること
①ごみ自体を減らす

具体的には…
・今までごみとして捨てていたものの中に、リサイクルできる
ものはないか?
⇒リサイクルすれば、安価に処分できる場合があります!
例:飲料缶、空きペットボトル、新聞紙、印刷用紙、

空き瓶

②ごみを見直す

具体的には…
・印刷は両面、ミスプリントの紙を裏紙として使用、
飲み物はマイボトルを使用、買い物用ビニール袋を貰わない
食事は残さず食べる
⇒小さな工夫でごみを減らすことができます



ごみを減らすために、できること

③フリマアプリ、地域不用品掲示板などで引き取ってもらう

・あなたにとってはごみでも、他の方にとっては必要なもの、
欲しいものかもしれません。
少し手間はかかりますが、検討してみて
ください。



ごみを減らすために、できること
①ごみ自体を減らす

②ごみを見直す

③フリマアプリ、地域不用品掲示板などで引き取ってもらう

⇒リデュース（Reduce）

⇒リサイクル（Recycle）

⇒リユース（Reuse）

これらは、『３R』と呼ばれ、ごみの削減に有効な方法になります。
工夫次第では、企業PRにも用いることができますよ!



３．処理の実際の手順について



⇒処理業者の探し方のヒントをご紹介します!

家のごみと仕事のごみの違いは分かった。
産業廃棄物と一般廃棄物の違いもわかった。

ごみを減らす必要性もわかった。

でも、ごみを適正に処理するには、
どこの業者にお願いすれば

いいのかな?



処理業者を探そう!
【事業系一般廃棄物収集運搬業者編】

URL:https://www.city.saitama.jp/001/006/008/001/p002587.html

☝業者がたくさんありすぎて、どこを選んでいいかわからない!

このページのPDFファイル『一般廃棄物許可業者一覧』の中から
『事業ごみ』を取り扱っている業者を探します。

⇒自分の会社の近くの業者
⇒近くの会社が使っている業者
⇒何社か見積を取って、予算に見合う業者

…がおすすめです!



処理業者を探そう!【産業廃棄物処理業者編】①

URL:
https://www.city.saitama.jp/001/006/008/002/005/p001249.html

☝業者がたくさんありすぎて、どこを選んでいいかわからない!
⇒優良認定を受けている会社
⇒一般廃棄物も取り扱っている業者
⇒自社が多く輩出するごみの処理が得意な業者
⇒何社か見積を取って、予算に見合う業者

…がおすすめです!

このページのPDFファイル『産業廃棄物収集運搬業者』『産業廃棄物処分業者』
の中から自社で廃棄する可能性のある品目を取り扱っている業者を探します。



処理業者を探そう!【産業廃棄物処理業者編】②

☝産業廃棄物は広域処理が可能です。埼玉県の収集運搬許可があれば、
県内の市町村のごみなら収集できますし、県内の中間処理場に運搬
することができます。
排出者責任の観点から、無理に近場の業者を選ばずに、条件の見合う
業者を選ぶことをおすすめします。

２．埼玉県環境産業振興協会
（URL:https://saitama-sanpai.or.jp/）

１．さんぱいくん（URL:https://www2.sanpainet.or.jp/）



ご清聴
ありがとうございました!
お問い合わせは…

さいたま市環境局
廃棄物対策課 048-829-1335
産業廃棄物指導課 048-829-1607


