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令和 3 年度 第 1 回 終処分部会運営委員会 議事録 

 

日 時：令和 3 年 4 月 26 日（月）13:30～14:30 

場 所：web 会議 

出席者：杉田昭義（部会長）、都築 建（副部会長）、野原雅浩（副部会長）、田中正巳、澤田裕二、 

松本明利、小城戸秀明、福井浩徳 

事務局：森谷 賢、香川智紀、日浦朋子、東 卓也 

 

【配付資料】 

議事次第  

出席者名簿  

資料1 令和３年度（2021年度） 終処分部会事業計画（案） 

参考資料1-1 特定廃棄物 終処分場における維持管理積立金の損金算入の税制特例措置の

延長要望に関する取組状況(令和3年 4月 23日時点) 

参考資料1-2 チラシ「 終処分場設置者の税制優遇について（お知らせ）」 

参考資料1-3 廃棄物処理業の用に供する軽油に係る軽油引取税課税免除の特例措置の延長

に関する取組状況(令和3年4月 23日時点) 

参考資料1-4 チラシ「廃棄物処理業の用に供する軽油に係る軽油引取税課税免除の特例措

置（令和3～5年度）」 

参考資料2 終処分場の維持管理と廃止基準について（廃棄物資源循環学会埋立処理処

分研究部会作成資料） 

参考資料3-1 産業廃棄物埋立処分委託契約書の利用状況 

参考資料3-2 廃棄物の処理委託に係る情報伝達（環境省作成資料） 

参考資料3-3 廃棄物の処理委託に係る情報伝達お伺いしたい事項（運営委員限り） 

参考資料3-4 連合会が作成した廃棄物データシートの一覧 

参考資料3-5 終処分業者及び収集運搬業者への情報伝達に関する確認事項（運営委員限

り） 

参考資料4 維持管理マニュアルの利用状況及び利用に向けての課題 

参考資料5 業務主任者（仮称）と技能実習生の取組状況について 

参考資料6 廃棄物処理施設等の更新及び交換に係る手続きについて（通知）（令和 3 年 4

月 5日付、環循規発第2104051号） 

参考資料7 令和２年度第１回 終処分部会運営委員会議事録 
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【議事】 

１． 開会 

 

２． 挨拶 

（１） 連合会挨拶 

森谷専務理事が次のとおり挨拶した。 

本日は、令和 3 年度末に制度の期限を迎える、維持管理積立金の損金算入等に係る特例

措置の延長要望についてご議論いただきたい。 

軽油引取税の課税免除措置は、令和 2 年度税制改正大綱で適用対象を中小企業に限定し

た上で 3 年間延長されたものの、脱炭素社会に向けた政府方針が示されていることから、

次回以降の制度の延長要望は厳しさを増すだろう。 

 

（２） 部会長挨拶 

杉田部会長が次のとおり挨拶した。 

本日は、 終処分部会で対応すべき各種案件について状況を報告するとともに意見交換

をお願いする。 

 

３． 議事 

（１） 令和３年度 終処分部会事業計画（案）                 （資料 1） 

全員一致で承認された。 

 

（２） 終処分場に係る税制上の特例措置 

① 特定廃棄物 終処分場における維持管理積立金の損金算入の税制特例措置の延長要望

（参考資料 1-1、1-2） 

事務局が参考資料 1-1、1-2 を説明後、杉田部会長から次の発言があった。 

延長要望を実現するためには、業界全体の利用実績を向上させなければならない。運営

委員におかれては、各地域の 終処分業者への制度の周知や利用の働きかけなど、延長要

望に向けた活動の水平展開にご協力いただきたい。 

本件に関する緊急の対応や判断が必要な場合の対応は、部会長に一任された。 

 

② 廃棄物処理業の用に供する軽油に係る軽油引取税課税免除の特例措置の周知 

（参考資料 1-3、1-4） 

事務局が参考資料 1-3、1-4 を説明後、杉田部会長から次の発言があった。 
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政府の脱炭素の方針を考慮すると、次回の延長要望は極めて厳しくなることが予想され

る。運営委員におかれては制度の周知をお願いしたい。 

以下の意見が出された。 

 低炭素型車両（EV 車やハイブリッド車等）の導入費用は高い。連合会は、国に脱炭

素社会に向けた補助金制度の拡充を要望すべきである。 

 （森谷専務）産廃業で使用する車両・重機は、他業種でも使用する設備である

ので産廃業に特化されない。他業種と連携した要望活動が考えられる。 

 処分場では、コンパクタ等の大型の特殊車両を使用しているので、他業種に比

べて低炭素型車両が普及するまでに時間を要するだろう。車両の普及や切替え

が進むまでは、本免税措置を継続していただきたい。 

 本免税措置の適用対象から大企業が除外されたが、一般廃棄物の処分の許可を受け

ている場合や、市町村の委託を受けて災害廃棄物等の一般廃棄物の処分を行ってい

る場合などは、一般廃棄物処分業者と見なされ、本免税措置を利用することができ

ると地元行政から説明を受けた。 

 

③ 終処分場の構造物に関する減価償却 

事務局から、前回の運営委員会当日の環境省ヒアリング後の進捗状況について報告した。

緊急の対応や判断が必要な場合の対応は、部会長に一任された。 

 

④ 終処分場に対する新たな支援措置の提案 

事務局が、前回の運営委員会および処分場早期安定化分科会で検討したが、提案をまと

めるに至らなかった旨を報告した。 

本件に関する検討は終了することとした。 

 

（３） その他 

① 廃棄物の処理委託に係る情報伝達       （参考資料 3-1、3-2、3-3、3-4、3-5） 

事務局が参考資料 3-1～3-5 に基づき、次のとおり説明した。 

環境省は、中央環境審議会からの意見具申（平成 29 年 2 月）を踏まえて検討会を設置

し、廃棄物処理制度における情報伝達の在り方・制度的措置を検討した。 

説明後、意見交換を行った。 

 排出事業者と も接点がある収集運搬業者に対しても、本件に関する議論や論点を

説明しておく必要がある。 

 中間処理業者や収集運搬業者が、 終処分業者にとって伝達されるべき必要な情報
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を理解し、排出事業者に伝えることが重要である。それを環境省にご理解いただく

必要がある。 

 受託した廃棄物が処分場に及ぼす影響は、品目だけでは判断できない。当社では、

試料を事前に分析し受入れの可否を判断している。処理業者にとって重要なことは、

受託する廃棄物の組成や成分である。汚泥中には様々なものが含まれる。処理業者

が安全かつ適切に処理するために必要な情報を、排出事業者が事前に伝達し、処理

業者が判断できるような制度設計を望む。排出事業者が責任をもって排出する仕組

みを設けていただきたい。 

 （森谷専務）環境省が検討している制度的措置は、排出事業者から一方向の情

報伝達となっている。排出事業者と処理業者が廃棄物に関する情報を共有し、

処理の安全性や確実性を確保する視点は重要であるので、引き続き環境省に理

解を求めて参りたい。 

 処分場で事故が発生すれば、事故原因が廃棄物由来であっても、処理業者が行政か

ら処分を受ける可能性がある。処分場の事故を未然に防ぐ観点から、排出事業者に

は廃棄物の情報伝達を徹底してもらいたい。 

 過去において、処分場に埋め立てた廃棄物（マグネシウムときりこ）が化学反応し

発火した事案があった。排出事業者から処分業者まで、すべての関係者の間で情報

が共有されていることが必要である。 

 

② 業務主任者（仮称）と技能実習生の取組状況について         （参考資料 5） 

森谷専務理事が参考資料 5 を説明後、松本委員（業務主任者試験等準備検討委員会 WG

メンバー）から次の発言があった。 

学科試験の出題は広範囲にわたる。業務主任者には、産業廃棄物の処理に係る幅広い知

識が必要とされるため、それらを事前講習会テキストに盛り込み、受講者に必要な知識を

備えてもらいたい。 

 

③ その他                              （参考資料 6） 

事務局が参考資料 6（「廃棄物処理施設等の更新及び交換に係る手続きについて」4 月 5

日付環境省通知）に基づき次のとおり説明した。 

連合会では、平成 28 年 3 月に環境省へ廃掃法の見直しに関する意見を提出した。意見書

で求めた施設設置に係る許可申請手続きの軽減・合理化に関して、今般、環境省から通知

が発出された。 

運営委員は、本通知に対する質問等を 5 月 14 日までに事務局へ提出し、事務局から環境

owner
ハイライト表示

owner
ハイライト表示



5 

省へ照会することとなった。 

 

（４） その他 

特になし。 

 

４． 閉会 

以上をもって閉会した。 
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令和 3年度第 3回最終処分部会運営委員会議事録 

 

日 時：令和 3年 11年 17日（水）16:00～16:35 

場 所：公益社団法人全国産業資源循環連合会会議室（ZOOM による WEB 開催） 

出席者：（運営委員）杉田昭義（部会長）、野原雅浩、都築 建（副部会長） 

田中正巳、澤田裕二、松本昭利、小城戸秀明 

（事務局）森谷 賢、香川智紀、古川洋一、日浦朋子、東 卓也 

配布資料 

 議事次第 

 出欠表 

資料 1 令和 3年度第 2回最終処分部会運営委員会議事録（案）（運営委員限り） 

資料 2-1 令和 3年度最終処分場維持管理技術研修会（オンライン）開催概要 

資料 2-2 令和 3年度最終処分場維持管理技術研修会（オンライン）アンケート結果

（運営委員限り） 

 

１． 開会 

２． 挨拶 

（１） 連合会挨拶 

森谷専務理事が挨拶した。 

 

（２） 部会長挨拶 

杉田部会長が以下のとおり挨拶した。 

第 2回運営委員会の後、維持管理積立金の損金算入措置の延長に関する財務省と

の協議状況について環境省から連絡があった。私（部会長）自身の考えをまとめる

ために皆様のご意見をお聞かせ頂きたい。そのうえで専務理事と相談したいと考え

ている。 

自由民主党の予算・税制等に関する政策懇談会は、月内に開催される予定であり、

要望書の提出期限は 11月 18日（木）となっている。 

 

３． 議事 

（１） 維持管理積立金の損金算入について 

事務局が資料１の３の（１）「１）特定廃棄物最終処分場における維持管理積立

金の損金算入の特例措置の延長要望」を読み上げた後、杉田部会長から以下のと

おり説明した。 

 11 月 12 日の 13:30 過ぎに環境省の山王課長補佐から電話で連絡があった。 

 今週末あたりから財務省との折衝が開始される予定である。 
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 事前に行われた環境省と財務省の協議では、制度の存続は非常に厳しい状

況である。 

 財務省は暫定的な制度は全て廃止したいとの意向である。 

 2 年ごとにこのような折衝を継続していくことは非常に厳しいと感じてい

る。 

 2 年間は現行制度の延長を認めてもらい、その後漸減していくことでご理解

頂けないか。 

 ご了解頂けるのであれば、その方向で国会議員の先生方にもご協力頂き、

財務省との協議を進めたい。 

 私（部会長）から、既存事業者への支援措置も重要であるが、新規施設を

立地する事業者への対応も不可欠である、最終処分場は災害廃棄物の処理

にも協力していることを伝えた。それに対し、山王補佐から、例えば、災

害廃棄物に関する処理の位置づけを明確にし、その中で災害廃棄物を受け

入れた事業者への支援も考えてみたい、との発言があった。 

 以上の状況を踏まえると、2年後も非常に厳しい状況が続くことは確実であ

り、廃止前提での議論になってしまうおそれがある。 

 2 年後から 10％ずつ漸減することとなった場合、6年目には廃止される。そ

れまでに新たな支援措置が間に合うのかという心配がある。 

 山王補佐から、法改正が必要な場合には、次回の廃棄物処理制度見直しの

タイミングは 2025 度以降であるので 2年後は非常に厳しい。政省令改正で

対応できる場合には別である、との発言があった。 

 漸減を受け入れることで本当に良いかどうかご意見をお聞かせ頂きたい。 

杉田部会長が運営委員の意見を確認した。運営委員の意見は以下のとおり。 

田中：10％ずつ減らすこと自体を財務省が承知するかどうかわからない。財務省

は非常に厳しいと感じた。例えば 4年後廃止でも良いがその間は 100％に

戻してもらうような交渉はあり得るのか。 

森谷：一度決めた減を元に戻すことは考えにくく、難しい。 

田中：制度を少しでも維持することを考えれば漸減もやむを得ないと思うが、例

えば 2年後に本措置の利用率が 60％から 90％になった場合に、漸減がスト

ップすることも考えられないのか。 

森谷：難しい。当業界に認めた場合、他業界からも同じような要望が寄せられる

ことを懸念するだろう。 

田中：別の措置を環境省には考えて頂きたい。財務省との交渉は難しいと感じ

た。 

森谷：災害廃棄物への対応として、環境省は、最終処分場での受け入れを地方自

治体の処理計画に位置付け、協定を締結し、実際に受け入れた際の支援を
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3 
 

想定しているようだ。 

都築：100％に戻して欲しいがやむを得ないと思う。財務省が頑なであるというこ

とは理解した。最終処分場は災害廃棄物を受け入れ、国の施策に協力して

いる。別の支援措置の創出に向けて交渉するしかないと思う。 

澤田：100％に戻して欲しいが、財務省が頑なであることは理解した。少しでも長

く制度を維持することが重要である。 

松本：制度がなくなるのは非常に厳しい。新たな制度の創設を目指し、制度創設

までの間は 60％を維持できるように交渉して欲しい。 

小城戸：60％は維持して欲しいが、別の制度ができるのであればやむを得ない。

それまでの間は少しでも長く現状制度が維持ができると良い。 

野原：せめて 50％は維持して欲しい。災害廃棄物の受け入れを非課税とすること

を交渉条件にして欲しい。災害廃棄物は一般廃棄物であるので受入実績は

明らかである。 

杉田：4年前までは先行積立分も損金算入することができた。60％から漸減する

のはやむを得ないが、先行積立を復活させ、先行積立分の 60％は損金算入

を認めて頂けると良い。新たな制度についても提案できると良い。環境省

には当業界として、どのような意見を返せば良いか。 

意見交換の結果、以下のとおり進めることとなった。 

森谷専務理事は、環境省に本日の議論の方向性を伝えるとともに、環境省が災

害廃棄物についてどのような制度を考えているか確認する。 

事務局は、福井委員に本日の運営委員会の状況を伝え、意見を確認する。 

以上を踏まえ事務局にて回答書を作成する。 

回答書の内容は、部会長に一任する。 

 

【事務局注１】 

会議終了後、森谷専務理事から環境省山王補佐に以下の内容を伝えました。 

 無理であることを理解するが損金算入率が 100％であることが理想である。し

かし今からそのようなことが出来ないのであれば、（より長いことが望ましい

が）少なくとも２年間は損金算入率 60％を維持してもらい、その後損金算入

率を毎年 10％減らすることになってもやむを得ない。また、災害廃棄物の受

け入れの手当てについては、損金算入率が 60％である間に実現してもらいた

い。 

山王補佐から森谷専務理事に、災害廃棄物の受け入れの手当に関するイメージに

ついて以下の説明がありました。 

 環境省が災害廃棄物に関して考えていることは、災害廃棄物処理計画・災害

廃棄物協定における位置づけの明確化であり、今のところメリットはこの明

owner
ハイライト表示

owner
ハイライト表示

owner
ハイライト表示

owner
ハイライト表示

owner
ハイライト表示



4 
 

確化された位置づけとセットで考えるものとしか答えられない。仮に、位置

づけの明確化の議論の結果、法律改正が必要ということになれば、それなり

の時間が必要になるので、「損金算入率が 60％である間に実現してもらいた

い」とのご要望にお応えするのは難しい。 

【事務局注２】 

会議終了後、事務局から福井委員にご意見を確認しました。 

 非常に厳しいということは理解した。当面は 60％を維持できる方向で交渉し

て頂きたい。 

【事務局注３】 

以上の状況を踏まえ、杉田部会長と森谷専務理事が相談のうえ、回答書（別紙

１）を作成し、11月 24日に杉田部会長、森谷専務理事が神谷課長に面会し文書で伝

えました。 

【事務局注４】 

11 月 25日 10時から自由民主党による税制改正に関する団体ヒアリングが開催さ

れました（要望書は別紙２）。 

公明党によるヒアリングはありませんが要望書（文面は自由民主党宛と同じ）を

提出しました。 

 

（２） その他 

特になし。 

 

４． 報告 

（１） 令和 3年度最終処分場維持管理技術研修会の開催報告 

事務局から資料 2を報告した。 

アンケート結果を踏まえ、来年度の事業計画案を検討していくこととした。 

 

（２） その他 

特になし。 

 

５． その他 

特になし。 

 

６． 閉会 
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（２）九州地域協議会最終処分部会（令和３年度第１回）









２ 協 議 事 項 

 （１） 役員改選について 

 
一般社団法人鹿児島県産業資源循環協会部会設置規程第６条の規程に基づき、 

最終処分部会役員の選任を願いたい。 
 

     ・現役員の任期  令和２年４月１日から令和４年３月３１日まで 
 
     ・次期役員の任期  令和４年４月１日から令和６年３月３１日まで 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (参考)一般社団法人鹿児島県産業資源循環協会最終処分部会現役員名簿 

部会役職 氏 名 会 社 名 
部会長   下田 勝 (株)大日産業 
副部会長   二俣 剛 (株)フタマタ開発 
幹事   森田 賢人 (株)森田産業 

 
 
 ※新役員 
   部会長 （          ） 
   副部会長（          ） 
   幹事  （          ） 

(参考)一般社団法人鹿児島県産業資源循環協会部会設置規程第６条 
 (役 員) 
  第６条 各部会には、次の役員を置く。 
      (１)部会長   １人 
     (２)副部会長  １人 

(３)幹事        １人 
  ２ 部会長、副部会長及び幹事は、部会員の互選により選任する。 
  ３ 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 
  ４ 任期中に交替した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 
  ５ 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任する

までは、その職務を行わなければならない。 







建設・解体業者の皆様へ

建物解体時の
規制が強化されました。

フロン排出抑制法の改正により

❶解体する建物において業務用のエアコン・
　冷凍冷蔵機器の有無を事前確認し、
　その結果を書面で発注者に説明。
　　　　その書面の写しを3年間保存。
❷フロン類の回収を充塡回収業者に依頼。
　（工事の発注者から充塡回収業者への
　 フロン類引渡しを受託した場合）

❸フロン類が回収されていることを確認し
　廃棄物・リサイクル業者に
　機器を引渡し。

フロン類をみだりに放出した場合、
1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

建設・解体業者 工事の発注者

フロン類を未回収のまま行う
機器廃棄は直接罰の対象。

やるべきこと

改正点

改正点

違反した場合、
50万円以下の罰金

違反した場合、
50万円以下の罰金

廃棄物・
リサイクル業者

フロン類の回収が確認でき
ない機器の引取りは禁止。

改正点

2020年
4月施行

フロン排出抑制法の
対象となる機器
業務用のエアコン・
冷凍冷蔵機器のうち、
フロン類が
使われているもの など店舗用エア

コン
業務用冷凍

冷蔵庫ビル用
マルチエア

コン 冷凍冷蔵用
ショーケー

ス
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機器がある場合

フロン類が
未回収

充塡回収業者

○解体する建物において業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器の有無を確認します。
○事前確認書面に結果を記入し、その内容を工事発注者に説明します。
○書面を工事発注者と解体業者がそれぞれ３年間保存します。

○工事発注者から
　フロン類の
　引取証明書の写しを
　もらいます。

○充塡回収業者から引取証明書の
　写しをもらい、３年間保存します。

○廃棄物・リサイクル業者に廃棄機器を引渡す際に引取証明書の写しを渡します。
　引取証明書によりフロン回収済みであることを確認できないと、その機器の引取りは拒否されます！
※廃棄物・リサイクル業者が充塡回収業の登録を受けている場合には、フロン類の回収とあわせて機器の
　引取りも依頼することができます。

方法②の場合

方法①の場合

※引取証明書の写しを
　必要部数用意します。

フロン類を回収し、
引取証明書を発行します。
※都道府県に登録された第一種
　フロン類充塡回収業者

機器がない場合でも、書面を保存してください！

方法①：工事発注者から委託確認書をもらい、フロン類の回収を
 充塡回収業者に依頼します。
方法②：工事発注者に対して、発注者自ら（又は第三者に委託して）
 フロン類の回収を充塡回収業者に依頼するよう伝えます。

事前確認
書面

委託
確認書

引取
証明書
（写し）

機器がない場合

お問い合わせ先
都道府県のフロン排出抑制法担当部局  http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/ctr.html
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 フロン対策室 TEL：03-3581-3351（内線6753）
経済産業省 製造産業局 化学物質管理課 オゾン層保護等推進室 TEL：03-3501-1511（内線3711）

詳細は、フロン排出抑制法ポータルサイトを御覧ください。
http://www.env.go.jp/earth/furon/フロン法ポータルサイト 検索

ビル・商業施設の解体工事を依頼されたら・・・

フロン類が
回収済み

※

フロン類は強力な温室効果ガスです！

エアコン1台分

約50t-CO2

フロン類は冷媒などに使用される一方、二酸化炭素の100～10,000倍という強力な温室効果があり地球温暖化に
甚大な影響を及ぼします。フロン類の排出を抑制することで、地球温暖化の防止やオゾン層保護に貢献できます。

ビル用パッケージエアコン
1台に含まれるフロンは約20kg

レジ袋
約150万枚分
レジ袋
約150万枚分

トラック
地球2.4周分
トラック
地球2.4周分



事業者のみなさまへ 

 

改正フロン排出抑制法に関する説明会のお知らせ 
 

環 境 省 

経済産業省 

１． 説明会の目的 

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）の改正により、機

器ユーザーのフロン回収義務違反に係る直接罰の導入、建物解体時の取組の強化、フロン回収が確

認できない廃棄機器の引取禁止など、関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器の廃棄時

のフロン類の回収が確実に行われるための仕組みが、令和２年４月１日より導入されました。 

改正フロン排出抑制法における関係者の役割を解説するため、【業務用冷凍空調機器のユーザー

（第一種特定製品の管理者）向け説明会】と、並びに【建物解体業者及び廃棄物・リサイクル業者

向け説明会】の２種類をオンラインにて開催します。 
 

２． 説明会の内容 

・フロンをとりまく動向（共通） 

・改正フロン法の概要（対象者別） 
 

３． 申込要領 

○参加費：無料 

○主な対象者： 

【第一種特定製品の管理者（事業者等）】 

業務用の冷凍冷蔵機器・空調機器のユーザー等 

例）食堂、レストラン、ホテル、旅館、病院等における当該機器管理者など 

【建物解体業者、廃棄物・リサイクル事業者】 

業務用の冷凍冷蔵機器・空調機器を取り扱う建物解体業者、廃棄物・リサイクル業者等 

 ○お申込み： 

下記の申込みウェブサイト（申込みフォーム）よりお申し込みください。 

https://mri-project.smktg.jp/public/application/add/9545 

 参加登録期間は 2021 年 11 月 11 日～各回前日までを予定しておりますが、定員に達した場

合、参加登録を締め切らせていただく可能性があります。お早めのご登録をお願いします。 

 参加登録時に事前質問を受け付けます。法制度に関する質問から各事業者それぞれの立場に

おける疑問等、何でも構いませんのでご記載ください。いただいたご質問について、事前に

集計させていただき、説明の中に盛り込む形で回答予定です。 
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４． お問合せ先 

エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ株式会社 

改正フロン排出抑制法に関する説明会 事務局 

ＴＥＬ 03-6858-3134（土日祝を除く 9:30～12:00 及び 13:00～17:30） 

メール info-Fln-int@ml.mri-ra.co.jp 

 

５． 日程 

【第一種特定製品の管理者（事業者等）】向け説明会 

日 付 時 間 内 容 定 員 

2021 年 

12 月 17 日（金） 

10：30～10：50 フロンをとりまく動向（共通） 500 名 

10：50～11：35 改正フロン法の概要（対象者別） 

2022 年 

1 月 17 日（月） 

14：30～14：50 フロンをとりまく動向（共通） 500 名 

14：50～15：35 改正フロン法の概要（対象者別） 

※12/17 及び 1/17 両日とも内容は同様です 

 

【建物解体業者、廃棄物・リサイクル事業者】向け説明会 

日 付 時 間 内 容 定 員 

2021 年 

12 月 17 日（金） 

14：30～14：50 フロンをとりまく動向（共通） 500 名 

14：50～15：35 改正フロン法の概要（対象者別） 

2022 年 

1 月 17 日（月） 

10：30～10：50 フロンをとりまく動向（共通） 500 名 

10：50～11：35 改正フロン法の概要（対象者別） 

※12/17 及び 1/17 両日とも内容は同様です 
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② 水銀廃棄物ガイドライン第３版について
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③ 石綿含有廃棄物処理マニュアルの第３版について
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④ 新型コロナウイルス感染症に係る許可事務の取扱いについて
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⑤ 行政処分の指針について
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⑥ 廃棄物処理施設等の更新及び交換に係る手続きについて
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⑦ 石綿含有廃棄物（汚泥）に係る収集運搬業許可の取扱いについて
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⑧ 一般廃棄物と産業廃棄物の混合処理に係る解釈について







 

産業廃棄物税を活用した助成事業等（協会関係分：Ｒ３） 

 
１ 産業廃棄物処理施設整備促進事業 

  中間処理業者が行う産業廃棄物処理施設の整備等に係る取り組みの支援 

  （１）設備費総額：3,000万円以上 

  （２）補助率：1/3以内 

  （３）上限額：1,000万円 

  （４）予算額：1,000万円×３件＝3,000万円 
 
２ 計量器整備事業 

  重量計量器（トラックスケール）の整備に対する助成 

  （１）補助率：1/2以内 

  （２）上限額：200万円(改修は 100万円) 

  （３）対象 特別徴収義務者（最終処分場、焼却施設）：４件 

        その他中間処理施設：１件 

        改修：２件 
 
３ リサイクル製品普及事業 

  「かごしま認定リサイクル製品」の認定と普及 

  （１）申請時に必要な分析費の助成（再生砕石除く） 

  （２）補助率：1/2以内（多い場合、申請件数で按分） 
 
４ 産業廃棄物リサイクル等研修事業 

  （１）リサイクル等研修会の開催（既存） 

  （２）各種研修会等への参加費の助成 

      助成率：受講料及び要した旅費の 1/2以内 

      上限額：旅費については、1事業者 12万円まで 

       ① eラーニング（連合会） 

       ② 実務者研修会（連合会、協会） 

       ③ 産業廃棄物検定（連合会） 

       ④ 技術管理者講習会（日環センター） 

       ⑤ 石綿含有建材調査者講習（日環センター） 

  （３）安全衛生に関するセミナーの開催 

  （４）高校生対象の体験型学習会の開催 
 
５ 不法投棄原状回復促進事業 

  協会が実施する原因者不明の不法投棄廃棄物の撤去費等、原状回復に要する経費に対する助成 

 （１）助成率：1/2以内 

 （２）上限額：100万円 
 
６ 廃棄物処理体制整備事業（緊急時事業継続支援事業） 

  大規模災害などの緊急時における廃棄物処理業の継続的な処理体制を整備に対する支援 

  （１）ＢＣＰ策定支援に係るセミナー等の開催 

  （２）緊急時事業継続に必要な資材確保に対する支援 

      対象：(一社)鹿児島県産業資源循環協会 

      助成率：1/2以内 
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（２）その他情報提供　① 産業廃棄物税を活用した助成事業等について
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③ 令和４年度税制改正に関する要望について
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廃棄物処理業の用に供する軽油に係る軽油引取税課税免除の特例措置
（令和３～５年度）

＜ブルドーザー＞ ＜パワーショベル＞

特例措置の主旨

（対象となる機械のイメージ）

特例措置の対象

○最終処分場内において、専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油に
係る軽油引取税については、課税免除となります。

○本特例措置は、最終処分場の、地中に廃棄物を埋め立てるため厳格な維持管理が継続的に必要
となるという特性を踏まえ、埋立期間中の適切な処理及び維持管理の促進を目的として、重機
の運用に係る事業者の費用負担を軽減するものです。

○「廃棄物処理事業を営む者」 が廃棄物の埋立地内において専ら廃棄物の処分のために使用する
機械（※１）の動力源の用途に供する軽油の引取りが対象です。

○ 具体的に「廃棄物処理事業を営む者」とは、①一般廃棄物又は産業廃棄物の処分を行う地方公
共団体（※２）、②一般廃棄物処分業者、③産業廃棄物処分業者、④特別管理産業廃棄物処分業
者が該当します。ただし、③・④については、中小事業者等に限定（※３）されます。

※１ 道路運送車両法第四条の規定による登録を
受けているものを除く

※２ 当該地方公共団体から一般廃棄物の処分の
委託を受けた者を含む。

※３ 中小事業者等の範囲は、租税特別措置法に
規定する「中小事業者」及び「中小企業者」。
（詳細は次のページを参照してください。）
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○租税特別措置法に規定する「中小事業者」及び「中小企業者」の範囲は、以下のグレーの
箇所になります。

※「大規模法人」とは、以下のいずれかに該当する法人をいう。
・資本金の額又は出資金の額が１億円超の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用従業員数が1,000人超の法人
・大法人（資本金の額又は出資金の額が５億円以上の法人、相互会社・外国相互会社のうち常時使用従業員数が
1,000人超の法人、受託法人）の100％子法人

・100％グループ内の複数の大法人に発行済株式又は出資の全部を保有されている普通法人

中小企業者等の範囲
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