
株式会社 エコビジョン

コンプライアンス徹底向上で安心・安全を追求！

廃棄物の「見える化」一元管理
ご提案
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1はじめに 廃棄物を出すことの責任
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何十～何百拠点も抱えるグループで、仮に1拠点でも問題を起こせば
ブランドバリューは大きく損なわれるはず。では、本社で一元把握するには？

ケース2ケース1 法律

自社で廃棄して
逮捕された例

無許可業者に委託して
逮捕された例

「業者に任せていた」
では済まされません

• 2009年、肥料製造会社「東日本肥料」の常務ら
5名が、コメかすなどを含む汚泥と包装されたま
まのチョコレートやガムなど計約11.3トンを自
社敷地内に埋めたとして逮捕されました。

• 2011年、コーヒーフレッシュ「スジャータ」で
知られる名古屋製酪の浜松営業所長ほか1名が、
同社敷地内の排水溝に売れ残ったヨーグルト約
30キロを不法投棄し逮捕されました。

• 2013年、福岡県行橋市の廃棄物処分業「マル
タ」の社長が、自社敷地内に肉くずや麺くず
26.6トンを埋めた不法投棄で逮捕されました。
同社はその後、倒産。

• 2010年、無許可業者に製紙スラッジ（産業廃
棄物）の処理を委託したとして、コトブキ製紙
の課長が逮捕されました。

• 2011年、無許可業者に産業廃棄物の処理を委
託したとして、排出事業者である西部ガスの子
会社の部長が逮捕されました。

• 廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律（廃掃法）では、不法投棄
した者の責任ばかりではなく、適切
な監督を怠った排出事業者の
責任が問われます。（5年以下の懲役 or
1,000万円の罰金、法人なら3億円）

• 無許可業者に収集処分を委託する行為も、脱
法行為を見過ごした排出事業
者責任が問われます。（3年以下の懲役 +
300万円の罰金）

廃棄物を不法投棄したり、違法な業者に委託したりすると
排出企業様（法人）が責任を問われるだけでなく、ご担当者様も！

「廃棄方法や廃棄物業者には問題がないはず」という思い込みの裏には、
多大なコンプライアンス・リスクが潜んでいます！



2多拠点展開をされている御社の場合

たった1拠点の「ゴミ」で、逮捕。さらにはブランドに傷がつくリスクも…
本社で全拠点の廃棄物情報を把握しておかないといけません！
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もしも、たった1拠点が「廃棄物処理法違反」を犯したら…

御社の責任者様が逮捕！
• 廃棄物処理法違反を犯した拠点の責任者として、支店長やスタッフ

様が逮捕されます。さらには統括されている責任者（子会社の社長
や親会社の部長など）が責任を問われる可能性も。

ネットやマスコミで騒動に！
• たった1拠点でも法律違反となれば、ネットやマスコミの格好の餌

食に。（店員がアイスクリームショーケースに入ったコンビニのよ
うに、大問題にならないとも限らないのでは？）

ブランド全体に傷？
• たかが「ゴミ」。されど「ゴミ」
• コンプライアンスやCSR、コーポレート・ガバナンスの問題にとど

まりません。ブランド全体に傷がつく危険性も高いと言えます。

全拠点に携わる何十〜何百業者のうち、たった1業者が違法なことをした場合でも…
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ある拠点
取引のある
廃棄物業者

廃棄物まわりの許認可証・契約書の管理

全拠点合わせると、何十～何百社もの業者と取引されているはず。
膨大な書類のすべてを本社で把握することは、現実的に可能でしょうか？
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A社 一廃
許認可証
契約書

B社 古紙
契約書

C社 産廃
許認可証
契約書

各拠点で業務委託した廃棄物業者の許認可証や契約書は、きちんと把握されていますか？

仮に平均3業者と取引があるとしても、許認可証3通、契約書3
通。これをきちんと管理しないといけません。

×許認可証 ×約100拠点
とすると

×契約書
平均3業者と取引としたら

許認可証300部？
契約書300部？

すべての書類の

内容チェック

すべての書類の

期限切れ管理

すべての書類の

再更新時の入替え

すべてが把握できていないと、コンプライアンス面で重大な不備を抱えることに…
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￥

一元把握すべき情報
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本社で一元把握すべきなのは許認可証・契約書にとどまらず、
各拠点の伝票、リサイクル率や分別状況、コストなどまだまだ沢山あります。

コンプライアンスやコストなど、各拠点ごとの情報を集約すると莫大！
各拠点任せでは、大変なコンプライアンス上のリスクを抱えることに!!

×全拠点分
×5年分

×全拠点分
×毎年提出

●マニフェスト

●産業廃棄物管理票交付等状況報告書

※作成も必要

伝票

報告書

●リサイクル率や分別状況

一般廃棄物

産業廃棄物

資源物

×全拠点分

一般廃棄物

産業廃棄物

資源物

●コスト

量

量・種類

量・種類

×全拠点分

回収料金

回収料金

買取金額
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他の廃棄物管理業者は

収集処理業者
エコビジョンは

純管理会社

ほかの管理業者とエコビジョンの違い
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御社と同じ目線で業者様に接することができる中立性に基いて、
独自のノウハウにより廃棄物マネジメントができるのはエコビジョンだけ！

本業は、
収集・処理

vs

一般的には、収集処理業者が自社の扱いを増やすべく「管理業者」を名乗っているだけ
いっぽう、エコビジョンは「純管理業者」です。

収集処分業者のための管理 排出企業様のための廃棄物マネジメント
（アウトソーシング）

中立・公平

一元管理

請求書まとめ

コンサル

不公平

一元管理

請求書まとめ

コンサル

• 管理が取れたら、収集処分業者
を自社にすげ替える。

• 管理するためのツールがない。
• 契約書などの管理はできない。

• コンサルのためのノウハウがな
い。コストダウンは無理。

• 請求書のとりまとめができる。

• 特定の業者との紐付きが一切無いた
め、どの業者も公平に対処できる。

• 見える化管理するツールを持つ。
• 契約書などの管理ができる。

• コストダウンや新拠点オープン時の
相見積など、コンサルのためのノウ
ハウが豊富。

• もちろん、請求書のとりまとめも可
能。



6ソリューションは「見える化」

ポイントは、全拠点のすべての廃棄物の情報を「見える化」すること。
御社の本社で見えるから安心。さらにエコビジョンの一元管理で安全に！
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●弊社が開発した「見える化」のための廃棄物管理システム
• 必要なのはブロードバンドのパソコンとInternet Explorerだけ。
• 特別なソフトいらずで、誰でも簡単に操作できます。
• 弊社はこのシステムでデータを一元管理。御社は同じ画面で廃棄物のすべてが

「見える」から安心です。

廃棄物のすべてを

見える化
1. 本部で全拠点の廃棄物の状況がすべて「見える化」
2. 何百社もある業者の許認可証、何百部もある契約書な

ど、すべてが御社の本社で見える。
3. 書類の期限や内容もすべて確認できる。
4. 各拠点ごとの廃棄物の種類、分別状況、廃棄された量、

マニフェストの内容など、すべてが本部で「見える」
5. 都道府県別やエリア別など、グループ分けして比較す

ることも簡単
6. 数量入力は収集業者が行い、データ管理はエコビジョ

ンが行うため、御社では「見るだけ」。
7. 細かい業務はすべてエコビジョンがアウトソーシング。



7コンプライアンスの「見える化」

担当者様が気づきにくい法規上の不備も、データ管理で容易に発見。
さらに、行政への提出義務がある書類も作成できます。
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フロー図の「許認可番号」を
クリックするとその書類が
見れるから安心！

行政への報告書書も自動で作成。
• 年1回、行政に提出義務がある報告書

を年間積算データに基いて自動作成。
• 手作業でやるとご担当者様が数日かか

るような作業を、全てエコビジョンが
アウトソーシング。大幅な省力化を実
現できます。

独自のシステムで許認可証を管理。
※書類のスキャン、サーバーへのアップロードは弊
社が担当します。
※期限切れに伴う更新作業も弊社がサポート。業者
へ自動的にアラートを出し、更新作業を促し、期限
切れが起こらないようにしっかり管理します。
※社名をクリックすると契約書も確認できます。

許認可に疑問のある業者が紛れていても、
データを確認してすぐ発見。

コンプライアンス上の不備を未然に防げるため、
各拠点様だけでなく、御社全体のブランド価値を

確実に守れます。



8業者様を年1回現地調査
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排出企業様に代わってエコビジョンが廃棄物業者様の会社へ訪問し現地調査。
安心・安全な状況を継続させるために不可欠な管理業務です。

世界最高レベルのHACCP＊を取得した
ファストフードM社の中国工場

＊HACCPとは、原料の入荷から製造・出荷までのすべての工程において、
あらかじめ危害を予測し、その危害を防止（予防、消滅、許容レベルまで
の減少）するための重要管理点（CCP）を特定して、そのポイントを継続
的に監視・記録（モニタリング）し、異常が認められたらすぐに対策を取
り解決するため、不良製品の出荷を未然に防ぐことができるシステム。

「HACCP認可を受けたから大丈夫」と
過信し、現状を把握しなかった結果、
期限切れ鷄肉事件を起こしてしまった。

許可証・契約書・マニフェスト
業者様が行政から認可を受けた許可証
業者様と御社の間の収集・処分委託契約書
収集～処分に関して許可証・契約書・マニフェストの整合性がとれているか、

業者様がコンプライアンス違反を犯してないかをエコビジョンがチェック

業者様の現地調査（年1回）
排出企業様（御社）の代わりに、エコビジョンが年1回業者様を訪

問し、現地調査。
書類だけで見抜けない問題点（周辺住民とのトラブルなど）を洗い

出し「業者様カルテ」にまとめて御社にご報告

書類のチェックだけで万全でしょうか？
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• 本社様での全拠点一括集計（全グループ各拠点の見える化）も簡単です。
• グループ分け（右図）は、都道府県別に表示したり、子会社ごと、ブロッ

クごとなどお望みの区分けで表示できます。
• 本社・支店などのオフィスや店舗だけでなく、工場等も扱えます。
• 既存の出店エリアだけでなく全国の対応が可能。拠点数が数千件に増えて

もOKです。

各拠点様ごとの排出状況が「見える化」され、廃棄物に詳しくないスタッフ様でも自拠
点の廃棄状況を簡単に把握できるだけでなく、本社で全拠点を一括して「見える化」。
さらにそのデータを使って、エコビジョンが廃棄物業者を管理するため、御社全体の廃棄物を徹底管理できます。

全拠点を「見える化」＋エコビジョンが全国一元管理

中部関西

東北

北海道

四国

九州

沖縄

北陸

関東

本社

中国

データに基づいて全体の廃棄物の業者や
その業務を徹底管理
問題点の発見と解決
廃棄物の収集・処理料金の支払と買取代
金の回収代行

エコビジョン 違法業者のチェック
エリアやブロックごとのまとめ・分析
各拠点のリサイクル率などの比較

2015/02/02 vol.45J2



10管理業務の具体例

廃棄物のご担当者様の激務を、エコビジョンが徹底サポート。
微細な業務をおまかせ頂くことで、ご担当者様は本来の業務に集中できます。
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法令遵守 相見積でコストダウン ゴミ置き場レイアウト

分別指導 業者コーディネート スポット回収

• 廃棄物業者様に対して、御社になりか
わって相見積を要請。

• 見積り結果をご相談しながら業者様を選
定します。（例：新規出店時）

• 新規出店でも図面や現場視察をもとに効
率的なゴミ置き場レイアウトを提案。

• 適切なゴミ置き場什器の提案～導入も併
せてサポートします。

• 収集・処分業者様の許認可証、期限切れ
などをデータで把握・管理。

• 御社から自治体へ提出義務がある報告書
類の作成もサポート。

• 新規出店時の収集処分業者様のコーディ
ネート（見積り交渉、打合せなど一切）。

• 現状よりリサイクルUPやコストダウン
が可能な業者様は、どしどし推薦。

• 通常は出ない特殊な廃棄物の収集処分業
者様もコーディネート。

• 見積り交渉から回収時間の調整まで、全
て弊社が対応いたします。

• 現場スタッフの皆様に、分別方法をわか
りやすい説明書でご案内。

• さらに分別をしやすいよう専用POPを制
作してゴミ庫に設置。

臨時
回収

※地域により指定業者が1社しかない場合など相見積が実施できない場合もございます。



11行政への年間報告書作成も手間なし
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システムを使っての自動作成のほか、作成時のご相談フォローも含め
廃棄物の行政向け報告書の作成はすべてエコビジョンにお任せいただけます。

産業廃棄物の年間報告書 その他の定期報告書

システムに日々の排出量が積算されていくため、各拠点ごとに
行政に提出する義務のある「管理票等交付状況報告書」はシス
テムで自動作成されます。各拠点様から行政へは、プリントア
ウトして押印すれば提出できるため、面倒な手間は一切不要で
す。

容器包装リサイクル法や食品リサイクル
法などの報告書の作成も、エコビジョン
がサポート。大幅な省力化を実現します。
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仕組みを導入前に契約していた収集業者の中に違法業者が
入っており、そのままにしていたら摘発対象になっていた
ものを未然に防ぎ、迅速に別の収集業者へ契約変更を実施
できた。全業者を細かくチェックしてシステムで見える化
されているから安心・安全になった。

某企業グループ様でのエコビジョン管理導入前後の状況

2015/02/02 vol.45J2

エコビジョンの「見える化」による廃棄物一元管理サービスは、
手間なく、排出事業者責任を全うできて安心・安全と評価をいただけました。

出入りの廃棄物業者すべてにコンプライアンス上の問題が
ないか、完璧にチェックするのは不可能に近かった。

エコビジョンを採用してからは契約書の作成・確認の手間
がかからず全ての契約書（約100件）を手配してくれた。
エコビジョン自身が回収業者や処分業者ではないので公平
な立場から業者の選定や回収業者・処分業者に違法性がな
いかのコンプライアンスチェックをしてもらえる。

契約書や許可証が社内のどこにかるのか、またその書類に
コンプライアンス上の不備がないかを把握できなかった。

見える化システムで、各拠点ごとにどんな廃棄がされてい
るかがすべて把握でき、さらにスポット回収の依頼・見積
り・発注・書類管理の手間をエコビジョンが全て代行して
くれるようになり大幅な省力化が実現した。

どの店舗にどんな収集～処理業者が入っているか把握し、
スポット回収を依頼するなどが非常に難しかった。

排出企業グループ様のご担当者様の手を煩わせる事なく、
業務手配・業務連絡を一元的にエコビジョンにご指示いた
だくだけで、全ての拠点・店舗の業者に指示が通るように
なった。

各店の業者ごとに指示を出さなければならず、収集・処分
業者との連絡が非常に手間だった。

廃棄物の回収の見積りだけでなく、廃棄自動車や草刈り
に至る最適・最安値の業者を探してきて提案を受けるよ
うになった。排出企業様グループ内で探した業者よりも
コスト削減できたため、実際にエコビジョンの提案業者
が採用された。

業者を探してきても、その業者が適法なのか、さらにはコ
ストが適切なのかを判断することが難しかった。

新店舗や新規拠点が追加された場合も最安値の業者を探
すところから、契約書・許可証の手配確認、請求のとり
まとめまで全て迅速に対応してくれる。

新規店オープン時の最繁忙期に、廃棄物業者を探してきて
コスト交渉し契約書をまとめるのは非常に手間だった。

Before

Before

Before

Before

Before

Before

AfterAfter

AfterAfter

AfterAfter



13導入事例
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業種・業態を超えたさまざまな企業様が本システムを導入済みで、
エリアも北海道～沖縄まで全国に広がっています。

メーカー・販社

流通業

飲食業

物流業

ビルメンテナンス

• OA機器メーカー販社
• 食品メーカー
• 健康食品メーカー販社
• 電気設備工事
• 自販機ベンダー

• 物流センター
• 倉庫

• ビル施設管理
• 総合ビルメンテナンス その他

• 放送局
• 学校法人（大学）

• 大型ディスカウント
• 家電量販チェーン
• ドラッグストアチェーン
• ショッピングモール
• 百貨店

• 飲食チェーン
• セントラルキッチン
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