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１. はじめに：遺品整理に関する基本的な考え方

①遺品整理に関わる周辺の法制度は、遺品整理業を促進、保証する状況にないため

安心して遺品整理業を促進する環境ではない事を確認・留意する必要がある。

②従来のセミナーでは廃掃法の制度内の大枠、仕組み等総論に終わっていた。

現実に遺品整理事業が全国的に拡大している事実とその対策策が出されない。

③行政は、事実関係を充分に認識しながら、解決策を明確に出していない。【不作為】

④国、都道府県は遺品整理に対応する制度の在り方を出す時期に来ている。

⑤処理業者側の立場で、遺品整理業の必要性、制度と、当面の対策を提起したい。

⑥遺品整理業の制度運用のための【暫定「ガイドライン」の考え方】を提案したい。

⑦当セミナーにて問題提起の機会を与えていただいた「日報ビジネス」に感謝。する



2. 遺品整理ビジネスとは

はじめに：

廃棄物処理業者間では、新規ビジネスとして注目と関心を集めている。

遺品整理とは、高齢者などの死去に伴う残置物・遺品を遺族の依頼を受けて、

①形見となる物、②有価売却可能な物、 ③その他の不要物（粗大ゴミその他）に

仕分けを行い、 ③不要物を一般廃棄物又は産業廃棄物として処理処分すること。

問題点

現行の廃掃法では個人の残置物・遺品は、一廃のうちで家庭系廃棄物に該当。

行政（区・市町村）側に処理責任のある廃棄物であり、行政の委託、委任無しに許可

業者が処理すると無許可、事業範囲無許可変更に該当し、行政処分の対象となる。



3. 許可取消しとなる廃棄物処理法の根拠

・背 景： 廃棄物処理法では、一般廃棄物と産業廃棄物は、明確に区分
され、それぞれ別立てに運用され、規制指導される制度がある。
法違反を犯すと、事業停止又は許可取消に該当し、行政は行政処分を
行う義務が発生。無許可営業と事業範囲無許可変更は許可取消処分

・区分内容： 一廃と産廃では、排出者、処理責任、収集運搬業者、処分
業者、処分施設等の許可が異なる。許可制度も基本は別立ての許可。
一般家庭から排出された廃棄物は、一般廃棄物（家庭廃棄物）とされ、
処理責任は基礎的自治体たる区市町村に帰属する。

・問題点： 一廃と産廃の区分は制度上は区別されるが、排出実態上は
分離不可。 法施行時から不明確が危惧され、矛盾が指摘されてきた。



4. 廃棄物処理法に則った適正処理とは

原則の考え方

家庭廃棄物は各自治体に処理責任があり、区市町村は発生した家庭
廃棄物を適正に処理する責務有り。 区市町村の処理委託で対応可能

ただし、区市町村の通常収集の範囲では、排出場所、排出の時期、排
出量等の個別の要望に対応困難な実態が発生し、矛盾が指摘される

≪結果として、次なる扱いが実際に運用されている≫
1. 自治体が処理業者に残置物の処理を業務委託する。（本来の姿）
2. 処理業者が緊急対応時に自治体の黙認で回収。（承認ではない）
3. 自治体が処理可能な処理業者を非公式に紹介。（免罪されない）
4. 行政が遺品整理の必要性から遺品整理業者などを紹介。（容認）
5. 産廃処理業者が遺品整理、不用品回収として対応（法違反取締対象）



①社会的必要性に迫られ処理業者が制度未整備の中、見切り発車で事業化。
・遺品整理屋、便利屋、処理業者参入など （処理費に高額請求が問題化）

②行政は見て見ぬ振りをする。問題の指摘のみ。相談しても原則論で終始
・本質は責任逃れの体質有り （必要な法制度が未整備で対応困難）

③廃棄物処理法が現実の実態を解決できない「後追い法」となっている。
・遺品整理に限定されない。従来より約5年毎の法改正が定例化。

④遺品整理物は行政の関与なく知らないうちに事実上処分されている。
・結果として身近な社会問題には至っていない。時々報道される位か。

⑤現状では本来の制度が無く、処理費用の高額請求が発生し社会問題化。
当事者はゴミが片付く事で納得、苦情の解決先無し。役所は逃げの対応

⑥遺品整理は廃掃法の範囲と重なる部分あるが、本来の法律では無い。

5. 問題解決を引き延ばしている要因



6.現状制度上の緊急の問題点

①遺品整理業が社会的に認知され、制度として法的な根拠が構築され
なければ、いずれ社会問題化し、行政上の責任が問われる時が来る。

②遺品等の処理を行政に取り組む体制がない事により、民間業者が廃
棄物処理の一環として事業化をせざるを得ない社会的要請がある。

③地元行政の暗黙の了解、または強い依頼により、処理業者が遺品整
理を事実上請け負わされているケースが多いのではと推測する。

④処理業者側には、許可取消しのリスクを承知しながらも業務を受託せ
ざるを得ない事情もある。（営業上、地元の付合い、役所の依頼）
⑤制度上の不備を行政の取締りと指導では根本的な解決はない。
⑥廃掃法の違反行為として判断される恐れが無いとは言えない現実。
⑦遺品整理の問題解決の鍵は、処理業者側ではなく行政側にある。



（1）遺品整理業の位置づけ
・高齢化社会が進行する背景があり、社会的な要請は大きい。
・社会の変化に伴う新たな制度改革無しでは将来の事業展望がない。
・当面は、地元行政との相談と要請と協議を密にする方向をめざす。
（2）遺品整理業を事業化するための対策
・廃棄物処理業とは別の事業体（子会社）を設立。

子会社において、事業の一環として遺品整理業を行う。
・事例：便利屋、家事サービス業、ハウスクリーニング業、引越運搬業、
なお、遺品整理業は標準産業分類表になく、未登録の業種であった。
（3）別会社設立の目的、意図
・廃棄物処理業とは別会社にすれば、許可取消しのリスクを回避できる。
・新会社と廃棄物処理会社は資本関係と役員は登記上分離に留意。
・

7.処理業者における遺品整理業の考え方 （北村試案）



1.仕分け作業（廃棄物処理業とは別会社にて対応）
①形見分け、お焚き上げの品物
②有価にて売却可能な物【売却代金は、後に依頼主に引渡】
③不要物（廃棄物処理に引き渡した時点で廃棄物となる。）
・市町村の分別区分に従う。⇒可燃、不燃、資源物、粗大ゴミなど
・有害物、危険物は、別途区分して保管

2.引渡し処理内容と手順
①形見分け、お焚き上げの品物⇒遺族、お寺さんなど丁重に引渡し
②有価売却物⇒リサイクルショップなどにて。買取明細書を保管、引渡
③不要物⇒最初は必ず区市町村の担当課に処理方法を相談する。
回答内容を記録・保管（担当者名、電話番号、回答内容、月日時間）
行政が対応不可の場合に処理業者に処理委託するスタイルをとる。

8. 遺品整理の具体的作業の内容と役割分担



現行法令下にて、遺品整理業を開業し、事業展開した場合のリスク
（1）産業廃棄物処理業の許可業者場合

許可無く一般廃棄物を収集運搬したことにより、無許可営業違反となり、
行政処分【許可取消し】の対象となる場合がある。
（2）一般廃棄物処理業の許可業者の場合
≪区市町村の条例により、指導と取り扱いが異なる複雑さがある≫

・一廃処理業の許可を、一廃物全体を事業範囲と認めている場合は、
一般廃棄物処理業許可にて対応することには問題が無い。

・一廃処理業の許可を、事業活動に伴う一般廃棄物に限定の場合

事業活動以外の廃棄物【＝家庭系廃棄物】を処理することは、事業範
囲無許可変更に該当し、最悪の場合、許可取消し処分の対象となる。
・区市町村の多くは、家庭系廃棄物は区市町村の専任事務としている。

9. 廃棄物処理業者のリスク管理対策【一】



他人の廃棄物を無許可で収集運搬業を行う事は、廃棄物の許可制度
の根幹を揺るがす重大な法違反行為と認定され、許可取消となる。
【最近の具体事例】
①白井リサイクルセンター【千葉県白井市名内字向山】

・処分理由：産廃処理施設【15条施設】において一廃処分業の許可を有しないの
に、一廃を受けいれ、一廃処理施設の許可を受けていない破砕処理施設にて一廃
処分を行ったため収集運搬業と処分業の全許可の取消処分を受けた。
②田中商会㈱【東京都江東区新砂】
・処分理由：一廃の許可が無い産廃施設（保積み又は中間）にて一廃の
保管が発見された。産廃収集運搬処理業（保管積替えを含まず）の車庫、
倉庫にて産廃の保管が発見された。これらは、いずれも「事業範囲を無許
可で変更したこと」により無許可営業と同じく「許可取消処分」を受けた。

各区市町村は、一廃の新規許可を認めず。いかなる事情でも、一廃を保管又は処分
をした場合には、「事業範囲の無許可変更」に該当し、許可取消処分の対象となる。

10 廃棄物処理業者のリスク管理対策【二】



（1）行政処分の手順を事前に理解し把握
ある日、行政より遺品整理業にかかる廃棄物処理法違反の容疑により
下記の指導を受けた場合の想定事例。

①法第１９条の立入検査 ⇒ ②口頭注意、指導書、指示書の交付
③法違反事項に関して「てん末書」の提出を求められる。（期限付き）
④「てん末書」の報告に合わせて社長の呼び出し、説明を求められる。
⑤法第18条にもとつく報告徴収（契約書、管理表写し添付）が求められる。
⑥文書による改善命令か、又は聴聞通知書が届けられる。
⑦呼び出されて聴聞を受ける。⇒90％以上の確率で「許可取消」となる。
（2） 究極の対応事例≪順法の範囲内≫（

聴聞通知書が届く前に、該当の許可証の廃止届けを提出する。廃止届
受理で、欠格要件に該当せず。他県許可は温存。新規許可再申請可能

11. 行政処分等のリスク発生時の対応策（一） （北村私案）



（1）許可取消し処分を想定しての事前対策
法違反を犯さない日常的な遵法対策が原則である。 当然のこと。
万が一の手違い、勘違い、事故により 許可取消、許可廃止の場合
①主たる産廃許可会社（Ａ）とは別に、事前に産廃許可会社（B）を設立。
②名目的な許可会社でも、処理実績は残す。再委託には注意する
③Ａ会社が許可取り消し場合、Ｂ社を予備の会社として活用する。
④Ｂ会社にてＡ会社から車両、人員、機材を受け入れることする。
⑤Ａ社、Ｂ社の経営層の役員は兼務しないこと。（欠格要件を回避目的）
（2）究極の順法対策の考え方

本来の「遵法」とは、法令に準拠して事業を行い、事業主体たる会社を
守り、事業を継続発展させるための対策です。
「順法」とは、法令に違反しない究極の救済対応策をいう。

12. 行政指導等のリスク発生時の対応策（二） （北村私案）



①.東京都環境局にて、平成２８年３月に「東京都資源循環・廃棄物処理
計画」が発表された。法律の規定により５年毎に改定し発表する計画。
②計画内容の一部に遺品整理に関する項目が有り、紹介します。
【1】 「今後の東京が直面する課題」

（1）超高齢化・人口減社会の到来
・ 「特に2020年以降は、75歳以上の高齢者人口は、65歳～75歳
未満の人口よりも多くなると予測されている。」

・ 「さらに高齢者の一人暮らし宅の遺品や廃棄物が未処理のまま
残置される事例が発生している。遺品整理の際、発生する粗大
ゴミの処理に対応できる仕組みが必要になっている。

遺品整理業の事業化を計画している廃棄物処理業者にとっては、追い風
となる計画。 他県市の廃棄物処理計画への良い波及効果を期待したい。

13. 遺品整理業に係る解決の見通し



14 遺品整理業の展望と解決の方策（結び）

①一般家庭の遺品整理による廃棄物、建物解体の残置物、居住者の引越しの

残置廃棄物処理に関する法律制定には相当年数を要することは確実。

②将来の先の見えぬ廃棄物処理法改正まで指を咥えて待つわけには行かない。

③現時点の日本では「団塊世代」が高齢者層に突入した時期にあり、増加傾向

④葬祭事業は今後は成長産業とされ、あわせて遺品整理の必要性も急増する。

⑤法改正時までの経過的なかつ暫定的な「つなぎ」として、次に掲げる【遺品整

理にかかるガイドラインの策定とその運用 案】を提起し、実現を期待したい。

⑥行政対応できぬ事業は積極的に民間に委ねる「規制緩和」を要請したい。



15.家庭の遺品整理、残置物等の適正処理を確保するための
ガイドライン （ 概 要 素 案）



16.家庭の遺品整理、残置物等の適正処理を確保するための
ガイドライン （ 素 案 内 容 ① ）



17.家庭の遺品整理、残置物等の適正処理を確保するための
ガイドライン（ 素 案 内 容 ② ）



18.今 後 の 課 題 （ま と め）

・ 上記のガイドラインは、残置物・遺品整理にかかる法令の整備がされるま
での間の暫定的な経過措置とする。
・将来は、残置物・遺品整理という専門事業を認可する許可制度を導入、
この新規の残置物・遺品整理の認可業者による事業を制度化する。
・この認可業者による残置物・遺品整理を事業活動として認め、当該物は、
いわゆる事業活動により発生した産業廃棄物と位置づける。
・同種の問題を抱える賃貸住宅の残置廃棄物、建物の解体に伴う残置物、引
越し廃棄物にも、当ガイドラインの運用を認めること。
・当ガイドラインにより廃棄物業者による遺品整理業参入が可能となる手

がかりとなる。各都道府県、区市町村でのガイドラインの策定を要望する。
・各都道府県、区市町村宛に遺品整理制度化の要望を出し、具体化すれば、

高齢化社会における遺品整理問題の解決への展望が期待できる。



19. 自己紹介
経 歴： 【昭和42年4月～平成14年3月】東京都清掃局、環境局で廃棄物関連（一廃、産廃、埋立管理）担当

【平成14年4月～同年11月】東京都環境局にて産廃Gメン（不法投棄対策）
【平成14年12月～同22年7月】高俊興業㈱ 企画開発部長、社長室取締役など
【平成21年2月～平成22年3月】東京都産業廃棄物協会 専任相談員
【平成21年8月から現在】高俊興業㈱顧問、行政書士登録、開業

資 格： 行政書士【東京都行政書士会 登録No.09080801】 ／ 一般財団法人 日本環境 衛生センター 専
任講師／ 環境カウンセラー【環境省 登録No.2008113004】 ／破砕・リサイクル施設技術管理士 （日
本環境衛生センター）／ 一般社団法人 廃棄物資源循環学会 会員 （行政研究部会所属）

事業の概要：

・産廃処理業者及び排出事業者の産廃コンサル顧問契約 （4月現在、20社と締結）
・産廃処理業に係る各種許可、変更、更新等の申請業務など多忙

事務所 住 所：
〒164-0001 東京都 中野区 中野 4-6-10 富士コーポラス 1B

電 話： 03-5942-8295 FAX：03-5942-8296

メールアドレス： consult.kita@sky.plala.or.jp
ホームページ: http://www.consult-kita.com

http://www.consult-kita.com/

