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＜産業廃棄物の適正処理に関する講習会＞

排出事業者のための廃棄物処理法の解説

ー排出者責任についてー



廃棄物処理法上の排出事業者責任の概要

○○○○事業者事業者事業者事業者のののの責務責務責務責務

１．事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物をををを

自らの責任において適正に処理しなければならな

い。

自己処理→処理基準の遵守

委託処理→委託基準・処理基準の遵守

廃棄物 － 産業廃棄物

特別管理産業廃棄物

事業系一般廃棄物（法令用語では無いが）



廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物とはとはとはとは

廃棄物の該当性の判断について

１ 物の性状 ２ 排出の状況

３ 通常の取扱い形態 ４ 取引価値の有無

５ 占有者の意思 これらの事項を総合的に勘案して

有価物として認められないもんか廃棄物として扱う。

＜産業廃棄物＞

事業活動に伴って生じた廃棄物で法令で定める２０種類

＜特別管理産業廃棄物＞

爆発性・感染性等のある廃棄物 ４分類(燃焼性廃油・腐食性

廃酸廃アルカリ・感染性産業廃棄物・特定有害産業廃棄物)

＜事業系一般廃棄物(法令用語ではない)＞

事業活動に伴い生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもの

＜注意＞混合廃棄物の考え方であること



２．事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再

生利用等を行うことによりその減量減量減量減量にににに努努努努めるめるめるめるととも

に、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、

容器等が廃棄物となった場合における処理処理処理処理のののの困難性困難性困難性困難性

についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難

にならないよう製品、容器等の開発開発開発開発を行うこと、そ

の製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法に

ついての情報提供を行うこと等により、その製品、

容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処

理が困難になることのないようにしなければならな

い。

３．事業者は、前２項に定めるもののほか、廃棄物の減

量その他の適正な処理の確保等に関し国及び地方公

共団体の施策に協力しなければならない。



処理基準（保管基準、収集・運搬基準、中間処理・処分基準）

排出事業者は、自己の産業廃棄物が運搬されるまでの間、生活環

境の保全上支障のないように保管しなければならない

１．保管場所に周囲に囲いが設けられている

２．見やすい場所に掲示板が設けられていること（所定の項目/ 

縦・横60ｃｍ以上）

３・ ４. 省略

５．.産業廃棄物を屋外で容器を用いずに保管する場合は、

ア、産業廃棄物が保管用の囲いに接しない場合は、囲いの下

端から勾配50％以下とする

イ、産業廃棄物が保管用の囲いに接する場合は、囲いの内側

２ｍまでは囲いの高さより50ｃｍ以下の高さとし、2ｍを

超える内側は勾配50％以下とする

○（特別管理）産業廃棄物の保管基準＜共通分：産業廃棄物分＞＜共通分：産業廃棄物分＞＜共通分：産業廃棄物分＞＜共通分：産業廃棄物分＞



＜＜＜＜建設工事建設工事建設工事建設工事にににに伴伴伴伴いいいい生生生生ずるずるずるずる産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物＞＞＞＞

排出事業者が事業所の外で自ら保管する場合（300㎡以上の保

管場所に限る）は、あらかじめ都道府県知事に届け出ること。

（ただし、非常災害の場合には事後届出制がある）

→ 様式第２号の４

＜＜＜＜特別管理産業廃棄物分特別管理産業廃棄物分特別管理産業廃棄物分特別管理産業廃棄物分＞＞＞＞

１．特別管理産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないよう

に、仕切りを設けるなど必要な措置（ただし、感染性廃棄物に

あってはこの限りではない）

２．容器に入れて密閉する/高温にさらされないようための措置

→特別管理産業廃棄物である廃油/ＰＣＢ汚染物・ＰＣＢ処理物

３．容器に入れて密閉するなど腐食を防止する

→特別管理産業廃棄物である廃酸・廃アルカリ

4.5.6. 特別管理産業廃棄物による、飛散の防止・腐敗の防止につい

て必要な措置が決められている



７．特別管理産業廃棄物の保管は、PCB廃棄物以外、積替えを行う

場合を除き行ってはならない

８．搬入された特別管理産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに

搬出すること

＜保管上限＞＜保管上限＞＜保管上限＞＜保管上限＞

①収集又は運搬

保管：あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められている

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の場合は

通常、当該保管する産業廃棄物の数量が、当該保管の場所に

おける１日当たりの平均的な搬出量に７を乗じて得られて数量

（船舶・使用済み自動車を除く）（＝保管上限）

②処理

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の場合は

通常、当該保管する産業廃棄物の数量が、当該保管の場所に

おける１日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じた数量



①産業廃棄物が飛散し、及び流出しないこと

②収集又は運搬に伴う悪臭・騒音又は振動によって生活環境の保全

上支障が生じないように必要な措置を講じること

③工作物の新築、改築又は除去に伴い生じた産業廃棄物であって石

綿をその重量の0.1%を超えて含有するものの収集・運搬を行う場

合は、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物

と混合するおそれのないように他の物と区分して収集・運搬する

こと

④運搬車を用いて産業廃棄物の収集・運搬を行う場合

ア、排出事業者による運搬：表示（氏名又は名称）/携行書類

イ、処理業者による運搬：表示（氏名又は名称・統一許可番号）

/携行書類（許可証の写し・交付され

たマニフェスト）（電子マニフェスト

の場合は別途）

⑤その他

○（特別管理）産業廃棄物の収集・運搬基準収集・運搬基準収集・運搬基準収集・運搬基準

＜共通分＝産業廃棄物分＞＜共通分＝産業廃棄物分＞＜共通分＝産業廃棄物分＞＜共通分＝産業廃棄物分＞



＜＜＜＜特別管理産業廃棄物分特別管理産業廃棄物分特別管理産業廃棄物分特別管理産業廃棄物分＞＞＞＞

①特別管理産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないよ

うに他の物と区分して収集し、又は運搬しなければならない

ただし,感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物とが混合してい

る場合であって当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれ

の無い場合は、区別しないで収集・運搬することができる

②一部の例外を除き、運搬用パイプラインは用いてはならない

③感染性産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合は、必ず容器に

収納して収集・運搬する（容器は「密閉でき」「収納しやす

く」「損傷しにくい」構造であること）

④廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の収集又は運搬を行う場

合には「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」に沿って行う

⑤収集又は運搬を行う者は、特別管理産業廃棄物の種類及び取

り扱う際に注意すべき事項を文書に記載し、携帯しなければ

ならない（運搬容器にこれらが表示されている場合はこの限

りではない）



＜＜＜＜産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの中間処理基準中間処理基準中間処理基準中間処理基準＞＞＞＞

①処分に伴って産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること

②処分に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上の支障が

生じないよう必要な措置を講じること

③焼却する場合には、有効な構造を有する焼却設備を用いて定められ

た方法により焼却する

④その他

（特別管理）産業廃棄物の中間処理・処分基準

＜産業廃棄物の埋立処分基準＞

①安定型処分場 → 安定５品目（ただし、除外されるものがある）

展開検査展開検査展開検査展開検査での異物除去

②遮断型処分場 → 「金属等を含む産業廃棄物の埋立処分に係

る判定基準の基準を超える」廃棄物

③管理型処分場 → 上記②に該当しない廃棄物



産業廃棄物の委託契約とは

＜委託基準＞

１．産業廃棄物処理業の許可を持っている業者への委託

２．委託する内容が事業の範囲に含まれる業者への委託

３．書面による処理委託契約の締結：法定記載事項

４．特別管理産業廃棄物の内容に関する事前通知

＜委託契約の原則＞

１．二社間契約であること

２．書面で契約すること

３．必要な項目を盛込むこと

４．委託契約書に許可証の写しが添付されていること

５．５年間保存すること



契約書の共通記載事項契約書の共通記載事項契約書の共通記載事項契約書の共通記載事項

※（特別管理）産業廃棄物を委託する際に必要な記載事項

① 委託する（特別管理）産業廃棄物の種類及び数量

② 委託契約の有効期間

③ 委託者が受託者に支払う料金

④ 受託者の事業の範囲

⑤ 委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報適正処理のために必要な事項に関する情報適正処理のために必要な事項に関する情報適正処理のために必要な事項に関する情報

ア性状及び荷姿に関する事項

イ通常の保管状況の下での腐敗、揮発等性状の変化に関する事項

ウ他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項

エ日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の

場合には、含有マークに関する事項（平成18.7.1施行）

オ石綿含有産業廃棄物が含まれる場合には、その旨

カその他取扱いに関する注意事項

⑥ 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変更が

あった場合の当該情報伝達方法に関する事項（平成18.7.1施行）

⑦ 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項

⑧ 契約解除時の処理されない（特別管理）産業廃棄物の取扱いに関する事

項

＜契約書に添付すべき書類：契約内容に該当する許可証 再生利用認定証等の写し＞



運搬委託契約書の記載事項運搬委託契約書の記載事項運搬委託契約書の記載事項運搬委託契約書の記載事項

⑨ 運搬の委託する際に必要な事項：運搬の最終目的地の所在地

⑩ 積替保管する場合は次も含む：積替え又は保管の場所の所在地並びに保

管できる産業廃棄物の種類及び保管の上限

処分委託契約書の記載事項処分委託契約書の記載事項処分委託契約書の記載事項処分委託契約書の記載事項

⑪ 処分又は再生を委託する際に必要な事項

処理施設の所在地・処分又は再生の方法及び処理能力

⑫ 当該産業廃棄物が許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨

⑬ 処理後に残さが発生する場合は次も含む

最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び処理能力

＜その他の記載事項（法定外事項）＞（共通事項として）＜その他の記載事項（法定外事項）＞（共通事項として）＜その他の記載事項（法定外事項）＞（共通事項として）＜その他の記載事項（法定外事項）＞（共通事項として）

①委託者と受託者の責任範囲に関する事項

②再委託に関する事項

③権利義務の譲渡に関する事項

④契約内容の変更に関する事項

⑤機密保持に関する事項

⑥協議に関する事項



適正処理適正処理適正処理適正処理のためにのためにのためにのために必要必要必要必要なななな事項事項事項事項にににに関関関関するするするする情報情報情報情報

「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」

廃棄物の処理過程における事故を未然に防止し、環境上適正な処

理を確保することを目的として、排出事業者が廃棄物の性状等の情

報について具体的に解説し、排出事業者が処理業者へ産業廃棄物の

処理を委託する際の廃棄物情報の提供の望ましいあり方を示すもの

である。

○ガイドラインの適用範囲

・対象者：排出事業者・産業廃棄物の処理業者

・対象廃棄物：産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を含む）

○情報提供が必要な項目

・①提供年月日 ②廃棄物の名称 ③排出事業場の名称 ④廃棄

物種類 ⑤産業廃棄物/荷姿・数量・安定性安定性安定性安定性・有害性有害性有害性有害性・物理的性

状・化学的性状・組成・成分情報 ⑥取り扱う際の注意事項

⑦特別注意事項 ⑧その他の事項

・有害特性の該非判定：化学物質管理他の法令等の既存情報



廃棄物データシート(Waste Data Sheet)

○WDSは、基本的には契約時に提供するものであるが、廃棄物処理の見

積時に排出事業者から処理業者へ提供し、双方が確認、署名した上で

契約書に添付することが望ましい。

・その後、提供した情報（混入している化学物質に変更・化学物質の

含有量が当初提示した幅を超える・処理業者に処理方法の変更等の

検討を依頼する）がある場合 等

・性状等に変更がある場合 → 処理方法の変更→契約変更

・受託した廃棄物が提供された情報と異なっている →原因を調査

・廃棄物の種類に変更 →契約の変更

<参考＞

ＰＲＴＲ法：ＭＳＤＳＭＳＤＳＭＳＤＳＭＳＤＳ(Material Safety Data Sheet)製品安全デーシートの項目

＜13 廃棄上の注意＞

・対象物を廃棄する際に注意すべき点について記載する

廃棄の方法 / 廃棄する上で遵守すべき法令 /   使用済み容器

の処理方法 /  中和、焼却処分などを行う場合の注意



○○○○委託委託委託委託にににに当当当当たってのたってのたってのたっての委託基準委託基準委託基準委託基準のののの遵守遵守遵守遵守

・・・・事業者は、その産業廃棄物の処理を他人に委託する場

合には、政令で定める委託基準（他人の産業廃棄物の

処理を業として行うことができる者であって委託しよ

うとする産業廃棄物の処理がその「「「「事業範囲事業範囲事業範囲事業範囲」」」」に含ま

れるものに委託しなければならない）に従わなければ

ならない。

事業事業事業事業のののの範囲範囲範囲範囲とはとはとはとは：：：：①処理業の許可証に記載されている

②収集・運搬業:廃棄物の種類・保管の有無

処分業：廃棄物の種類・処分の方法

・委託契約は書面により行われなければならない

・当事者（二社間）との契約



○委託した場合の最終処分までの確認義務

・排出事業者による処理の状況に関する確認の努力義務の明確化

について（H23.02.04産業廃棄物課長 通知）

事業者事業者事業者事業者がががが委託先委託先委託先委託先においてにおいてにおいてにおいて産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの処理処理処理処理がががが適正適正適正適正にににに行行行行われているわれているわれているわれている

ことをことをことをことを確認確認確認確認するするするする方法方法方法方法としてはとしてはとしてはとしては、、、、まずまずまずまず、、、、当該処理当該処理当該処理当該処理をををを委託委託委託委託したしたしたした産業廃棄産業廃棄産業廃棄産業廃棄

物処理業者又物処理業者又物処理業者又物処理業者又はははは特別管理産業廃棄物業者特別管理産業廃棄物業者特別管理産業廃棄物業者特別管理産業廃棄物業者のののの事業事業事業事業のののの用用用用にににに供供供供するするするする施設施設施設施設をををを

実地実地実地実地にににに確認確認確認確認するするするする方法方法方法方法がががが考考考考えられることえられることえられることえられること。。。。

またまたまたまた、、、、優良産廃処理業者認定制度優良産廃処理業者認定制度優良産廃処理業者認定制度優良産廃処理業者認定制度にににに基基基基づくづくづくづく優良認定又優良認定又優良認定又優良認定又はははは優良確認優良確認優良確認優良確認

をををを受受受受けたけたけたけた産業廃棄物処理業者等産業廃棄物処理業者等産業廃棄物処理業者等産業廃棄物処理業者等にににに産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの処理処理処理処理をををを委託委託委託委託しているしているしているしている

場合場合場合場合などなどなどなど、、、、そのそのそのその産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの処理処理処理処理をををを委託委託委託委託したしたしたした産業廃棄物処理業者等産業廃棄物処理業者等産業廃棄物処理業者等産業廃棄物処理業者等

によりによりによりにより、、、、産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの処理状況処理状況処理状況処理状況やややや、、、、事業事業事業事業のののの用用用用にににに供供供供するするするする産業廃棄物処産業廃棄物処産業廃棄物処産業廃棄物処

理施設理施設理施設理施設のののの維持管理維持管理維持管理維持管理のののの状況状況状況状況にににに関関関関するするするする情報情報情報情報がががが公開公開公開公開されているされているされているされている場合場合場合場合にはにはにはには、、、、

当該情報当該情報当該情報当該情報によりによりによりにより、、、、当該産業廃棄物当該産業廃棄物当該産業廃棄物当該産業廃棄物のののの処理処理処理処理がががが適正適正適正適正にににに行行行行われていることわれていることわれていることわれていること

をををを間接的間接的間接的間接的にににに確認確認確認確認するするするする方法方法方法方法もももも考考考考えられることえられることえられることえられること。。。。



○許可業者に対し処理を委託する場合に適正な処理料金を負

担することや、不適正処理が行われる可能性を知った際に

処理委託や廃棄物の引渡しを中止する 等

○管理票交付義務

・産業廃棄物の処理を委託する事業者は、当該委託に係る産業廃

棄物の引渡しと同時に産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し

なければならない。（交付した管理票は５年間保存する）

・管理票交付者は、一定期間内に運搬又は処分が終了した旨を記

載した管理票が送付されてこない場合は、当該委託に係る産業

廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、適切な措置

（※）を講じ都道府県知事等に30日以内に報告書により報告する

こととなっている。

※不法投棄等の不適正処理が行われていれば、産業廃棄物の

引渡しや処理の委託をやめたり、適正処理を行うための措置や、

周辺の生活環境を保全するための措置 等

・送付された管理票は送付を受けた時から５年間保存する。



○委託した処理が不適正に行われた場合の措置命令

・産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場

合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれが

あると認められるとき、以下の排出事業者は措置命令の対象とな

る。

＜委託基準に違反する委託をした排出事業者＞

＜管理票交付義務違反など、当該産業廃棄物の一連の処理の工程に

おける管理票に係る義務に違反した排出事業者＞

＜上記事項に直接違反はしていないが、実際の処分者等が支障の除

去等の措置を講ずることが困難な場合等であって、なおかつ、当

該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないなど、排

出事業責任の責務に照らして支障の除去等の措置を採らせること

が適当な排出事業者＞



再委託が認められるケース

・再委託は原則禁止、やむを得ない事情であり、排出事業者の書

面による承諾を受けた時は再委託は認められる。

・この場合には「再委託基準」に沿って再委託することが義務付

けられている。

【やむ得ない事情】

・具体的には、車両の故障や施設の故障といった、予期せぬ事態

が発生したときのことを指します

・しかし、平成・しかし、平成・しかし、平成・しかし、平成24242424年年年年3333月月月月30303030日環廃産発第日環廃産発第日環廃産発第日環廃産発第120330002120330002120330002120330002号通知号通知号通知号通知

「規制・制度改革に係る追加方針」（閣議決定）とし「規制・制度改革に係る追加方針」（閣議決定）とし「規制・制度改革に係る追加方針」（閣議決定）とし「規制・制度改革に係る追加方針」（閣議決定）とし

て「処理施設の故障等により受託した産業廃棄物の処て「処理施設の故障等により受託した産業廃棄物の処て「処理施設の故障等により受託した産業廃棄物の処て「処理施設の故障等により受託した産業廃棄物の処

分が困難となった等の緊急的な事態が生じた場合等に分が困難となった等の緊急的な事態が生じた場合等に分が困難となった等の緊急的な事態が生じた場合等に分が困難となった等の緊急的な事態が生じた場合等に

限定されないことに留意されたい」とされた。限定されないことに留意されたい」とされた。限定されないことに留意されたい」とされた。限定されないことに留意されたい」とされた。



○多量排出事業者の計画策定義務多量排出事業者の計画策定義務多量排出事業者の計画策定義務多量排出事業者の計画策定義務

・その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業

場を設置している事業者は、当該事業場に係る産業廃

棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都

道府県知事に提出しなければならない。

→多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物

処理計画実施状況報告策定マニュアル

産業廃棄物処理計画書→様式第２号の８

産業廃棄物処理実施状況報告書→様式第２号の９

特別管理産業廃棄物処理計画書→様式第２号の１３

特別管理産業廃棄物処理実施状況報告書→様式第２号の１４

・事業場を管轄する都道府県等に翌年度６月３０日までに提出

処理計画並びに処理実施状況報告書はインターネット上で公表

未提出・未報告の場合に20万円以下の過料



マニフェスト制度とは…？

（ 産業廃棄物管理票制度 ）

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際、廃棄

物の種類や数量、処理業者名を記載したマニフェストを

交付し、処理終了後に、処理業者から処理終了を記載し

たマニフェストを受け取ることにより、委託内容どおり適

正に処理されたことを把握、管理する仕組み。

＜マニフェストの義務化＞

マニフェストにより最終処分までの処理の流れを確認することが

義務付けられています。

「電子マニフェスト」か「紙マニフェスト」のいずれかを選択して使用

しなければなりません。



マニフェスト交付のポイント

�廃棄物の種類毎に交付

種類毎に交付するのが原則。ただし、シュレッダー

ダストのように複数の種類が一体不可分の状態で混合

している場合は、1つの種類として扱うことが出来る

�運搬先毎に交付

１台のトラックで運んでも、運ぶ先が複数に分かれ

ている場合は、運搬先の数だけマニフェストを交付す

る

�運搬車両毎に交付

・複数の車両を用いて運搬する場合には、運搬車ごと

にマニフェストを交付する

・複数台の車両に対して、同じ種類の廃棄物を同時に

引渡し、運搬先が同じである場合には、これらを一

回の引渡しとしてマニフェストを交付してもよい



排

出

事

業

者

収

集

運

搬

業

者

中

間

処

理

業

者

最

終

処

分

業

者

１次マニフェスト ２次マニフェスト
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中間処理業者収集運搬業者
排出事業者

Ａ票
Ｂ１票 Ｃ１票

Ｂ２票 Ｃ２票

Ｄ票

１次

Ｅ票

交付
回付

返送

廃棄物
廃棄物

送付

送付

送付

運搬を終了した日から10日以内

処分を終了した日から10日以内

１次マニフェストの流れ

処分を終了した日から10日以内

返す Ｂ２票



Ｂ２票

中間処理業者

収集運搬業者 最終処分業者

Ａ票 Ｂ１票

Ｂ２票 Ｃ２票

Ｄ票

Ｃ１票

１次

Ｅ票

交付 回付

返送

廃棄物
廃棄物

送付
送付

送付 送付

２次

Ｅ票

２２２２次次次次マニフェストのマニフェストのマニフェストのマニフェストの流流流流れれれれ

運搬を終了し

た日から10日

以内

最終処分を終了した日から10日以内

返す

最終処分を確認した日

から10日以内に、２次マ

ニフェストＥ票から最終

分の場所・最終処分の

終了日を転記して、排出

事業者に送付



排出事業者が交付したマニフェストの返送確認

運搬終了の報告・確認運搬終了の報告・確認運搬終了の報告・確認運搬終了の報告・確認

中間処理終了の報告中間処理終了の報告中間処理終了の報告中間処理終了の報告

運搬終了の報告・確認運搬終了の報告・確認運搬終了の報告・確認運搬終了の報告・確認

最終処分終了最終処分終了最終処分終了最終処分終了の報告・確認の報告・確認の報告・確認の報告・確認 最終処分終了最終処分終了最終処分終了最終処分終了の報告・確認の報告・確認の報告・確認の報告・確認

排出事業者

中間処理

業者

最終処分

業者

収集業者収集業者収集業者収集業者

業者業者業者業者

収集業者収集業者収集業者収集業者

業者業者業者業者

（180日以内）

（90日以内、特管：60日以内） （90日以内、特管：60日以内）

処分終了の報告処分終了の報告処分終了の報告処分終了の報告

（90日以内、特管：60日以内） （90日以内、特管：60日以内）

１次マニフェスト
２次マニフェスト



電子マニフェストとは･･･

三者のネットワークで、マニフェスト情報を電子化してやりとりします

電 子 情 報 送 受 信

●運搬・処分終了の通知

●報告期限切れ情報の通知

●マニフェスト情報の保存・管理

情報処理センター

排出事業者排出事業者排出事業者排出事業者

又は又は又は又は

中間処理業者中間処理業者中間処理業者中間処理業者

（（（（2次マニフェスト）次マニフェスト）次マニフェスト）次マニフェスト）

収集運搬収集運搬収集運搬収集運搬

業者業者業者業者

中間処理業者中間処理業者中間処理業者中間処理業者

又は又は又は又は

最終処分業者最終処分業者最終処分業者最終処分業者

・廃棄物処理法第・廃棄物処理法第・廃棄物処理法第・廃棄物処理法第13131313条の条の条の条の2222に基づきに基づきに基づきに基づき

環境大臣が全国で１つ指定環境大臣が全国で１つ指定環境大臣が全国で１つ指定環境大臣が全国で１つ指定

・平成・平成・平成・平成10101010年年年年12121212月から運用開始月から運用開始月から運用開始月から運用開始

電子マニフェストは事業者のマニフェスト事務の効率化を図るため制度化電子マニフェストは事業者のマニフェスト事務の効率化を図るため制度化電子マニフェストは事業者のマニフェスト事務の効率化を図るため制度化電子マニフェストは事業者のマニフェスト事務の効率化を図るため制度化

※※※※ 排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者の加入が必要排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者の加入が必要排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者の加入が必要排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者の加入が必要



マニフェストの運用形態

1次マニフェスト次マニフェスト次マニフェスト次マニフェスト 2次マニフェスト次マニフェスト次マニフェスト次マニフェスト

・・電子マニフェストシステム（・・電子マニフェストシステム（・・電子マニフェストシステム（・・電子マニフェストシステム（JWNET）））） ・・紙マニフェスト（産業廃棄物管理伝票）・・紙マニフェスト（産業廃棄物管理伝票）・・紙マニフェスト（産業廃棄物管理伝票）・・紙マニフェスト（産業廃棄物管理伝票）

運用

ケース

排出

事業者

収集運搬

業者

中間処理業者

処分業者 排出事業者

収集運搬

業者

最終処分

業者

電子マニフェスト電子マニフェスト電子マニフェスト電子マニフェスト

Ⅰ

Ⅲ
電子マニフェスト電子マニフェスト電子マニフェスト電子マニフェスト

Ⅱ

電子マニフェスト電子マニフェスト電子マニフェスト電子マニフェスト

紙マニフェスト紙マニフェスト紙マニフェスト紙マニフェスト

紙マニフェスト紙マニフェスト紙マニフェスト紙マニフェスト

電子マニフェストの運用は、次の３ケースに分類されます



排出事業者における運用

項目 電子マニフェスト 紙マニフェスト

マニフェストの

交付・登録

○廃棄物を収集運搬業者又は処分業

者に引渡した日から、3日以内日以内日以内日以内にマニ

フェスト情報を情報処理センターに登

録

○廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに登

録

※３日以内とは、廃棄物を引渡した日

を含まない。以下、同様。

○廃棄物を収集運搬業者又は処分業者

に引渡すと同時に引渡すと同時に引渡すと同時に引渡すと同時に、マニフェストを交付

廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付

○交付したA票票票票を保存

処理終了確認

情報処理センターからの運搬終了報告、

中間処理終了報告、最終処分終了報

告の通知通知通知通知(電子メール）により確認電子メール）により確認電子メール）により確認電子メール）により確認

○B2票の回収・票の回収・票の回収・票の回収・A票照合票照合票照合票照合により運搬終了

を確認

○D票の回収・票の回収・票の回収・票の回収・A票照合票照合票照合票照合により中間処理

終了を確認

○E票の回収・票の回収・票の回収・票の回収・A票照合票照合票照合票照合により最終処分終

了を確認

マニフェストの

保存

マニフェストの保存が不要保存が不要保存が不要保存が不要

（情報処理センターは、マニフェスト情

報を保存）

○排出事業者は交付日よりA票を票を票を票を5年間年間年間年間

保存保存保存保存

○排出事業者は収集運搬業者及び処分

業者より送付されてきたB2票、票、票、票、D票、票、票、票、E
票を票を票を票を5年間保存年間保存年間保存年間保存



○○未 記 載

×○確 認 義 務 違 反

○○保 管 義 務 違 反

○○虚 偽 記 載

○○不 交 付

罰 則 適 用措置命令

マニフェストに関する義務違反

（排出事業者）

６ヶ月以下の懲役又は６ヶ月以下の懲役又は６ヶ月以下の懲役又は６ヶ月以下の懲役又は５０万円以下の罰金５０万円以下の罰金５０万円以下の罰金５０万円以下の罰金

※ 別途、処理業者に対するマニフェスト義務違反

に係る罰則が設けられている。



紙マニフェスト

＜交付＞

・排出事業者が、受託者にマニフェスト情報を記載した紙

マニフェスト（Ａ～Ｅ票）を交付（廃棄物を引き渡す

際）

＜運搬終了報告＞

・収集運搬業者が、排出事業者に運搬終了日等を記載し

た紙マニフェスト（Ｂ２票）を送付（運搬終了後10日

以内)

＜処分終了報告＞

・処分業者が、排出事業者に処分終了日等を記載した紙

マニフェスト（Ｄ票）を送付（処分終了後10日以内）

・処分業者が、収集運搬業者に処分終了日等を記載した

紙マニフェスト（Ｃ２票）を送付（処分終了後10日以

内）



＜最終処分終了報告＞

・最終処分業者が、中間処理業者に最終処分終了日等を

記載した紙マニフェスト（Ｅ票）を送付（最終処分終

了後10日以内）

・中間処理業者が、排出事業者に最終処分終了日等を記

載した紙マニフェスト（Ｅ票）を送付（最終処分業者

からＥ票受取後10日以内）

＜マニフェストの保存＞

・排出事業者 → Ａ／Ｂ２／Ｄ／Ｅ の各票を

・収集運搬業者 → Ｃ２票を

・処分業者 → Ｃ１票を

いずれも５年間保存

＜帳簿記載＞

・産業廃棄物処理業者は所定の事項を帳簿に記載



電子マニフェスト

＜マニフェストの登録＞

・排出事業者が、情報処理センターにマニフェスト情報を

パソコンを使って登録（廃棄物を受託者に引き渡して

か

ら３日以内）

＜運搬終了報告＞

・収集運搬業者が、情報処理センターに運搬終了日等を

パソコンを使って報告（運搬終了後３日以内）

・情報処理センターが排出事業者に運搬の終了を通知

＜処分終了報告＞

・最終処分業者が、情報処理センターに処分終了日等を

パソコンを使って報告（処分終了後３日以内）

・情報処理センターが排出事業者と収集運搬業者に処分

の終了を通知



＜最終処分終了報告＞

・最終処分業者が、情報処理センターに最終処分終了日

等をパソコンを使って報告（最終処分終了後３日以

内）

・情報センターが、中間処理業者と排出事業者に最終処

分終了日を通知

＜マニフェストの保存＞

・情報センターがマニフェスト情報を保存

＜帳簿記載＞

・システムを利用して帳簿を作成

（産業廃棄物管理票交付等状況報告に相当する報告は

情報処理センターが都道府県知事等に行う）



産業廃棄物管理票交付等状況報告

（法第１２条の３第６項）

管理票交付者（排出事業者）は、マニフェストの交付等状況につい

て、排出する事業所ごとに報告書を作成し、管轄の都道府県・政令

市へ提出します。（様式３号）

前年度の状況を、毎年６月３０日までに提出する。

電子マニフェスト利用分については、情報処理センターが報告する

ため、排出事業者の報告は不要です。

マニフェストが所定期日までに返送されない場合の対応

管理票交付者（排出事業者）は、処理の状況を把握し、生活環境

保上問題ないように対応しなければなりません。

そして、そのために何を行ったかを都道府県知事に「措置内容等

報告書」（様式４）により、３０日以内に報告することが義務付

けられています。



帳簿

＜帳簿の作成義務＞

①産業廃棄物処理業者

②特別管理産業廃棄物排出事業者（（（（ただしただしただしただし、、、、委託処理委託処理委託処理委託処理をををを行行行行っっっっ

たたたた場合場合場合場合はははは帳簿帳簿帳簿帳簿のののの作成作成作成作成はははは必要必要必要必要がないがないがないがない））））

③産業廃棄物処理施設等を設置している事業者（ただし、施

行令７条以外の焼却施設及び事業場の外において自ら産業

廃棄物の処分又は再生を行う事業者を含む）

＜帳簿の備付け・閉鎖・保存＞

・備付け →→ 事業場ごと

・閉鎖 →→→ １年ごと

・保存期間 → 閉鎖後５年間、かつ事業場ごと



＜（＜（＜（＜（受託者受託者受託者受託者からからからから））））委託者委託者委託者委託者へのへのへのへの処理困難通知制度処理困難通知制度処理困難通知制度処理困難通知制度＞＞＞＞

・（特別管理）産業廃棄物処理業者は処理施設の故障、事故、

事業の廃止、行政処分などの事由が生じ、受託した（特別

管理）産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となった

場合には、10日以内にその旨を委託者に通知し、通知した

書面の写しを５年間保存する

・通知通知通知通知をををを受受受受けたけたけたけた委託者委託者委託者委託者は、処理状況を把握し、適切な措置を

講じなければならない。

通知を受けた際に（特別管理）産業廃棄物処理業者に引き

渡した（特別管理）産業廃棄物についての処理が終了した

旨のマニフェストの送付を受けていない場合は、通知を受

けた日から30日以内に都道府県知事に「措置内容等報告

書」（様式第４号）を提出しなければならない。



＜建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任＞

建設工事（解体工事を含む）に伴う廃棄物の処理の原則

元請業者→事業者に位置付けられ排出事業者としての責務を負う

下請負人→廃棄物処理業の許可及び元請業者からの処理委託がなければ廃

棄物の運搬又は処分を行うことはできない。

（例外適用）特例措置：行政機関と事前に相談を要する事例が多い

①元請業者←書面による請負契約→下請負人（自ら運搬）

↓事業者と認定される条件

・建設工事に伴い生じる廃棄物であって、建設工事又は引き渡された建築物等

の瑕疵の補修工事で請負代金の額が500万円以下であること

・１回当りの運搬量が１㎥以下であること及び発生都道府県内又はその隣接都

道府県内に運搬する並びに運搬途中に保管を行わないこと

（建設工事を分割して契約する場合も、原則として「１つの契約」とみなさ

れる）

②下請負人が建設工事に伴い生ずる廃棄物の運搬又は処

分を他人に委託する場合→「事業者」と認定し「委託

基準」を適用する



委託処理する排出事業者のチェックポイントー１

１．排出事業者として（定期的にチェック）

①排出している廃棄物の性状・分類に変化は無いか

②廃棄物の数量に変化は無いか

２．委託する処理業者に対して

①委託契約の見直しが必要な事項は無いか

②許可の有効期限は有るか

③積込み・荷卸しの地域の許可は有るか

④「事業の範囲」の記載と委託内容とが整合しているか

⑤中間処理後の廃棄物の処分先は契約と整合するか

⑥施設を実地確認する場合（廃棄物の飛散・流出が無い/

保管基準が守れている/維持管理上必要なデータ等が完

備されている/最終処分場では残余容量がある等）



委託処理する排出事業者のチェックポイントー２

1．当初の予定外の廃棄物を搬出していないか

2．必要な有資格者の設置が行われているか（特に人事異動時）

3．法令の改正等に伴い有資格者の設置、取扱いの変更は、どうか

4．社内で決められた分別・保管、廃棄物の荷姿が守られているか

5．廃棄物の排出数量の変化は

6．社内の廃棄物管理規定の見直しは必要ないか

7．同業他社での取り組みに大きな変化は無いか

8．同様の廃棄物について、リサイクル事例や処理方法の取組みに

新しい事例はないか

9．委託先が新聞等に取り上げられた報道等が無いか（特に地域で

の貢献や国際的貢献があれば）

その他、上記の内の必要な情報を的確に提供する対応の有無



委託基準違反での報道例（新聞報道を元に加工）

ゼネコンＡ建設が排出した産業廃棄物を、無許可の孫請け業

者が運搬するのを知りながら容認したとして、警察は３０日,

Ａ建設の男性社員を、廃棄物処理法違反（委託基準違反）の

疑いで書類送検し、発表した。

警察はほかに、Ａ建設から下請けして運搬業務を孫請けに回

した容疑者ら３人を、同法違反（再委託基準違反）容疑で逮

捕。孫請けした運搬業者の運転手３人を同法違反（無許可収

集運搬業）の疑いで書類送検した。

関係者はいずれも容疑を認めているという。

警察によると、Ａ建設の男性社員は昨年、同社が請け負う

ビル建設現場から出た産廃を、無許可の孫請け業者が隣接県

の中間処理場に運んでいるのを知りながら、容認した疑い。



企業による関係企業への環境監査

産業のグローバル化・多様化に伴い廃棄物の委託先である産

業廃棄物処理業者への環境監査が行われている。

この場合、国内法の遵守は最低ラインとなり当該企業の国際

的標準が背景となる例が有り、必ずしも「廃棄物処理法」の遵

守だけでは対応が困難となる場合がある。

これらの背景には、企業がコンプライアンス専属部署による管

理を開始していることも一因となっている。

①当該企業の標準は、本社の国内基準＋日本の基準のそれぞれ

の厳しい基準値とする場合（不合理の例も）

②廃棄物処理法の周辺事項について評価する場合

・組織、従業員教育、地域との融和、国際的な貢献 等



放射性物質汚染対処特措法の概要

事故由来放射性物質により低レベルに汚染された廃棄物に係る廃棄

物処理法の適用については、以下の物を除き「廃棄物」に該当しま

す。

①核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律や放射性

同位元素等による放射線障害の防止に関する法律等の他の法令の

規定に基づき廃棄される物

②特措法の規定に基づき処理が行われる対策地域内廃棄物及び指定

廃棄物

・特措法の施行により、当分の間、事故由来放射性物質に汚染され

若しくはそのおそれのある廃棄物であって一定のレベル以下のも

のなどについて廃棄物処理法の廃棄物として取り扱う8,000Bq/kg

以下の濃度（ただし、対策地域内廃棄物、汚染廃棄物対策地域内

に係る廃棄物で無いこと）



放射性物質汚染対処特措法の関係用語

①災害廃棄物

廃棄物関係ガイドラインでは、東日本大震災により生じた

廃棄物（地震や津波により倒壊した建物の残渣や津波により

大破した自動車・船舶等）を指す

②汚染廃棄物等

特定廃棄物又は除去土壌をいう

③指定廃棄物

水道施設等から生じた廃棄物であって、事故由来放射性物

質による汚染状態が環境省令で定める要件に該当しないもの

として、環境大臣が指定するもの（これ以外であっても、環

境大臣に指定廃棄物として指定を申請できる）

例 8,000B／ｋｇ超

国は、指定廃棄物の処理を実施しなければならない



④特定廃棄物

対策地域内廃棄物又は指定廃棄物を言う（高濃度に汚染さ

れている8,000Bｑ／ｋｇ超、国が処理を行う）

⑤8,000Bｑ／ｋｇとは

作業員が、１日８時間・年間250日の労働時間のうち半分

の時間（1,000時間／年）を当該廃棄物のそばで作業するこ

と、１日の作業の終了時に即日覆土を行わない、という保守

管理の仮定のもとで計算したものである。

なお、この値は、原子力安全委員会が示した目安である被

ばく線量１mSv/年に対して0.78mSv/年となり、8,000Bｑ／

ｋｇ以下の廃棄物については、特別な処理方法をとることな

く、周辺住民・作業者のいずれにとっても安全に処理するこ

とができる。



⑥除染廃棄物

廃棄物関係ガイドライン（第四部除染廃棄物ガイドライ

ン）において、除染特別地域又は除染実施区域内の土地等に

係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物（特定廃棄物

を除く。）をいう。

⑦基準適合特定廃棄物

事故由来放射性物質についての放射性濃度を決められた方

法での調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム

134についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセ

シウム137についての放射能濃度の合計が8,000Bq／ｋｇ以

下であると認められる特定廃棄物をいう。



放射性物質に関する基礎知識

１、放射性物質：通常放射性核種を総称していう（核種は、崩壊し

て安定な物質になるが、その際、放射性線が放出される）

・原子は、原子核とその周囲をまわる電子で構成

↓

陽子と中性子で構成

原子核の陽子の数を原子番号→元素名

陽子の数と中性子の数の和を原子の質量数

原子番号が同じで質量数が異なる原子→同位体：アイソトープ

放射性の同位体を特に放射性同位体という

２、半減期：放射性物質は、崩壊して原子数が減少するが、もとの

量の半分になるまでの時間を半減期という

３、放射能と放射線：核種は放射線を放出して崩壊して他の核種に

変化するが、単位時間当たりに崩壊する原子数を放射能の強さと

言い、その単位にベクレル（Ｂｑ）が用いられる

（1秒間に1個の原子は崩壊する＝１Ｂｑ）



４、放射線の種類：粒子線と電磁波に分けられる

電磁波→波長の短い方からガンマ線（γ線）・紫外線・可視

光線・赤外線、マイクロ波などがある。

電離放射線→電磁波のうち不安定な原子から放出されるアルファ

線（α線）やベータ線（β線）などの粒子線やガン

マ線、エックス線 などは人体の物質中の原子を電離

（イオン化）する電離作用などにより生物学的な影

響をいう

非電離放射線→電離放射線以外の電磁波で紫外線、赤外線、マイ

クロ波等をいう

＜放射線の種類と物質透過性＞

・アルファ線（α線）：紙

・ベータ線（β線）：アルミニュームなどの薄い金属板

・ガンマ線（γ線）エックス線：鉛や厚い鉄の板

・中性子線：水やコンクリート



５、放射線の単位

①放射線の強さを示す単位：Ｂｑ／ｋｇ（１ｋｇ当りの放射線の

量）

②人体への影響を示す単位：Ｓｖ／ｈ（１時間当りの被ばく線

量）

ｍＳｖ→Ｓｖｎｏ1000分の１

③計測器の測定値を示す単位：Ｃｐｍ：１分当りの計測値

（カウント・パー・ミニッツ）

計測器固有の効率を考慮し１秒当りの換算→Ｂｑ

６、日常生活と放射線

①断層撮影検査（ＣＴスキャン）６．９ｍＳＶ

②胃のＸ線集団検診 ０．６ｍＳｖ

③飛行機でＮＹと東京を往復 ０．２ｍＳｖ

④１人当りの自然放射線（年間・世界平均）２．４ｎＳｖ

７、セシウムの特性

①自然界で存在

②放射性セシウム（沈着により空気中から取り除かれ大気中の移

動度が高い・土壌中での移動度は低い）

③生体内では筋肉組織に多く留まる



放射性物質放射性物質放射性物質放射性物質のののの汚染汚染汚染汚染のののの有無有無有無有無についてについてについてについて

排出事業者において、当該敷地内から生じる廃棄物が放射

性物質に汚染されている状況を把握し、安心して廃棄物処

理法の廃棄物として適正処理することが求められている。

１、放射性物質を含む可能性が有る可能性が有る廃棄物

＜参考＞

① 構内（屋上雨水を含む）雨水の側溝の低泥

② 構内の草木類

③ 空調機器の吸入口フィルター 他

２．特措法第18条の「任意調査」を参考として

①調査項目：放射性セシウム(Cs134及びCs137)の放射能濃度

②試料の採取方法：廃棄物関係ガイドライン(第１部汚染状

況調査ガイドライン)による

③測定方法：ゲルマニウム半導体検出器又はＮａｌ(Ｔ１)シ

ンチレーションスペクトロメータ を使用



















ＰＣＢＰＣＢＰＣＢＰＣＢ廃棄物適正処理推進廃棄物適正処理推進廃棄物適正処理推進廃棄物適正処理推進にににに関関関関するするするする検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会(第第第第９９９９回回回回)
平成２４年８月９日（木）

今後のＰＣＢ廃棄物の適正処理推進について(案)
-今後の処理推進に当たっての基本的な考え方と講ずべき対策

-
＜目次＞

１．はじめに ２、これまでの経緯

３．ＰＣＢの早期処理の重要性

４．ＰＣＢ廃棄物処理の困難性

５．ＰＣＢ廃棄物処理における安全性の確保

６．今後の処理推進に当っての基本的な考え方

７．各主体の責務・役割

８．今後の処理推進のために構ずべき対策

①高圧トランス・コンデンサ等 ②安定器・汚染物

③微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等 ④無害化処理認定施設等

⑤保管場所での適正な保管等

９、処理期限・その他



有害物質の追加について

利根川水系利根川水系利根川水系利根川水系におけるにおけるにおけるにおける取水障害取水障害取水障害取水障害にににに関関関関するするするする今後今後今後今後のののの措置措置措置措置にににに係係係係るるるる検討会検討会検討会検討会

(平成２４年８月)

中間取りまとめ（案）平成２４年８月

＜項目＞

（１）当面対応すべき事項

１）指定物質への追加

２）排水処理における留意事項の周知

３）要調査項目への追加

参考：要監視項目 （例）クロロホルム、1,2-ジクロロプロパン等

公共用水域26項目、地下水24項目

４）廃液の処理委託における情報提供の徹底

（２）今後検討すべき事項

１）ヘキサメチレンテトラミン以外の物質に関する検討

２）WDS ガイドラインの見直し等

３）自主的な排水管理の促進


