
 

建設工事で出る産業廃棄物は  

「元請業者」に処理責任があります！  

元請業者がすべき確認事項  

□ 元請業者が下請業者に運搬を委託する場合、下請業者は産業廃棄物の 

 収集運搬業の許可を、処分を委託する場合は、処分業の許可を有していますか。 

□ 元請業者と収集運搬業者、元請業者と処分業者それぞれで、産業廃棄物の

委託契約を書面により行っていますか。 

□ 収集運搬業者・処分業者に対し、適正な処理費を負担していますか。 

□ マニフェストを元請業者自らが記載して交付していますか。  

□ 返却されたマニフェスト B２票、D 票、E 票で処理状況をチェックしていますか。 

□ マニフェストを 5 年間保存していますか。※電子マニフェストなら保存が不要です！ 

元請業者が上記の責任を果たしていなければ、罰則が適用される場合があります。  

産業廃棄物の排出抑制及び適正処理のため、事業場ごとに産業廃棄物管理責任者  

を設置してください。  

 【運搬・処分を許可業者に委託する場合】 

   大阪府  環境農林水産部  循環型社会推進室  産業廃棄物指導課  

   電話：06-6210-9570(直通 )  
※建設現場が大阪市､堺市、豊中市､吹田市、高槻市､枚方市､八尾市､寝屋川市､東大阪市の場合は､各市にお問い合わせください。 

○元請業者が、建設工事から生ずる産業廃棄物の処理（収集運搬、処分※）を 

 他人に委託する場合は、許可業者に委託しなければなりません。 

（自ら処理する場合は、廃棄物処理法の処理基準を守らなければなりません。）  

○元請業者が、自らの排出事業者責任を果たしておらず、下請負人が  

 不適正な取扱いをしていた場合には、元請業者もその責任を負います。  

 ※処分には、再生を含む 

 

元請業者 

（排出事業者） 

責任を 
果たして 

いますか？ 

 収集運搬業者  処分業者  

【不適正な処理に繋がる事例】 

この値段で頼むよ！ 

処理は、君の責任だよ！ 

元請業者 

収集運搬・ 

処分業者 

こんな値段では・・・ 

私の責任なの・・？ 

元請責任じゃないの！？ 

 解体・リフォ
ームを含む 



 

□ 周囲に囲いを設けていますか。 

□ 廃棄物の飛散、流出、地下浸透、 

   悪臭発散防止のための措置を 

   取っていますか。    

 

  廃棄物保管事業者が守るべき事項      

  届出が必要な場合があります  

届出対象者 

【廃棄物処理法】 

 ・産業廃棄物の保管場所の面積が 300㎡以上 

【大阪府循環型社会形成推進条例等】 

 ・産業廃棄物を保管する敷地面積が 300㎡以上(大阪市内は 200㎡以上) 

 

保管基準の遵守  

                               

掲示板の設置  

詳しくは、大阪府ホームページをご覧ください。 

 【届出先】大阪府  環境農林水産部  循環型社会推進室  産業廃棄物指導課  
   電話：06-6210-9570(直通 ) 
※保管場所が大阪市､堺市､豊中市､吹田市、高槻市､枚方市､八尾市､寝屋川市､東大阪市の場合は、各市に届出をしてください。 

廃棄物の保管には保管基準があります。 

守れていなければ、 

罰則が適用される場合があります！ 

 大阪府 自ら保管  検索 

□ 屋外で保管する場合、最大積み上げ高さを 

超えていませんか(下図)。 

 

□ 掲示板(60cm×60cm以上)を見やすい

場所に設置していますか。 



分別表示をわかりやすく！ 

作業員が分別した廃棄物を入れ間違わないよう、

分別容器に種類や材料名等をわかりやすく表示し

ましょう。実物の写真を使うことも有効です。 

作業毎に片付ける！ 

作業内容によって、発生する廃棄物が変わります。

一つの作業が終わるたびに、廃棄物を分別容器に

入れて現場を片付けましょう。 

※現場をきれいに保つことは、安全性の向上にも  

 つながります。 

    

   ○委託する「廃棄物の種類」に関する許可を有していること 

○保有する分別容器の種類 

    （処分業者が最適な分別容器を保有していなければ、分別することができず、混合廃棄物として 

      委託しなければならないケースも出てきます。） 

 

 

  

  

～建設工事現場での分別の取組を進め、混合廃棄物の発生を減らしましょう ～ 

環境配慮企業を 
PR できる！ 

混合廃棄物で委託するより、木くず・金属くず・廃プラスチック等  
に分別することで、処分料金は一般的に安くなります。 
 
循環型社会の構築に向けた取組を積極的に進める企業で 
あることを PR することができます。 
※最 終 処 分 量 を減 らすためには、現 場 での分 別 を徹 底 し、建 設 混 合 廃 棄 物 の  

 排 出 量 を削 減 することが重 要 です。  

  分別をするためのポイント  

ポイント１ 

ポイント３ 

分別ルールを決めて、作業員に周知しましょう！ 

産業廃棄物処分業者に確認する事項

※新築工事では、梱包材の簡素化や資材搬入量の低減（プレカット、資材発注量の適正化等）により、 

 廃棄物発生量を抑制することができます。 

処分料金が安くなる！ 

ポイント２ 

  分別をするメリット  



    

  特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事、特定建築資材を使用する新築工事等で、以下の工事 

  の規模以上のものは、工事着手の７日前までに届出をし、特定建設資材廃棄物を分別して、リサイクル等を 

  することが義務付けられています。 

 ＜特定建設資材＞            ＜工事の規模＞      

  ①コンクリート                     １．建築物の解体工事 ----- 床面積の合計が 80ｍ2 以上 

  ②コンクリート及び鉄から成る建設資材 ２．建築物の新築・増築工事- 床面積の合計が 500ｍ2 以上    

  ③木材                        ３．リフォーム工事等 ---------  請負代金が１億円以上  

  ④アスファルト・コンクリート         ４．土木工事等 ------------ 請負代金が 500 万円以上 

   

➢ 建設リサイクル法の届出に関すること 

  都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課  06-6210-9722 

※ 大 阪 市 、堺 市 、岸 和 田 市 、豊 中 市 、池 田 市 、吹 田 市 、高 槻 市 、守 口 市 、枚 方 市 、茨 木 市 、八 尾 市 、  

 寝 屋 川 市 、和 泉 市 、箕 面 市 、羽 曳 野 市 、門 真 市 、東 大 阪 市 の区 域 は、各 市 が担 当 になります。 

➢ 建設リサイクル推進に関すること  

都市整備部事業調整室技術管理課  06-6944-6104 

➢ 産業廃棄物の適正処理に関すること 

環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課  06-6210-9570 

  ※ 大阪市､堺市､豊中市､吹田市､高槻市､枚方市､八尾市､寝屋川市､東大阪市の区域は、各市が担当になります。 

 

  分別の取組事例  

分別容器（鉄製）       分別容器（プラスチック製）    分別容器（PP 袋） 

啓発看板（全体）       啓発看板（個別品目）     １ｍ３容器 運搬車両 

【参考】 建設リサイクル法に関する手続き 

大阪府の窓口  



建設工事業者の皆様へ 

アスベスト廃棄物の適正処理について 
 

・ 解体工事等に際しては、建設リサイクル法に基づき、特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、建設

発生木材、アスファルト・コンクリート塊）に、アスベスト廃棄物等の有害物質が付着・混入するこ

とがないよう、分別解体を徹底することが必要です。 

・ 解体工事等に伴って、アスベスト廃棄物が発生した場合は、廃棄物処理法に基づき、他の廃棄物と

混合するおそれがないように区別して保管し、適正処理をしてください。 

・ なお、建築物等の解体等作業にあたっては、大気汚染防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条

例、石綿障害予防規則等その他関係法令を遵守することが必要です。 

 

飛散性のアスベスト廃棄物（特別管理産業廃棄物の『廃石綿等』）の処理について 
 
１．『廃石綿等』に該当する廃棄物 
●建築物その他の工作物から除去された次の廃棄物 

吹付け石綿、石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材 
その他の保温材、断熱材、耐火被覆材（人の接触、気流及び振動等により石綿が飛散するおそれのあるもの） 

●吹付け石綿等の除去に使用された養生シート類、防じんマスク、作業衣、その他の用具・器具 

●特定粉じん発生施設が設置されている事業場において排出された集じん物、防じんマスク、集じんフィ

ルター、その他の用具・器具 

２．管理体制 
□特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する 
□帳簿を備え付ける（廃石綿等を排出する事業場ごとに、毎月末までに、前月中における運搬及び処分に
関する事項を記載し、５年間保存する） 

□処理計画を定めるよう努める（廃石綿等の発生量及び処理量、撤去方法、事業場内での保管方法、運搬
方法、処理・処分方法、委託方法等を記載した処理計画を作成する） 

３．建設工事現場における保管 
□保管施設には、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に、廃石綿等の保管場所であること、保管
場所の責任者の連絡先等を表示した掲示板を設ける 

□湿潤化させる等の措置を講じた後、耐水性の材料で二重にこん包する等、廃石綿等の飛散の防止のため
必要な措置を講じる（廃石綿等の埋立処分を行う場合は、あらかじめ、固型化、薬剤による安定化その
他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重にこん包する等、法令に基づく埋立処分基準に
適合するよう措置する必要があるため、委託先の最終処分業者の受入基準等を確認しておく） 

□廃石綿等に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずる 
□廃石綿等を収納するプラスチック袋又は容器には、個々に廃石綿等である旨及び取り扱う際に注意すべ
き事項を表示する 

４．運搬 
□他の廃棄物等と混合するおそれのないように、他の物と区分して運搬する（混載禁止） 
□原則として、積替えを行わず処分施設に直送する 
□廃石綿等である旨及び取り扱う際に注意すべき事項を記載した文書を携帯する（又は収納した運搬容器
に表示する） 

□運搬車の車体の両側面に、産業廃棄物収集運搬車両である旨等を表示するとともに、マニフェスト等の
書面を備え付ける 

□プラスチック袋等の場合には、破損のないシート等でプラスチック袋を包み込むように、運搬車両の荷
台に覆いをかける 

□固型化物をプラスチック袋に入れたものは、運搬途中の移動、転倒により袋が破損しないようクッショ
ン材等の措置を講ずる 

５．処理の委託 
□運搬 廃石綿等の許可を有する特別管理産業廃棄物収集運搬業者に委託する 
□処分 廃石綿等の許可を有する特別管理産業廃棄物処分業者（埋立処分又は溶融処理）、または国の認

定を受けた無害化処理施設に委託する 
□委託にあたっては、処理を委託しようとする者に対し、あらかじめ、委託しようとする特別管理産業廃
棄物の種類（廃石綿等）、数量、性状、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項を文書で通知した上で、所
定の事項が記載された書面により委託契約を行う 

□マニフェストの交付、確認、保存を行う 
 

（令和３年４月） 

 



■ 問い合わせ先 ※問い合わせ先の各市域においては、各市の条例による  

 

 
１．『石綿含有産業廃棄物』に該当する廃棄物 

●工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等以外の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 
例）スレート（波板、ボード）、パーライト板、けい酸カルシウム板、スラグ石膏板、窯業系サイディング、パルプセメント板、

住宅屋根用化粧スレート、セメント円筒、スレート・木毛セメント積層板のような石綿含有成形板との複合板、吸音材料、

ビニル床タイル（Ｐタイル）、ガスケット・パッキン 

石綿含有廃棄物となる建材の種類の整理と取扱いに関する留意事項 

石綿含有建材の種類 留 意 事 項 

 廃棄物となったものは、法に定める基準等に基づき適正に処理する 

石綿含有 

成形板等 
石綿含有けい酸カルシウム板第１種 

石綿含有成形板等に該当するが、廃棄物となったものは比較的飛散性が高い

おそれのあるものとして取扱いに留意する 

石綿含有下地調整塗材 
石綿含有成形板等に該当するが、廃棄物となったものは石綿含有仕上塗材が

廃棄物となったものと同様の取扱いとする 

石綿含有仕上塗材 
石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、石綿含有成形板が廃棄物となっ
たものより比較的飛散性が高いおそれのあるものとして取扱いに留意する 

除去され、用具又は器具等に付着した石綿含有建材 石綿含有廃棄物の中でも比較的飛散性が高いと考えられることに留意する 

２．管理体制 
□産業廃棄物管理責任者を置くよう努める（大阪府循環型社会形成推進条例（大阪府所管区域）※） 
□処理計画を定めるよう努める（廃棄物の種類、発生量及び処理量、撤去方法、事業場内での保管方法、
運搬方法、処理・処分方法、委託方法等を記載した処理計画を作成する） 

３．建設工事現場における保管 
□保管施設には、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に、廃棄物の保管場所であること、保管場
所の責任者の連絡先等を表示した掲示板を設ける 

□荷重により変形又は破断しないよう整然と積み重ねるとともに、飛散しないようシート掛け、袋詰め等
の対策を講ずる 

□石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、排出時に耐水性のプラスチック袋等により二重でこん包す
る。こん包の前に固型化、薬剤による安定化等の措置を講ずることが望ましい 

□廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設けること等必要な措置を講ずる 

４．運搬 
□廃棄物を破砕しないように行うとともに、他の廃棄物と混合しないように区分して行う 
□運搬車の車体の両側面に、産業廃棄物収集運搬車両である旨等を表示するとともに、マニフェスト等の
書面を備え付ける 

□廃棄物が変形又は破断しないよう、原形のまま整然と積込み、又は荷降ろしを行う 
□シート掛け、フレキシブルコンテナバッグ詰め等の飛散防止措置を行う 
□石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは、二重こん包のまま運搬する 
□石綿含有けい酸カルシウム板第１種が切断・破砕されて廃棄物になったものや除去時に用具又は器具等
に付着した石綿含有廃棄物等は、フレキシブルコンテナバッグや十分な強度を有するプラスチック袋等
にこん包して廃棄物の露出がないようにする 

５．処理の委託 
□運搬 廃棄物の種類に応じた許可を有する産業廃棄物収集運搬業者に委託する 
□処分 廃棄物の種類に応じた許可を有する産業廃棄物処分業者（埋立処分又は溶融処理）、または国の

認定を受けた無害化処理施設に委託する（破砕のみの処理を委託することはできない） 
□委託にあたっては、所定の事項が記載された書面により委託契約を行う 
□マニフェストの交付、確認、保存を行う 
 （委託契約書及びマニフェストには、石綿含有産業廃棄物が含まれる旨を記載する） 

６．破砕・切断の禁止 
□石綿含有産業廃棄物は、次の場合を除き、破砕・切断してはならない 
・運搬車両に比べ廃棄物が大きい等によりやむを得ず破砕・切断が必要な場合であって、散水等によ
り十分に湿潤化した上で行う積込みに必要な最小限度の破砕・切断 

・許可を受けた溶融処理施設又は認定を受けた無害化処理施設に廃棄物を投入するために行う前処理
としての破砕・切断であって、国が定める方法による破砕・切断 

 

地域 担当 電話番号 地域 担当 電話番号 

大阪市域 
大阪市環境局環境管理部環境管理

課産業廃棄物規制グループ 
06-6630-3284 枚方市域 枚方市環境部環境指導課 050-7102-6014 

堺市域 堺市環境局環境保全部環境対策課 072-228-7476 八尾市域 
八尾市環境部循環型社会推進

課産業廃棄物指導室 
072-924-3772 

豊中市域 豊中市環境部事業ごみ指導課 06-6858-3070 寝屋川市域 寝屋川市環境部環境保全課 072-824-1021 

吹田市域 吹田市環境部環境保全指導課 06-6384-1799 東大阪市域 
東大阪市環境部産業廃棄物対
策課 

06-4309-3207 

高槻市域 
高槻市市民生活環境部資源循環推

進課 
072-669-1886 

大阪府域 

（上記９市域以外） 

大阪府環境農林水産部循環型

社会推進室産業廃棄物指導課 
06-6210-9570 

非飛散性のアスベスト廃棄物（石綿含有産業廃棄物）の処理について 



建建設設業業者者・・解解体体工工事事業業者者ののみみななささままへへ  

 

 

 

 

 

地震災害時においては、建物等の倒壊に伴い多くの建物等が解体されます。この解体及び解体物の処

理・運搬において、アスベストの飛散が懸念されます。被災地域の生活環境への飛散を防止するために

は、地震災害時においても平常時と同様に、アスベスト飛散防止対策を徹底する必要があります。 

建設業者・解体工事業者のみなさまにおかれては、地震災害時に発生するアスベスト廃棄物の適正処

理が図られるよう、次のことにご留意ください。 

１１．．災災害害発発生生時時のの応応急急措措置置にに協協力力をを！！  

災害発生時に、飛散するおそれのある吹付けアスベスト（又は疑わしいもの）が露出するなどしたと

きは、アスベストの飛散・ばく露防止の応急措置を行う必要が生じます。建設業者・解体工事業者のみ

なさまにおかれても、必要に応じて、建築物の持主等による応急措置の実施に協力していただくようお

願いします。 

（主な応急措置の例） 

 ビニルシート等によって飛散防止を図る 

・ 水・薬剤等の散布を行い湿潤化・固形化等の措置を行う 

・ 散水・養生等が行えない場合は、最低限、石綿へのばく露を防ぐ為、ロープ等によって立入り禁止とする 

２２．．アアススベベスストト廃廃棄棄物物はは区区分分ししてて適適正正にに保保管管をを！！  

アスベスト廃棄物は、それ以外の廃棄物と分別して取り扱い、区分して適正に保管する必要がありま

す。アスベストを含む廃棄物と含まない廃棄物を区分し、また、アスベストを含む廃棄物については、

「廃石綿等」と「石綿含有廃棄物」に区分して適正に保管してください。なお、自治体が設置する一次

保管場所に持ち込むときは、自治体が定める受入れの基準に従ってください。 

３３．．アアススベベスストト廃廃棄棄物物はは平平常常時時とと同同様様のの処処理理をを！！  

アスベスト廃棄物については、地震災害時においても処理基準に従い、原則として平常時と同様の運

搬・処分を行う必要があります。アスベスト廃棄物の処理基準に留意し、適切に運搬・処分してくださ

い。 

アスベスト廃棄物の適正処理については、大阪府のホームページに掲載している資料等を参考にして

ください。 

（参考資料） 

・ 建設工事業者の皆様へ「アスベスト廃棄物の適正処理について」 （大阪府） 

   https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/29478/00000000/11%20asubesuto_syori_2021.5_.pdf 

・ 災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル（改訂版） （環境省） 

   http://www.env.go.jp/air/asbestos/saigaiji_manu/rev2017_zentaiban.pdf 

おお問問いい合合わわせせ  

 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ 

  住所：〒559-8555 大阪市住之江区南港北 1-14-16 大阪府咲洲庁舎 21階 

  電話：06-6210-9570（直通） 

（令和３年４月） 

地地震震災災害害時時にに発発生生すするるアアススベベスストト廃廃棄棄物物のの適適正正処処理理ににつついいてて  

～～被被災災地地域域のの生生活活環環境境へへのの飛飛散散をを防防止止すするるたためめにに～～  

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/29478/00000000/11%20asubesuto_syori_2021.5_.pdf
http://www.env.go.jp/air/asbestos/saigaiji_manu/rev2017_zentaiban.pdf


事業者の皆様へ 

 

 

 

 

排出事業者の産業廃棄物に対する認識不足、産業廃棄物関係法令の理解不足などに起因して、不適正

処理や不法投棄が行われている事例が見受けられます。 

こうした状況を受け、産業廃棄物を生じる事業場ごとに産業廃棄物管理責任者の設置に努める責務を

課し、当該管理責任者の指導・監督のもと排出事業者責任の確保を図るため、大阪府循環型社会形成推

進条例で本制度を定めています。 

 

 

建設業、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業、水道業を営む事業者 
 

「産業廃棄物を生じる事業場」とは、事業活動に伴い産業廃棄物を発生する工場等の事業場をいいます。 

建設業にあっては、建設工事、解体工事、改修工事等を行う場所が該当します。 

 

 

○産業廃棄物の排出抑制、再資源化、減量化、保管及び処理（委託処理を含む）に関する監督 

○産業廃棄物に関する業務に従事する者への関係法令等の指導・啓発 

【業務の具体例】 

◆工程や原材料の見直し等による発生抑制、廃棄物の再利用、再資源化及び減量化の企画検討 

◆処理基準、保管基準の遵守、管理に関すること 

◆処分方法の検討及び処理委託先の選定、委託契約書の締結に関すること 

◆マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付、回収事務等委託した産業廃棄物の処理確認に関すること 

◆社内の管理体制の整備、社員教育の実施に関すること 

 

○ 産業廃棄物管理責任者には、以下の事項に該当する者など、関係法令の知識及び一定の実務経験を

有する者を選任するよう努めてください。 ※廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

◆ 特別管理産業廃棄物管理責任者（法※第 12 条の２第８項） 

◆ 技術管理者（法※第 21 条第１項） 

◆ 産業廃棄物の適正処理に関する職務に２年以上の経験を有する者 

◆ 廃棄物関係法令の講習会を受講し修了した者 

  公益社団法人大阪府産業資源循環協会（旧称：公益社団法人大阪府産業廃棄物協会）が開催する 

「廃棄物管理士講習会」等があります。 

○ 産業廃棄物管理責任者に関する届出や報告は不要です。 

 

 

事業場ごとに 産業廃棄物管理責任者 を設置してください！ 

          ――― 大阪府循環型社会形成推進条例第 16条 ――― 

対象事業者 

産業廃棄物管理責任者の業務 

【問い合わせ先】 

大阪府環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課  ℡06-6210-9570 

➢大阪市､堺市､豊中市､吹田市､高槻市､枚方市､八尾市､寝屋川市､東大阪市の場合は、各市にお問い合わせください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【電子マニフェスト利用料金（税込、排出事業者用）】 

利用区分 Ａ料金 Ｂ料金 

基本料（１年間） ２６，４００円 １，９８０円 

使用料（登録情報１件につき） １１円 ２２円（９０件まで無料） 

利用区分の目安となる 

年間登録件数 
２，４０１件以上 ２，４００件以下 

排出事業者が２０者以上集まって加入し代表者が利用料金を一括して支払うなどのＣ料金もあります。 

 

～産業廃棄物の適正処理のために～ 

電子マニフェストをおススメします！ 

 

マニフェストの管理が楽に！ 
 パソコンやスマホで入力するだけ。手書きや印刷の手間はいりません。 

 マニフェスト情報は情報処理センターに保存されるので、紙を５年間保存す

る必要がありません。 

 紛失の心配もありません。 

 ５年分のマニフェスト情報はいつでも検索・確認・ダウンロード可能です。 

 排出事業者は管理票交付等状況報告が不要になります。 

コンプライアンスが向上！ 

 法令で定められた項目の入力がないと画面が進まないので入力漏れ無し！ 

 排出・収集・処分の３者が同じデータを確認できます。 

 本社など、排出場所と離れた場所からでも確認できます。 

気軽に操作体験できます！ 
 ＪＷＮＥＴに申し込めば無料でデモシステムを体験できるログインＩＤを

発行してもらえます。 

 導入実務説明会や操作体験セミナーが開催されています。 
 

ＪＷＮＥＴ 検索 

 

作成：大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 

電話番号：06-6210-9570（直通） 
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