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本日の内容

• 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

建設工事における排出事業者とその責務について

石綿含有廃棄物

水銀使用製品産業廃棄物

• 注意すべき事例等

不適正事案の紹介

建設廃棄物の定義

• 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
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「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、～略～ その他の汚物又は不要物であって、固形状
又は液状のもの。（放射性廃棄物を除く） ※浚渫土、建設発生土は同法の対象外

廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために
不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取
扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） 第2条第1項

廃棄物

もの 一般家庭から
の廃棄物

一般
廃棄物

産業廃棄物

有価物・有用物（法適用なし）

事業活動に
伴う廃棄物

事業系
一般廃棄物

一廃

特管一廃

特管産廃

普通産廃

産業廃棄物以外のもの（事務
所で生じる紙くずや残飯等）

政令に掲げるもの

廃棄物の区分 ［法第2条第1項］
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★印については業種の限定があり、その業種から排出された場合に産業廃棄物となります

★印のないものは、事業活動に伴い排出されたものは全て産業廃棄物となります

産業廃棄物の種類 ［法第2条第4項、施行令第2条］
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種 類

1 燃え殻

2 汚 泥

3 廃 油

4 廃 酸

5 廃アルカリ

6 廃プラスチック類

7 ゴムくず

8 金属くず

9
ガラスくず、コンクリートくず

及び陶磁器くず

10 鉱さい

種 類

11 がれき類

12 ばいじん

13 紙くず ★

14 木くず ★

15 繊維くず ★

16 動植物性残渣 ★

17 動物系固形不要物 ★

18 動物のふん尿 ★

19 動物の死体 ★

20
上記１～19に掲げる産業廃棄物を

処分するために処理したものであって、
これらの産業廃棄物に該当しないもの
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特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など、人の健康
又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状のもので政令で定めるもの。

特別管理産業廃棄物の種類 ［施行令第2条の4］

引火性廃油 揮発油類、灯油類、軽油類（燃焼しやすいもの；引火点おおむね70℃未満）

腐食性廃酸 pH2.0以下のもの（著しい腐食性を有するもの）

腐食性廃アルカリ pH12.5以上のもの（著しい腐食性を有するもの）

感染性産業廃棄物 医療機関等において生じた、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物（おそれも含む）

特
定
有
害
産
業
廃
棄
物

PCB廃棄物 廃PCB等、ＰＣＢ汚染物、ＰＣＢ処理物

廃水銀等

施設（※）において生じた廃水銀又は廃水銀化合物
水銀若しくはその水銀化合物が含まれている物（一般廃棄物を除く。）又は水銀使用製品が産業廃棄物と

なったものから回収した廃水銀
（※） 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施設

その他16施設

廃水銀等を処分する
ために処理したもの

廃水銀等を処分するために処理したものであって環境省令で定める基準に適合しないもの

指定下水汚泥等 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥及びそれを処分するために処理したもの

廃石綿等
廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業により生じたもの、

大気汚染防止法の特定粉じん発生施設等が設置されている事業場において生じたものであって、飛散するお
それがあるもの

鉱さい、ばいじん、
燃え殻、汚泥

廃酸、廃アルカリ
上記のもの及び下記の

廃油を処分する
ために処理したもの

施行令で定める施設において生じたもの（鉱さいを除く）であって有害物質の判定基準に適合しないもの

燃え殻、ばいじん、汚泥、廃酸、廃アルカリ等のダイオキシン類に係る判定基準（含有試験の結果）に適合しな
いもの

廃 油
（廃溶剤に限る）

施行令で定める施設で生じたトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジク
ロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、 1,1,1-トリクロロエタン、
1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1.4-ジオキサン



（法第21条の3第1項）
土木建築に関する工事（建築物その他の工作物の全部又は一部を解

体する工事を含む。以下「建設工事」という。）が数次の請負によって行
われる場合にあっては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理につ
いてのこの法律（略）の規定の適用については、当該建設工事（他の者
から請け負ったものを除く。）の注文者から直接建設工事を請け負った
建設業（建設工事を請け負う営業（その請け負った建設工事を他の者に
請け負わせて営むものを含む。）をいう。以下同じ。）を営む者（以下「元
請業者」という。）を事業者とする。

＜排出事業者責任の基本事項＞

建設廃棄物の処理責任は元請業者にある。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）



建設廃棄物の排出事業者

＜通常の場合＞

○ 解体工事等を元請業者から一括して請け負わされた場合は？

○ 解体工事等を工務店や不動産屋から紹介された場合は？

⇒ 適切に判断しなければ、廃棄物処理法違反につながることがあります。

発注者

建設業者
（元請業者）

一次下請一次下請 一次下請

二次下請

排出事業者
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○排出事業者は自らの責任において、適正に処理する義務がある。

①自家処理・・・排出事業者が自ら産業廃棄物の運搬・処分を処理基準に基づき
行うこと。

②委託処理・・・排出事業者が産業廃棄物収集運搬業者・処分業者に委託する場
合、委託基準に基づき委託

排出事業者の処理責任
［法第3条、法第11条、第12条］

排出事業者 運搬 処分/再生保管

排出事業者
処分業者

（再生業者）
収集運搬業者
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○保管の基準（法第12条第１項）

・囲い ・掲示板 ・積み上げ高さ ・飛散防止等

・1日の平均搬出量の7日分以内（積替えのための保管を行う場合）

○運搬の基準（法第12条第1項）

・飛散、流出、悪臭、騒音、振動の防止等（梱包、容器に格納、シートがけ等）

・車への表示義務 ・書類の携帯義務

○処分の基準（法第12条第1項）

・飛散、流出、悪臭、騒音、振動の防止等

・処理方法や産業廃棄物の種類により処理基準が定められている。

例：石綿含有産業廃棄物・・・収集運搬のため必要な場合以外、

破砕切断の禁止

※「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおり（産業廃棄物・排出事業者向け）
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/report/shiryo.html#shiori

産業廃棄物の処理基準（自家処理の場合）
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産業廃棄物の保管基準

廃棄物を保管する全ての者が対象であり、工事現場内も外も適用される。

【保管基準】

○周囲に囲いが設けられていること

○見やすい箇所に要件を満たした掲示板が設けられていること

○廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散防止のための措置

○ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること

○石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物等については、他の産

業廃棄物と混合するおそれがのないよう仕切りを設ける等の措置をして

保管し、掲示板の廃棄物の種類の欄にはそれらが保管されている旨を記

載すること

［法第12条第2項］
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産業廃棄物の保管基準（掲示板の表示例）
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【掲示板の要件】

① 60㎝×60㎝以上であること
② 次の事項を表示していること

ア：産業廃棄物の保管場所である旨 イ：保管する産業廃棄物の種類
ウ：保管場所の管理者の氏名又は名称、連絡先（管理担当部署名、電話番号）
エ：最大積み上げ高さ（屋外において容器を用いずに保管する場合）



【特別管理産業廃棄物の保管】

それぞれの特別管理産業廃棄物の保管場所に
仕切りを設けて、他の物が混入しないようにし、
容器に入れ密閉する等必要な措置を講ずる。

産業廃棄物の保管基準（保管の方法）

○屋外において容器を用いずに保管する場合は、最大積み上げ高さを
超えないこと。

地盤面
2 m

直接負荷部分

50％勾配

50％勾配

50cm

地盤面

50％勾配 ①

②

①:②=1:2
角度約26.6度

廃油 廃酸 廃アルカリ
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○工事現場外において、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の自ら保管を行う
場合、一定規模以上の面積であれば届出が必要。
（法第12条第3・4項、12条の2第3・4項）

○法に基づく届出と、大阪府、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、
八尾市、寝屋川市、東大阪市の各条例に基づく届出は、保管場所の面積等に
より必要かどうか決まる。

【法、条例の届出対象面積】

産業廃棄物の自ら保管に係る届出
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保管場所の面積等 法に基づく届出 条例に基づく届出

①保管の用に供される場所の面積が300㎡以上※1 必要 必要

②保管を行う事業場の敷地等の面積※2が300㎡以上※3で
あり、保管の用に供される場所の面積が300㎡未満

不要 必要

保管を行う事業場の敷地等の面積が300㎡未満※3 不要 不要

※１ 法に基づく届出内容と条例に基づく届出内容が違うため、両方の届出を行う必要があります。
※２ 産業廃棄物の保管を行う事業場の面積とは、廃棄物を保管している敷地にある事務所、駐車場など

届出者に使用権限のある敷地を含む面積です。
※３ 大阪市の場合、保管を行う事業場の面積が200㎡以上が届出対象となります。



建設業、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業又は水道業を含む事
業者であって、産業廃棄物を生ずる事業場を設置するものは、当該事業場に
おいて産業廃棄物の排出の抑制及び適正な処理が行われるよう当該事業場
に係る業務に従事する者を監督するための産業廃棄物管理責任者を置くよう
努めなければならない。

産業廃棄物管理責任者の設置

［大阪府循環型社会形成推進条例 第16条第1項］

産業廃棄物管理責任者の設置に努めてください。

14



収集運搬、処分（中間処理、最終処分）を委託できるのは、

①廃棄物処理法に基づく許可を有する産業廃棄物収集･運搬業者、産業廃
棄物処分業者（中間処理業者、最終処分業者）

・ 運搬は、「積む場所」と「降ろす場所」の所管行政庁の許可が必要

②専ら物の再生処理業者

・専ら物：古紙、くず鉄（銅）、空き瓶類、古繊維

③広域認定業者

④再生利用認定業者

産業廃棄物の処理基準（委託する場合）

契約書・・・・・・・①～④全ての場合に必要
マニフェスト・・・①の場合は必要、②～④の場合は不要

［法第12条第6項］
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○委託契約は、

「元請業者－収集運搬業者」、「元請業者－処分業者」
の間で個別に書面で直接締結すること

○委託契約書には必要事項を記載すること（種類、数量等）

○受託者の許可証の写しを添付すること

○委託契約書は契約終了後５年間保管すること

［法第12条第6項］
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委託契約について



○契約書記載事項一覧

委託契約について ［施行令第6条の2第4号、施行規則第8条の4の2］
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運搬、処分（中間処理、最終処分、再生を含む）共通の契約書記載事項
①委託する産業廃棄物の『種類』、『数量』
②委託契約の『有効期間』
③委託者（排出者）が受託者（処理業者等）に『支払う料金』
④受託者が産業廃棄物処理業許可業者である場合には、『事業の範囲』
⑤委託者（排出者）の有する委託した産業廃棄物の適正処理に必要な情報

・ 『性状』、『荷姿』に関する事項
・ 『通常の保管状況の下での腐敗、揮発など性状の変化』に関する事項
・ 『他の廃棄物との混合等により生ずる支障』に関する事項
・ 『JIS C0950号に規定する有害物質（鉛等６物質）の含有マークの表示』に関する事項
・ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等に係る記載
・ その他『取り扱う際に注意すべき事項』

⑥『委託契約期間中における上記の適正処理に必要な情報の変更時の情報伝達方法』に関する事項
⑦『委託業務終了時の排出者への報告』に関する事項
⑧『委託契約解除時の未処理産業廃棄物の取扱い』に関する事項

運搬に係る契約書記載事項 処分に係る契約書記載事項
⑨『運搬の最終目的地の所在地』
⑩積替え又は保管を行う場合は、『積替え又は

保管を行う場所の所在地』『保管できる産業
廃棄物の種類』『積替えのための保管上限』

⑪安定型産業廃棄物の積替保管を行う場合は、
積替保管場所での『他の廃棄物と混合するこ
との許否等』

⑨『処分又は再生の場所の所在地』、『処分又は再
生の方法』、『処分又は再生に係る施設の処理能
力』

⑩処分又は再生を委託する場合において、当該廃
棄物が法第15条の４の５第１項の許可を受け
て輸入されたものであるときは、その旨

⑪中間処理を委託するときは『最終処分の場所の
所在地』、『最終処分の方法』、『最終処分に係る
施設の処理能力』



産業廃棄物管理票（マニフェスト）について
○産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付義務（法第12条の3）

産業廃棄物の種類、運搬業者、運搬先、処理方法等ごとに、産業廃棄物の
引き渡しと同時に排出事業者（元請業者）が交付
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〈廃棄物引渡し時〉 ①排出者は、マニフェストに必要事項の記載を自ら行い、記載事項を確認の上、廃棄物
と共にマニフェストの全てを収集・運搬業者に渡す。

②排出者は、運搬業者の署名が入った【A票】を控えとして受け取り、保存

〈運搬終了後〉 ③運搬業者は、処分業者に【B1・B2・C1・C2・D・E票】を回付
④処分業者は、署名後【B1・B2票】を運搬業者に返却
⑤運搬業者は、運搬終了後10日以内に【B2票】を排出者に送付

〈処分終了後〉 ⑥処分業者は、処分終了後10日以内に【C2票】を運搬業者に送付
⑦処分業者は、処分終了後10日以内に【D票】を排出者に送付
⑧処分業者は、最終処分終了の確認後10日以内に【E票】を排出者に送付
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○料金はマニフェストの返送確認後、収集運搬業者と処分業者のそれぞれに
直接支払うこと。（大阪府建設指導要綱）

○元請業者が講ずべき措置

・交付後、一定期間内にマニフェストが返送されない場合
（B2票、D票：90日（特管は60日）、E票：180日）

・処理困難通知を受け、返送されていない場合
⇒①運搬・処分の状況把握、生活環境保全上の支障の除去又は発生防

止のための必要な措置、及び②30日以内に知事又は政令市長への
措置内容等の報告が必要

○元請業者がA票、B2票、D票、E票を５年間保存

産業廃棄物管理票（マニフェスト）について



産業廃棄物管理票交付等状況報告

○対象事業者

○報告内容

※ 【建設業者向け】マニフェスト交付等状況報告書の提出について

http://www.pref.osaka.lg.jp/sangyohaiki/sanpai/kennmani.html

［法第12条の3第7項］

前年度に産業廃棄物処理業者に収集運搬又は処分を委託し、
マニフェストを交付した全ての事業者

※電子マニフェストを活用している場合、情報処理センターが報告を行う
ため、事業者自らが報告する必要はない。

前年度1年間のマニフェストの交付状況について、発生場所（工事現場）を
統括管理する支店等ごとに、毎年6月30日までに所管行政庁に報告

20



○マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報
処理センター（（公財）日本産業廃棄物処理振興センター※）を介したネットワークで
やり取りする仕組み。

※（公財）日本産業廃棄物処理振興センター
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/index.html

電子マニフェストについて

出典：「産業廃棄物を排出する事業者の方に」（（公財）産業廃棄物処理事業振興財団） 21

https://www.jwnet.or.jp/jwnet/manual/guide/movie/index.html

〇電子マニフェストの操作方法（動画）はこちら



22
（出典）電子マニフェスト導入実務説明会資料（令和３年度、JWセンター）



23
（出典）電子マニフェスト導入実務説明会資料（令和３年度、 JWセンター）
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（出典）電子マニフェスト導入実務説明会資料（令和３年度、 JWセンター）



25
（出典）電子マニフェスト導入実務説明会資料（令和３年度、 JWセンター）



26
（出典）電子マニフェスト導入実務説明会資料（令和３年度、 JWセンター）



○対象事業者

※【建設業者】産業廃棄物の多量排出事業者制度に関する報告書の提出
http://www.pref.osaka.lg.jp/sangyohaiki/sanpai/taryo.html

多量排出事業者制度 ［法第12条第9・10項、法第12条の2第10・11項］

大阪府内10行政（大阪府、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）の各所管区域内事業場からの

産業廃棄物の前年度合計発生量が1,000ｔ以上（特別管理産業廃棄物は
50ｔ以上）の者

事業場：建設業においては、「作業所（現場）」
発生量：各行政庁の所管区域内の支店等ごとに、当該支店等が統括す

るすべての作業所から発生する産業廃棄物の量を加算した量

各行政庁の所管区域内の作業所を総括的に管理している支店等ごとに、
「（特別管理）産業廃棄物処理計画書」を作成し、6月30日までに所管行政
庁に提出。
また、翌年度に「 （特別管理）産業廃棄物処理計画実施状況報告書」を提
出する必要がある。

27

○報告内容



産業廃棄物
・廃プラスチック類 ・ガラスくず ・がれき類 等

石綿含有産業廃棄物（非飛散性アスベスト）→レベル３
・石綿を含むＰタイル（廃プラスチック類）
・石膏ボード（ガラスくず）
・石綿スレート板（がれき類） 等

特別管理産業廃棄物
・爆発性、毒性、感染性等の性状を有する産業廃棄物

一般廃棄物
・家庭からのごみ ・事務所からの紙くず、食品残渣等

石綿含有一般廃棄物
・日曜大工によって排出された石綿スレート等

特別管理一般廃棄物
・爆発性、毒性、感染性等の性状を有する一般廃棄物

石綿含有廃棄物等の定義

廃石綿等（飛散性アスベスト）→レベル１、レベル２

28



○「石綿含有産業廃棄物」は法令上の種類ではなく、「廃プラスチック類」や「がれき」
などに石綿が含有している場合を示すもの。

例：石綿を含むPタイル ・・・・・・廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物）
石綿を含むスレート板 ・・・・がれき類（石綿含有産業廃棄物）

○処理方法 ⇒ 溶融処理、無害化処理、埋立処分
破砕･切断等の処理は禁止

○処理委託する際は、
・委託契約書やマニフェストに石綿含有産業廃棄物である旨記載する。
・許可証に石綿含有産業廃棄物を含まない旨の記載のある業者に委託はできない。

石綿含有産業廃棄物 ［施行規則第7条の2の3］

解体工事等で発生する廃棄物のうち、石綿を0.1%を超えて含有しているものを

石綿含有産業廃棄物（特別管理産業廃棄物の廃石綿等を除く。）と定義。

29



石綿含有建材の種類 留意事項

石綿含有成形板等 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こと。

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こと。

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こと。

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
取扱いに留意すること。

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こと。

○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

30



適正処理について
●廃石綿等（特別管理産業廃棄物） ●石綿含有産業廃棄物

（特別管理産業廃棄物を除く）

①
管
理
体
制

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置。
自ら処理する場合、帳簿を備え付ける

産業廃棄物管理責任者を置くよう努める

②
建
設
工
事
現
場
に
お
け
る
保
管

■保管基準
・周囲に囲いを設ける
・見やすい箇所に掲示板を設ける
(廃石綿等の保管場所である旨、責任者の氏名
等を表示）
・囲いの下端から勾配50％以下の高さにする
・他の物が混入しないよう仕切りを設ける
■飛散防止措置
・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の飛散防止の措置を
講じる

■容器等への表示
・個々の容器に廃石綿等であること
・取扱い上の注意事項

■保管基準
・周囲に囲いを設ける
・見やすい箇所に掲示板を設ける
(廃棄物の保管場所である旨、責任者の氏名等
を表示）
・囲いの下端から勾配50％以下の高さにする
・他の物が混入しないよう仕切りを設ける
■飛散防止措置
・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、シート掛け、袋詰めする。
・石綿含有仕上塗材は、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、安定化等の措置が望ま
しい
■容器等への表示
・容器に石綿含有産業廃棄物であること
・取扱い上の注意事項

※表示は義務ではなく、望ましい
31



適正処理について

32

●廃石綿等（特別管理産業廃棄物） ●石綿含有産業廃棄物
（特別管理産業廃棄物を除く）

③
収
集
・運
搬

■処理基準(収集・運搬)
・飛散、流出させない

・混合するおそれのないように、他の物と区分
・原則、積替えを行わず、処分施設に直送する
・運搬車に廃棄物収集運搬車両である旨の表示
・マニフェスト等の書面を備え付け
・廃石綿等である旨、取り扱う際に注意すべき事
項を記載した文書の携帯又は収納した運搬容器
に表示
・委託する場合、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
・処理を委託しようとする者に対し、事前に文書
で通知（特別管理産業廃棄物の種類（廃石綿
等）、数量、性状、荷姿）

■処理基準（収集・運搬）
・飛散、流出させない

廃棄物を変形又は破断しないよう原形のまま整然と
積み込み、又は荷下ろしを行う

シート掛け、フレコンに詰める

石綿含有仕上塗材は二重こん包のまま運搬

けい酸カルシウム板第１種（切断・破砕されたもの）

等は、フレコン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

・混合するおそれのないように、他の物と区分
・積替えは一定の条件下で可能
・運搬車に廃棄物収集運搬車両である旨の表示
・マニフェスト等の書面を備え付け
・収集・運搬を委託する場合、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



適正処理について
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●廃石綿等（特別管理産業廃棄物） ●石綿含有産業廃棄物
（特別管理産業廃棄物を除く）

④
処
分

■処理基準（処分）
・処分を委託する場合、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）、

又は国の認定を受けた無害化処理施設に委託
する。

・委託する場合、処理を委託しようとする者に対し、
事前に文書で通知
（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）
・マニフェストの交付、確認、保存を行う（保存期
間は５年）。

■処理基準（処分）
・処分を委託する場合、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）

又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）。
・原則、破砕又は切断は禁止

・マニフェストの交付、確認、保存を行う（保存期
間は５年）。
（委託契約書及びマニフェストには、石綿含有産

業廃棄物 を含む旨を記載）

※石綿（アスベスト）に関すること
http://www.pref.osaka.lg.jp/sangyohaiki/kenpai/index.html



○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る。

○被災地域の生活環境への石綿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、石綿飛散防止対策を徹底する必要がある。

地震災害時に発生する廃石綿等が適正処理が図られるようご協力
をお願いします。

●災害発生時の応急措置への協力

必要に応じて、建築物の持主等による廃石綿等の飛散・ばく露防止の応急処置の実施

（飛散防止、湿潤化、立入禁止等）にご協力を。

●石綿を含む廃棄物は区分して適正に保管

石綿を含む廃棄物と含まない廃棄物

廃石綿等と石綿含有廃棄物

●廃石綿等、石綿含有廃棄物は平常時と同様、適正に処理

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に適正に運搬・処分。

地震災害時に発生する廃石綿等の適正処理について

区分して適切に保管。
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平成29年10月１日より施行【概要】

項目 必要な措置

処理の委託 • 「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を受
けた者に委託

• 水銀回収が義務づけられているものの処理を委託する場合は、
水銀回収が可能な事業者に委託

保管
・他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置
・掲示板の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」と表示

収集・運搬 破砕することのないよう、また、他の物と混合するおそれのないよ
うに区分して収集・運搬

マニフェスト 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれるこ
と、また、その数量

35
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対象となる主な水銀使用製品例と判別方法

製品 判別方法
一次電池  アルカリボタン電池

 空気亜鉛電池
• 品番（アルカリボタン電

池）
• 品番、国内メーカー（空

気亜鉛電池）

ランプ類  蛍光ランプ
 HIDランプ

品番、用途、形状など

*水銀を含まないランプもある。
日本照明工業会のサイトに情
報あり

※写真は、環境省「主な水銀使用製品リスト」より引用 36

主な水銀使用製品



○ 高度経済成長期の建築物が更新時期を迎え、今後解体廃棄物が増加。

○ 建設廃棄物は平成２６年度に比べ令和元年度は排出量が減少し、
建設混合廃棄物も減少。（表１）

○ 再生利用率はがれき類で約９８％、金属くずで約９０％と再生利用は進んでい
る。

一方、建設混合廃棄物の再生利用率は６４％と低い。（図１）

表１ 建設廃棄物及び建設混合廃棄物の排出量

品目 H26年度 R元年度

建設廃棄物 ３９３万トン ３６６万トン

建設混合廃棄物 ２３万トン ２２万トン

図１ 建設廃棄物の再生利用率

建設混合廃棄物の発生抑制に向けて
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分別容器は最適なサイズを！
廃棄物の種類毎の量や保管スペースを踏まえて、最

適なサイズの分別容器を選択する。

保管スペースが小さい工事では、移動が容易なキャ

スター付き小型容器が有効。

ポイント１

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する。

・実物の写真を使うことも有効。

ポイント２

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る。

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

場を片付ける。

※現場の清潔保全は、安全性の向上にもつながる。

ポイント３

分別をするメリット！！

処分料金が安くなる！

環境配慮企業を
PRできる！

混合廃棄物で処理委託するより、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る。

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とのPRとなる。

分別するためのポイント
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注意すべき事例等

【不適正事案】

• 廃石綿等の不適正処理について

• 建設廃棄物の元請責任に関する不適正処理について

【建設廃棄物の定義】

• 産業廃棄物と土砂の取扱いについて

• がれき類の適正処理について

• 建設汚泥の適正処理について

• 地下工作物の取扱いについて

• 解体時における残置物の取扱いについて
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解体工事で生じた廃石綿等をがれき類（石綿含有産業廃棄物）

として元請業者が処理業者に処理を委託した。

○廃石綿等は特別管理産業廃棄物であり、がれき類（石綿含有産

業廃棄物）として処理できない。

○処理を委託する場合、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、処分業者に委託。

廃石綿等の不適正処理について

40



法令 建材の種類

石綿含有吹付け材

（レベル1相当）(※)

石綿含有耐火被覆材
石綿含有保温材
石綿含有断熱材

（レベル２相当）(※)

その他の
石綿含有建材

（レベル３相当）(※)

建築基準法
（国土交通省）

吹付け石綿
石綿含有吹付けロック
ウール

対象外 対象外

大気汚染防止法
（環境省）

特定建築材料
（吹付け石綿）

特定建築材料
（石綿含有断熱材等）

石綿含有成形板等
石綿含有仕上塗材

大阪府生活環境の
保全等に関する条例

石綿含有建築材料
（吹付け石綿）

石綿含有建築材料 石綿含有成形板等
石綿含有仕上塗材

労働安全衛生法
石綿障害予防規則

（厚生労働省）

建築物等に吹き付けら
れた石綿等

石綿等が使用されている
保温材､耐火被覆材等

石綿等

廃棄物処理法 廃石綿等
(特別管理産業廃棄物)

廃石綿等
(特別管理産業廃棄物)

石綿含有産業廃棄物

(※)「建築物の解体等工事におけるアスベスト粉じんへのばく露防止マニュアル」（建設業労働災害協会）で
作業レベルをレベル1～3に分類し、便宜的に主な建材の区分としても使用。なお、一般的な呼称である。

（参考）国土交通省
「アスベスト対策Q&A」主な法令における石綿含有建材の名称

ひる石とパー
ライトはレベ
ル１のまま

ビニル床タイ
ル等その他石
綿含有材料も
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建設廃棄物の元請責任に関する不適正処理について

発注者

（産業廃棄物の許可なし）

【不適正事案の概要】

元請業者（Ａ社）

下請協力会社（Ｂ社）

孫請施工会社（Ｃ社）

不法投棄者（Ｄ）

〇元請責任について知らなかった。
〇下請業者が産業廃棄物の処理業者

と契約しておれば大丈夫という認識
だった。

〇登録されている協力業者に委託す
れば、処理手続きはクリアされると思
い、許可の有無は確認しなかった。

廃棄物処理法２１条の３により
Ａ社が「排出者責任」を負う。

⇒ 元請責任の認識が薄い
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コンクリートがら

アスファルトがら

廃プラスチック類

産業廃棄物と土砂の取扱いについて
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がれき類（コンクリートがら、
アスファルトがら）等の産業廃棄物

産業廃棄物
と土砂の混合物

土 砂

土砂は廃棄物でないため、廃棄物処理法の対象外

廃棄物として許可

業者へ処理委託

盛土や埋め戻しに利用／残土処分場で埋立処理

産業廃棄物と土砂の取扱いについて
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工事現場にて発生したコンクリート等のがれき類を自ら破砕し、現場内で再利用
したい。

○がれき類を自ら利用する際には、以下に留意し、不適正な処分行為を行わないこと。

・廃棄物による土地造成や埋め戻しは禁止。

・がれき類を自ら利用する場合、販売できる品質まで加工すること。

・利用箇所は下記に限定される。

①工作物本体への利用（例：道路路盤、建築物の基礎等）

②工作物と一体的な箇所への利用（例：構造物の裏込め等）

※販売されている資材と同等品質まで加工した場合には、敷き均し等に利用することは
可能であるが、必然性のない埋設や敷き均し等は不適正な処分とみなされる。

（参考）

「大阪府がれき類の自ら利用に関する指導指針」

http://www.pref.osaka.lg.jp/sangyohaiki/sanpai/gareki.html

がれき類の適正処理について
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工事現場において、杭工事に伴い発生した建設汚泥（産業廃棄物）を現地にて
天日乾燥や薬剤添加を行ったうえで、土砂として処分することは問題ないか。

○汚泥か土砂かのいずれに該当するかは、発生時点の性状で判断。
○発生時点で泥状を呈していれば、産業廃棄物の汚泥となる。
○現場で脱水、乾燥、薬剤添加等の処理を施し、泥状を呈さなくなっても、依然と

して産業廃棄物の汚泥として取り扱う必要があるため、土砂として処分するこ
とは廃棄物処理法に違反する行為となる。

（参考）
「建設廃棄物処理指針」（環境省）
http://www.env.go.jp/hourei/add/k035.pdf

「掘削工事に伴う汚泥と土砂の判断区分について」
（大阪府・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）

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/29478/00000000/06%20handankubun_2020.4.pdf

建設汚泥の適正処理について
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地下工作物の取扱いについて

以下の全ての条件を満たすとともに、

「既存地下工作物の取扱いに関するガイドライン」（2020年２月、（一社）日本建設業連合会）
https://www.nikkenren.com/kenchiku/pdf/underground_guidline.pdf

① 存置することで生活環境保全上の支障が生ずるおそれがない。
② 対象物は「既存杭」「既存地下躯体」「山留め壁等」のいずれかである。

③ 地下工作物を本設又は仮設で利用する、地盤の健全性・安定性を維持する又は撤
去した場合の周辺環境への悪影響を防止するために存置するものであって、老朽化
を主な理由とするものではない。

④ 関連事業者及び土地所有者は、存置に関する記録を残し、存置した地下工作物を
適切に管理するとともに土地売却時には売却先に記録を開示し引き渡す。

解体工事において、既存杭を存置することは問題ないか。

以下ガイドラインの「3.2.3 存置する場合の留意事項」に基づく対応が行われる場
合は、関連事業者及び土地所有者の意思に基づいて地下工作物を存置して差し
支えない。なお、存置の対象となるのは、コンクリート構造体等の有害物を含まな
い安定した性状のものに限られる。また、戸建住宅の地下躯体は対象に含まれな
い。
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建築物の解体時、建物内に残置している家具や備品等を解体工事にて発生
する産業廃棄物とあわせ、産業廃棄物として処分することは問題ないか。

○建築物の解体時、当該建築物の所有者等が残置した廃棄物は解体に伴い
生じた廃棄物と異なり、その処理責任は所有者等にある。このため、建築
物の解体を行う際には、解体前に当該建築物の所有者等が残置物を適正
に処理する必要がある。

○残存物は排出状況及び性状により、一般廃棄物又は産業廃棄物となる。
※一般家庭が排出する場合は一般廃棄物となり、事業活動を行う者が排出する場合は、廃棄

物の種類・性状により産業廃棄物又は事業系一般廃棄物となる。

（参考）

「建築物の解体時における残置物の取扱いについて（通知）」 （環境省）

https://www.env.go.jp/hourei/add/k072.pdf

解体時における残置物の取扱いについて
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業務用エアコン・冷凍冷蔵機器からの
フロン回収

○機器の所有者が
フロン類充塡回収業者（登録制）に依頼

○何人も業務用冷凍空調機器中の冷媒フロン類を
みだりに放出することは禁止されています。

違反すると･･･ １年以下の懲役または50万円以下の罰金

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>
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○解体する建物において、

フロン類を使用している業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の有無を事前確認し、

その結果を書面（事前確認書）で工事発注者（施主）に交付して説明。

その書面の写しを３年間保存。

○工事発注者から委託確認書をもらい、フロン回収を充塡回収業者に依頼。

（工事発注者から充塡回収業者へのフロンの引渡しを受託した場合）

○廃棄物・リサイクル業者に廃棄機器を引き渡す際に引取証明書の写しを交付。

※解体工事には、改修や小規模工事も含む。

（機器の冷媒配管をはずす等、機器からフロン放出の恐れがある場合は対象）

機器の廃棄者（施主）、建設業者（元請業者）の役割の詳細は、別紙「建物解体時
の規制が強化されました」に記載しています。

<フロン排出抑制法>解体工事における元請業者の義務
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様式は、一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構のホームページ

（ http://www.jreco.or.jp/ ）からダウンロードできます。

○○解体株式会社
代表取締役 ○○ ○○

xxx-xxxx ○○県△△市△丁目△－△

○○ ○○

①書面の交付日

②工事発注者（施主）の氏名・住所

③工事元請業者の氏名・住所

④責任者の氏名・連絡先

⑤解体工事の名称・場所

⑥業務用冷凍空調機器の有無・台数

R○ ○ ○

○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 殿

xxx-xxxx ○○県○○市○丁目○－○○

○○○ ○○○ ○○○○

○○ビル解体撤去工事

○○県○○市○丁目○－○○

５ ３

☑

<フロン排出抑制法>事前確認書の記入方法
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大阪府のホームページ

●産業廃棄物に関すること
http://www.pref.osaka.lg.jp/sangyohaiki/sanpai/index.html

●建設廃棄物に関すること

http://www.pref.osaka.lg.jp/sangyohaiki/kenpai/index.html

●「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおり（産業廃棄物・排
出事業者向け）

http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/report/shiryo.html#shiori

●フロン排出抑制法に関すること

http://www.pref.osaka.lg.jp/sangyohaiki/furon2/

廃棄物処理法関連

●平成２２年改正廃棄物処理法について （環境省）
http://www.env.go.jp/recycle/waste_law/kaisei2010/index.html
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