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ഥᏍஹ॑ाबञपँॊधःढथुेःभदमऩःदखॆअऊ؛
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01

Process

委託前の

きほんの知識 1

産業廃棄物の

排出事業者責任ってなに︖

1

排出事業者には、自らの責任において適
正に処理する義務があります
「事業者は、事業活動に伴って⽣じた廃棄物を、⾃らの責任において適
正に処理しなければならない」（廃棄物処理法第３条）と定められてい
ます（排出事業者責任）。
廃棄物の処理を他⼈に委託することができますが、その場合も⾃治体が
許可した運搬業者に運搬を、同様に許可のある処分業者に処分を、それ
ぞれ委託しなければなりません。
建設⼯事の場合は、発⽣する廃棄物の処理責任は元請けにあり、排出事
業者は元請け業者となります。

2

運搬又は処分を他人に委託す
る場合は、
「委託基準」を守り、
書面で契約を交わさなければ
なりません
排出事業者は、廃棄物の運搬や処分を処理業者などに委
託する場合は、委託基準を守ることが必要です。委託す
る場合には、何よりも、その廃棄物について許可を受け
ている運搬業者や処分業者と事前にそれぞれ委託契約
書を交わすことが法律上必要です。
また、廃棄物が運搬されるまでの間、保管する場合には、
廃棄物が⾶散したり流出したりして周囲の環境に悪影
響を及ぼさないように「保管基準」を守ることが必要で
す。

3

運搬又は処分を他人に委託し
引き渡す際に、マニフェストを
利⽤して管理しなければなり
ません
排出事業者は、廃棄物を厳正に管理するため、マニフェ
スト（産業廃棄物管理票の通称）を⾃らの⼿で交付し、
更に５年間保存しなければなりません。

2

処理を委託しても
責任を問われること
があります

ਓఀಣभൾলহிભढथ

ऩपء

੦ୀખ

 ٴ૪৶धిજऩઍदీ৺॒॑दःऩऊढञ

قঐॽইख़५ॺઐહଝਜୀખಉك
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 ٴಅ૭॑ਭऐथःऩःपఀಣ૪৶॑खञ
भಅ૭જोؚखञਓఀಣभரథभ
ಅ૭ऋऩऊढञऩन॑அि

ିਔଝਜୀખپ

 ٴ෩खऎः૪৶મসदपखञ
 ٴखञऋਂ১ಣृૌ৳ଵखथःॊधभ⌞॑
ୂःञऋؚ૪৶॑ਢऐञ
 ٴషढथऌञঐॽইख़५ॺभઍ॑નੳखऩऊढञ

ೈ઼୵ഥ

もしも
委託先の処理業者が
不法投棄をしたら

 ٴঐॽইख़५ॺऋନढथऒऩऊढञऋؚਞऋणऊऩऊढञ

پ

खञহ
भிભधखथؚঽ
৬ेॉਓఀ
ಣभඏு୵ഥ
قඏுા৷भ૿
ऩनكऋলऔोॊ
ऒधऋँॉऽघ؛

ൾলহमؚ੦ृঐॽইख़५ॺऩनभ১ഥದஹपਸइथؚਓఀಣभেऊैਈી૪ীऽदभ৴भ૪৶ऋਂిਫपষॎोऩःे
अؚਏऩೈ઼॑ङॊऒधऋीैोथउॉؚऒो॑ିਔଝਜधःःऽघ؛
قఀಣ૪৶১ਸ਼ 12 ਸ਼ 7 ඨك
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ૐઈဦ
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૪৶ৎभषभৢੴଝਜୀખ

6 াਰৣभ૽खऎमڬڱਐਰৣभຌস

ଝਜୀખؚଵ৶੶ஈଝਜୀખؚ
ਾઔଝਜୀખؚ༘ਾઔؚয়োਫ਼ਪ؞ઽுभ౯؞࿉૩؞
ᅏೂ

ڬگਐਰৣभຌস

ൾলহभਓఀಣ૪৶ੑभਂল
ৰ૾யਾઔभਂল

ڬڮਐਰৣभૌમ

ି؟੶भऎभૠपणःथमؚষನ॑ຌघॊऒधपधनऽैङؚ১যपৌखथुຌসദऋఐचैोॊ
قຌૠ؛كরदुپपणःथमؚ১যपৌखथ 3 ਰৣभຌসദधऩढथःॊق১যୖ؛ك
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02

भ

Process

ऌऺ॒भੴ 2

ँऩञभ

হৃऊैൾলऔोॊभम
न॒ऩओाء
হৃऊैਂਏऩुभऋൾলऔोञৎਡदؚजोऋَਓఀಣُऊَহ௺ಹఀಣ
ُऊؚਲ਼ేदऌॊَથُऊपীథखؚ૪ীृ૪ী্১॑ৠीऽखॆअ؛ఀಣ
भপীमৱ౺धखथজ१ॖॡঝघॊऒधऋ૭ચऩञीؚজ१ॖॡঝदऌॊुभؚથ
दਲ਼ేदऌॊुभमखढऊॉীશघॊऒधऋপજदघ؛

ਂਏभীథৎ
Check1
P5

ఀಣभൾলৎ
Check4

ఀಣ or થ ?
 ٴથऩैఀಣ૪৶১भૠৌਗپ
پञटखَથ૩ઞ৷ੋਃஓُ
قఀಣ૪৶১ਸ਼ 17 भ 2ك

P9

ఀಣभਙ૾ृ
ିਔघसऌਡमء

मથदँढथुఀಣ૪৶১ऋి৷औोऽघ؛

Check2
P6

ਓఀಣ or হ௺ಹఀಣء

Check3

ਓఀಣ or ્શଵ৶ਓఀಣء

P7

 ٴহ௺ಹఀಣऩै૪৶पँञढथ
੨ঝشঝपజअ

 ٴजोझोಅ૭मશऩभदିਔ
્ ٴશଵ৶ਓఀಣऋँॊৃ়मؚ
ଵ৶ிભ઼॑ऊऩऐोयऩैऩः

ख ढ ऊ ॉ

ী

P5

શखथిਫ૪৶
થमਲ਼ేखथ॥५ॺచ


4

୭୶॑ଖइॊସಉभ
அથؚඞभିਔহඨऋ
ँोयધછदৢੴघॊ

ൾলহঽैऋؚ
ఀಣभীథ؞ਙ૾॑
པघॊऒधऋਏآ

P9

पਬऌநघऽद
ిਫप৳ଵ॑

ँऩञभহৃऊैൾলऔोॊभमन॒ऩओाء
ख ढ ऊ ॉ

ী

શखथిਫ૪৶
થमਲ਼ేखथ॥५ॺచ

ఀಣभిਫ૪৶मؚऌठ॒धखञীશऊैऽॉऽघ؛হৃऊैਂਏऩुभऋেखञৎਡदؚज
ोऋਓఀಣऊؚহ௺ಹఀಣऊँؚॊःमથदਲ਼ేदऌॊुभऊ॑ൾলহऋखढऊॉ৹
सؚীશखऽघ؛ऌठ॒धীશदऌोयृॊसऌঝشঝुৄइेؚॉଐः૪৶্১ृ૪৶॥५ॺभచ
पुᇽऋॉऽघ؛
जोदमَؚਓఀಣَُؚহ௺ಹఀಣُधम୦दखॆअऊ؛जभपؚजुजुَఀಣُध
म୦दखॆअऊ؛
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Check

ఀಣ or થ ?
થधम

ఀಣधम

َથُधमؚఀಣधऩैऩःؚয

َఀಣُधमؚ১قఀಣ૪৶১كद
मؚಚથऋঽैਹ৷खྼؚमযपથ

पେःढथुैइॊகभથॊੋ৽ؚ

दਲ਼ేघॊऒधऋदऌऩःञीपਂਏ

पகभँॊुभ॑ःःऽघ؛

धऩढञؚಕ૾ྼमั૾भुभ॑ःः
ऽघ؛

ିਔ
खेअآ

ಗથ(A-B मঐॖॼ५)

दुऒऒदିਔे؛ऎँॊਵधखथؚ
ਲ਼େતभऺऊपؚઈ൛ृॉඞः

භো৻স A

ুਯમभृॉधॉऋँॉؚટؚൾ

ൾল

লऋਬॉपउস॑நघेअऩ

হ

ॣش५قಗથكऋँॉऽघऋؚऒोम৯॑इञ
૪৶મসपৼਊखؚఀಣपჾਊखऽघ؛

ୟଛા B

ఀಣ
භো੫

ઽૐઈဦ

ृऔखःेअदखःَఀಣُभଝ
ఀಣऊؚથऊৄखथীऊैऩ
ःৃ়ؚनभेअपਖ਼घॊभदखॆ
अऊ؛
ఀಣपँञॊऊनअऊमرؚभॣ
ش५ओधपਖ਼ऋਏपऩॉؚ୭
मਰৣभ௴ਡಉऊै়पਖ਼घॊ
ະ຺भଉ॑ંखथःऽघ؛

ڭ
ڮ
گ
ڰ
ڱ

भਙ૾
ൾলभ૾ய
ৢଞभඞःभଙ
ਬகभથ૮
ಚથभਔಂ

ంभఀಣଝق়ਖ਼ହكभڱਏಞमुؚधुधँؚॊଇਖ਼भਈৈ
ଇਖ਼ৠऋਟधऩढथःऽघ؛ऒभ਼ੀदमँऽॉपुથऩَउऊै
ଇਖ਼ُقਛ 11 ফਈৈଇਖ਼ৠكधళयोॊଇਖ਼दघ؛
ৢଞम୫౫पुऩॊَउऊैُऋਓఀಣटऩ॒थؚৄघॊधਂ়
৶पुઓइऽघऋ়ؚਖ਼ହपয়थयؚगਙ૾भَउऊैُदु૾
யઃਸ਼दँढथؚপपदऌञुभقൾলभ૾யؚكେःুऋणऊऩः
ुभقਬகभથ૮كऩनपणःथमउস॑௸ढथ૪৶॑उൢःघॊ
ਏऋँॉ়ؚपਖ਼खथఀಣधखथඞॎोॊ্ऋؚिखौ়৶
धःअऒधपऩॉऽघ؛
खऊखؚऒभਖؚऒोदીॎॉदमऩऎؚਖ਼ৠभโফ਼ؚभজ१ॖ
ॡঝभਃઈ॑ਭऐथःॎॅॊ୫ષজ१ॖॡঝ১ऋਛয়खऽखञ؛়ਖ਼
ହपेोयَਬகभથ૮ُमఀಣჾਊਙभڭਏधऩढथःऽ
घऊैؚজ१ॖॡঝષभயपेढथमَउऊैُऋਸੵਉમधखथથ
ਬऔो૾ؚயपेढथमऒोऽदभਖ਼प৲ऋেगॊ૭ચਙुँ
ॊदघ؛

5

ँऩञभহৃऊैൾলऔोॊभमन॒ऩओाء

2

Check

ਓఀಣ or হ௺ಹఀಣ ?

হણपൣढथেगॊఀಣमؚ
َਓఀಣُधَহ௺ಹఀಣُपীథऔोऽघ؛
खृृऒखःभदघऋؚયীभದमਓఀಣऊैदघ؛୦ऩैؚಹఀಣभ১भଝऋ
َਓఀಣਰਗभఀಣُधऩढथःॊऊैदघ؛

ਓఀಣधम

হ௺ಹఀಣधम

ਓఀಣमؚఀಣ૪৶১قষഥك

হ௺ಹఀಣमؚহણपൣढथে

द 1 भڬڮரథपीैोथःऽघ؛

गञఀಣदؚਓఀಣਰਗभुभधऩ

ऒभअठ 1ع12 भुभमؚघसथऋਓ

ॉऽघ؛৬पमৣقڮؚჷكभधउ

ఀಣपऩॊभपৌखؚ13 ਰৣभुभम

ॉदघ؛ಹఀಣमؚ੨पेढथ૪

भपँॊेअऩ્ؚभহણ

৶भঝشঝऋीैोथःऽघभदؚ

قரಉكपჾਊघॊৃ়भाਓఀಣ

੨भीपజढथిؚਫऩ૪৶धজ१ॖॡ

पऩॉऽघ؛

1

ਓఀಣभரథ
ਓఀಣभரథ



इᅊ

લຍऋैؚ॥شॡ५࿏ؚਓఀಣभ൏ేଋऔ

2

ළာ

ওॵय़ළာؚൾ૪৶ළာؚআঝআॵॺළာৣؚළာ

3

ఀఅ

ఀဋෟఅؚఀજచఅؚ३থॼشಉఀྃදథ

4

ఀ

ఀᆼؚఀᅾؚఀවؚఀାั

5

ఀ॔ঝढ़জ

ఀ९ؚัॲشসരचढऐ॒ఀัؚఀਠ൸ั

6

ఀউছ५ॳॵॡథ

অॽঝऎङؚှ५ॳটشঝऎङ়ؚਛ०ऎङ

7

०ऎङ

ଠே०ऎङ

8

সരऎङ

ଢ଼༿ऎङؚજచऎङؚ૬࿁ؚসര५ॡছॵউ

9

फ़ছ५ऎङؚ॥থॡজॺش
ऎङؚᄓஓऎङ

फ़ছ५ऎङؚঞথफ़ऎङؚ॥থॡজॺشଲୗभऎङ

10

औः

५ছॢঀؚটؚఀᄃෛ

11

ऋोऌథ

ੵभৗണ؞ണಉदেखञ॥থॡজॺشൺಉ

12

यःग॒

यःেਝಉदেघॊयःग॒दؚૐग॒ਝदૐीैोञुभ

13

ऎङ

14

ऎङ

15

ྐऎङ

ੵभৗണ؞ണಉदেखञुभृྐੵभଠேྐऎङ

16

ਙଋऔ

୫મષ؞ୢఇષ؞ಘમଲୗदਉમधखथઞ৷खञभಕ૾भਂਏ

17

௺ಕਂਏ

धႛৃभᄕႛ؞୫೭पબॊಕ૾भਂਏ

18

भऴ॒ႌ

ႛਓभभऴ॒ႌ

19

भଈ৬

ႛਓभभଈ৬

ഥਸ਼ 13 ಀఀಣ

੶ 1 ऊै 19 भਓఀಣ॑૪৶खञुभदؚ1 ऊै 19 पჾਊखऩःुभ
ق॥থॡজॺشಕ৲ಉك

घसथभரपુৢ

1

્भரपेॊुभ

20

2

ঝ॑ਤीऽखॆअ؛

ੵभৗണ؞ണಉदেखञऎङؚঃঝউ؞ಉଲୗؚഀླؚྀଲমؚഀླྀਸ
ੵदেखञऎङ
ੵभৗണ؞ണಉदেखञुभؚ౫؞ଲષ؞ঃঝউଲୗؚୟো౫ਲ਼ؚ
ષ൛ؚदেखञऎङؚఀঃঞॵॺ

হ௺ಹఀಣभ

 ऎ ङ

شঝؚৗୂؚड़ইॕ५ؚහऩन

ृૹق୰ಉऊैൾলऔोॊৃ়ك

 ऎ ङ

ଲभၱ؞ᇼؚच॒ऩन

ྐऎङ

ଠேྐقหഘؚഘؚസऩनپك৲৾ྐଲષमਓఀಣ

ᇴ ᄿ థ

୫ષभਲ਼ोଋॉҩ୫सଋखؚ৹৶ऎङऩन

؞ૅ৾قୗୱಉऊैൾলऔोॊৃ়ك
ृૹق୰ಉऊैൾলऔोॊৃ়ك

قঞ५ॺছথ؞ఉਊਲ਼ಉऊैൾলऔोॊৃ়ك

6

ँऩञभহৃऊैൾলऔोॊभमन॒ऩओाء

3

Check

ਓఀಣ or ્શଵ৶ਓఀಣ ?

ਓఀಣपणःथमؚऒोदীథमીॎॉदमँॉऽच॒؛ఀಣ૪৶১दमથ૩ਙृ৸ਙऩन॑
અൟखथؚਓఀಣभরदु્पଵ৶ऋਏऩुभ્॑શଵ৶ਓఀಣधखؚਓఀಣधमશभ
ढ़ॸ०জ॑شਝऐथಅ૭घॊऒधधऩढथःऽघ؛

્શଵ৶ਓఀಣधम

્શଵ৶ਓఀಣुఀಣ૪৶১قষഥكदीैोथःऽघ؛পऽऊपःइयؚਓఀಣदँ
ढथु્भਙ૾॑થघॊुभقਬౌਙभৈःఀఅؚྂ୫ਙभਘःఀҩఀ॔ঝढ़জ્ؚभથ૩॑அ
िऔःಉكध્ؚभથ૩قఀ PCB ಉؚఀಉؚఀલಉऩनृكഉਙਓఀಣऩनदघ؛

گقසك
્શଵ৶ਓఀಣ॑েगॊহৃदमؚఀಣ૪৶১قষૠಋكदीॊৱત॑થघॊ્શଵ৶ਓ
ఀಣଵ৶ிભभ৭ભधभਛऋਏदघ؛

3

્શଵ৶ਓఀಣभரథ
ர

థ

ହ



1. ఀఅ

มఅథྩؚఅథؚೄఅథ

2. ఀ

ಞॖड़থ෯২ਯ۟قHكऋ 2.0 ਰৣभఀั

3. ఀ॔ঝढ़জ

ಞॖड़থ෯২ਯ۟قHكऋ 12.5 ਰभఀั

4. ഉਙਓఀಣ

ಉ

ୢਃঢ়ಉऊैൾলऔोॊഉਙ୰ਉ৬ऋஅऽोؚखऎमહାखथःॊुभྼमऒोैभउजो
भँॊुभ
ఀ PCB ಉ
PCB ළഉ
PCB ૪৶

5. ્થ૩ਓఀಣ

ఀಉ
ఀલಉ
औःؚयःगؚ॒इᅊؚఀఅؚළာؚఀؚఀ॔ঝढ़জ
્پभਝृহৃऊैൾলऔोॊਓఀಣق૪ীघॊञीप૪৶खञुभ॑அिك؛दँ
ढथؚजभਓఀಣभরपஅऽोॊ Cd ಉभથ૩ସऋ୭ഥदीॊ੦॑தइॊुभ

পम৵॑ැबॊء
્શଵ৶ਓఀಣमਓఀಣेॉुడखःଵ৶ऋीैोॊुभदघ
ऋؚঽඊಅभेअपؚপඊಅऋँोयৢपुଭोॊभधमୀःؚ
્શଵ৶ਓఀಣभಅ૭दਓఀಣ॑ඞअऒधमदऌऽच॒؛णऽॉ৸
ऎશभढ़ॸ०জشऩभदघ؛
ऩउؚಅ૭मؚઽૐઈဦध૪ীुजोझो৸ऎશभढ़ॸ०জشधऩढथःॊ
भदؚకभेअपَਓఀಣُ
؞
્َશଵ৶ਓఀಣُलَઽૐઈဦُ؞
َ૪ীُधःढञੌा়ॎचदڰ়ؚणभढ़ॸ०জشऋँॉऽघ؛

7

1. ਓఀಣઽૐઈဦ
2. ਓఀಣ૪ী
3. ્શଵ৶ਓఀಣ
ઽૐઈဦ
4. ્શଵ৶ਓఀಣ૪ী

ँऩञभহৃऊैൾলऔोॊभमन॒ऩओाء

4

Check

ఀಣभਙ૾ृିਔघसऌਡमء

ॉඞःपିਔ॑ਏघॊुभऋஅऽोथःऩःऊનੳ

ఀಣभਙ૾؞ਛীप્ؚपॉඞःपିਔ॑ਏघॊुभऋஅऽोथःऩःऊҨનੳऋਏदघ؛इय
ઞ৷ଲષਓఀಣृલஅથਓఀಣقஅથ૨ऋ 0.1 %॑தइॊुभكमؚઽૐઈဦؚ૪
ীभؚजभभఀಣधभ়ಉऋరૃऔोथःऽघ؛

ఀಣभਙ૾॑નੳ

அથऔोॊਛীपेढथमిؚਫऩ૪৶॑ဵॊधఢఈ୭प୶॑ऻघ૭ચਙऋँॊुभऋँॉؚ૪
ীभ্১॑৭උघॊदؚఀಣभਙ૾॑નੳघॊऒधमপਏदघ؛

ఀಣभரథृਙ૾ಉपૢगञীશൾল॑घॊऒधऋਏ

ൾলহमؚఀಣभిਫ૪৶॑ન৳घॊञीؚఀಣभரథृਙ૾ಉपૢगञীશൾল॑घॊऒध
ऋਏदघ؛ऽञؚఀಣभॉඞःृෙੳ॑ଆएञीؚઍஓહ৷ছঋঝಉ॑ઍஓपቦॉؚସृ
ିਔহඨधधुपંघॊऒधऋऽोऽघ؛

ఀಣभਙ૾ಉभੲਾमপજ
قණঝ॔ঝॹॻহ੯भઇธك

2012 ফؚਹஉਆ௺भཱིৃदସ੦॑தइॊঝ॔ঝॹ
ॻऋਫ਼লऔोؚপૠெऩऋেघॊহ੯ऋেखؚ৹ਪभટؚ
সരਸੵওشढ़شभڹऋఀಣ૪৶भۉप૪৶खञঊय़
१ওॳঞথॸॺছথقHMTكऋਸীੰખૢखেखञुभधਖ਼
खऽखञ؛HMT मସළᄯଆૃ১ؚఀಣ૪৶১दૠऔोथः
ऩऊढञञीषभദহிભ୯मৄଛैोञुभभؚD मؚ
पेॊ૩๖॑൮ಉڱभহऊैीै
ोॊऒधधऩॉऽखञ؛
D ऋؚൾলघॊఀಣभਙ૾ृඞःभିਔਡ॑ऌठ॒धइ
थःोयؚ০भহमೂदऌञऊुखोऽच॒؛ఀಣ૪৶১
दमؚใपजअखञ੦قਙ૾ಉ॑ઔੴघॊଝਜुكीैो
थःऽखञ؛D मؚఀಣ૪৶১ୀખपमਖॎोऩऊढञुभभؚ
ড়হभ૩๖ਖऋেगؚऽञ੫ॖওش४ुপऌऎംणऐञ
धःइॊदखॆअ؛

8

ٕఀಣॹॱش३قॺشWDSكभણ৷ٕ॑
ఀಣ૪৶১दमਓఀಣभ੦॑
ीथउॉؚजभরदؚൾলহमిਫ૪
৶भञीपਏऩఀಣੲਾ॑૪৶प
घॊऒधधऔोथःऽघ؛୭म
ऒभহ੯॑ਭऐؚਛ 25 ফؚ
َఀಣੲਾभ
पঢ়घॊफ़ॖॻছॖথقਸ਼ڮගُ॑ك
ੁखؚൾলহऋ૪৶पघॊఀ
ಣॹॱش३قॺشWDSكभৄઉख॑ষढ
थःऽघ؛
ਓఀಣभ૪৶पਊञढथमؚऒभ
WDS ॑ણ৷खऽखॆअ؛

ँऩञभহৃऊैൾলऔोॊभमन॒ऩओाء



पਬऌநघऽद
ిਫप৳ଵ॑

ীશखञఀಣमؚपਬऌநघऽदभमؚ௯दఄങखञॉभुभध়खञॉखऩःेअిਫ
प৳ଵखऩऐोयऩॉऽच॒؛
ఀಣ૪৶১दमؚఀಣ॑৳ଵघॊञीभ੦ऋीैोथःऽघ؛

ఀಣभ৳ଵ੦
ٴ

৳ଵৃਚपम೧ः॑ਝऐؚঢ়બਰਗमয়ठোैोऩःेअपघॊऒध

ٴ

ఄങҩলҩபႝभেऋেगऩःेअҨਏपૢगथઍஓಉ॑৷ःॊऒध

ٴ

बङाभেඅृኵؚमइಉऋেखऩःेअपघॊऒध

ऩनदघ؛

ਓఀಣपम৳ଵৃਚभൕંऋਏ
ਓఀಣपणःथमؚजभரథृଵ৶भಉ॑੶ൗखञ৳ଵৃਚभൕંऋਏदघ؛
قP24 ॳख़ॵॡজ५ॺڭස؛ك
ীશृ৳ଵभ্১पणःथमؚ૪৶धु॥গॽॣش३ঙথ॑धॉेؚॉଐःীશृ৳ଵ্১धख
थःऎऒधऋপજदघి؛જऩীશमؚ૪৶ા৷भచृৱ౺धखथभਲ਼ేಉੋ৽ؚऩওজॵॺपु
ᇽऋॉऽघ؛

ఀಣ॑ঽदઈဦघॊधऌम
 ٴઽૐઈဦपँञढथؚਓఀಣभఄങؚলृபႝؚఠؚஷपेढथఢఈકড়पഊೆ॑ऻघऒधऋऩः
ेअपखऩऐोयऩॉऽच॒؛

 ٴઈဦؚઈဦઍஓಉमਓఀಣऋఄങखؚलলखؚధलपபႝऋोॊउजोभऩःुभपखऩऐोयऩ
ॉऽच॒؛

 ٴઈဦमؚ৬भડએपਓఀಣઽૐઈဦदँॊऒध॑ંखؚीैोञછએ॑इणऐऩऐोयऩॉ
ऽच॒؛

भડએपਓఀಣઽૐઈဦदँॊऒधؚ
ൾলহ॑ीैोञ্১दંघॊ

ઈૡরؚઃभহඨ॑੶ൗखञછథ॑ଞৎఝघॊ

قाऺ॒ك
قाऺ॒ك

5 ⋶ਰ

ਓఀಣઽૐઈဦ
ٳٳઙૄভ

3 ⋶ਰ

ંभିਔਡ
ृৄ؞घःऒध
؞दँॊऒध
؞ડએपંघॊऒध
؞શखृघः౦भધஊदँॊऒध

9

੶ൗহඨ
؞ྼमูलકਚ
؞ਓఀಣभரథ؞ਯ
؞ਓఀಣ॑ൗखञ
؞ൗखञহৃभؚู
ਚؚ৴൪
؞ઈဦभহৃभؚู
ਚؚ৴൪

03

ৎभ

Process

ੴढथउऌञःੴ

ਓఀಣभ૪৶॑घॊ
धऌम
૪৶मؚমਟঽऋষअसऌَఀಣभ૪৶ُ॑৻ষखथुैअষನदघ؛
ઉपभইज़شঐॵॺपปढञీ৺॒॑टॉؚঐॽইख़५ॺभઐહ॑যભ
चपघॊऒधमడరदघ؛ൾলহऋपखथਓఀಣ॑૪৶घॊपऔ
इथउऎसऌএॖথॺؚ॑ਰৣभेअपৎ௺ഔदତ৶खؚದ॑୯ढथହखऽघ؛

1

P11

2

P15

ँऩञभ
ভम
পຣ

3

P18

ൾল؞ဦলभమ
َీ৺છभਏਙ॑ೄ॒ङसऊैङُ
ँैऊगीघॊ૪৶भ৬ऩઍ॑ऽधीిؚજऩ
ৼুधધછद৺൶घॊभऋీ৺છभਔଝदघ؛ൾলহ
भਔ॑قછએكपଋघষನदँॊऒध॑ພोङؚઍ
भಌऋँढञৃ়ऩनमؚಁછऩनदुेःभदધછ৲
खथउऎऒध؛ऽञీؚ৺भधखथؚ૪৶भਠ॑
ৰपનऊीथउऎऒधुਏदघ؛

૪৶भৰమ
َঐॽইख़५ॺधम nൾলிભभై| ُ
َঐॽইख़५ॺभઐહُधमؚൾলऋൾলघॊఀಣप
ైقிભ॑ك੶खీؚ৺॑৬पৰষपघষ
ನदघ؛ൾলऋঽैਊேষअसऌुभदघऊैؚઐહষ
ನؚ॑ਔહऐथষइॊेअऩੵ॑ਸइणणؚৰਜ
॑ঝॳشথ৲खؚનৰपઈखऽखॆअ؛ऽञؚ
َఀಣभ
ဦলٙఀಣ૪৶भ५ॱُॺشधःअऒध॑ພोङؚ૪৶
भનੳ॑ঝشঝ৲खथउऎधेःदखॆअ؛

হનੳभమ
َ૪৶വ॑ৄඍऐेअ ُ
ఀಣ૪৶भ०شঝमؚऔखਊञॉؚൾলखञఀಣऋর
૪৶॑৽थਈી૪ীৃपඇीয়थैोॊऽदधऩॉऽ
घ؛ঐॽইख़५ॺदभইज़টॵ॔شউुਏदघ؛०ش
ঝॖথقਈી૪ীവৄ॑كඍऐऽखॆअ؛जखथؚহ
भ੶ஈऽधीध৳ଵुພोङप؛

10

ਓఀಣभ૪৶॑घॊधऌम

1

ൾল؞ဦলभమ

َీ৺છभਏਙ॑ೄ॒ङसऊैङُ

भ৭
भ৭मిؚਫ૪৶भਏदघ؛ఀಣभரథ؞؞ਙ૾؞ऩनपిखञ૪৶্১॑ँैऊ
गीਫ਼ୈखిؚਫऩ॑৭खऽखॆअ؛
৭मؚभढथःॊಅ૭भઍૼؚચৡؚਈી૪ীऽदभ૪৶ੵஙؚ୭षभଦൟऩन
૪৶भનৰਙृ૪৶भਦਙ॑ેীपᆹखथষःऽघ؛

ઽૐઈဦभ৭

ൾলभਓఀ॑ిજपઽૐઈဦदऌॊಅ૭قൾলৃਚधઈဦ্भୠभಅ૭॑੭थःॊكष
खऽघ؛

র૪৶ऽञमਈી૪ীभ৭

ਓఀभரథؚਙ૾ಉ॑౷ऽइञൾলभਓఀ॑ిજप૪ীदऌॊಅ૭षखऽघ؛

भଓ॑औऋघभॳख़ॵॡএॖথॺ
ಅ૭ق 1 ස॑كखढऊॉഭ॒दؚનੳखऽखॆअ؛
ٴ

ਏऩ૪৶ਥقಅ૭॑كથखथःॊऊقءಅ૭ષ৯ؚহඨಉभનੳك

ٴ

૪৶ਝभரథधચৡमిજऊقء૪ীभৃ়ك

ٴ

ಅ૭ৌୠقءઽૐઈဦभৃ়ؚൾলৃਚधઈဦ্ؚभಅ૭॑੭थःॊऊك

ٴ

ಅ૭भથमજोथःऩःऊء

ĬཎКሥྸငಅࡑూཋᲹငಅࡑూཋᲹ
ĭӓᨼᢃಅᲹϼЎಅᲹ
ĬΟᑣငࡑϼྸಅᎍƷᛐܭ

ĮᚩӧƷݣᝋ؏ע

ĭϼྸ૾ඥƝƱƴࡑూཋƷᆔƷᚡ᠍ƋǓ
įஊјᨂǛᢅƗƯƍƳƍƔ

ĮᨂܭʙǋᄩᛐƢǔƜƱ

İۀᚠƢǔԼႸƕᚩӧƞǕƨ
žʙಅƷርſƷɶƴƋǔ
Ɣŵ
įᢃႸႎעƷᄩᛐ

İЈƸϼྸᏡщርϋƔᲹ

 ڭಅ૭भৄম
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候補となる業者を探す際には、京都府や京都市のＨＰの業者リストが参考となるでしょう。
また、（公社）京都府産業廃棄物協会では、業者情報のほか、業者紹介を含めた相談に応じてくれるの
で、利⽤されるのも⼀案です。また、当センターでは「京都府・京都市産業廃棄物中間処理業者⼀覧」
を作成し、無料で提供しています。
京都府産業廃棄物処理業者名簿︓http://www.pref.kyoto.jp/sanpai/meibo.html
京都市産業廃棄物処理業許可業者名簿︓http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000109763.html
公益社団法⼈京都府産業廃棄物協会 産業廃棄物３Ｒ情報等提供事業（処分業者名簿）︓http://180.222.77.133/search/
京都府・京都市産業廃棄物中間処理業者⼀覧 http://www.kyoto-3rbiz.org/2015.11.13gyosya-ichiran.pdf

また、適正処理を期待できる業者の選択基準として、優良産廃処理業者認定制度の活⽤も考えられます
し、逆に、⾏政処分関連情報から許可を取消された業者かどうかの確認も重要です。

優良産廃処理業者認定制度
通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した優良な産廃処理業者を、都道府
県・政令市が審査して認定する制度です。平成 22 年度の廃棄物処理法改正
に基づいて創設され、改正法の施⾏日である平成 23 年４⽉１日より運⽤が
開始されました。認定された処理業者は、遵法性や事業の透明性が高く、財
務内容も安定しています。
優良認定業者の情報は「優良さんぱいナビ」から検索できます。
http://www3.sanpainet.or.jp/

優良産廃処理業者認定制度における
認定を受けるために満たすべき基準

1 遵法性
2 事業の透明性
3 環境配慮の取組
4 電子マニフェスト
5 財務体質の健全性

平成２２年の法改正により、処理を委託した産業廃棄物処理業者の施設を現地確認することが努⼒義務
として規定されました。契約前であっても現地を訪問して、処理基準を守っているか、委託契約書・マ
ニフェストは適切に保管されているか、場内は清潔に保たれているか、従業員の対応は丁寧か等を情報
収集し、安⼼して処理を委託できるパートナーであるか確認するようにしましょう。
なお、現地確認を⾏っていない排出事業者は、不法投棄に巻き込まれてしまった場合に措置命令の対象
になる可能性があります。⾃⾝の⾝を守るためにも、定期的に現地確認を⾏うようにしましょう。

● 処理単価だけの⾒積もり合わせは⼤変危険︕
● 許可証や実地を⾒て「任せてよい委託相⼿」かどうか確認を︕
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ీ৺છभഁ
ऋ৭दऌञैؚઃभگਡ॑౷ऽइथీؚ৺॑ઐॎखऽघ؛

ൾলহऊैఀಣে૾ய॑ହ
ரథؚਙ૾ؚؚൌؚᄄ২ؚൾল্১ಉ

૪৶भ૾ய॑નੳ

ಅ૭भથ૮ؚ૪৶ચৡؚ૪৶ಉ

ీ৺ଙृଦൟহඨถपणःथदহ৹ତ
ీ৺ઍभಌؚ૪৶ਂચৎभඞःؚ১ਫৎभગ৹ତऩन

ీ৺ৎभਏএॖথॺ
ٴ

ీ৺मؚൾলহधઽૐઈဦؚൾলহध૪ীधःअेअपؚઉம
दষःऽघ؛

ٴ ٴ ٴ ٴ ٴ

ٴ

ీ৺मَછએपेॉُষऩअऒधऋଝਜतऐैोथःऽघ

ٴ

ీ৺છपमؚ૪৶भಅ૭भ॥আ॑شङહखऩऐोयऩॉऽच॒؛

ీ৺॑ພोङपآ
ీ৺છमؚઽૐઈဦपબॊुभमઽૐઈဦधؚর૪৶पणःथमর૪৶धजोझोీ৺ق
ీ৺॑كઐॎघਏऋँॉऽघ؛ఀಣभిਫ૪৶॑ষःؚসබभो්॑पघॊञीपुਕీ৺दमऩऎؚ
ઽૐઈဦؚ૪ীभजोझोधશपీ৺॑लऽखॆअ؛
ీق৺છमీؚ৺ીവभऊै 5 ফ৳ோघॊଝਜऋँॉऽघك
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表4

委託契約書の記載事項
委託の種類

必要な条項

収集運搬

処 分

委託する産業廃棄物の種類

○

○

委託する産業廃棄物の数量

○

○

運搬の最終目的地

○

―

許可を受けて輸⼊された廃棄物を扱う場合はその旨

―

○

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

―

○

最終処分の場所の所在地

―

○

最終処分の方法

―

○

最終処分施設に係る処理能⼒

―

○

委託契約の有効期間

○

○

委託者が受託者に⽀払う料⾦

○

○

産業廃棄物許可を受けた事業の範囲

○

○

積替え保管場所の所在地

○

―

積替え保管場所で保管できる産業廃棄物の種類

○

―

積替え保管場所での保管上限

○

―

安定型産業廃棄物の場合、他の廃棄物との混合への許否等

○

―

産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項

○

○

通常の保管で、腐敗・揮発等の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（電化製品の有害物）含有マークの表⽰に関する事項

○

○

⽔銀使⽤製品産業廃棄物や石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨

○

○

その他取り扱う際に注意すべき事項

積替え⼜は保管（収集運搬業者が積替え、保管を⾏う場合に限る）

委託者側から適正処理に必要な情報

○

○

契約期間中に適正処理に必要な情報（上記の６項目）に変更があった場合の情報伝達に
関する事項

○

○

委託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項

○

○

委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱い

○

○

再委託!?
廃棄物処理法では、排出者責任を明確化し、不適正処理の温床をなくすため、原則として廃棄物処理の再委託を認
めていません。しかし、収集運搬業者の⾞両や処理業者の施設の故障など、やむを得ない場合も想定されるため、
条件を定めて、再委託が可能となる場合を規定しています。
ただし、その場合でも再々委託については例外なく禁⽌されています。

14

ਓఀಣभ૪৶॑घॊधऌम

2

૪৶भৰమ

َঐॽইख़५ॺधम nൾলிભभై| ُ

ঐॽইख़५ॺ॑ਹ৷खఀಣभ૾ய॑ଵ৶घॊऒधमଝਜ

ీ৺ؚఀಣ॑ઽૐઈဦपਬऌநघपमؚൾলহमङঐॽইख़५ॺ॑ਹ৷खؚఀಣभ
૾ய॑ଵ৶घॊऒधऋଝਜહऐैोथःऽघ؛
ঐॽইख़५ॺ॑ઐહखऩः੶ؚൗपਂऋँॊؚઈ৷ऋిજदऩःৃ়पਂؚ১ಣऋକऒढञधऌम
ਉ૾୮ೈ઼୵ഥಉभষ૪ীभৌधऩॉऽघ؛

ঐॽইख़५ॺमَؚၴऋَُःणُ੶োघॊऊुৠऽढथःॊ

ਏऩ੶ൗჷभَ૬ჷُम૮੶ൗदୀ১दघखؚ
َ૬ჷُषभষ੶োम༘੶ൗقୀ১كपणऩऋॉऊ
बऩःষನधऩॉऽघ؛ჷपَၴऋَُःणُ੶োघसऌऊ॑ିਔखथ૪৶खऽखॆअ؛
ेऎँॊহधखथؚऋँैऊगीਏহඨ॑੶ൗੋाभঐॽইख़५ॺ॑खथऎॊਵ॑
ୂऎभदघऋؚൾলிભभન৲धःअ১भະ຺ऊैघॊधؚষ੶োृ༘੶ൗपणऩऋॉऊबङؚ
ిਫधमःः૪৶दघ؛

ঐॽইख़५ॺमؚఀಣभரథओधؚઈဦओधपઐહ

ঐॽইख़५ॺपमؚभपेॊुभधؚਗ਼ঐॽইख़५ॺقঃ९॥থಉ॑ਹ৷كभ 2 ரథऋँॉؚ
َઈဦओधَُઈဦओधَُఀಣभரథओधُपઐહघॊभऋਉಋदघ؛
ঐॽইख़५ॺधमَൾলிભभైُदँॊऒध॑ພोङؚযભचपखऩःિऋপহदघ؛
ঐॽইख़५ॺभ੶ো॑ 2قઃঌش४كपંखऽघ؛

੶भਡ॑ऩऎষःؚਓఀಣ॑ిજपघॊञीपमؚषभाؚੑؚঐॽই
ख़५ॺઐહधඓइभ৳ଵಉभুਢऌ॑ুದुஅीथৠऽॉহपखؚৠऽढञ૿ਊऋਡਫ਼નੳघॊ
ऩनؚ৲؞ঐॽগ॔ঝ৲घॊੵऋਏदघ؛

ঐॽইख़५ॺୀખपमؚःຌಋآ
ਛ 29 ফभఀಣ૪৶১ਫपेॉؚ
ঐॽইख़५ॺঢ়৴भຌಋऋਘ৲औोऽ
खञ؛
ঐॽইख़५ॺमؚఀಣभ૾ய॑ଵ
৶घॊপજऩॶشঝदघ؛जभ੶ൗ॑૪
৶पભचथउऎभमপ૫؛ঐॽ
ইख़५ॺभ੶ൗमൾলহऋঽैষ
ःؚয়ভभपमؚਠधঐॽইख़५ॺ
भੲਾभનੳ॑खऽखॆअ؛

ȷ

১ਫपेॉؚਫभຌಋَڲনাਰৣभ૽ख
ऎम 50 ਐਰৣभຌসُऋਛ 30 ফ 4 াਰఋमَ1
ফਰৣभ૽खऎम 100 ਐਰৣभຌসُध 2 
पਬऌऑैोऽखञ؛

ȷ

ঐॽইख़५ॺ॑ઐહखऩः੶ؚൗपਂऋँॊؚઈ৷
ऋਂిજಉभৃ়पमؚऒभຌಋऋి৷औोॊउजो
ऋँॊधधुपुؚखऋਂిજऩ૪ী॑ষ
ढञৃ়पमؚൾলহुೈ઼୵ഥभৌपऩॉऽ
घ؛
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ঐॽইख़५ॺ
ঐॽইख़५ॺमؚളૄदූڳለॉभुभऋಹदघ؛
ఀಣधคपઽૐઈဦपਬऌநखञঐॽইख़५ॺमؚ૪৶ऋીॎॊऽदఀಣधคपखऽ
घ؛जखथؚखञਓఀಣभ૪৶ऋીॎढञৢੴधखथؚ૪৶मঐॽইख़५ॺभ B2 ؚD
मીവखथऊै 10 ਰؚE मીവखञऽञमଛહ॑ਭऐञऊै 10 ਰपନଛखऽघ؛ऒ
ोै॑ঐॽইख़५ॺभखधःःؚൾলহमںؚڹؚڮڷؚڶभ 4 णभ॑ 5 ফ৳ோघॊऒध
ऋଝਜહऐैोथःऽघ؛

ঐॽইख़५ॺमؚரథओधؚઈဦओधपઐહ
ઽৌૢଝਜ

قਓఀ 90 Ҩ્ଵਓఀ 60 ҨE  180 كपঐॽইख़५ॺभଛહ॑ਭऐऩःधऌम૾ؚய॑
པखਚଵभঽ৬पਾઔ

ঐॽইख़५ॺઐહಉ૾யਾઔછ

ফ 6 া 30 ऽदपফ২ী॑ਚଵभঽ৬पਾઔ

ঐॽইख़५ॺम 5 ফ৳ோ

ٹঐॽইख़५ॺહقଛહكभो
2
C1عE 

1
B1عE 

C1عE 

র૪৶

B1 

A

7

6
B1عE 

C1 

C1 
ਈી૪ী

ൾলহ

3
12

B2 

ઽૐઈဦ 1

D
5

C2 

૪ীਭ

4

૪ী

8

E
11

E

ઽૐઈဦ 2

B2 
D,E 
10

C2 
9

ٴ৳ோऋਏऩঐॽইख़५ॺ
ఀಣभो

भो

ൾলহ

ઽૐઈဦ

A؞B2؞D؞E 

ڷ1؞C2 

র૪৶
૪ীਭधखथ C1 

ਈી૪ী
C1 

૪ীधखथڶҩB2ҩDҩE 

ঐॽইख़५ॺभڶऊैںऽदभभહقଛહكभोमؚभधउॉदघ؛दुඡोऽघऋؚ
ൾলহमںؚڹؚڮڷؚڶभڰणभ॑৳ோखऩऐोयऩॉऽच॒ڱق؛ফك
ઽૐઈဦभॺছॵॡऋলथষढथఀಣभ૪৶ऋીॎॊभदमऩऎؚिखौजऒऊै૪৶ऋ५ॱش
ॺघॊभदघ؛
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■マニフェストの記⼊例
太枠内は排出事業者が⾃ら記⼊しましょう︕

中間処理業者の記⼊欄
中間処理業者が中間
処理物を処理委託す
る際に記⼊

運搬受託者の記⼊欄
運搬受託者が運搬終

運搬受託者の記⼊欄

了時に記⼊

運搬受託者が受託時
に記⼊・捺印

中間処理業者の記⼊欄
中間処理業者が処分

中間処理業者の記⼊欄

終了時・最終処分終了
時に記⼊

中間処理業者が受託
時に記⼊・捺印

排出事業者の記⼊欄

中間処理業者の記⼊欄

排出事業者がＢ2 票、

中間処理業者が最終

た時点で、内容を確認

Ｄ票、Ｅ票が返送され
し、日付を記⼊

処分終了後に記⼊

記⼊例のとおり、マニフェストは排出事業者が運搬委託時に記⼊すべき欄が大半です。⾯倒がらずに確
実に記⼊しましょう。
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ਗ਼ঐॽইख़५ॺ
ਗ਼ঐॽইख़५ॺमؚঐॽইख़५ॺभखभଛહ؞ਭऋघसथਗ਼ੲਾधखथଛैोؚखभନଛभ
નੳऋतऎधؚ३५ॸऊैൾলহपିਔᄁକखؚનੳो॑ଆएऒधऋदऌऽघ؛
खञऋढथؚઽ؞සভಉपਏघॊহਜऋঐॽইख़५ॺेॉপ்पచऔोॊऺऊؚઐહ૾யपঢ়घ
ॊਾઔुਂਏपऩॉऽघ؛ऽञؚ১ഥᏍஹभଵ৶ुથऩ্১दघ؛

ঐॽইख़५ॺमؚரథओधؚઈဦओधपఃஈ
ઽৌૢଝਜ

ઽৌૢଝਜमঐॽইख़५ॺधगटऋؚजभੲਾཔमੲਾ૪৶७থॱشऋ৻ষ؛

ঐॽইख़५ॺઐહಉ૾யਾઔછ؟ੲਾ૪৶७থॱشऋ৻ষ
ঐॽইख़५ॺभ৳ோमਂਏ
ਗ਼ঐॽইख़५ॺ॑ਹ৷घॊञीपम
ٴ

ൾলহҩઽૐઈဦҩর૪৶(૪ী)ऋਗ਼ੲਾ॑ඞइॊ୭قॖথॱ॑ॺॵॿش
ਹ৷दऌॊঃ९॥থಉ॑كତ

 ٴੲਾ૪৶७থॱشषఃஈقઈဦҩর૪৶(૪ী)ुఃஈऋਏك
ٴ

ൾলؚઈဦؚ૪ীभીവؚ3 ਰपੲਾ૪৶७থॱشषਾઔ

 ٹਗ਼ঐॽইख़५ॺभो
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電子マニフェストのメリット
１

事務処理が簡素化
● パソコンや携帯電話により、マニフェストの登録･報告が容易
● マニフェストの保存が不要
● 過去 5 年間の廃棄物処理状況を簡単･迅速に確認
● 集計･加工や社内システムとの連携が、CSV（エクセル形式）を活用して可能
● 事務の効率化により人件費の削減が可能

2 法令遵守（コンプライアンス）ができる
● 記載漏れの心配がない
● 終了報告の確認期限が近づくとシステムから排出事業者に注意喚起し、確認漏れを防止
3 データの透明性を確保
● 第三者である情報処理センターがデータを管理･保管
● 情報の修正･取消の情報をシステムで管理
● 情報の修正･取消は、関係者の承認が必要で､偽造しにくい

紙マニフェストから電子マニフェストへ︕
平成 29 年の廃棄物処理法改正によ
り、特別管理産業廃棄物（PCB 廃棄
物を除く。）を 50t／年以上排出する
事業者は、電⼦マニフェストの使⽤が
義務づけされるようになりました。
施⾏は平成 32 年 4 ⽉から。
電⼦マニフェストのメリットは様々
あります。義務付けられた排出事業者
は勿論、そうでない事業者も、その導
⼊を積極的に検討しましょう。

法改正により、電子マニフェスト制度が以下の通り強化され
ます。

特別管理産業廃棄物(PCB 廃棄物を除く｡)を 50t/年以上排出する事業者は、
1.

産業廃棄物の運搬・処分を他⼈に委託する場合は、紙マニフェストに
代えて電⼦マニフェストの使⽤を義務付け、運搬受託者・処分受託者
に対し、情報処理センター経由で産業廃棄物の運搬･処分が終了した旨
の報告を求める

2.

産業廃棄物を引き渡した後⼀定の期間内に、電⼦マニフェストを使⽤
して、産業廃棄物の種類、数量等を情報処理センターに登録する
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3

হનੳभమ

َ૪৶വ॑ৄඍऐेअ ُ

ઽૐઈဦ॑खथ૪৶ऋ५ॱॺشखञैؚත৯ओधभ৽ૌ॑નੳखथःऎऒध॑ਔखऽखॆअ؛ઽ
ૐઈဦऋીॎढञैڮڷؚর૪৶मڹؚਈી૪ীીവदںऋଛહऔोॊभदؚଛહऔोञ
भ੶ൗઍ॑નੳखؚ৳ଵखऽघ؛

ঐॽইख़५ॺभଛહ

ઈဦીവਾઔमؚઈဦીവऊै 10 ਰधৠऽढथःॊभदؚ

قৢभك

્શଵ৶

ਓఀಣ

ਓఀಣ

B2؞

ઐહऊै

ઐહऊै

ःधऌमؚఀಣ૪৶১भૠपेॉؚजभৎਡदൾলহऋ

ڹ

ڬڵ

ڬڲ

சृऊपਊჾपબॊઈဦྼम૪ীभ૾ய॑པखਚଵभঽ

ں

ઐહऊै

ઐહऊै

ڬڴڭ

ڬڴڭ

৽ૌपଛહऔोऩऐोय૾ؚய॑નੳघॊਏऋँॉऽघ؛
ऽञؚకभप૪৶ऊैঐॽইख़५ॺभଛહ॑ਭऐऩ

৬भশपਾઔखऩऐोयऩॉऽच॒؛

ঐॽইख़५ॺऋଛહऔोञै੶ؚൗহඨ॑નੳ

ঐॽইख़५ॺऋଛહऔोञैؚঽभఀಣऋిਫप૪৶औोथःॊऊؚजभ૾ய॑નੳखऽखॆअ؛
खभઍप༘ृਂેীऩ੶ൗऋँढञৃ়मؚൾলহঽैऋཔखؚ૪৶षभંृಈയؚ
ਚଵभঽ৬भশपਾઔखऩऐोयऩॉऽच॒؛

ీ৺છधঐॽইख़५ॺभ৳ଵؚઐહ૾யਾઔ

ీ৺છधঐॽইख़५ॺम 5 ফभ৳ଵଝਜऋँॉऽघ؛ঐॽইख़५ॺम 4 द 1 ७ॵॺधखथ৳ଵ
खऽखॆअ؛ऽञফ২ओधपଵ৶ઐહ૾ய॑ਚଵभঽ৬भশपਾઔघॊଝਜऋँॉऽघقਗ਼ঐॽ
ইख़५ॺभৃ়मਂਏ؛ك

ਂଐप༤ऊऔोञء
ਛڴڮফ 1 াؚఎੴभ୫ષఀಣ૪৶قD كऋؚ૪ী॑औोञਓఀಣؚ॑୫ષधखथਲ਼ేखथ
ःञহৰऋਖ਼؛
୭पेॊधڹؚमਓఀಣ॑૪ীીവखञधःअঐॽইख़५ॺभ༘ਾઔ॑ষःؚৰपमਭऐোोञ୫
ષఀಣ॑ਲ਼হಉपਂਫपਲ਼खथःञधभऒधदघ؛
ऒभਵमপऌऎॉऑैोؚD टऐदऩऎؚ૪ী॑खञ୫ષঢ়৴भ੫ुਾऔोऽखञిਂ؛ਫহ
੧पঢ়৴खञਾಉपेॉ੫ऋાपਁ৫औोञৃ়ؚञधइిؚਫपਓఀಣभ૪৶॑खथःञध
खथुؚ੫भॖওش४ृਦ৷ऋৣखथखऽअउजोऋँॉऽघ؛
ൾলহऋऒअखञॺছঈঝपඕऌऽोऩःञीभৌੁधखथؚਦदऌॊषిਫप૪৶घॊटऐद
ऩऎؚुਠपᄛऌؚ૪৶૾ய॑નੳघॊऒधऋਏदघ؛୫ષఀಣಉిਫ૪৶भञीभਠનੳभ্১
पणःथमؚਿऊैَ୫ષఀಣిਫ૪৶ҺӢҶӈӢӐӢҳҼُऋষऔोथःऽघभदؚชశओഭऎटऔः؛
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現地確認の重要性
廃棄物処理法では、事業者は「産業廃棄物の運搬⼜は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関
する確認」を⾏うよう求めています(法第 12 条第 7 項)。この規定には罰則はないのですが、これを怠ると措置命令
の対象となることがあるので注意が必要。
措置命令とは⾏政が廃棄物の撤去等を命じる⾏政処分で、不法投棄した処理業者が措置命令を履⾏できない場合、
排出事業者が適正な対価を⽀払っていないときや「法第 12 条第 7 項(中略)の趣旨に照らし排出事業者等に⽀障の除
去の措置をとらせることが適当であるとき」は、排出事業者が措置命令の対象となり得ます。
排出事業者の責任は大変重く、産業廃棄物が適正に処理されるときまで、その責任は免れません。

排出事業者による処理状況の確認

廃棄物処理法では、排出事業者が処理の状況に関する確認を⾏う旨がうたわれており、具体的な処理の
態様も含め、その最後を⾒届けることが望ましいとされています。処理が遠隔地で⾏われている等の事
情がある場合であっても、ＨＰ上での事業者による情報公表等を利⽤して状況の把握に努めて下さい。

「自分が出した廃棄物が最後どうなっているかわからない」といった状態は厳禁です︕

委託契約書の更新

委託契約書の中には、委託契約終了後もどちらかからの解約の申込みがない限り、委託契約期間終了後
も⾃動的に契約が更新される条文が⼊っていることがあります。この場合、契約更新を意識的に⾏わな
いと、委託内容や、法改正による法定記載事項の変化に気づかす違法状態になってしまうことも。
⾃社廃棄物の種類や量が変化したり、委託先の許可内容が変わったりして、契約内容の変更が必要にな
る場合があります。⾃社廃棄物や委託先の状況についてアンテナを張り、常に適正な委託契約書となる
ようにしましょう。

知らないうちに法違反︖
2010 年次の記事が新聞に掲載され
ました。汚泥処理を委託していた中
間処理業者に、同社の許可品目にな
い「ばいじん」の処理も追加して委
託してしまったというのが実態と
思われますが、大企業でも廃棄物処
理法の違反を犯してしまうという
エピソードです。
事件の発端はＰ社の不法投棄によ
る逮捕。不法投棄したＰ社が悪いの
は当然ですが、これに関連してＸ社
の委託基準違反も浮き上がってし
まいました。⾃社廃棄物をしっかり
把握し委託契約書やマニフェスト
管理を徹底していれば、こんな問題
も⽣じなかったことでしょう。

≪Ｘ社本社捜索…無許可業者に産廃委託の疑い≫
産業廃棄物の中間処理業者に対し、許可されていない産廃の処理を委託した
疑いがあるとして、茨城県警は 16 日午前、東証１部上場の大⼿ゴム製造業
Ｘ社の本社と同社Ｓ⼯場に廃棄物処理法違反（委託基準違反）の疑いで捜索
に⼊った。
捜査関係者によると、Ｓ⼯場は今年夏、⼯場から出たばいじんの混ざった汚
泥の処分を、ばいじん処理の許可を持たない中間処理業者Ｐ社＝代表者の男
を同法違反で起訴済み＝に委託した疑いが持たれている。中間処理業者は、
取り扱う廃棄物の種類ごとに都道府県知事の許可が必要で、Ｐ社は「汚泥」
の許可は得ていたが、「ばいじん」の許可は得ていなかった。
同⼯場では 1990 年、回収した使⽤済みタイヤを切断してチップ状に加⼯
し、石炭と混ぜて⼯場の発電⽤の燃料とするリサイクルシステムを導⼊。県
警は、その過程で出たばいじん処理を、１年以上前からＰ社に委託していた
とみている。
（2010 年 12 ⽉ 16 日 Ｙ新聞より）
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્શౣ

َPCB ఀಣमभ૪ীऋଝਜહऐैो
थःऽघُ

এজව৲অইख़ॽঝఀಣभిਫऩ૪৶भਤपঢ়घॊ્શೈ઼১્ڷڸۅقશೈ઼১كपेॉؚPCB
भ৳ଵҩઞ৷হमؚीैोञपङ૪৶॑ষअऒधऋଝਜહऐैोथःऽघ؛

ڷڸۅधम
PCBقএজව৲অইख़ॽঝكमؚपྃऐपऎःҨ৲৾पؚബਙऋेःҨᅋਡऋৈःऩनभਙସ
॑ठؚਗ਼ਞਃஓभബఅॺقছথ५Ҩ॥থॹথ१Ҩஓಉشঀكढ़شথಉرऩ৷ಥपઞ৷औो
ऽखञऋؚೣਮ 43 ফभढ़ॿఅඪহ੯॑ీਃपয৬षभ୶ऋਖधऩॉؚೣਮ 47 ফपमଲୗृৗ
ञऩઞ৷ऋరૃऔोऽखञ؛
ਛ 13 ফभ્ڷڸۅશೈ઼১पेॉڷڸۅؚఀಣभदभ૪৶ऋଝਜહऐैोऽखञ؛
ऽञ PCB
அથਗ਼ਞਃஓ॑ઞ৷खथःॊহमؚ૪৶पઞ৷॑রૃख૪ীखऩऐोयऩॉऽच॒؛
ڷڸۅभ૪৶
ਿقஅिكपउऐॊৈ෯২ PCB ఀಣ

ਛ 33 ফق2021 ফك3 া 31 ऽद

෯২قكPCB ఀಣ

ਛ 39 ফق2027 ফك3 া 31 ऽद

ڷڸۅఀಣभীథध૪ী্১
PCB ఀಣमؚPCB ෯২पेॉَৈ෯২ PCB ఀಣُधَ෯২ PCB ఀಣُपীథऔोऽघ؛ৈ෯
২ PCB ఀಣम PCB ෯২ऋ 0.5%=ق5000ppm॑ك௭इॊुभؚजोਰৣऋ෯২ PCB ఀಣधऩ
ॉؚःङोु્શଵ৶ਓఀಣधखथभ PCB ఀಣधऩॉऽघ؛
ৈ෯২ PCB ఀಣमؚবऋ 100%লৱखथःॊَরฅ؞୭৸হ(ઙ)ُ
قJESCOكद૪ীखऩ
ऐोयऩॉऽच॒؛෯২ PCB ఀಣपणःथमؚ୭প෦ੳभ૮૩৲ੳਝऊਿশಅ
૭भ્શଵ৶ਓఀಣ૪ীद૪ীघॊऒधधऩॉऽघ؛
PCB ऋஅથऔोऩःुभق0.5ppm ਰৣكमৢؚଞभਓఀಣधखथ૪ীघॊऒधधऩॉऽघ؛
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■ ＰＣＢ低濃度・高濃度判別基準

PCB 廃棄物の保管方法
PCB 廃棄物は、処分されるまでの間、廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物保管基準に従って保管する必
要があります。また、特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、所管の当道府県市の⻑に、毎年 1 回 PCB
廃棄物の保管や処分の状況等について届出をしなければなりません。

PCB 廃棄物の保管基準
●

周囲に囲いがあること

●

見やすい箇所に掲示板を設けること

●

特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下浸透し、並びに悪臭が発散しないような措置を講じること

●

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

●

他のものが混入するおそれのないように仕切りを設けること等の措置を講ずること

●

容器に入れ密封するなど、PCB の揮発の防止のための必要な措置

●

PCB 廃棄物が高温にさらされないための必要な措置

●

PCB 廃棄物の腐食の防止のための必要な措置

中⼩企業等の負担軽減措置
高濃度 PCB 廃棄物を中⼩企業等が処分する場合、その料⾦が軽減される措置があります。⼀定の条件
を満たす中⼩企業者、中⼩企業団体及び法⼈にあっては 70%、個⼈にあっては 95%が軽減されます。
詳しくは JESCO にお問合せください。

主な罰則
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ൾলহभञीभ

ਓఀిਫ૪৶

1

ٸ

ॳख़ॵॡজ५ॺ

ఀಣमဦলघॊऽदిਫप৳ଵखथःऽघऊء

৳ଵৃਚपभेअऩ৳ଵৃਚ॑ંघ
ൕંഝऋਝ઼औोथःॊ؛

ٸ

৳ଵৃਚपमؚ೧ःऋਝऐथःॊ؛

ٸ

৳ଵৃਚमତ৶ҩତቕҩၷपखथःॊ

60 ⋶

ఀಣभரథओधप৳ଵखथःॊ؛

ٸ

৳ଵৃਚभਈপ৳ଵৈऔؚ৳ଵमి
જदँॊ؛

ਰ

ਓఀಣ৳ଵৃਚ
ਓఀಣभரథ

قఀಣभఄങলؚৣ්ؚபႝॿؚ६ҩ
૩དभেमऩः؛ك

ٸ

2

ਓఀಣ৳ଵৃਚൕંഝभ

ଵ৶भྼम

সരऎङؚఀউছ५ॳॵॡథ
ਿٳٳٺٺ¼
ੵٳٳઙૄভ

ูल৴൪

 ୖٸٸਓఀ ୬

ਈপ৳ଵৈऔ

1.8 ۜ

Tel ٺٺٺٺٕٺٺٕٺٺٺٺ

ି؟ਈপ৳ଵৈऔमؚોਗपउःथઍஓ॑৷ःङप৳ଵघॊৃ়पંऋਏ؛
લஅથਓఀಣؚઞ৷ଲષਓఀಣྼमஅથयःग॒ಉऋஅऽोॊৃ
়मؚजभ຺ु੶ൗ؛

૪৶भ৭උमిજदघऊء

ٸ

ಅ૭ق॥আكشपेढथಅ૭ષ৯ؚથؚ૪৶ચৡ॑નੳखथःॊ؛

ٸ

ઽૐҩઈဦमؚൾলৃਚध૪ীभ্भਿੴহقഥশكभಅ૭॑੭थःॊ؛

ٸ

૪৶ਝ॑ਠનੳಉख૪৶্১ؚଵ৶૾யಉऋిજऊનੳखथःॊ؛

ٸ

૪৶મসमిજदँॊقாഈपघऍॊऒधमऩः؛ك

3

60 ⋶
ਰ

ీ৺मిજदघऊء

ٸ

ઽૐઈဦؚ૪ীभजोझोधీ৺खथःॊ؛

ٸ

ీ৺છपमजोझो૪৶भಅ૭भ॥আشऋહऔोथःॊ؛

ٸ

੶ൗহඨमघसथਫનप੶ൗऔोथःॊీق৺ీؚ৺ؚఀಣभரథҩਯؚમসؚઈဦؚ૪
ী্১ҩ૪৶ચৡؚর૪৶भৃ়૪৶भ૪ীಉ؛ك

ٸ

ీ৺છमీ৺ીവ 5 ফ৳ோखथःॊ؛

ٸ

૪৶घॊਓఀಣभਙ૾ؚॉඞअपିਔघसऌহඨಉ॑૪৶पੲਾखथःॊ؛

4

ঐॽইख़५ॺभଵ৶मిજदघऊء

ٸ
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ٸ

૪৶ऊैؚपڷ2 Ҩڹق90 ્؛ଵ 60 ك
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ନଛऔोञঐॽইख़५ॺभखदీ৺છनउॉऋઽૐઈဦؚ૪ীखथःॊऊનੳखथःॊ؛
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ٸ
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ٸ

ఀҩఀ॔ঝढ़জभৃ়ؚઍஓदഡຆघॊऩनఢ೧भྂ୫॑ଆૃघॊৌੁ॑धढथःॊ؛

ٸ

ଵ৶॑ిજपষढथःॊ؛

ٸ

૪৶पఀಣभઍ॑છએदેীହखथःॊ؛
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お問合せ先一覧
産業廃棄物に関する⾏政機関

廃棄物処理法の解釈、許可業者情報、産業廃棄物管理票交付状況報告書の提出など
※⼀般廃棄物については、各市町村の担当部署にお問合せください。
区

関係機関名称

域

住所・電話番号

京都市環境政策局循環型社会推進部廃棄物指導課

〒604-0924
京都市中京区河原町⼆条下ル⼀之船⼊町 384 番地ヤサカ河原町ビル 7F

京都市域

075-366-1394

京都府環境部循環型社会推進課

全域（京都市除く）

〒602-8570

京都市上京区下⽴売通新町⻄⼊藪ノ内町

075-414-4714・4717

乙訓保健所 環境衛⽣室 環境担当

乙訓地域

〒617-0006

（向日市、⻑岡京市、大⼭崎町）

⼭城北地域

（宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御⼭町、
井⼿町、宇治田原町）

⼭城南地域

向日市上植野町⾺⽴ 8

075-933-1341

⼭城北保健所 環境室 廃棄物対策担当
〒611-0021

宇治市宇治若森 7 の 6

0774-21-2913

⼭城南保健所 環境衛⽣室 環境担当
〒619-0214

（木津川市、笠置町、和束町、精華町、南⼭城村）

木津川市木津上⼾ 18-1

0774-72-4303

南丹保健所 環境衛⽣室 環境担当

南丹地域

〒622-0041

（⻲岡市、南丹市、京丹波町）

南丹市園部町⼩⼭東町藤ノ木 21

0771-62-4755

中丹⻄保健所 環境衛⽣室 環境担当

中丹⻄地域

〒620-0055

（福知⼭市）

福知⼭市篠尾新町⼀丁目 91

0773-22-6382・6383

中丹東保健所 環境衛⽣室 環境担当

中丹東地域

〒624-0906

（舞鶴市、綾部市）

舞鶴市倉⾕村⻄ 1499

0773-75-1156

丹後保健所 環境衛⽣室 環境担当

丹後地域

〒627-8570

（宮津市、京丹後市、与謝野町、伊根町）

京丹後市峰⼭町丹波 855

0772-62-1361

その他京都府内の関係団体等
団体名

関連業務

住所・電話番号・HP アドレス

NPO 法⼈ KES 環境機構
〒615-0801

京都市右京区⻄京極⾖田町 2 番地

075-323-6686
075-321-4767
http://www.keskyoto.org/

公益社団法⼈京都府産業廃棄物協会
〒601-8027

京都⼯業会館内

京都市南区東九条中御霊町 53 番地の 4

075-694-3402
http://www.kyoto-sanpai.or.jp/

Johnson ビル 2F
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ゼロエミッションアドバイザー派遣事業

産業廃棄物 3R 情報提供事業
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