第一
一

二
第二

石綿 に よる 健康等 に 係る 被害 の防止 のた めの大気 汚染防止 法等 の一 部を 改正す る 法律 案 要 綱
大気汚染防止法の一部改正

石綿が 使用されて いる建築物に加え、石綿が使用されて いる工作物につ いてもその解体作業等による

石綿 粉じ んの飛 散を 防止す る措 置を 講 ず るも のと す るこ と 。（ 第一 条 、第 二 条第 十 二項、第十八 条の 十
五第一項及び第三項並びに第二十六条第一 項関係）
その他所 要の 規定 の整備を 行うこ と。
地方財政法の一部改正

地方公共団体が石綿に よる 人の健康又は生活環境に係る被害の防止に資する事業で総 務省令で定めるも

のを行うために要する経費については、第五条の 規定にかかわらず 、当分の間、地方債をもって その財源

建築物は、石綿の建築材料からの飛散による衛 生上の支障がな いよう、建築材料に石綿を添加しない

建築基準法の一部改正

と すること ができるものとすること。（第三十三条の六の三関係）
第三
一

こと等とすること。（第二十八条の二関係）
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二

一 の規定の適用を 受けな い建築物について 、一定の範囲内で増築等をする場合には 、当該規定は適用

煙突 等 一 定 の工 作 物に つ いて 、一 の 規定を 適 用 す るも のと す るこ と 。（ 第 八 十 八 条 第 一 項 関 係 ）

しないものとすること。（第八十六条の七第一項関係）
三
その他所 要 の規定 の整 備を 行 うこ と 。

一 の認 定を 受け た 者 に つ いて 、報告 徴 収 、 立 入 検 査等 の対 象と する も のと す るこ と 。 （ 第 十 八 条 から

廃 棄物処理 施設を 設 置すること がで き るも のと す るこ と 。（第 九条 の十及 び第十 五条 の四の 四関 係）

た者は、当該認定に係る廃 棄物の収集若しくは運 搬若しくは処分を業として 行い、又は当該認定に係る

る基準に適合して いること につ いて 、環境大臣の認定を 受けるこ とができることとし、当該認定を 受け

は、当該 処理の内容、当該 処理を 行い、又は行おうとする者及び その者が有する施設が環境省令で定め

する廃棄物として環境 省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者

石綿が含 まれ ている廃 棄物その他 の人の健康 又は生活環境に係る被害を 生ず るおそれがある性 状を 有

廃棄物の処理及び 清掃に関する法律 の一部改正

四
第四
一

二

第十九条の五まで関係）
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三
第五
一

二

三

その他所要の規定の整備を行うこと。
附則

こ の法律は、公 布の日から起 算して八月を 超え ない範囲内において 政令で定める日から施 行するもの

とすること。た だし 、第二は公布の日 、第四及び第五の三 は公 布の日から起 算して六月を超えな い範囲

内において 政令で定 める日から施行す るも のとすること。（附則第一条関係 ）

政 府は 、こ の 法律 の施 行 後 五 年を 経 過し た 場合 に お いて 、第 一 、第 三 及び 第 四 の施 行 の 状況 等 につ い

て 検 討を 加え 、必要が あると認 めるとき は 、そ の結果に基づ いて 所要の措置を 講ず るものとすること。
（附則第 二条関係）

第 四の無害化処理に 係る認定について登 録免 許税の課 税対象とするた め、登 録免許 税法の一 部を 改正
すること。（附則第三条関係）
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石綿 に よる 健康等 に 係る 被害 の防止 のた めの大気 汚染防止 法等 の一 部を 改正す る 法律

大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号）の一部を次のように 改正する。

（大気汚染防止法の一部改正）
第一条
第一条中「建築 物」を「建築物等」に 改める。

第二条第十二項中「建築物」の下に「 その他の工作物（以下「建築物等」と いう。）」を加える。

第十八条の十五第一項第五号及び第三項、第二十六条第一項、第二十九条並びに第三十二条中「建築物
」を「建築物等」に改める。

地方 財 政法（昭和 二十三年法律第百九号） の一 部を 次のよう に改正する。

（地方財政法の一部改正）
第二条

第三十三条の六の二の次に次の一条を加える。

地方公共団体が石綿による人の健康又は生活環境に係る被害 の防止に資する事業で

（石綿健康等被害防止事業に係る地方債の特例）
第三十三条の六の三

総務 省令で 定めるも のを 行うた めに要する経費 については、第五条の 規定にかかわらず 、当分の間、地
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方債をもつてその財源とすることができる。

建築 基 準法（昭和二十五年 法律 第 二百一 号） の一 部を 次のように改正する。

（建築基準法の一部改正）
第三条
第二十八条の二を次のように改める。

建築 物は 、石綿その他の物質の建築材料からの飛 散又は発散による衛生上の支障がない

（石綿その他の物質 の飛散又は発散に対する衛生上の措置）
第二十八条の二

居室を 有する建築 物にあつては 、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内にお

交通大臣が定めたもの又は国 土交通大臣の認定を 受けたものを除く。）を 使用しないこ と。

石 綿 等 を あ ら かじ め添 加 し た 建 築 材 料 （ 石綿 等を 飛 散又は 発 散させ る お それ が な いも のと して 国 土

て 「石綿等」と いう。）を添加しないこ と。

建築材料に石綿 その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質（次号及び第三号におい

よう 、次に掲げる基準に適合するも のとし なけ ればならない。
一

二

三

いて 衛 生 上の支障を 生ず るお それ が あるも のとして 政令で 定 める物質 の区 分に応じ 、建 築 材料及び換
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気設備について 政令で定 める 技術的基準に適合すること。

第八 十六 条 の七 第一 項 中「第二十七 条 」の下に「、第 二十八条の二（同条各号に掲げる基準 のうち 政令

で定めるも のに係る部分に限る。）」を加え、同条第三項中「同条の技術的基準」を「同条各号に掲げる
基準」に改める。

第八 十八 条 第一 項中「 、第 二十 条」 の下に 「 、第 二十八条の二（同条各号に 掲げ る基 準のうち 政令で 定

めるものに係る部分に限る。）」を 、「認証型式 部材等に係る部分に限る。）」の下に「、第八十六条の

七第一項（第 二十八条の二（第八十六条の七第一項の政令で定める基準に係る部分に限る。 ）に係る部分
に限る。）」を加える。

第 百一 条第一 項第六号 中「第 二十八条 の 二」の下 に「（第八十八 条第一項において 準用す る場合を含む
。 ）」を加 える。

廃 棄 物 の処 理及 び 清掃 に関 す る 法 律（ 昭和 四十 五年法律第 百三 十七 号 ）の一 部を 次のように 改正す

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正）
第四条
る。
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目次 中「第 九条 の八 ・第九条の九 」を 「第 九条の八― 第九条の十」に、「第十五条の四の二 ・第 十五条

の 四の三」を 「第 十五条 の四 の二―第 十 五条 の四の四」に、「第 十五条の四の 四―第十五条の四の六」を
「第十五条の四の五―第十五条の四の七」に改める。

第二条第四項第 二号中「第十五条の四の四第一項」を「第十五条の四の五第一項」に改める。
第二章第四節中第九条の九の次に次の一条を加える。

石綿が含まれて いる一 般廃 棄物その他の人の健康又は生活環境 に係る被害を生ずるおそれが

（一 般廃棄物の無害化処理に係る特例）
第九条の十

あ る性 状を有 する一 般廃 棄物として 環境 省令で 定 めるも の の高 度な技術を 用 いた無害化処理（廃 棄物を

人の健康又は 生活環境 に 係る被害が生ず るおそれがない性状にする処理をいう。 以下同じ。）を行い、

又は行おうとする者は 、環境省令で定 めるところにより、次の各号のいずれにも適合して いることにつ

当該無害化処理の内容が、当該一 般廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省

いて 、環境 大臣の認定を 受けること ができる。
一

令で定める基準に適合すること。
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２

三

二

前号に規定する者が設置し 、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で

当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。

定める基準に適合すること。

前 項の認定を 受け ようと する者は 、環境 省令で定めるところ に より、次に掲げ る事 項を記載した申請

七

六

五

四

三

二

一

その他環境 省令で定める事項

無害化 処理 の用に供する施設の維持管理に関する 計画

無害化 処理の用に供する施 設の 位置、構造等 の設 置に関する計画

無害化処理の用に供する施設の処理能力

無害 化処理の用に供す る施設において 処理す る一般廃棄物の種類

無害 化処理の用に 供す る施設の種類

無害化処理の用に供する施設の設置の場所

氏 名 又は 名称及び 住所並び に 法 人 にあ つて は 、 そ の 代表者 の氏 名

書を環境大臣に提出 しなければならな い。

八
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３

４

５

６

７

環境大臣は、第一 項 の認 定の申請に 係る 無害化処理 が同 項各 号のいずれ にも適合して いると認 めると
きは、同項 の認 定をするも のとする。

第 一 項 の認定を 受け た者 は 、第七 条 第一 項若しくは第六項又は第八条第一 項の 規定 にかかわらず 、こ

れら の規定 による許 可を 受けな いで 、当該認定に 係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運 搬若

しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。

第一 項 の認定を 受けた 者は 、第 七 条第 十三項 、第十五項及び第 十六 項の規定の適用につ いては、一般
廃棄物収集運 搬業者又は一般廃棄物処分業 者と みなす。

環境 大臣は、第一項の認定に 係る無害化処理が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき
は、当該認定を取り消すことができる。

第八条第三項本文及び第四項から第六項までの規定は第一項の認定について、第八条の四の規定は同

項の認定を 受け た者 に ついて 準用す る。こ の場合において 、第八 条第三項本文中「前 項」とあるのは「

第九条の十第二項」と 、同条第四項中「都道府県知事は、一般廃 棄物処理施設（政令で定 めるものに限

る。 ）に つ いて 」と あるのは「 環境 大臣は 、」と 、「第二項第一 号」とあるのは「第九条 の十第二項第
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８

一 号 」と 、「書 類（ 同 項た だし 書 に規定す る場 合にあつて は 、第 二項の申 請書 ） 」と あるのは「書 類」

と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、「市町村の長」とあり、及び「市町村

長」とある のは 「都道 府県及び 市町村 の長」と 、同条第六項中「 当該 都道府県知事」とあるのは「環境
大臣」と読み替えるものとする。

前各項に 規定 するも ののほか、第 一 項の認定に 関し 必要 な事項は 、政令で 定 める。

第十 四条 第 一 項 中「 及 び第 十五条の 四 の三 第三 項 」を 「、第十五条の四の三第三 項及び第十 五条 の四の
四第三項」に改める。

第 三章 第 七節 中第 十 五条 の四 の六 を 第十 五条 の四の七とし 、第 十五条の四の 五を第十五条の四の六と し

、第十五条の四の四を第十五条の四の五とし 、同章第六節中第十五条の四の三の次に次の一条を加える。

石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるお

（産業廃棄物の無害化処理に係る特例）
第十五条の四の四

それ がある性状を有する産業廃 棄物と して 環境 省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行

い、 又は 行おうとす る者は 、環境省令で定 めるところ により、次 の各 号のいずれ にも適合 して いること
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２

について 、環境大臣の認定を 受けることができる。

当該無害化処理の内容が、当該産業廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省

当該無害化 処理 を 行い、又は 行お うと する者が環境 省 令で 定 める 基準に 適合 すること 。

一

二

前号に規定する者が設置し 、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で

令で定める基準に適合すること。

三
定める基準に適合すること。

前項の認定を受けようとする者は、環境省令で 定めるところにより、次に掲げる事項を 記載した申請

四

三

二

一

無害化処理 の用に供する施設の処理能力

無害化 処理 の用に供する施設に おいて 処理する産業廃 棄物の種類

無害化処理の用に供する施設の種類

無害化処理の用に供する施設の設置の場所

氏名又は名称及び住所並び に法人にあつては 、その代表者の氏名

書を 環境 大臣に提出し なけ ればならない。

五
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３

八

七

六

その他環境 省令で定める事項

無害化 処理 の用に供する施設の維持管理に関する 計画

無害化 処理の用に供する施 設の 位置、構造等 の設 置に関する計画

第八条 の四の 規定は第一 項の認定を 受け た者 について 、第九条 の十第三項の規定は第一項の認定につ

いて 、同 条第四項及び 第五 項の 規定は第一 項の認定を 受けた者について、同条第六項及び第八項並びに

第十 五条 第 三 項 本文 及び第 四項から 第 六項まで の 規定 は第一 項の認定につ いて 準用する。こ の場合にお

いて 、第八条 の四中「当該許 可に係る一 般廃棄物処理 施設 」とあるのは「当該認定に係る施設」と、「

当該一 般廃棄物処理施設」と あるのは「 当該施設」と、第九条 の十第四項中「第七条第一項若しくは第

六 項又は第八条第一項」とあるのは「第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若し

く は第 六項 又は 第 十五条第 一 項 」と 、「一 般廃棄物の」と ある のは「産業廃棄物 若し くは特別管理 産業

廃棄物の」と、「一 般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、同条第五項中「第七条

第十三項、第十五項及び第十六項」とあるのは「第十四条第十二項、第十三項及び第十五項又は第十四

条の四第十二項、第十三項及び第十六項」と、「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者」と
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あるのは「 産業廃棄物収集運 搬業者若しくは産業廃棄物処分業者 又は特別管理産業廃 棄物収集運 搬業者

若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」と 、第十五条第三項本文中「前項」とあるのは「第十五条の四

の四第二項」と 、同条第四項中「都道府県知事は、産業廃棄物処理施設（政令で定めるも のに限る。）

につ いて 」とあ るのは 「環境大臣は 、」と 、「第 二項第一号」とある のは 「第十五条の四 の四第二項第

一号 」と 、「書 類（ 同 項た だし 書に 規定す る場合 にあ つて は 、第 二項 の申 請書 ）」と あるのは「書類」

と 、同条第 五項中「 都道府県知事」と ある のは「環境 大臣」と 、「市町村 の長」とあり、及び「市町村

長」とあ るのは 「都道府県及び 市町村の 長」と 、同条第六 項中「当該都道府県知事」とある のは 「環境

大臣 」と 読み替えるほ か、これら の規定に関し 必要な技術的読 替えは 、政令で 定 める 。

第十八条第 二項中「おいて、」の下に「第九条の十第一項若しくは第十五条の四の四第一 項の認定を受

け た者（次条第二項及び 第十 九条 の三 に おいて「無害化 処理 認定業者」と いう。）又は」を加 え、「輸 入

し た者 又は 」を「 輸入し た者 若し くは 」 に改 め、「対し 、」 の下 に「当該認定 に係る収集 、運 搬若しく は

処分若しくは当該認定に係る施設の構造若しくは維持管理又は」を加え、「輸入又は」を「輸入若しくは
」に改める。
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第十九条第 二項中「職員に、」の下に「無害化処理認定業者の事務所若しくは事業場若しくは第九条の

十第一 項若しくは第十 五条の四の四第一 項の認定に係る施設 のある土地若しくは建 物若しくは」を、「 立

ち 入り 、」 の下に 「当該 認定 に係る収 集 、運 搬若しくは処分若し くは 当該認定に係る施 設の構造若しく は
維持管理若しくは」を加える。

第十九条 の三中「及び 特別管理 産業廃 棄物処分業者」を「、特別管理産業廃 棄物処分業者及び無害化処

理認定業者」に改め、同条第一号中「場合」の下に「（第三号に掲げる場合を除く。）」を加え、同条第

無害化処理認定業者 により、一 般廃 棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般

二号中「場合」の下に「（次号に掲げる場合を除く。）」を加え、同条に次の一号を加える。
三

廃 棄物処理基準）又は産業廃 棄物処理基準（ 特別管理産業廃棄物にあつて は、特別管理産業廃 棄物処

環境大臣

理 基準）に適合しな い一 般廃 棄物又は産業廃 棄物の当該認定に係る収集、運搬又は処分が行われた 場
合

第十 九条 の四第一項中「市 町村 長」の下に「（前条第三号に掲げる場合にあ つては、環境大臣。第十九
条の七において同じ。）」を加える。
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第十九条の五第一項中「都道府県知事（」の下に「第十九条の三第三号に 掲げる場合及び」を加え、同

項第三号イ及びチ中「第 十五条の 四の六第二項」を「第十五条の四 の七第二項」に改める。

第二十四条 中「第十 五条の 四の六第一 項」を「第十五条の 四の七第一項」に 、「第十五条の四の 四第一
項」を「第十五条の四の五第一項」に 改める。

第二十五条第一項第 十二号中「第十五条の 四の六第一項」を「第十五条の四 の七第一項」に改める。

第二十六条第四号中「第十五条の四の四第一項」を「第十五条の四の五第一項」に改め、同条第五号中
「第十五条の四の 四第 四項」を「第十五条の四の五第四項」に改 める。

第二十九条第三号及び第十号中「第十五条の四の六第二項」を「第十五条の四の七第二項」に改める。

第三十条第三 号中「第十 五条 の二の三 」を「第九条の十第七項、第十 五条 の二の三及び第十五条の四の

則

四第三 項」に改める。
附

こ の法律は 、公 布の日 から起算して八 月を 超えない範囲内に おいて 政令で定める日から施行する。

（施行期日）
第一条
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第二条の規定

公 布 の日 から起算して六 月を 超えない範囲内に おいて 政令で定める日

ただし 、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定 める日から施行する。
一
第四条及び附則第三条の規定

公 布 の日

二

政府は 、こ の法律 の施 行後五年を 経過した場合において 、第一条 、第三条及び第四条 の規定による

（検討）
第二条
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改正後の 規定の施行の状況等に ついて 検討を加え 、必要があると認 めるときは、その結果に 基づいて 所要
の措 置を 講ず るも のと する。

一件につき十五万円

登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）の一部を次のように改正する。

（登録免許税法の一部改正）
第三条

認定件数

一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理又は無害化処理の認定

別表第一第五十号を次のように改める。
五十

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第

百三十七号）第九条の九第一 項（ 一般廃棄物の広域 的処理に

（一）

係る特例）又は第十五条の四の三第一項（産業廃 棄物の広域
的処理に係る特例）の一 般廃 棄物 又は産業廃棄物 の広域的な
処理の認定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の十第一項（一

般廃棄物の無害化 処理に係る特例）又は第十五条の 四の 四第
一項（産業廃 棄物の無害化処理に係る 特例）の一般廃棄物又
は産業廃棄物の無害化処理の認定

認定件数

一件につき十五万円
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（二）

理

由

石綿の飛散等による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため、工作物の解体等の作業による石綿

の飛 散の防止 、石綿を添加した建築 材料の使用の制限、石綿が含まれ る廃棄物の無害化処理の促進等所要の
措置を講ずる必要が ある。これが、こ の法律案を提出する理由で ある。
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一
二
三
四
五

石綿による健 康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を 改正す る法 律案新旧対照条文 目次

大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
廃棄物 の処理及び清掃に関す る法律（昭和四十五年法律第百三十七号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

24 11

総則

改

正

案

○大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号）（抄）（第一条関係）

第一章
（目的）

第一章
（目的）

総則

現

行

（傍線の部分は改正部分）

等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動

物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出

排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関

を規制し、有害大気汚染物 質対策の実施を推進し、並びに自動車

物の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等

この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築

車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に

し、国民の健康を保 護するととも に生 活環境を保全し、並びに大

第一条

関し、国民の健康を保 護するとともに生活環境を保全し、並びに

気の汚 染に関して 人の健康に係る被害が生じた場合におけ る事業

この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築

大気の汚染に関して 人の健康に係る 被害が生じた場合における事

者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を

用されて いる建築物を解体し、改造し、又は補修する 作業のうち

、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気

の汚染の原因となるもので 政令で定めるものをいう。
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第一条

業者 の損害賠償の責任につ いて 定 めることに より、被害 者の保護

（略）

（略）

図ることを目的とする。

第二条

を図ることを目的とする。

（略）

２～

（定義等）

（略）

（定義等）
第二条
２～

用されて いる建築物その他の工 作物（以下「建築物等」という。
）を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所
から排出され、又は 飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因とな
るもので政令で定 めるものを いう。

材料で 政令で定めるもの（以下「 特定建築材料」という。）が使

12

材料で 政令で定めるもの（以下「特定建築材料」という。）が使

綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築

こ の法 律に おいて 、「 特定粉じ ん排出等作業」とは 、吹付け 石

10

綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築

こ の法 律に おいて 、「 特定粉 じん排出等作業」とは 、吹付け 石

10

12

・

（略）
（略）

粉じんに関する規制
（略）

特定粉じん排出等作業を伴う建設工事（以下「特

定工事」という。）を施工しようとする者は、特定粉じん排出等
作業の開始の日の十四日前までに、環境省令で定めるところによ
り、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作
業を緊急に行う必要がある場合は、この限りで ない。
（略）

２

・

（略）

（略）

（略）

粉じんに関する規制
（略）

特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分における特

定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
（略）
（略）

前二項の規定による届出には、当該特定粉じん排出等作業の対

第二章の四～第四章の二

（略）

（略）

た書類を添付しなければならな い。

象となる建築物の配置図その他の環境省令で定める事項を記載し

六

五

一～四

業を緊急に行う必要がある場合は、この限りで ない。

ただし、災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作

り、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

作業の開始の日の十四日前までに、環境省令で定めるところによ

定工事」という。）を施工しようとする者は、特定粉じん排出等

特定粉じん排出等作業を伴う建設工事（以下「特

（特定粉じん排出等作業の実施の届出）

第十八条の十四

第二章の三

第二章・第二章の二

14

第十八条の十五

（略）

３

（略）

特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積

特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における

一～四
五
六

13

第十八条の十六～第十八条の十九

前二項の規定による届出には、当該特定粉じん排出等作業の対
象となる建築物等の配置図その他の環境省令で定める事項を記載

（略）

（略）

した書類を添付しなければならない。
第十八条の十六～第十八条の十九

３

２

第十八条の十五

（特定粉じん排出等作業の実施の届出）

第十八条の十四

第二章の三

第二章・第二章の二

14
第二章の四～第四章の二
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13

第五章（雑則）
（報告及び検査）

第五章（雑則）
（報告及び検査）

を設置して いる者、特定 施設を工場若しくは事業場に設置して い

の他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設

況、特定粉じん発生施設の状況、特定粉じん排出等作業の状況そ

況、揮発性有機化合物排出施設の状況、一般粉じん発生施設の状

施工する者に対し、ばい煙発生施設の状況、特定施設の事故の状

生施設を設置している者、特定粉じん排出者若しくは特定工事を

者、揮発性有機化合物排出施設を設 置して いる 者、一般粉 じん発

設置して いる者、特定施設を工 場若しくは事業場に設置して いる

な 限度にお いて 、政令で 定めるところに より、ばい煙発生施設 を

る者、揮発性有機化合物排出施設 を設 置して いる 者、一般粉 じん

を設置して いる者、特定 施設を工 場若しくは事業場に設置して い

の他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設

況、特定粉じん発生施設の状況、特定粉じん排出等作業の状況そ

況、揮発性有機化合物排出施設の状況、一般粉じん発生施設の状

施工する者に対し、ばい煙発生施設の状況、特定施設の事故の状

生施設を設置している者、特定粉じん排出者若しくは特定工事を

者、揮発性有機化合物排出施設を設置して いる 者、一般粉 じん発

設置して いる者、特定施設を工 場若しくは事業場に設置して いる

な 限度にお いて 、政令で 定めるところに より、ばい煙発生施設 を

環境大臣又は都道府県知事は 、この法律の施行に必要

る者、揮発性有機化合物排出施設を設 置して いる者、一般粉じん

発生施設を設置している者若しくは特定粉じん排出者の工場若し

第二十六条

発生施設を設置して いる者若しくは 特定粉じん排出者の工 場若し

くは事業場若しくは特定工事の場所に立ち入り、ばい煙発生施設

環境大臣又は都道府県知事は 、この法律の施行に必要

くは事業場若しくは特定工事の場所に立ち入り、ばい煙発生施設

、ばい煙処理施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般

第二十六条

、ばい煙処理施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般

粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、特定工事に係る建築物そ
（略）

粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、特定工事に係る建築物等

２～４

第二十七条～第二十八条の二
（国の援助）

（略）

の他の物件を検査させることができる。

（略）
（略）

その他の物件を検査させることができる。
２～４
第二十七条～第二十八条の二
（国の援助）

国は、工場若しくは事業場における事業活動又は建築

物の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物又は特定粉じんの排

第二十九条

物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物又は特定粉じんの

出等による大気の汚染の防止のための施設の設置又は改善につき

国は、工場若しくは事業場における事業活動又は建築

排出等による大気の汚染の防止のための施設の設置又は改善につ

必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるもの

第二十九条

き必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるも
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のとする。
第三十条～第三十一条の二
（条例との関係）

（略）

とする。
第三十条～第三十一条の二
（条例との関係）

（略）

の大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん排出等作業以外の

て、その作業に伴い発生し、又は飛散する特定粉じん以外の物質

中への排出又は飛散に関し、並びに特定粉じん排出等作業につい

いて 、その施設において 発生し 、又は飛散する特定粉 じんの大気

外の特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設につ

の物質の大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん発生施設以

定粉じん発生施設にお いて 発生 し、又は 飛散する特定粉じん以外

への排出又は飛散に関し、特定粉じん発生施設について、その特

て 、 その施設に おいて 発生 し、又は飛散する 一般粉じん の大気中

の一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設につい

性有機化合物の大気中への排出に関し、一般粉じん発生施設以外

揮 発性有機化 合物を排出する施設について 、その施設 に係る揮発

物質の大気中への排出に関し、揮発性有機化合物排出施設以外の

、その揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物以外の

煙の大気中への排出に関し、揮 発性有機化合物排出施設につ いて

し、及び排出する施設に ついて 、その施設において 発生するばい

質の大気中への排出に関し、ばい煙発生施設以外のばい煙を発生

について 、そのば い煙発生施設にお いて 発生す るばい煙以 外の物

建 築物を解体 し、改造し、又は補 修する作 業について 、その作業

の大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん排出等作業以外の

て、その作業に伴い発生し、又は飛散する特定粉じん以外の物質

中への排出又は飛散に関し、並びに特定粉じん排出等作業につい

いて 、その施設において 発生し、又は飛散する特定粉 じんの大気

外の特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設につ

の物質の大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん発生施設以

定粉じん発生施設にお いて 発生し 、又は 飛散する特定粉じん以外

への排出又は飛散に関し、特定粉じん発生施設について、その特

て 、 その施設に おいて 発生 し、又は飛散する 一般粉じん の大気中

の一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設につい

性有機化合物の大気中への排出に関し、一般粉じん発生施設以外

揮発性有機化合物を排出する施設について、その施設に係る揮発

物質の大気中への排出に関し、揮発性有機化合物排出施設以外の

、その揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物以外の

煙の大気中への排出 に関し、揮 発性有機化合物排出施設につ いて

し、及び排出する施設 について 、 その施設において 発生するば い

質の大気中への排出に関し、ばい煙発生施設以外のばい煙を発生

について 、そのば い煙発生施設に おいて 発生す るばい煙以外の物

この法律の規定は、地方公共団体が、ばい煙発生施設

建築物 等を解体 し、改造し 、又は補修する作 業について 、その作

に伴い発生 し、又は飛散する特定粉じんの大気中への排出又は 飛

第三十二条

業に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんの大気中 への排出又は

散に関し、条例で 必要な規制を定めることを妨げ るものではない

この法律の規定は、地方公共団体が、ばい煙発生施設

飛散に関 し、条例で 必要な規制を定めることを妨げるもので はな

。

第三十二条

い。
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第六章・附則

（略）

第六章・附則

（略）
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則

改

正

案

○地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）（抄）（第二条関係）

附

地方公共団体が石綿による人の健康又は生活

（石綿健康等被害防止事業に係る地方債の特例）
第三十三条の六の三

環境 に係る被害 の防止に資する事 業で 総務省 令で 定めるものを行
う ために要す る経費につ いては 、第五条の規定にかかわらず、当
分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。

現

行

（傍線の部分は改正部分）
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正

案

○建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）（抄）（第三条関係）

改

（石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置）
建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛

現

（傍線部分は改正部分）

行

居室を有する建築物は、 その居室内 において 政令

（居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置）
第二十八条の二

で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材

第二十八条の二
散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適

（既存の建築物に対する制限の緩和）

としなければならない。

料及び換 気設備につ いて 政令で 定める 技術的基準 に適合するもの

居室を 有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほ か

と。

は国土交通大臣の認定を受けたも のを除く。）を使用しないこ

散させるおそれがな いものと して 国土交通大臣が定めたも の又

石綿等をあらかじめ添加した建築材料（石綿等を飛散又は発

を添加しないこと。

で 定 める物 質（ 次号及び第 三号に おいて「 石 綿等」と いう。）

建築材料に石綿その他の著しく 衛生上有害なものとして政令

合するも のとしなければならな い。
一

二

三

、石綿等以外の物 質で その居 室内にお いて 衛生上 の支障を生 ず
るおそれがあるも のとして 政令で 定める物質の区分に応じ、建
築材料及び換 気設備につ いて 政令で 定める 技術的基準 に適合す
ること。
（既存の建築物に対する制限の緩和）

第三条第 二項（第 八十六 条の九第一項において 準

用する場合を含む 。以下こ の条、次 条及び第八十七 条において 同

第八十六条の七

用する場合を含む 。以下こ の条、次 条及び第八十七 条において 同

じ。）の規定により第二十条、第二十六条、第二十七条、第三十

第三条第 二項（ 第八十六条の九第一項 において 準

じ。）の規定により第二十条、第二十六条、第二十七条、第二十

条、第三十四条第二項、第四十七条、第四十八条第一項から第十

第八十六条の七

八条の二（同条各号に掲げる基準のうち政令で 定めるものに係る
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にお いて「増築 等」と いう 。）をする場合に おいては、第三条第

、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替（以下この条及び次条

適用を受けな い建築物について 政令で 定める範囲 内において 増築

項から第七項まで又は第六十八条第一項若しくは第二項の規定の

十一条、第六十二条第一項、第六十七条の二第一項若しくは第五

一項若しくは第二項、第六十条の二第一項若しくは第二項、第六

項、第五十八条、第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第

十六条の二第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一

第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五

項、第二項若しくは第七項、第五十三条第一項若しくは第二項、

四十八条第一項から第十二項まで、第五十一条、第五十二条第一

部分に限る。）、第三十条、第三十四条第二項、第四十七条、第

規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

う。）をする場合においては 、第三 条第三項第 三号及び第 四号の

は大規模 の模様替（ 以下こ の条 及び次 条において 「増築等」と い

ついて 政令で 定める範囲内において 増築 、改築、大規模の修繕又

六十八条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物に

項、第六十七条の二第一項若しくは第五項から第七項まで 又は第

六十条の二第一項若しくは第二項、第六十一条、第六十二条第一

九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第

十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十八条、第五十

十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第五

項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項、第五

二項まで、第五十一条、第五十二条第一項、第二項若しくは第七

三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの規定は、適
用しない。
（略）

の技術的基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。）、第

２

各号に掲げる基準のうち 政令で 定めるものに係る部分に限る。）

二十九条から第三十二条まで、第三十四条第一項、第三十五条の

（略）

、第二十九条から第三十二条まで、第三十四条第一項、第三十五

三又は第三十六条（防火壁、防火区画、消火設備及び避雷設備の

２

条の三又は第三十六条（防火壁、防火区画、消火設備及び避雷設

設置及び構造に係る部分を除く。）の規定の適用を受けない建築

第三条第二項の規定により第二十八条、第二十八条の二（同条

備の設置及び構造に係る部分を除く。）の規定の適用を受けない

物 について 増 築等をする 場合にお いては、第三条第三項第三号及

３

建 築物について 増築等をする場 合において は、第三条第三項第三

び第四号の規定にかかわらず、当該増築等をする部分以外の部分

第三条第二項の規定により第二十八条、第二十八条の二（同条

号及び第四号の規定にかかわらず、当該増築等をする部分以外の

に対して は、これら の規定は、適用しない。

３

部分に対 しては、こ れらの規定は、適用しない。

（工作物への準用）

煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する

（工作物への準用）

第八十八条

工作物で 政令で 指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、

煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する

工作物で 政令で 指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、

飛行塔 その他これらに類する工作物で政令で 指定するもの（以下

第八十八条

飛行塔 その他これらに類する工作物で政令で 指定するもの（以下
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る部分に限る。）、第八十六条の七第三項（第三十二条、第三十

）に係る部分に限る。）、第八十六条の七第二項（第二十条に係

（第八十六条の七第一項の政令で 定める基準に係る部分に限る。

に係る部分に限る。）、第八十六条の七第一項（第二十八条の二

第二項につ いては、同項に規定する建 築物以外の認証型式部材 等

る。）、第三十七条、第四十条、第三章の二（第六十八条の二十

十四条第一項、第三十六条（避雷設備及び昇降機に係る部分に限

めるものに係る部分に限る。）、第三十二条、第三十三条、第三

二十条、第二十八条の二（同条各号に掲げる基準のうち政令で定

から第八項まで、第十三条、第十八条（第十三項を除く。）、第

係る部分に限る。）、第八条から第十一条まで、第十二条第五項

四、第七条の五（第六条の三第一項第一号及び第二号の建築物に

る部分に限る。）、第七条、第七条の二、第七条の三、第七条の

第六条の二、第六条の三（第一項第一号及び第二号の建築物に係

他 のものにつ いては同項第 四号 の建築物に 係る部分に 限る。）、

ついて は第一項第 一号から第 三号まで の建築物 に係る部分 、その

六条（第三項を除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等に

こ の項にお いて 「昇降機等」と いう。）については 、第三条、第

十二条第一項から第四項まで及び第十八条第十三項の規定を準用

条及び第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六、第

（昇降機に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、前条、次

六条の七第三項（第三十二条、第三十四条第一項及び第三十六条

第八十六条の七第二項（第二十条に係る部分に限る。）、第八十

に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。）、

四十 条、第三章 の二（第六十八条の二十第二項について は、同項

条（避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。）、第三十七条、第

二十条、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六

から第八項まで、第十三条、第十八条（第十三項を除く。）、第

係る部分に限る。）、第八条から第十一条まで、第十二条第五項

四、第七条の五（第六条の三第一項第一号及び第二号の建築物に

る部分に限る。）、第七条、第七条の二、第七条の三、第七条の

第六条の二、第六条の三（第一項第一号及び第二号の建築物に係

他 のものにつ いては同項 第四号の建築物に 係る部分に 限る。）、

ついては第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その

六条（第三項を除くものとし、第一項及び第四項は、昇降機等に

こ の項にお いて「昇降機等」と いう。）については 、第三条、第

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰

（略）

する。

六

（略）

第十九条、第 二十条（第 八十八 条第一項に おいて 準用する場

一～五

金に処する。

第百一条

２～４

四条第一項及び第三十六条（昇降機に係る部分に限る。）に係る
部分に限る。）、前条、次条及び第九十条の規定を、昇降機等に
つ いては、第七条の六、第十二 条第一項から第四項まで 及び第十

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰

（略）

八条第十三項の規定を準用する。
２～４
第百一条

金に処する。
（略）
第十九条、第 二十条（第 八十八 条第一項に おいて 準用する場

一～五
六
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２

定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の

五項から第七項まで 又は第六十八条第一項から第三項までの規

まで、第六十六条、第六十七条の二第一項、第三項若しくは第

六十条の二第一項若しくは第二項、第六十一条から第六十四条

条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第

項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十九

、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一

五 第三項にお いて 準用す る場合を含む 。） 、第五十四 条第一項

第一項若しくは第二項、第五十三条の二第一項（第五十七条の

七条、第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、第五十三条

する場合を含む。）、第四十三条第一項、第四十四条、第四十

十五条の三まで 、第三十 七条（第八十八 条第一項に おいて 準用

する場合を含む 。）、第三十四条第二項、第三十五条から第三

含む 。 ）、第三十 四条第一項 （第八十八条第一項において 準用

。）、第 三十三条（ 第八十八 条第一項 において 準 用する場合を

、第三十二条（第八十八条第一項において準用する場合を含む

て 準用する場合を含む。）、第三十一条第一項若しくは第二項

項から第三項まで 、第二十八条の二（第八十八条第一項におい

第二十四条、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第一

合を含む。）、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、

計図 書に従わ な いで工事 を施工 した場合に おいては、当 該建築

築設 備の設計者（設計図 書を用いな いで工事 を施工し、又は設

までの規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建

しくは第五項から第七項まで又は第六十八条第一項から第三項

六十四条まで 、第六十六条、第六十七条の二第一項、第三項若

二項、第六十条の二第一項若しくは第二項、第六十一条から第

第五十九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは第

の二第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、

条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条

十七 条の五第三項において 準用す る場合を含む 。）、第 五十四

五十三条第一項若しくは第二項、第五十三条の二第一項（第五

、第四十七条、第五十二条第一項、第二項若しくは第七項、第

いて 準用す る場合を含む 。）、第四十三 条第一項、第四十四条

から第三十五条の三まで、第三十七条（第八十八条第一項にお

いて 準 用する場合を含む 。） 、第 三十四条第二項、第三十 五条

る場合を含む。）、第三十四条第一項（第八十八条第一項にお

合を含む 。 ）、第三十 三条（第 八十八条第一項にお いて 準用す

は 第二項、第 三十二条（ 第八十 八条第一項 において 準 用する場

項から第三項まで、第二十八条の二、第三十一条第一項若しく

第二十四条、第二十五条から第二十七条まで、第二十八条第一

合を含む。）、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条、

（略）

設 計者（設計図 書を用いな いで 工事を施工 し、又は設 計図 書に

（略）

七～十五

物、工作物又は建築設備の工事施工者）

２

従わな いで 工事を施工 した場 合において は、当 該建 築物、工作
（略）

物又は建築設備の工事施工者）
七～十五
（略）
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正

案

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）（抄）（第四条関係）

改

現

総則（第一条―第五条の八）

目次
第一章

目次
総則（第一条―第五条の八）

行

（傍線の部分は改正部分）

一般廃棄物の処理（第六条―第六条の三）

第一章

第一節

一般廃棄物処理業（第七条―第七条の五）

一般廃棄物

一般廃棄物の処理（第六条―第六条の三）

第二節

一般廃棄物処理施設（第八条―第九条の七）

第二章

第一節
一般廃棄物処理業（第七条―第七条の五）

第三節

一般廃棄物

第二節
一般廃棄物処理施設（第八条―第九条の七）

一般廃棄物の処理に係る特例（第九条の八・第九条の

第二章

第三節

第四節

一般廃棄物の輸出（第十条）

九）

一般廃棄物の処理に係る特例（第九条の八―第九条の
十）
一般廃棄物の輸出（第十条）

第五節

第四節
第五節

産業廃棄物

産業廃棄物の処理（第十一条―第十三条）

第三章
第一節

産業廃棄物
産業廃棄物の処理（第十一条―第十三条）

情報処理センター及び産業廃棄物適正処理推進センタ

第三章
第一節

第二節

ー

産業廃棄物適正処理推進センター（第十三条の十二

）

情報処理センター（第十三条の二―第十三条の十一

情報処理センター及び産業廃棄物適正処理推進センタ

第一款
第二款

産業廃棄物処理業（第十四条―第十四条の三の三）

ー
情報処理センター（第十三条の二―第十三条の十一

第二節
第一款
）

産業廃棄物適正処理推進センター（第十三条の十二

第三節

特別管理産業廃棄物処理業（第十四条の四―第十四条

第二款

産業廃棄物処理業（第十四条―第十四条の三の三）

第四節

―第十三条の十六）

第三節

特別管理産業廃棄物処理業（第十四条の四―第十四条

―第十三条の十六）
第四節

第五節

産業廃棄物の処理に係る特例（第十五条の四の二・第

産業廃棄物処理施設（第十五条―第十五条の四）

の七）
産業廃棄物処理施設（第十五条―第十五条の四）

第六節

の七）
第五節

産業廃棄物の処理に係る特例（第十五条の四の二―第

十五条の四の三）

第六節

十五条の四の四）
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第七節
第三章の二

産業廃棄物の輸入及び輸出（第十五条の四の五―第十
五条の四の七）
廃棄物処理センター（第十五条の五―第十五条の十
六）
廃棄物が地下にある土地の形質の変更（第十五条の

第七節
第三章の二

産業廃棄物の輸入及び輸出（第十五条の四の四―第十
五条の四の六）

廃棄物処理センター（第十五条の五―第十五条の十
六）

廃棄物が地下にある土地の形質の変更（第十五条の

雑則（第十六条―第二十四条の六）

第三章の三
第四章

罰則（第二十五条―第三十四条）

第三章の三
雑則（第十六条―第二十四条の六）

第五章

十七―第十五条の十九）

第四章
罰則（第二十五条―第三十四条）

十七―第十五条の十九）
第五章

附則

（略）

附則

第二条

（略）

（定義）

（略）

２・３

（定義）
第二条
（略）

（略）

（略）
一

４

（略）

輸入された廃棄物（前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の

（略）

２・３
４
一

二

航行に伴い生ずる廃棄物（政令で定めるものに限る。第十五条

輸入された廃棄物（前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の
航行に伴い生ずる廃棄物（政令で定めるものに限る。第十五条

の四の四第一項において「航行廃棄物」という。）並びに本邦

二

の四の五第一項において「航行廃棄物」という。）並びに本邦

に入国する者が携帯する廃棄物（政令で定めるものに限る。同
（略）

に入国す る者が携帯する廃棄物（政令で定めるも のに限る。同

５・６

項に おいて「携 帯廃棄物」と いう 。）を除く 。）

（略）

項にお いて「携帯 廃棄物」と いう 。）を除く 。）
５・６

石綿が含まれて いる一般廃棄物その他の人の健康又は

（一般廃棄物の無害化処理に係る特例）
第九条の十

生活環境に係る 被害を生ずるお それがある性状を有する一般廃棄
物として環 境省令で定めるものの高度な 技術を用いた無害化処理
（廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがな
い性状にする処理をいう。以下同じ。）を行い、又は行おうとす
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２

３

る者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも
適合して いることに ついて 、環 境大臣 の認定を受けることがで き
当該無害化処理の内容が、当該一般廃棄物の迅速かつ安全な

前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害

める基準に適合すること。

当 該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定

ること。

処理の確保に資するも のとして環境省令で定める基準に適合す

る。
一

二
三

化処理の用に供する施設が環境省令で 定める基準に適合するこ
と。
前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところに
より、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなけ
ればならない。
氏名又は名称及び住所並びに法 人にあつて は、その代表者の

二

無害化処理の用に供する施設の種類

無害化処理の用に供する施設の設置の場所

一

三

無害 化処理の用 に供する施設にお いて 処理す る一般廃棄物の

氏名

四
五

無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する

無害化処理の用に供する施設の処理能力

種類
六
七

その他環境省令で定める事項

無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画

計画
八

環境大臣は、第一項の認定の申請に係る無害化処理が同項各号
のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするも
のとする。
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４

５

６

７

８

第一項の認定を受けた者は、第七条第一項若しくは第六項又は
第八条第一項の規定にかかわらず、こ れらの規定による許可を受
けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若し
くは運搬若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般
廃棄物処理施設を設置することができる。
第一項の認定を受けた者は、第七条第十三項、第十五項及び第
十六項 の規定の適用について は、一 般廃棄物収 集運搬業者又は一
般廃棄物処分業者とみなす。
環境大臣は、第一項の認定に係る無害化処理が同項各号のいず
れかに適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すこ
とができる。
第八条第三項本文及び第四項から第六項までの規定は第一項の
認定について 、第八条の 四の規 定は第一項 の認定を受けた者につ
いて 準用す る。こ の場 合において 、第 八条第三項本 文中「前項 」
とあるのは「第九条の十第二項」と、同条第四項中「都道府県知
事は、一般廃棄物処理施設（政令で定めるものに限る。）につい
て」とあるのは「環境大臣は、」と、「第二項第一号」とあるの
は「第九条の十第二項第一号」と、「書類（同項ただし書に規定
する場合にあつては 、第二項の申請書）」とあるのは「書類」と
、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、「
市町村の長」とあり、及び「市町村長」とあるのは「都道府県及
び市町村の長」と、同条第六項中「当該都道府県知事」とあるの
は「環境大臣」と読み替えるものとする。
前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項
は、政令で定める。

産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く。以下この条か

（産業廃棄物処理業）
第十四条

産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く。以下この条か

（産業廃棄物処理業）
第十四条
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合に限る。）、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集

ばならな い。ただし、事業者（ 自らその産業廃棄物を運搬す る場

行う区域に 限る。）を管轄する都道府県 知事の許可を受けなけ れ

運 搬のみを業として 行う場 合にあつては、産業廃棄物 の積卸しを

運搬を 業として 行おうとする 者は 、当該業を行おうとする区域（

第三項及び第十五条の四の四第 三項に おいて 同じ 。）の収集又は

ら第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三

用の目的となる産 業廃棄物のみの収集又は運搬を業として 行う者

者（自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。）、専ら再生利

する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事 業

合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。）を管轄

る者は、当該業を行おうとする区域（運搬のみを業として行う場

三第三項 において 同 じ。）の収 集又は運搬を業として 行おう とす

ら第十四条の三の三まで、第十五条の四の二及び第十五条の四の

（略）

その他環境省令で定める者については、こ の限りでな い。
２～

又は運搬を業と して 行う者 その他環境省令で 定める者に ついては
（略）

当該無害化処理の内容が、当該産業廃棄物の迅速かつ安全な
処理の確保に資す るものとして環境省令で定める基準に適合す
ること。
当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で 定
める基準に適合すること。
前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害
化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合するこ
と。
前項の認定を受けようとす る者は 、環境省令で定めるところに

15

、この限りで ない。
２～

石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の健

（産業廃棄物の無害化処理に係る特例）

三

二

一

大臣の認定を受けることができる。

に より、次の各号のいずれにも 適合して いることにつ いて 、環境

化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところ

業廃棄物として環境省令で定めるも のの高度な 技術を用いた無害

康又は生活環境に係る 被害を生 ずるお それがある性状を有する産

第十五条の四の四

２

より、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなけ
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15

３

ればならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては 、その代表者の

二
無害化処理の用に供する施設の種類

無害化処理の用に供する施設の設置の場所

一

三
無害 化処理の用 に供する施設にお いて 処理す る産業廃棄物の

氏名

四
五
無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する

無害化処理の用に供する施設の処理能力

種類
六
七
その他環境省令で定める事項

無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画

計画
八

第八条の 四の規定は 第一項の 認定を受けた者につ いて 、第九 条
の十第三項 の規定は第 一項の認定につ いて 、同条第 四項及び第 五
項の規 定は第一項の 認定を受け た者について 、 同条第六項 及び第
八項並びに第十五条第三項本文及び第四項から第六項までの規定
は 第一項の認定について 準用す る。こ の場 合において 、第八条の
四中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該認
定に係る施設」と、「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは「当
該施設」と、第九条の十第四項中「第七条第一項若しくは第六項
又は第八条第一項」とあるのは「第十四条第一項若しくは第六項
若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項又は第十五条第一項
」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物若しくは特別管
理産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業
廃棄物処理施設」と、同条第五項中「第七条第十三項、第十五項
及び第十六項」とあるのは「第十四条第十二項、第十三項及び第
十五項又は第十四条の四第十二項、第十三項及び第十六項」と、
「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者」とあるのは
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「産業廃棄物収集運搬 業者若しくは産業廃棄物処分 業者又は特別
管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業
者」と、第十五条第三項本文中「 前項」とあるのは「第十五条の
四の四第二項」と、同条第四項中「都道府県知事は、産業廃棄物
処理施設（ 政令で 定めるものに 限る。）について 」とあるのは 「
環境大臣は、」と、「第二項第一号」とあるのは「第十五条の四
の四第二項第一号」と、「書類（同項ただし書に規定する場合に
あつては、第二項の申請書）」とあるのは「書類」と、同条第五
項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、「市町村の長
」とあり、及び「市町村長」とあるのは「都道府県及び市町村の
長」と、同条第六項中「当該都道府県知事」とあるのは「環境大
臣」と読み替えるほか、こ れらの規定に関し必要な技術的読替え
は、政令で定める。
（輸入の許可）
廃棄物（航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第

（輸入の許可）
第十五条の四の四

廃棄物（航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第

三項において 同じ。）を 輸入しようとする 者は、環境 大臣の許可

第十五条の四の五

三 項において 同じ。）を 輸入し ようとする 者は、環境 大臣の許可

（略）

国外廃棄物を輸入した者（事業者であるも のを

（国外廃棄物を輸入した者の特例）

２～４

を受けなければならない。

（略）

を受けなければならない。
２～４

（国外廃棄物を輸入した者の特例）

第十五条の四の五

除く。）は、第十一条第一項、第十二条第一項から第五項まで及

国外廃棄物を輸入した者（事業者であるも のを

除く。）は、第十一条第一項、第十二条第一項から第五項まで及

び第十二条の二第一項から第五項までの規定の適用については、

第十五条の四の六

び第十二条の二第一項から第五項までの規定の適用については、

事業者とみなす。

第十条の規定は 、産業廃棄物を輸出しようとす

事業者とみなす。

第十五条の四の六

（準用）
第十条の規定は 、産業廃棄物を輸出しようとす

（準用）
第十五条の四の七
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２

るものに限る。）」と読み替えるほか、同条の規定に関し必要な

「市町村」とあるのは、「事業者（自らその産業廃棄物を輸出す

る者について準用する。この場合において、同条第一項第四号中

技術的読替えは、政令で 定める。

るものに限る。）」と読み替えるほか、同条の規定に関し必要な

「市町村」とあるのは、「事業者（自らその産業廃棄物を輸出す

る者について準用する。この場合において、同条第一項第四号中

（略）

（略）

（報告の徴収）
第十八条

２

技術的読替えは、政令で定める。
（略）
（報告の徴収）
（略）

条第二項及び第十 九条の三に おいて 「無害化処 理認定業者」と い

十第一項若しくは第十五条の四の四第一項の認定を受けた者（次

の疑いのある物を輸出しようとする者若しくは輸出した者に対し

する者若しくは輸入した者又は廃棄物若しくは廃棄物であること

物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物を輸入しようと

環境大臣は、こ の法 律の施行に必要な 限度にお いて 、国外 廃棄

う。）又は国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのあ

、国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸

２

る物を輸入しようとする者若しくは輸入した者若しくは廃棄物若

入又は廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に

環境大臣は、こ の法 律の施行に必要な 限度にお いて 、第九条の

第十八条
２

しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者若

関し、必要な報告を求めることがで きる。

第十九条

（略）

（立入検査）

しくは輸出した者に対し、当該認定に係る収集、運搬若しくは処
分若しくは当該認定に係る施設の構造若しくは維持管理又は国外
廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸入若し
くは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関
し、必要な報告を求めることができる。
（立入検査）
（略）

の十第一項若しくは第十五条の四の四第一項の認定に係る施設の

に、無害化処理認定業者の事務所若しくは事業場若しくは第九条

廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとす る者若しくは

輸 入しようとする者若しくは輸入した者若しくは廃棄物若しくは

に、国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物を

環境 大臣は、こ の法 律の施 行に必 要な 限度に おいて 、その職員

ある土地若しくは建物若しくは国外廃棄物若しくは国外廃棄物で

輸出した者の事務所、事業場その他の場所に立ち 入り、国外廃棄

２

あること の疑いのある物を輸入しようとする者若しくは輸入した

物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸入若しくは

環境 大臣は、こ の法 律の施 行に必 要な 限度に おいて 、その職員

第十九条
２

者若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸
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は当該認定に係る施設の構造若しくは維持管理若しくは国外廃棄

場所に立ち入り、当 該認定に係る収集、運搬若しくは処分若しく

出しようとする者若しくは輸出した者の事務所、事 業場その他の

物 を無償で 収 去させるこ とがで き る。

要な 限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある

帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必

廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、

（略）
（改善命令）

３・４

物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸入若しくは
廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、
帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必
要な 限 度において 廃棄物若しくは廃 棄物であることの疑いのある
（略）

物を 無償で 収去させること がで き る。
３・４
（改善命令）

運搬 業者、産業廃棄物処分 業者、特別管理産 業廃棄物収集運搬業

一般廃棄物収集運搬 業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集

するため、当該保管、収集、運 搬又は処分を行つた者（事業者、

者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保

者 及び特別管 理産業廃棄物処分 業者（以下こ の条にお いて「事業

運搬 業者、産業廃棄物処分 業者、特別管理産 業廃棄物収集運搬業

一般廃棄物収集運 搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集

するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者（事業者、

者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保

次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める

者、特別管理産業廃棄物処分業者及び無害化処理認定業者（以下

者等」という。）並びに国外廃棄物を輸入した者（事業者等を除

第十九条の三

こ の条にお いて 「事業者等」と いう。） 並びに国外 廃棄物を輸 入

く。）に限る。）に対し、期限を定 めて 、当 該廃棄物の保管、収

次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める

した者（事業者等を除く。）に限る。）に対し、期限を定めて、

集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきこと

第十九条の三

当該廃棄物の保管、収集、運 搬又は処分の方法の変更その他必要

一般廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあつては、特別

を命ずることができる。
一

管理一般廃棄物処理基準）が適用される者により、当該基準に
市町村長

管理一般廃棄物処理基準）が適用される者により、当該基準に
市町村長

適合しない一般廃棄物の収集、運 搬又は処分が行われた場合

第三号に掲げる場合を除く。）

産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準（特別管理産業

廃棄物にあつては、特別管理産 業廃棄物処理基準又は特別管理

産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準（特別管理産業
廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理

産業廃棄物保管基準）が適用される者により、当該基準に適合

二

適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が 行われた場合（

一般廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあつては、特別

な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一

二

産業廃棄物保管基準）が適用される者により、当該基準に適合
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三

都道府県知事

しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合
（次号に掲げる場合を除く。）
無害化処理認定業者により、一般廃棄物処理基準（特別管理
一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準）又は産
業廃棄物処理基準（特別管理産業廃棄物にあつては 、特別管理
環境大

産業廃棄物処理基準）に適合しない一般廃棄物又は産業廃棄物
の当該認定に係る収集、運搬又は処分が行われた場合
臣
（措置命令）

しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合
都道府県知事

（措置命令）

第一項の規定により当該処分を行つた市町村を除くものとし、同

。）は、必要な 限度において、当 該処分を行つた者（第六条の二

に掲げる場合にあつては、環境大臣。第十九条の七において同じ

生ずるおそれがあると認められるときは、市町村長（前条第三号

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

は、特別管理一般廃棄物処理基準）に適合しない一般廃棄物の処

が行われたときは、当 該委託をした者を含む。次条第一項及び第

第七項又は第七条第十四項の規定に違反する委託により当該処分

り当該処分を行つた市町村を除くものとし、同条第六項若しくは

度にお いて 、当 該処分を行つ た者（ 第六条の二 第一項の規 定によ

生ずるおそれがあると認められるときは、市町村長は、必要な限

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

は、特別管理一般廃棄物処理基準）に適合しない一般廃棄物の処

一般廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあつて

条第六項若しくは第七項又は第七条第十四項の規定に違反する委

十九条の七において 「処分者等」と いう。）に対し、期限を定め

第十九条の四

託により当該処分が 行われたときは、当該委託をした者を含む。

て、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置（以下「

一般廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあつて

次 条第 一項及び第十九条の七 にお いて「処分 者等」と いう 。）に

支障の除去等の措置」と いう。）を講ずべきことを命ずることが

（略）

対 し、期限を 定めて 、その支障 の除去又は 発生の防止 のために必

２

できる。

とを命ずることができる。
（略）

産業廃棄物処理基準（特別管理産業廃棄物にあつて

要な措置（以下「支障の除去等の措置」という。）を講ずべきこ

第十九条の四

２

第十九条の五

は、特別管理産業廃棄物処理基準）に適合しない産業廃棄物の処

産業廃棄物処理基準（特別管理産業廃棄物にあつて

は、特別管理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

第十九条の五

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
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２

等」と いう。）に対 し、期限を 定めて 、その支障 の除去等の措置

おいて 、次 に掲げる者（次 条及び第十九 条の八にお いて 「処分 者

知事。次 条及び第十九条の 八に おいて 同じ 。）は、必 要な 限度に

棄物を輸入した者である場合にあつては、環境大臣又は都 道府県

条の三第三号に掲げる場合及び当該処分を行つた者が当該産業廃

生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事（第十九

、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる

九条の八に おいて「処分者等」と いう。 ）に対し、 期限を定めて

同 じ。）は、 必要な 限度において 、次に掲げる者（次 条及び第十

は、環境大臣又は都 道府県知事。次 条及び第 十九 条の八において

分を行つ た者が当該産業廃棄物 を輸 入した者で ある場合にあ つて

生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事（当該処

（略）

。
一・二

を講ずべきことを命ずることができる。
（略）

までの一連の処理の行程における管理票に係る義務（電子情報

当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至る

までの一連の処理の行程における管理票に係る義務（電子情報

処理組 織を使用す る場合にあつては 、その使用に係る義務を含

三

処理組 織を使用す る場合にあつては 、その使用に係る義務を含

む 。 ）について 、次のいずれかに 該当する者があるとき は、そ

第十 二条の三第 一項（第十 五条の 四の六第二項において 準

用する 場合を含む 。以下こ の イにお いて 同じ。 ）の規定に 違

イ

用する 場合を含む 。 以下こ のイにお いて 同じ。 ）の規定に 違

反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定

第十二 条の三第一項（第 十五条の 四の七第二項 において 準

む 。 ）について 、次のいずれかに 該当する者があるとき は、そ
イ

反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定

す る事項を記載せず、若しくは 虚偽の記載をして管理票を交

第十二条の五第一項（ 第十五 条の四の六第二項にお いて 準

（略）

す る事項を記載せず、若しくは 虚偽の記載をして管理票を交

チ

ロ～ト

付した者

（略）

付した者
ロ～ト

第十二条の五第一項（第十五条の四の七第二項において準

用する場合を 含む 。）の規定に よる登録をする場合に おいて

第十 条第一項（ 第十五 条の四の六第一項にお いて 準用

（略）

用する場合を 含む 。）の規定に よる登録をする場合に おいて

第二十四条

（手数料）

（略）

（略）

リ・ヌ

虚偽の登録をした者

第十 条第一項（ 第十五 条の四の七 第一項にお いて 準用

（略）

虚偽の登録をした者
（略）

リ・ヌ

チ

四

の者

２

の者

当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至る

一・二
三

四
（略）
（手数料）
第二十四条
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受けよう とする者は 、実費を勘 案して 政令で定める額の手数料を

する場合を含む。）の確認又は第十五条の四の五第一項の許可を

受けようとする者は 、実費を勘案して政令で定める額の手数料を

する場合を含む。）の確認又は第十五条の四の四第一項の許可を

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役

納付しなければならない。

十二

（略）

第十条第一項（第十五条の四の六第一項において読み替え

一～十一

若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十五条

納付しなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役
（略）

第十条第 一項（第十 五条の 四の七第一項において 読み替え

（略）

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役
（略）

第十五条の四の四第 一項の規定に違反 して 、国外 廃棄物を輸
入した者

第十五条の四の四第四項の規定により許可に付せられた条件

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役

に違反した者
（略）

一・二

（略）

又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十九条

六

五

四

一～三

若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十六条

（略）

十三～十六

て準用する場合を含む 。）の規定に違反 して 、一般 廃棄物又は

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役

（略）

て準用する場 合を含む。）の規定に違反 して 、一般 廃棄物又は

（略）

十三～十六

産業廃棄物を輸出した者
２

産業廃棄物を輸出した者

十二

一～十一

若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十五条

２
第二十六条

若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
（略）

（略）
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役

に違反した者

第十五条の四の五第四項の規定により許可に付せられた条件

入した者

第十五条の四の五第 一項の規定に違反 して 、国外 廃棄物を輸

一～三
四
五
六
第二十九条

又は五十万円以下の罰金に処する。
（略）

第十二 条の三第一項（第十五 条の四 の六第二項 において 準 用

する場合を含む 。以下こ の号に おいて 同じ。）の規定に違反 し

三

する場合を含む 。以下こ の号 において 同じ。）の規定に違反 し

て、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事

第十二 条の三第一項 （第十 五条の四 の七第二項 において 準 用

一・二
三

て、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事
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項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
（略）

項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
（略）

第十二条の五第一項（第十五 条の四の六第二項にお いて 準用

四～九
十

す る場合を含む 。）の規 定による登録をす る場合にお いて 虚偽

第十二条の五第一項（第十五条の四の七第二項において準用

四～九
十
す る場合を含む 。）の規定 による登録をす る場合にお いて 虚偽

の登録をした者
（略）

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰
（略）

第 八条の四（ 第十五条の二の三 において 準 用する場合を含む

一・二

金に処する。

第三十条

十一～十四

の登録をした者
（略）

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰

十一～十四
第三十条
金に処する。
（略）

三

。）の規定に違反して 、記録せず、若しくは 虚偽の記録をし、

第八条の四（第九条の十第七項、第十五条の二の三及び第十

一・二
三

五条の四の四第三項において準用する場合を含む。）の規定に

（略）

又は記録を備え置かなかつた者
四～七

違反して 、記録せず、若しくは 虚偽の記録をし、又は 記録を備
（略）

え置かなかつた者
四～七
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正

案

別表第一

（附則第三条関係）

課税範囲、課税標準及び税率の表（第二条、第五条、第

改

○登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）（抄）

別表第一

現

行

（傍線の部分は改正部分）

課税範囲、課税標準及び税率の表（第二条、第五条、第

課税標準

税率

九条、第十条、第十三条、第十五条―第十九条、第二十三条、第

登記、登録、特許、免許、許可、認可、

九条、第十条、第十三条、第十五条―第十九条、第二十三条、第

税率

二十四条関係）
課税標準

二十四条関係）
登記、登録、特許、免許、許可、認可、

認定、指定又は技能証明の事項
（略）

一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理の認定

一～四十九
五十

認定件数

一件につき
十五万円
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認定、指定又は技能証明の事項
（略）

一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理又は無害化処理の

一～四十九
五十
認定

認定件数

条の九第一項（一般廃棄物の広域的処

廃棄物の処理及び清掃に関する法 律（
昭和四十五年法律第百三十七号）第九

）第九条の九第一項（一般廃棄物の

理に係る特例）又は第十五条の四の三

一件につき
十五万円

広域的処理に係る特例）又は第十五

第一項（産業廃棄物の広域的処理に係

廃棄物の処理及び清掃に関する法
律（昭和四十五年法 律第百三十七号

条の四の三第一項（産業廃棄物の広

る特例）の一般廃棄物又は産業廃棄物

一件につき

域的処理に係る特例）の一般廃棄物

認定件数

の広域的処理の認定

定
廃棄物の処理及び清掃に関する法

又は産業廃棄物の広域的な処理の認

(一)
(二)

律第九条の十第一項（一般廃棄物の
無害化処理に係る特例）又は第十五
条の四の四第一項（産業廃棄物の無
害化処理に係る特例）の一般廃棄物

（略）

又は産業廃棄物の無害化処理の認定
五十の二～五十四

十五万円

五十の二～五十四

（略）
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一
二
三
四
五

石綿による健 康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を 改正す る法 律案参照条文 目次

大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
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○大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号）（抄）

この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を 規制

（目的）
第一条

し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健

康を保護するとと もに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して 人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任
について 定めること に より、被 害者の保護を 図ることを目的と する 。

（略）

（略）

（定義等）
第二条
２～

この法律において、「特定粉じん排出等作業」とは、吹付け石綿 その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で

（略）

場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
・

六

五

（略）

（略）

特定粉じん排出等作業を伴う建設工事（以下「特定工事」という。）を施工しようとする者は、特定粉じん排出等作業の

特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積

一～四

その他非常の事態の発生に より特 定粉じん排出等作業を緊急に行う 必要がある場合は、こ の限りで ない。

開始の日の十四日前まで に、環境省令で 定めるところ により、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出 なければならない。ただし、災害

第十八条の十五

（特定粉じん排出等作業の実施の 届出）

14
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11

政令で定めるもの（以下 「特定建築材料」と いう。）が使用 されて いる建築物を解体 し、改造し、又は 補修する作業のうち、その作業の

12
13

環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところ により、ば い煙発生施 設を 設置 し

（報告及び検査）
第二十六条

ている者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置

して いる者、特定粉じん排出者若しくは特定工事を施工する者に対し、ば い煙発生施 設の状況、特定施 設の事故の状況、揮発性有機化合

物排出施 設の状況、一般粉じん発生施 設の状況、特定粉じん発生施 設の状況、特定粉じん排出等作業の状況その他必要な事項の報告を求

め、 又は その 職員 に、ばい煙 発 生施 設を 設置 して いる者、 特 定施設 を工場 若 しくは 事業場 に 設置して いる者 、揮 発性 有機化合 物排出施 設

を 設置 して いる者、 一 般粉じん 発 生施 設を 設置 して いる者 若し くは 特 定粉じん排 出者 の 工場若 し くは事 業場 若 し くは 特 定工事の場 所に 立

ち 入り、ばい煙発生施設、ばい煙 処理施 設、特定施 設、揮発性有機化合物排出施 設、一般粉じん発生施 設、特定粉じん発生施設、特定工

（略）

事に係る建築物その他の物件を検査させることができる。
２～４

国は、工場若しくは事業場における事業活動又は建築物の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物又は特定粉じんの排出等に

（国の援助）
第二十九条

よる大気の汚染の防止のための施 設の設置 又は改 善につき 必要な資 金の あつせん、技術的な助言その他の援助に努 めるものとする。

この法律の規定は、地 方公共団体が、ばい煙発生施設について、そのばい煙発生施 設において 発生するばい煙以外の物質の大

（条例との関係）
第三十二条

気中への排出に関し、ばい煙発生施設以外のばい煙を発生し、及び排出する施設について、その施設において 発生するばい煙の大気中へ

の排出に関し、揮発性有機化合物排出施設について、その揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物以外の物質の大気中への排

出に関し、揮発性有機化合物排出施設以外の揮発性有機化合物を排出する施設について、その施設に係る揮発性有機化合物の大気中への

排出に関し、一般粉じん発生施設以外の一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設について、その施設において発生し、又

は飛散する一般粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん発生施設について、その特定粉じん発生施設において 発生し、又は
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飛散する特定粉じん以外の物質の 大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん発生施設以外の特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛

散させる施設について、その施設において 発生し、又は飛散する特定粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、並びに特定粉じん排出等

作業について 、 その作業に伴い発生し、 又は 飛散する特 定粉じん以外の 物質の大気中への排出 又は 飛散 に関し、特定粉じん排出等作業以

外の建築物を解体 し、改造 し、又 は補修する作業について 、 その作 業に伴い発生し、 又は 飛散する特 定粉じんの大気中への排出又は 飛散
に関し、条例で 必要な規制を定めることを妨げるものではない。

○地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）（抄）

地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方

（地方債の制限）
第五条

一

出資金及び貸付け金の財源とする場合（出資又は貸付けを目的と して土地又は物件を買収するために要する経費の財源とする場合を

交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業（以下「公営企業」という。）に要する経費の財源とする場合

債をもつて その財源とすることができる。

二

四

三

学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施 設、消防施 設、 道路、河 川、港湾その他の土木施 設等の公共施 設又は公用施 設の建設

災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合

地方債の 借換えのために要する経費の財源とする場合

含む。）

五

事業費 （公共的団体又は国若し くは地方公共団体が出資している法人で 政令で 定めるものが設置する公共施 設の建設事業に係る負担又

は助成に要する経費を含む。）及び公共用若しくは公用に供する 土地又はその代替地と して あらかじめ取得する土地の購入費 （当該土
地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。）の財源とする場合

（国の無利子貸付金に係る地方債の特例）
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第三十三条の六の二

地方公共団体は、別に法律で 定めるところにより、国から日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会

資本の整備の促進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第八十六号）第二条第一項に規定する公共的建設事業に要する費用に充てるた

めの無利子の資金の貸付けを受ける場合に限り、当該費用のうち当該貸付けを受ける資金の額に相当す る部分については、第五条の規定
にかかわ ら ず、 当分の間、地方債をもつて その財源と すること がで きる。

○建築基準法（昭和二十五年法律第 二百一号）（抄）

居室を有す る 建築 物は、 その居室 内にお いて 政 令で 定める化学物質の 発散に よる衛生上の支障がない よう、 建築材 料及び

（居室内における化学物質の発散 に対する衛生上の措置）
第二十八条の二

換気設備について政令で 定める技術的基準に適合するものとしなければならない。

第八十六条の七第三条第二項（第八十六条の九第一項において 準用する場合を含む。以下この条、次条及び第八十七条に

（既存の建築物に対する制限の緩和）
第八十六条の七

おいて 同じ。）の 規定により第二十条、 第二十六条、 第二十七条、 第三 十条、第三 十四条 第二項、 第四 十七条、 第四 十八条 第一項から 第

十二 項 まで 、 第五十 一条 、第五 十二条 第一 項、 第二 項若 しくは 第 七項、第五 十三条 第 一 項若し くは 第二 項、 第五 十四 条 第 一項、 第五十五

条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十八条、第五十九条第一項

若しくは 第二項、第六十条第一項若しくは 第二項、第六十条の二第 一項若しくは 第二項、第六十一条、第六十二条第一項、第六十七条の

二第一項若 しくは第五 項から第七項 まで 又は 第六 十八条 第一項若 しくは 第二項の 規定の適用を 受け ない 建築物に ついて 政 令で 定める範 囲

内において 増築、改築、大規模の 修繕又は大規模の模様替（以下この条及び次条において 「増築等」という。）をする場合においては、

２

第三条第二項の規定により第二十八条、第二十八条の二（同条の技術的基準のうち政令で 定めるものに係る部分に限る。）、第二十九

（略）

第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

３
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条から 第三 十二条まで、第三 十四 条第一項、第三 十五条の三又は第三 十六条（防火壁、防火区画、消火設備及び避 雷設備の 設置及び構造

に係る部分を除く。）の規定の適用を受けない建築物について増築等をする場合においては、第三条第三項第三号及び第四号の規定にか
かわ ら ず、当該 増 築等を す る部 分以外 の 部分に 対して は 、これら の 規定は、適 用 しな い。

煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で 指定するもの及び昇降 機、ウ ォーターシュート、飛行塔

（工作物への準用）
第八十八条

その他これらに類する工作物で政令で指定するもの（以下この項において 「昇降機等」という。）については、第三条、第六条（第三項

を除 くものと し、第一項及び 第四項は、昇降機等について は第一項第一号から 第三号 まで の建築物に係 る部 分、 その他の ものについて は

同項第四号の建築物に係る部分に 限る。）、第六条の二、第六条の三（第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第七条

、第七条の二、第七条の三、第七条の四、第七条の五（第六条の三第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。）、第八条から

第 十 一条 まで 、 第 十二条 第五項 から 第八 項まで 、 第十三 条 、第 十八 条 （ 第十三 項を除 く。 ）、 第 二 十条 、第三 十二条 、 第三 十三 条 、 第三

十四条第一項、第三十六条（避雷 設備及び昇降機に係る部分に限る。）、第三十七条、第四十条、第三章の二（第六十八条の二十第二項

について は、 同項に 規定する 建築物以外の 認証型式部 材等に 係る部 分に限る。）、 第八 十六条の 七第二項（第二十条に 係る部 分に限る。

）、第八十六条の七第三項（第三十二条、第三十四条第一項及び第三十六条（昇降機に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、前条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

（略）

、 次条 及び 第 九十条 の 規定を 、 昇 降 機等 に つ いて は 、 第七条 の 六、 第十二条 第一 項 から 第四 項 まで 及び 第 十八条 第 十三項の 規 定を 準用 す
る。
２～４

第百一条
（略）

第十九条、第二 十条 （第八 十八条 第一項において 準用す る場合を 含む 。 ）、第二 十一条、 第二十二条 第 一項、 第二 十三 条、 第二 十四

一～五
六

条、 第 二 十五 条 から 第 二 十 七条 まで 、 第 二十八 条 第一 項 から 第三 項 まで 、第 二 十八条 の 二、第三 十 一条 第 一項若 し くは 第 二 項、 第三 十

二条（第八 十八条 第 一項にお いて 準用 す る場合を 含む 。）、 第三 十三条 （第八十八条 第一項において 準用 す る場合を 含む 。 ）、第三 十
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２

四条第一項（第八十八条第一項において 準用する場合を含む。） 、第三 十四条第二項、第三 十五条から 第三十五条の三まで、第三 十七

条 （第八 十八条第 一項にお いて 準用 する場合を 含む 。 ）、第四 十三 条 第一項、 第四 十四条、 第四 十七 条、 第五 十二条 第 一項、 第二項若

しくは 第 七項、 第五十三 条 第一 項若 し くは第二項、第五 十三条の 二 第 一項（第五 十七条の五第三 項にお いて 準用 する場合を 含む 。 ）、

第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、

第五 十九条第一項若しくは第二項、第六十条第一項若しくは 第二項、第六十条の二第一項若しくは第 二項、第六十一条から第六十四条

まで 、 第六十六 条 、第六 十 七条 の二 第 一 項、 第三 項若 し くは 第五 項から 第 七項 まで 又は 第六 十八 条 第 一 項 から 第三 項まで の 規定に 違反

し た場合 に おける 当 該 建築 物、 工 作 物又は 建 築設 備の 設計者 （ 設 計 図書を 用 いな いで 工事を 施 工し、 又は 設 計図 書 に 従わ な いで 工事を

（略）

施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者）
七～十五
（略）

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三 十七号）（抄）

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物

（定義）
第二条

この法律において 「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

又は 不要物で あつて 、固 形状 又は 液状の もの（放射性物質及びこ れ に よつて汚 染 された物を除く。）を いう。
２

この法律において 「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害

一

（略）

事 業 活動 に 伴 つて 生 じ た廃 棄 物 の う ち、 燃 え 殻、 汚 泥 、廃 油 、 廃 酸 、廃 アル カリ 、 廃 プラ ス チ ック 類 その 他 政 令で 定 め る廃 棄 物

この法律において 「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

を 生ず るお それ が ある性状を 有す るものと して 政 令で 定 める ものを いう。

３

４

二
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５

６

この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害
を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で 定めるものをいう。

こ の 法律において 「電子情報処理組織」と は、第十三条の 二第一項に規定する情報処理セ ンターの使用に 係る電子 計算 機（入出力装置

を 含む 。 以下同 じ。 ）と 、 第 十二 条の三 第 一項に 規定する 事業者、 同条 第二項に 規定する運 搬受託者 及び 同条第三 項に規定す る処 分 受託
者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、

（市町村の処理等）
第六条の二

こ れを運 搬し、 及び処分 （再生す ること を 含む 。 第 七条 第三 項、 第五 項 第四号 ハからホ まで 及び 第八 項、 第七条の三第 一号 、第 七条の 四

第一項第二号、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の二第一項第二号及び第三項、第九条の三第十一項、

第十三条の十一第一項第三号、第十四条第三項及び第八項、第十四条の三の二第一項第二号、第十四条 の四第三項及び第八項、第十五条

の三第一項第二号、第十五条の十二、第十五条の十五第一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号、第二十三条の三第二項
、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項を除き、以下同じ。）しなければならない。
（略）

事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運 搬又は処分を委託する場合には、政令で 定める基準に従わなければならない。

分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で 定める者にそれぞれ委託しなければならない。

他 人に委託す る場合 には、その運 搬に ついて は 第七条 第十二項に 規定する 一般廃棄 物収集運 搬業者 その 他環境省令で 定める者 に、 その処

事業者は、一般廃棄物処理計画 に従つて その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運 搬又は処分を

２～５
６

７

一般廃棄物の収集又は運 搬を業と して 行おうとする者は、当該業を行おうとする区 域（運搬のみを業として 行う場合にあつては、

（一般廃棄物処理業）
第七条

一般廃 棄 物の積 卸 しを 行 う区域に 限る。 ）を 管轄する市 町 村長の許 可を 受け なけ れば なら ない。 ただ し、 事業者 （自ら その 一般廃 棄 物を

運 搬す る場合に限る。）、 専ら 再生利用の 目 的と なる 一般廃棄 物の みの収集 又は運 搬を業と して行う者 その他環境省令で 定める者 に つい
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ては、この限りでない。
（略）

一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただ

２～５
６

し、事業者 （自ら その一般廃棄物を処 分する場合に限る。）、 専ら 再生利用の目的と なる一般廃棄物のみの処分を業として 行う者 その他

（略）

環境省令で 定める者 に ついて は、こ の 限りで ない。
７～

一般廃棄物収集運 搬業者又は 一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物処理基 準（特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理

基 準）に従い、 一般廃棄物の収集若しくは運 搬又は処分を行わ なければならない。

一般廃棄物収集運 搬業者は、 一般廃棄物の収集若しくは運 搬又は 処分を、 一般廃棄物処分業者は、 一般廃棄物の処分を、それぞれ他人

に委託してはならない。

一般廃棄 物収集運 搬業者 及び一 般廃棄 物処分業者は、帳 簿を備え 、 一般廃棄 物の処理について 環境省令で定める 事項を 記載しなけ れば

ならない。
前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。

（一般廃棄物処理施設の許可）

一般廃棄物処理施設（ごみ処理施 設で 政令で 定めるもの （以下単に「ごみ処理施 設」と いう。）、し尿処理施 設（浄化槽法第二条

いて の調査の結 果を記載した書類を 添付 しなけ ればなら ない。 ただ し、 当該申 請書に記載した同項第二号 から 第七号まで に掲げる 事項が

前項の申請書には、環境省令で 定めるところにより、当該一般廃 棄物処理施設を 設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響につ

（略）

般廃棄物処理施 設を 設置 しようとする地を管轄する都道府県知 事の許 可を受け なければ ならない。

る者 （第六条の二第一項の 規定により一般廃棄物を処分するために 一般廃棄物処理施 設を設置 しようとする市町村を除 く。）は、当該一

第一号に規定する浄化槽を除 く。 以下同じ。）及び一般廃棄物の最終処分場で 政令で定めるものをいう。以下同じ。）を 設置しようとす

第八条

２
３

12

、過去にな され た第一項の許 可に 係る当該 事項と 同一である場合そ の他の 環境省令で 定める場合は、こ の限りで ない。
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13
14
15
16

４

５

６

都道府県知事は、一般廃棄物処理施 設（政令で 定めるものに限る。）について 第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二

項第一号から 第四号 までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類（同項ただし書に規

定する場合にあつては、第二項の申請書）を当該告示の日から 一月間公衆の縦覧に供しなければならな い。

都道府県知事は、前項の 規定による告示を したときは、遅滞なく、その旨を 当該一般廃棄物処理施 設の 設置に関し生活環境の保全上関

係がある市町村の長に通知し、期間を指定して 当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。

第四項の 規定による告示があつたときは、当該一般廃棄物処理施 設の 設置に関し利害関係を有する者 は、同項の縦覧期間満 了の日の 翌

日 から起 算 して 二週 間を経 過 す る 日 まで に 、 当該 都道 府県 知 事に生 活環 境の 保全上 の 見地 から の意 見 書を 提出す るこ と がで き る。

第八条第一項の許可（同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。）を受けた者は、環境省令で 定めるとこ

（記録及び閲覧）
第八条の四

ろ に より、当該許 可に 係る 一般廃棄 物処 理施 設の維持 管理に関し環境省令で 定める事項を 記録し、これ を当該 一般廃棄 物処理施 設（当該

一般廃棄 物処理施 設に備え 置 くこ とが困 難で ある場合に あつては、 当該 一般廃棄 物処 理施 設の 設置者の 最寄りの 事務所）に 備え置き 、 当

一般廃棄物を輸出しようと する者は、その 一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するもので あること について 、環境大臣の 確認を受

該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

第十条

申請者が次のいずれかに該当する者で あること。

法により処理されることが確実であると認められること。

その輸出に係る一般廃棄物が一般廃棄物処理基準（特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準）を下回らない方

省令で 定める基 準に適合す る 一般廃棄 物の 輸出で あること 。

前号に規定する一般廃棄物以外の 一般廃棄物にあつて は、国内における一般廃棄物の適正な処理に 支障を 及ぼさないものと して環境

る一般廃棄物の輸出で あること。

国内におけ る その一般廃棄物 の処理に 関する 設備及び技術に照ら し、国内において は適 正に処理 されること が困難で あると 認められ

けなければならない。
一

二

三

四
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２

ロ

イ
その他環境省令で 定める者

市町村

（略）

（事業者及び地方公共団体の処理）
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

都道府県は、 産業廃棄 物の適 正な処 理を確保す るために 都道府県 が処 理す ることが 必要で あると 認め る産業廃棄物の処 理を その 事務と

認 める 産業廃 棄 物の処 理をその 事 務と して 行 な うこと がで きる。

市町 村は 、単 独に 又は 共 同 して 、一 般廃 棄物と あわ せて 処 理す ること ができ る 産業廃 棄 物 その 他 市 町 村が処 理す ること が 必要で あると

第十一条
２

３
して 行うこと がで き る。

（事業者の処理）

事業者は、自らその 産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除 く。 第三項から 第五項までを除き、以下この条において 同じ。）の運

事業者 （中間処理業者 （発生から 最終処分（埋立処分、海洋投入処分（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき 定められ

生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

事業者 は 、その 産業廃 棄 物 が運 搬され る まで の 間、環 境 省 令で 定 める技 術上 の 基 準 （以下 「 産業廃 棄 物保 管基 準」とい う。 ）に 従い、

従わ なけ れば なら な い。

に関する法律に基づき 定められた場合におけ るその投 入の場所及び方法に関する基 準を除 く。以下 「産 業廃棄物処理基 準」と いう。）に

ることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物に あつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止

搬又は処 分を行う場合には、政 令で 定める産業廃棄物の収集、運 搬及び処分に 関する基 準（当該基 準において 海洋を投 入処 分の場 所とす

第十二条

２

３

た海洋への投入の場所及び方法に関する基 準に従つて 行う処分をいう。）又は再生をいう。以下同じ。）が終 了するまでの一連の処理の

行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。）を含む。次項及び第五項並びに次条第三項から第五項までにおいて同

じ。）は、その 産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除 くものと し、 中間処理産業廃棄物（発生から 最終処分が終 了するまで の一連の処理
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の行程の中途において 産業廃棄物を処 分した後の 産業廃棄物をいう。以下 同じ。）を含む 。 次項及び第五項において 同じ。）の運 搬又は

処 分を他 人に委託する場合には、 その運 搬について は 第十四条 第十二項に 規定する 産業廃棄 物収集運 搬業者 その他 環境省令で 定める者に

４

事業者は、前二項の 規定に よりその産業廃棄物の運 搬又は処 分を 委託する場合には、当該 産業廃棄 物について 発生から最終処 分が終 了

事 業者 は、 前 項の 規 定に より その 産業廃棄 物の運 搬又は 処 分を 委 託す る 場合 に は 、政 令で 定める 基 準に 従わ なけ れば なら ない。

、その処 分に ついては 同項に規定す る 産業廃棄 物処分業者 その他 環境省令で 定める者 に それぞれ委 託し なけ れば なら ない。

５

（略）

するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行わ れるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
６～

その事業活動に伴い 産業廃棄物を生ずる事業者（中間処理業者を含む。）は、その産業廃棄物（中間処理産業廃棄物を含む。

（産業廃棄物管理票）
第十二条の三

第十二条の五第一項において同じ。）の運搬又は処分を他人に委託する場合（環境省令で 定める場合を除く。）には、環境省令で 定める

ところ により、当該委託に 係る産 業廃棄物の引渡 しと同時に当該 産業廃棄物の運 搬を 受託した者（当該委託が産業廃棄物の処 分のみに 係

るもので ある場合にあつては、その処分を 受託した者）に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を 受託した者

（略）

の氏名又は名称その他環境省令で 定める事項を記載した産業廃棄物管理票（以下単に「管理票」という。）を交付しなければならない。

２～

第十二条の三第一項に規定する事業者（その使用に係る入出力装置が第十三条の二第一項に規定する情報処理センター（以

（電子情報処理組織の使用）
第十二条の五

下この条において単に「情報処理センター」と いう。）の使用に係る電子計算機と 電気通信回線で 接続されている者に限る。以下この条

において 「電子情報処理組織使用 事業者」と いう。）は、その 産業廃棄物の運 搬又は処 分を 他 人に委 託する場合（第十二条の三 第一項に

規定する環境省令で定める場合を除 く。）において、運 搬受託者及び処分受託者 （その使用に係る入出力 装置が情報処理セ ンターの使用

に係る電子計算機と 電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において 同じ。）から電子情報処理組織を使用し、情報処理セ
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11
10

ンターを経由して 当該産業廃棄物 の運 搬又は処 分が終了した旨を報告することを 求め、かつ、環境省令で 定めるところにより、当該委託

に 係る産業廃 棄物を 引き渡 した 後 環 境省 令で 定 める 期 間 内に、 電子情 報処 理 組織を 使用 して 、 当該委 託に 係る 産業廃 棄 物の 種類 及び数 量

、運 搬又は処 分を 受託した者の 氏 名又は 名称 その他環境省令で 定める 事項を情報処理セ ン ター に 登 録し たとき は、第十二条の三 第一項の

（略）

規定にかかわらず、管理票を交付することを要しない。
２～

産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二及び第十五条の四の三第三

（産業廃棄物処理業）
第十四条

項にお いて 同じ。 ） の収 集 又は運 搬を 業と して 行 お うと す る者は 、 当該 業を行 お うとす る区 域（運 搬の みを業と して行 う場 合に あつて は

、 産業廃 棄 物の積 卸 しを行 う区 域に 限る。 ）を管轄す る都道府県 知 事の許 可を 受け なけ れば なら ない。 ただ し、事業者 （自ら その産業廃

棄 物を運 搬す る場 合に 限る。） 、 専ら 再生利用 の 目的と な る産業廃 棄 物のみの収 集又は運 搬を 業と して 行う者 その他 環 境省令で 定 める者

前項の許 可は、五 年を下ら ない政 令で 定める期 間ごとに その更新 を受け なければ 、 その期 間の経 過に よつて、 その効力を 失う。

について は、こ の限りで ない。
２

前 項の更 新 の 申請が あ つた場 合 に お いて 、 同 項の 期 間 （以下こ の 項 及び 次 項に おいて 「許可の 有効期 間」と い う。 ） の 満了の 日 まで に

第 七条 第五 項 第四号 イ から ト まで の いず れかに 該 当す る者

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

適合するものであること。

その 事業の用 に 供す る施 設及 び申 請者 の能力 が その 事業を的 確に、 か つ、 継続 して 行 う に足りる ものと して 環 境省令で 定 める基 準に

都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合して いると 認めるときで なければ、同項の許可を してはならない。

とする。

前項の場合において 、許 可の更新が されたとき は、 その許可の有効期 間は、 従前の許 可の有効期 間の 満了の日の翌日から起算するもの

る。

その申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有す

３

４

５
一

二
イ
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６

暴力 団員に よる 不当な行為の防止等に 関する法律第二条 第六 号に 規定する 暴力 団員 （以下こ の号において 「暴力 団員」と いう。）

ニ

ハ

個 人で 政 令で 定 める使用 人の うち にイ又は ロの いずれかに 該 当す る者 の あるもの

法人で その役員又は政令で 定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

営業に関し成年者と同一の 行為能力を有しない未成年者で その法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの

ロ

ホ
暴力団員等がその事業活動を支配する者

又は 暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者 （以下この号において 「暴力団員等」と いう。）

ヘ

産業廃棄物の処分を業と して行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

ただし、事業者（自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。）、専ら再生利用の目的となる産業廃棄 物のみの処分を業として行う者そ

前項の許可は、五年を下らない政令で 定める期間ごとにその更新を 受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を 失う。

の他環境省令で 定める者 に ついて は、こ の 限りで ない。
７

前 項の更 新 の 申請が あ つた場 合 に お いて 、 同 項の 期 間 （以下こ の 項 及び 次 項にお いて 「許 可の 有効 期 間」と いう。 ） の満 了の 日 まで に

その申請に対する処分がされないときは、 従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまで の間は、なおその効力を有す
る。

前項の場合において 、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、 従前の許可の有効期間の 満了の日の翌日から起算するもの
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８

９

産業廃棄物収集運 搬業者 その他環境省令で 定める者以外の者は、 産業廃棄物の収集又は運 搬を、産業廃棄物処分業者 その他環境省令で

いう。）は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運 搬又は処分を行わ なければならない。

第一項の許可を受け た者 （以下「産業廃棄物収集運 搬業者」と いう。）又は 第六項の許可を 受け た者 （以下「産業廃棄物処分業者」と

第一項又は 第六項の許可には、 生活環境の保全上 必要な条件を付 すること がで き る。

申請者が第五項第二号 イから ヘまで のいずれにも該当しないこと。

適合するものであること。

その 事業の用 に 供す る施 設及 び申 請者 の能力 が その 事業を的 確に、 か つ、 継続 して 行 う に足 りる ものと して 環 境省 令で 定める基 準に

都道 府県知 事は 、第六 項の許 可の 申 請が次の 各号に適 合 して いると 認 めると きでなけ れば 、同 項の 許 可をして は なら な い。

とする。

二

一

10
12 11
13

定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。

産業廃棄物収集運 搬業者は、 産業廃棄物の収集若しくは運 搬又は処分を、 産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人

に委 託 しては なら ない。 ただし、 事業者 から 委 託を受け た 産業廃 棄 物の収集 若 し くは運 搬又は処 分を政 令で 定める基 準に 従つて 委 託する
場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。

第七条第十五項及び第十六項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条

第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「産業廃棄物の」と読み替えるものとする。

（変更の許可等）

産業廃棄物収集運 搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その 産業廃棄物の収集若しくは運 搬 又は処分の事業の範囲を変更 しよ

第七条の 二第三 項及び第四項の 規定は、 産業廃棄 物収集運 搬業者 及び 産業廃棄 物処 分業者について 準用する。こ の場合において 、 同条

処分の事業の範囲の変更に係る前 項の許可について 準用する。

前条第五項及び第十一項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項及び第十一項の規定は、

うとするときは、都道府県知事の許可を 受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止で あるときは、この限りでない。

第十四条の二

２

３

第三項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」と あるのは「都道府県知事」と、同条第四項中「前条第五項第

四号イ から ヘ まで 又は チから ヌ まで （同号 チ から ヌ まで に 掲 げ る者 にあ つて は、 同号 ト」と あるの は 「 第 十四条 第五 項第 二号 イ（前 条 第

五項第四号トに係るものを除く。）又は第十四条第五項第二号ハからホまで （前条第五項第四号ト又は 第十四条第五項第二号ロ」と、「
市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

都道 府県 知 事は、 産業廃 棄 物収 集運 搬業者 又は産業廃 棄 物処分業者 が次の 各号 のいずれ かに 該当す るとき は 、 期間を 定 めて

（事業の停止）
第十四条の三

違反 行為を したと き 、 又は 他 人に 対して 違反 行為を す ること を 要 求 し、 依頼 し、 若 し くは 唆 し、 若 し くは 他 人が違反 行 為を す ること

その事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一

を助け たとき。
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14
15

三

二
第十四条第十一項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

その者の事業の用に供する施 設又はその者の能力が第十四条第五項第一号又は第十項第一号に規定する基 準に適合しなくなつたとき。

（許可の取消し）

都道府県知事は、産業廃棄物収集運 搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可

二

一

不正の手段により第十四条第 一項若しくは 第六項の許可（同条第二項又は 第七項の許可の更新を含む 。）又は 第十四条の二第一項の

前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の 規定による処分に違反 したとき。

第十四 条 第五 項 第 二号 イ から ヘ まで の いずれ かに 該当す る に至 つたと き 。

を取り消さなければならない。

三
変更 の許 可を 受け たとき。

都道府県知事は、産業廃棄物収集運 搬業者又は産業廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を
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第十四条の三の二

２
取り消すことができる。

特別管理産業廃棄物 の収集 又は運 搬を業と して 行おうとする者は、当該業を行おうとする区 域（運 搬のみを業として 行う場

（特別管理産業廃棄物処理業）
第十四条の四

合 に あつて は、 特別管理 産業廃 棄 物の積卸 しを 行う区 域に限る。 ）を 管轄す る 都道府県 知 事の許 可を受けなけ ればなら ない。 ただ し、 事

業者（自らその特別管理産業廃棄 物を運 搬する場合に限る。）その他環境省令で 定める者については、この限りで ない。
（略）

特別管理産業廃棄物の処分を業と して行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな

２～５
６

らない。ただし、事業者（自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。）その他環境省令で 定める者については、この限りでな

（略）

第一項の許可を 受け た者 （以下「特別管理産業廃棄物収集運 搬業者」と いう。）又は第六項の許可を 受け た者（以下「特別管理産業廃

11

い。
７～
12

棄物処分業者」という。）は、特 別管理産業廃棄物処理基準に従い、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わ なければな
らない。

特別管理産業廃棄物収集運 搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の収集又は運 搬を、特別管理産業廃棄物

（略）

処 分業者 その他 環 境省令で 定 める 者以外 の者は 、 特 別管理 産業廃棄 物の処 分を、 それぞれ 受託 して は なら な い。
・

産業廃 棄物収集運 搬業者 及び 産業廃 棄 物処 分業者は、自己の 名義を もつて 、 他 人に 産業廃 棄 物の収集 若し くは運 搬又は

特別管理産業廃棄物 の収集 又は運 搬を業と して 行おうとする者は、当該業を行おうとする区 域（運 搬のみを業として 行う場

特別管理産業廃棄物の処分を業と して行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければな

らない。ただし、事業者（自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。）その他環境省令で 定める者については、この限りでな

（略）

第一項の許可を 受け た者 （以下「特別管理産業廃棄物収集運 搬業者」と いう。）又は第六項の許可を 受け た者（以下「特別管理産業廃

い。
７～

６

２～５

業者（自らその特別管理産業廃棄 物を運 搬する場合に限る。）その他環境省令で 定める者については、この限りで ない。

合 に あつて は、 特別管理 産業廃 棄 物の積卸 しを 行う区 域に限る。 ）を 管轄す る 都道府県 知 事の許 可を受けなけ ればなら ない。 ただ し、 事

第十四条の四

（特別管理産業廃棄物処理業）

処 分を 業と して 行わ せて は ならな い。

第十四条の三の三

（名義貸しの禁止）

棄物の収集若しくは運 搬又は処分の業を行う場合にあつて は、特別管理一般廃棄物を含む 。）の」と読み替えるものとする。

合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「特別管理産業廃棄物（第十四条の四第十五項の規定により特別管理一般廃

第七条第十五項及び第十六項の 規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場

15
11
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13
16 14
12

棄物処分業者」という。）は、特 別管理産業廃棄物処理基準に従い、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わ なければな
らない。

特別管理産業廃棄物収集運 搬業者 その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の収集又は運 搬を、特別管理産業廃棄物処

（略）

分業者 その他環境省令で 定める者 以外の者は、特 別管理産業廃棄物 の処 分を 、それぞれ受託しては なら ない。
・

産業廃 棄物の 最終処 分場で ある場合 に あつて は、災害防 止のた めの 計画

産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

産業廃棄物処理施 設の位置、構造等の設置に関する計画

及び埋立容量）

産業廃棄物処理施設の処理能力（産業廃棄物の最終処分場で ある場合にあつては、産業廃棄物の埋 立処分の用に供される場所の面積

産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

産業廃棄物処理施設の種類

産業廃棄物処理施設の設置の場所

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏 名

前 項の許 可を 受け ようとす る者は、 環境省令で 定めるところ に より、次に掲 げる事項を 記載した申請 書を 提出 しなけ ればなら ない。

ければならない。

をいう。以下同じ。）を 設置 しよ うとする者は、当該産業廃棄物処理施 設を 設置 しようとする地を 管轄する都道府県知事の許可を 受け な

産業廃棄物処理施設（廃 プラ スチック類処理施 設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施 設で政令で 定めるもの

（産業廃棄物処理施設）

棄物の収集若しくは運 搬又は処分の業を行う場合にあつて は、特別管理一般廃棄物を含む 。）の」と読み替えるものとする。

合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「特別管理産業廃棄物（第十四条の四第十五項の規定により特別管理一般廃

第七条第十五項及び第十六項の 規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場

15

第十五条

２
一
二
三
四
五

六
七
八
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13
16 14

３

４

５

６

九

その他環境省令で定める事項

前項の 申 請書には、環境省令で 定めるところに より、当該 産業廃 棄物処 理施設を 設置す ることが 周辺 地 域の生活 環境に 及ぼ す影響に つ

いて の調査の結 果を記載した書類を 添付 しなけ ればなら ない。 ただ し、 当該申 請書に記載した同項第二 号から 第七号 まで に掲げる 事項が

、過去にな され た第一項の許 可に 係る当該 事項と 同一である場合そ の他の 環境省令で 定める場合は、こ の限りで ない。

都道府県知 事は、 産業廃棄 物処 理施設（政 令で 定めるものに限る 。）に ついて 第一項の許 可の申 請が あつた場合 には、遅滞な く、 第二

項第一号から 第四号まで に掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとと もに、同項の申請書及び前項の書類（同項ただし書に規

定する場合にあつては、第二項の申請書）を当該告示の日から 一月 間公衆の縦覧に供しなければならない。

都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該産業廃棄物処理施 設の設置に関し生活環境の保全上関

係がある 市 町村の 長に通 知 し、期 間を 指 定 して 当該 市町 村長の生活 環 境の 保全上 の 見地 から の意見を 聴 かなけ れば なら な い。

第四項の 規定による告示があつ たときは、当該 産業廃棄物処理施 設の 設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満 了の日の 翌

第八条の四の 規定は 産業廃棄 物処理施 設の 設置者 （第十五条 第四項に 規定する 産業廃 棄物処理施設について 同条 第一項

日から起算して 二週間を経過する日まで に、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出すること ができる。

（準用）
第十五条の二の三

の許可を 受け たものに限る。）について 、 第八条の五の規定は 産業 廃棄 物処理施 設で ある 産業廃棄 物の 最終処分場で あつて 環境省令で 定

めるものについて同項の許可を 受け た者について準用する。この場合において 、第八条の四中「当該許 可に係る一般廃棄物処理施 設」と

あり、及び「当該一般廃棄物処理 施設」と あるのは 「当該産業廃棄物処理施設」と、第八条の五第一項中「特定一般廃棄物最終処分場」

と あるの は 「特定 産業廃棄 物 最終 処 分場 」と 、「 一 般廃棄 物処 理施 設で ある 一般廃 棄 物の最終 処 分場 」と ある のは 「 産業廃 棄 物処理施 設

で ある産業廃棄物の最終処分場」と、「第八条第一項」と あるのは「第十五条第一項」と、同条第四項 及び第六項中「特定一般廃棄物最

終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、同条第七項中「第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条の七第一項」

と あるのは「第十五条の四において 準用する第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条の七第一項」と、「第八条第一項」と ある
のは「第十五条第一項」と 読み替えるものとする。
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（産業廃棄物の広域的処理に係る 特例）

環 境省 令で 定め る産業廃 棄 物の 広 域 的な処 理を行 い、 又は 行お うと する者 （当該処 理を 他 人に委 託 して 行 い、又は 行 お

一

当該処理を行い、又は行おうとする者（その委託を 受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。次項第二号において 同じ。

当該処 理の 内容 が、 産業廃 棄 物の減量 その 他その適 正な処 理の 確保に 資す るものと して 環 境省令で 定 める基準に適 合 すること 。

）が環境省令で定める基準に適合すること。
前号に規定する者が環境省令で 定める基準に適合する施設を有すること。

前項の認定を受けようとする者は、環境省令で 定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を

一

当該認定に係る処理を行い、 又は行おうとする者及び当該処理の用に供する施 設

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

第九条の九第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項及び第五項の規定は第一項の認定を 受け た者（その委託を 受けて 当該認

二

環境大臣に提出しなければならない。

三

二

ことができる。

うとする者を含む。）は、環境省令で 定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることに ついて、環境大臣の認定を 受ける

第十五条の四の三

２

３

定に 係る処理を 業として 行う者 （前項第二号に 規定する者である者に限る。 ）を 含む 。）について 、 同条 第六項の 規定は 第一項の 認定を

受けた者について 、 同条第七項及び 第八項の 規定は 第一項の 認定に ついて 準用する。この場合において 、 同条第四項中「第七条第一項又

は第六項」と あるのは「第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項」と、 「一般廃棄物」と あるのは「産業

廃棄物又は特別管理産業廃棄物」と、同条第五項中「第七条第十三項、第十五項及び第十六項、第七条の五」と あるのは「第十四条第十

二項、第十三項及び第十五項並びに第十四条の三の三又は第十四条 の四第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項並びに第十四条の七

」と、「一般廃棄物収集運 搬業者又は 一般廃棄物処分業者」と あるのは 「産業廃棄物収集運 搬業者若し くは 産業廃棄物処分業者 又は特別

管理産業廃棄物収集運 搬業者若し くは特別管理産業廃棄物処分業者」と 読み替えるほか、これらの 規定に関し必要な技術的読替えは、政
令で定める。

（輸入の許可）
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第十五条の四の四

廃棄 物 （航行廃 棄 物及び携帯廃 棄物を除 く。 第三 項において 同じ。 ）を 輸入しようと する者は、 環境大臣の許 可を 受け

前項の規定は、国その他の環境省令で定める者には、適用しない。

なければならない。
２

ロ

イ

その他環境省令で 定める者

産業廃棄物処理施設で あつて 、その国外廃棄物を処分するこ とができるものを有する者 （イに掲げるものを除 く。）

産業廃 棄 物処分業者 又は 特 別管理 産業廃 棄 物処 分業者で あつて 、 その国外廃 棄物の処 分を その 事業の範 囲に 含む もの

第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

ハ

申請者が次のいずれかに該当する者で あること。

において 適正に処理されると認 められるもので あること。

その輸入に係る廃棄物（以下「国外廃棄物」という。）が国内におけるその国外廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内

環境大臣は、第一項の許可の申請が次の各号に適合して いると 認めるときで なければ、同項の許可をしてはならない。
一

二

３

４

国外廃棄物を輸入した者 （事業者で あるものを除 く。）は、第十一条第一項、第十二 条第一項から 第五項まで 及び第十

（国外廃棄物を輸入した者の特例）
第十五条の四の五

二条の二第一項から第五項までの規定の適用については、事業者と みなす。

（準用）

第十条の 規定は 、産業廃棄物を 輸出しようとする者について 準用する。こ の場合において 、同条 第一項第四号中「市町

第十二条の三第一項及び第十二条の五第一項の規定は、国外廃棄 物を輸入した者（その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で あ

は、政令で定める。

村」と あるのは、「事業者（自らその産業廃棄物を輸出するものに限る。）」と 読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替え

第十五条の四の六

２

るものを除く。）について 準用する。

-20-

第十九条の五

産業廃棄物処理基準（特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理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は、都道府県知事（当該処分を行つた者

が当該 産業廃棄 物を輸入した者で ある場合に あつては、 環境大臣 又は 都道府県知 事。 次条及び 第十九条 の八において 同じ。）は、 必要な

限度において、次に掲げる者（次条及び第十九条の八において 「処 分者等」という。）に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置

当該処分を 行 つた者 （第十一条 第二項又は 第三項の 規定により その 事務と して 当該処 分を行 つた市町 村又は 都道府県を除く。）

を講ずべきことを命ずることができる。
一

第十二条第三項若しくは 第四項、第十二条の二第三項若しくは 第四項、第十四条第十四項又は 第十四条の四第十四項の 規定に違反す

当該産業廃棄物に係る産業廃 棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における管理票に係る義務（電子情報処理組織

る委託により当該処分が行わ れたときは、当該委託を した者

二

三

第十二条の三第一項（第十五条の四の六第二項において準用する場合を含む。以下このイにおいて 同じ。）の規定に違反して、管

を使用する場合にあつては、その使用に係る義務を含む。）について、次のいずれかに該当する者が あるときは、その者
イ

理票を 交付 せず、 又は第 十二条の三第 一項に規定す る事項を 記 載せず、 若 し くは 虚 偽の記 載を して 管理票を 交付 した者

第十二条の三第二項前段の 規定に 違反 して 、管理票の写 しを 送付 せず、 又は同項前 段に 規定する 事項を 記 載せず、若し くは 虚偽の

第十二条の三第二項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者

ロ

ハ

第 十二条の三第三 項若し くは 第四 項又は 第 十二条の 五第五 項の 規定に 違反 して 、 管理票の写 しを 送付せず、 又はこ れらの 規定に規

記載を して 管理票の写 しを 送付 した者

ニ

ヘ

ホ

第十二条の四第二項又は第三項の規定に違反して、送付又は 報告をした者

第十二条の三第七項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者

第十二条の三第五項、第八項又は第九項の規定に違反して、管理票又はその写 しを保存しなかつ た者

定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載を して 管理票の写 しを送付した者

ト

第十二条の五 第一項（第十五条の四の六 第二項において 準用する場合を 含む。）の 規定に よる登 録をする場合において 虚偽の登録

第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者

をした者

チ

リ
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２

四

ヌ

第十二条の五第十項の規定に違反して、適 切な措置を講じな かつた者

当該処 分を行 つ た者若 し くは 前 二号 に掲 げる者 に 対して 当該処 分若し くは 前二号 に 規定す る 規定に 違反 す る行 為 （以下 「当該処 分等

」と いう。）をすることを要求 し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該処分等をすることを助け た者があるときは、その者
（略）

（生活環境の保全上の支障の除去等の措置）

第十九条の四第一項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号

第十九条の四第一項の規定に より支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令
に係る措置を 講じないとき、講じて も十分で ないとき、又は講ずる見込みがないとき。

第十九条の四第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて 当該支障の除去
等の措置を 命ずべき処 分者 等を 確知すること がで き ないとき。

第十九条の四の二第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた認定業者が、当該命令に係る期限までにその
命令に係る措置を 講じないとき、講じて も十分で ないとき、又は 講ずる見込みがないとき。

緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、 第十九条の四第一項又は第十九条の四の二第一項の規定により支障の
除去等の措置を 講ずべきことを 命ずるいとまがないとき。

市町村長は、前項（第三号に 係る部分を除 く。）の 規定により同項の支障の除去等の 措置の全部又は 一部を 講じたときは、当該支障の

市町村長は、第一項（第三号に係る部分に限る。）の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障

除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところ により、当該処分者等に負担させることができる。

四

三

二

一

しなければならない。

支障の除去等の措置を 講じないときは、自ら 当該支障の除去等の 措置を 講じ、当該措置に要した費用を 徴収する旨を、 あら かじめ、公告

において 、 第二号に該当すると認 められるときは、相当の期限を 定めて 、当該支障の除去等の措置を 講ずべき 旨及びその期限まで に当該

のいずれかに該当すると 認められるときは、市町村長は、自ら その支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合

第十九条の七

２

３

の除去等の 措置に要した費用について 、 環境省令で 定めるところに より、 当該認定業者に負 担させること ができ る。
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４

５

市町村長は、第一項（第四号に係る部分に限る。）の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、第

十九条の四の二第一項各号のいずれにも該当すると 認められるときは、当該支障の除去等の措置に要した費用の全部又は一部について、

環境省令で定めるところ に より、 当該認定業者に負担させること ができ る。こ の場合において 、 当該認 定業者に負担させる費用の 額は、

当該一般廃棄物の性状、数量、処 分の方法その他の事情からみて相 当な範囲内のものでなければならない。

前三項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）第五条及び第六条の規定を 準用
する。

第十九条の五第一項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号

第十九条の五第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令
に係る 措置を 講じないとき 、講 じて も 十分で な いとき 、 又は講ず る 見込 みがな いとき。

第 十 九条 の五 第 一 項の 規 定に より支障 の 除去 等の 措置 を 講ずべ きこ と を 命じ ようとす る場 合に お いて 、 過失が な くて 当該 支障 の 除 去
等の措置を命ずべき処分者等を確知することができないとき。

第十九条の六第一項の規定に より支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた排出事業者等が、当該命令に係る期限までにその
命 令に係る 措置を 講じないとき 、 講じて も 十分で な いとき 、 又は 講ずる 見込 みがな いとき。

緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第十九条の五第一項又は第十九条の 六第一項の規定により支障の除去
等の措置を 講ずべきことを命ずるいと まがないとき。

都道府県知事は、前項（第三号に係る部分を除く。）の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支

都道府県知事は、第一項（第三号に係る部分に限る。）の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該

障の除 去等の 措置 に要 した費用 に ついて 、環境省令で 定めるところ に より、 当該処分者 等に負 担させることがで き る。

四

三

二

一

公告しなければならない。

当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費 用を徴収する旨を、あらかじめ、

場合において、第二号に該当すると 認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限まで に

のいずれかに該当すると 認められ るときは、都道府県知事は、自ら その支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この

第十九条の八

２

３
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４

５

支障の除 去等の 措置 に要 した費用 について 、環境省令で 定めるところ に より、 当該排出 事業者等に負 担させること ができ る。

都道府県知事は、第一項（第四号に係る部分に限る。）の規定に より同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において

、第十九条の六第一項各号のいずれにも該当すると認められるときは、当該支障の除去等の措置に要した費用の全部又は一部について、

環境省令で 定めるところ に より、 当該排出 事業者 等に負担させるこ とができ る。こ の場合において 、 当該排出事業者 等に負 担させる費用

の 額は、当該 産業廃棄物の性状、数量、処 分の 方法その他の 事情 からみて 相当な範 囲内のもので なければ ならない。

前三項の 規定により負担させる費用の徴収について は、行政代 執行法第五条及び第六条の規定を 準用 する。

○登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）（抄）

登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明（以下「登記等」という。）に

（課税の範囲）
第二条
ついて課する。

登録免許税の 課税標準及び税 率は、この法律に別段の定めが ある場合を除 くほか、登記等の区分に応じ、別表第一の 課税標準欄に

（課税標準及び税率）
第九条

掲げる金額又は数量及び同表の税 率欄に掲げる割合又は金額による。

別表 第一に掲 げる登 録、特許、免許、許可、 認可、 認定、 指 定又は技 能証明で 政 令で 定める もの（以下この 章において 「免許

（免許等の場合の納付の特例）
第二十四条

等」とい う。 ）に つき 課 され るべ き 登 録免許 税 につ いて は、 当該 免許 等を 受け る者 は 、 当該 免許 等に 係る 登 記 機関が 定 めた期 限 まで に 、

当該登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記機関の定める書類にはり付けて登記官署等
に提出しなければならない。
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２

免許等に係る登記機関は、当該免許等に係る前項の登録免許税の納付の期限及び書類を定めなければならない。この場合には、その期

課税標準

一件につき

税率

十五万円

認定件数

課税範囲、課税標準及び税 率の表（第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十九条、第二十三条、第二十四

限を 当該免許等をする日から 一月を経過する日後と して はなら ない。

別表第一
条関係）
登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項
（略）

一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理の認定

一～四十九
五十

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十 七号）第九条の九第一項（一般廃棄

物の広域的処理に係る特例）又は第十五条の四の三第一項（産業廃棄物の広域的処理に係る特例）の

（略）

一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的処理の認定
五十の二～五十四
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