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建設廃棄物の
適正処理

⻑野県松本地域振興局
環境・廃棄物対策課

令和４年度 技術者セミナー資料

絶対に覚えて頂きたいこと︕

１．産業廃棄物の処理責任は排出事業者にある

２．建設工事の排出事業者は元請け業者

３．産業廃棄物の保管・運搬及び処分にあたっては、廃棄物処
理法の保管基準・処理基準が適用される

４．廃棄物の処理を他⼈に委託する場合、委託基準とマニフェ
スト交付義務の遵守、適正処理の確保に努める義務がある

５．産業廃棄物を⾃ら処理する場合はもちろん、処理を他者に
委託する場合であっても排出事業者に責任がある

下請け業者は排出事
業者ではない

2



電気・ガス・熱

供給・水道業
101,007 

26%

農業・林業
81,262 
21%

建設業
79,712 
20%

パルプ・紙・紙加

工品製造業
33,678 

9%

鉄鋼業
25,964 

7%

その他

64,332 

17%

計
385,955

産業廃棄物の排出及び処理状況等
（令和元年度実績） 環境省 3

建設廃棄物の特殊性

• 廃棄物発生場所が一定
しない（現場ごと）

• 廃棄物発生量が膨⼤
• 廃棄物の種類が多様、
混合状態で排出される
場合が多い

• 廃棄物を取り扱う者が
多数存在（重層下請構
造）するため、処理責
任の所在が曖昧となる
おそれ

単位：千トン

・不法投棄など、不適正処理が多い

産業廃棄物の不法投棄等の状況（令和２年度）
環境省廃棄物・リサイクル対策部

建 設 系 廃 棄 物
不法投棄量 (令和２年度)
計 38,110t

(全不法投棄量の74％）

がれき類→再生砕石等 木くず→サーマルリサイクル

・的確に分別すれば多くはリサイクルが可能
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建設廃棄物の適正処理の重要性

⻩⾊着⾊部︓建設系廃棄物（単位︓トン）

建設系混

合廃棄物
17,614 
34%

がれき類
10,758 
21%

木くず・汚泥・

廃プラスチッ

ク類(建設系)

9,739 
19%

建設系以外廃

棄物
13,358 
26%
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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、廃掃法と略されている）

＜手 段＞
廃棄物の発生抑制
廃棄物の適正処理

＜目 的＞
生活環境の保全
公衆衛生の向上

◆法の主な内容
廃棄物の定義、排出事業者処理責任、市町村の処理、
処理基準、委託基準、処理業許可、処理施設許可、
⾏政処分、罰則 などについて規定

廃棄物処理法とは

ごみ、粗⼤ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、
廃油、動物の死体その他の
【汚物または不要物で固形状
・液状のもの】

※不要物かどうかは物の性状、排出の状
況、通常の取扱形態、取引価値の有無、
占有者の意志などを総合的に判断

物

廃棄物
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【価値の有る物】
＝⾃ら利⽤できる
＝他人に有償で譲渡できる

有価物

「廃棄物」とは
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廃

棄

物

一般廃棄物
（市町村の事務
として処理）

産業廃棄物
（事業者⾃らの
責任で処理）

特別管理一般廃棄物
（爆発性、毒性、感染性）一般家庭か

ら発生する
廃棄物

事業活動に
伴って出る
廃棄物

《産業廃棄物以外のもの》
・家庭ごみ、し尿
・事務所から出る紙くず、
生ごみなど

特別管理産業廃棄物
（爆発性、毒性、感染性）

《法令で定める２０種類の廃棄物》

建設廃棄物＝建設工事に伴い生ずる廃棄物

廃棄物の種類
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に
伴
う
も
の

あ
ら
ゆ
る
事
業
活
動

燃え殻
廃酸
廃アルカリ
鉱さい
ばいじん

に
伴
う
も
の

特
定
の
事
業
活
動

動植物性残さ
動物系固形

不要物
動物のふん尿
動物の死体

上記の廃棄物を処分するために処理したもの(政令第13号廃棄物)

汚泥
廃油

※廃プラスチック類
※ゴムくず
※⾦属くず
※ｶﾞﾗｽくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及び陶磁器くず
※がれき類
※は安定型産業廃棄物（安定５品目）

木くず
紙くず
繊維くず

建
設
産
業
廃
棄
物

※
建
設
工
事
に
伴
い
生
ず
る
産
業
廃
棄
物

※建設混合廃棄物
安定型建設廃棄物
と木くず、紙くず、
繊維くずが混在し
た状態

産業廃棄物の種類（法第2条第4項、政令第2条）
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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。
（排出事業者責任） （法第３条）

他者に処理を委託する場合⾃ら処理(⾃社処理)する場合

・排出事業者は、⾃らその産業廃
棄物の運搬や処分（破砕、焼却、
埋⽴等）を⾏う場合には、法令
で定める『処理基準』に従わな
ければならない。

・一定規模以上の処理施設（破砕
機、焼却炉、最終処分場など）
を設置する場合は、都道府県等
の設置許可を受ける必要がある。

・排出事業者は、産業廃棄物の処
理を他⼈に委託する場合は、法
令で定める『委託基準』に従わ
なければならない。

・許可を受けた収集運搬業者と処
分業者それぞれに委託をし、ま
た事前に委託契約書の締結が必
要

産業廃棄物の排出事業者の処理責任

建設工事に伴い生じる廃
棄物の排出事業者は元請
業者となり、処理責任を
負う（法第２１の３）

・下請負⼈は排出事業者と
ならない
（下請け任せにしない）

・下請負⼈が廃棄物の運搬
⼜は処分を⾏う場合は、

①廃棄物処理業の許可
②元請業者からの処理委託
が必要

発注者

受 注 者
（元請業者）

排
出
事
業
者

下請業者
（一次下請）

下請業者
（二次下請）
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責任の
明確化

建設工事における産業廃棄物の処理責任



問題︓排出事業者は誰か

元請け業者Ａが、新築工事を一括して請け負った。Ａは総合的な企画、調整
や指⽰のみを⾏い、実際の施⾏や配線工事等はＢ建築やＣ設備が請け負った。

Ｑ１

Ｑ３

一般住宅の解体建屋内に残ったままのテレビやエアコン、ソファー

→ 住宅の所有者（発注者）が排出者 ＜一般廃棄物＞

→ 総合的な企画、調整や指⽰を⾏うのが元請けであり、建設
工事では元請けが排出者（H22年改正 法第21の３で規定）

Ｑ２

上記の例で、下請け業者Ｂ建築が総合的な企画、調整を⾏っている場合

→ この場合も元請けが排出者（ただし建設業法第22条違反）
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・排出事業者として、⾃らの責任で法に従った適正処理を⾏う。
・廃棄物の発生抑制・減量化・再生資材の活用。
・発注者から、産業廃棄物の処理業者までを含めた協⼒体制の構築。
・廃棄物処理の仕様について発注者との協議。
・廃棄物処理計画を作業所ごとに作成し、廃棄物の取扱⽅法について
定め、従業員及び関係者に周知徹底を図る。

・廃棄物は、原則分別排出とし回収⽅法や回収容器について、処理業
者と協議を⾏う。

・建設廃棄物を⾃⼰処理する場合の、処理基準の遵守。
・建設廃棄物の処理を他人（下請負人も含む）に委託する場合、委託
基準、マニフェスト交付義務の遵守、適正処理の確保に努めること

・建設廃棄物の性状、処理⽅法の把握
・廃棄物処理結果の発注者への報告
・マニフェスト及び処理実績の整理、記録、保存

排出事業者（元請業者）の責務と役割



①建設廃棄物の発生抑制
②元請業者に⾃社の廃棄物の内容を事前に連絡
③元請業者が定めた廃棄物処理⽅針を作業員に周知徹底
④下請負人が建設廃棄物を運搬・処分する場合、廃棄物処理業の許可
取得及び元請業者との委託契約締結及び処理基準の順守

⑤現場内で廃棄物を保管する場合、保管については下請負人も排出事
業者とみなし保管基準が適⽤される

⑥元請業者が廃棄物を放置したまま破産等で消失した場合など、やむ
なく下請負⼈が廃棄物を処理委託せざるを得なくなったときは、下
請負⼈を排出事業者とみなして廃棄物の委託基準が適用される
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下請負⼈の責務と役割

廃棄物を適正に処理するために、社内管理体制の整備、
関係者の責務・役割の明確化が必要

（管理体制・関係者の役割の例）

本 社 ・基本⽅針の決定
・管理組織の整備、規定・マニュアルの整備
・廃棄物処理統括責任者の選任
・教育・啓発、法改正等の周知

支 店 ・支店・現場⽅針の策定
現 場 ・廃棄物処理責任者の選任

・委託契約の締結、マニフェスト交付
・廃棄物処理状況の管理
・職員の教育、下請負⼈の指導監督 14

社内管理体制の整備等
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《安定型産業廃棄物》
・安定型最終処分場で埋⽴処分できるもの（安定５品目）
・石綿含有産業廃棄物（レベル３）も該当 →混合防止措置、飛散防止措置
・⾃動⾞等破砕物、廃プリント配線板、有機質付着した廃包装容器、鉛製管⼜は
板、鉛蓄電池の電極、廃ブラウン管、廃石膏ボード、水銀使用製品産業廃棄物
は除く

・有機性廃棄物が付着したもの、選別後ふるいした残さは安定型廃棄物として取
り扱わない

《特別管理産業廃棄物》
・引火性廃油、腐食性廃酸・廃アルカリ、廃PCB等、廃石綿等
・排出事業所には特別管理産業廃棄物管理責任者の有資格者を設置
・他の廃棄物と混合しないように保管、排出
●処分⽅法の例
焼却、中和等、環境⼤臣が定める⽅法
廃石綿（飛散性アスベスト）は管理型最終処分場で埋⽴処分

建設廃棄物の取扱い（１）
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《建設混合廃棄物》
安定型産業廃棄物とそれ以外の廃棄物（有機性の廃棄物）が混在しているもの

●処分⽅法の例
選別後、中間処理・再生（破砕、溶融固化、焼却など）
管理型最終処分場で埋⽴処分
熱しゃく減量を５％以下としたものは安定型最終処分場で処分も可

《建設汚泥》
建設工事に係る掘削工事に伴い排出されるもののうち、含水率が⾼く粒⼦が微細
な泥状（標準仕様ダンプに⼭積みできず、また⼈がその上を歩けない状態。コー
ン指数が概ね200ｋN／㎡以下⼜は一軸圧縮強度50ｋN／㎡以下）のもの
●処分⽅法の例
含水率８５％以下まで中間処理（脱水）し、管理型最終処分場で埋⽴処分
固化剤等で脱水・乾燥させた再生品（改良⼟）は、個別に廃棄物該当性を判断

建設廃棄物の取扱い（２）



1. 周囲に囲い（保管する産業廃棄物の荷重が直接囲いにかかる構造である場
合には、構造耐⼒上安全なもの）を設けること

2. ⾒やすい場所に、次の事項を記載した縦・横それぞれ６０ｃｍ以上の⼤き
さの掲⽰板を設けること
①産業廃棄物の保管場所である旨
②保管する産業廃棄物の種類
（石綿含有産業廃棄物を含む場合は、その旨）

③保管場所の管理者⽒名⼜は名称及び連絡先
④屋外保管で容器を用いない場合、最⼤積み上げ⾼さ

3. ねずみ及びハエ・蚊その他の害虫が発生しないようにすること
4. 石綿含有産業廃棄物⼜は水銀使⽤製品産業廃棄物を保管する場合は、仕切
りを設けるなど他の廃棄物と混合しないようにすること。また、覆い、梱
包するなどの飛散防止措置を講ずること
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産業廃棄物保管基準（１）
保管は、次の要件を満たす場所で⾏うこと。

産業廃棄物保管基準（２）
5. 保管場所から産業廃棄物が飛散、流出、及び地下浸透、並びに悪臭が発散
しないように、次の措置を講ずること
(1)保管に伴い汚水が発生するおそれがあるときは、公共用水域及び地下
水汚染防止のため必要な排水溝等の設備を設けるとともに、底⾯を不
浸透性の材料で覆うこと

(2)屋外で容器を用いずに保管する場合、⾼さの上限を超えないこと。
①廃棄物が囲いに接しない場合 囲いの下端から勾配５０％

（２６.５°）以下
②廃棄物が囲いに接する場合 囲いの内側２ｍは、囲いの⾼さから

５０ｃｍ以下、２ｍ以上内側は、
２ｍ線から勾配５０％以下

地盤⾯

５０ｃｍ
以上

２ｍ
囲
い

囲
い

勾配５０％以下
（２６．５°）

←② ①→ 18



問題︓適法︖

Ｑ２

下請けとして屋外の現場でがれき類を崩れそうな急傾斜で保管していた。
元請けの廃棄物なので⾃分たちに責任はないと考えそのままにしておいた。

→ 現場内での保管は、下請け業者にも保管基準が適⽤される

→ 契約をしたからといって排出業者の「付け替え」はできず、
下請け業者の無許可営業に該当
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下請けとして現場に入ったが収集運搬業の許可を持っていなかったため、
元請け業者と書⾯で契約書を交わし、下請け業者を排出事業者として契約
したうえで運搬した。

Ｑ１
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①委託基準の遵守

③排出事業者の注意義務の徹底

②マニフェストを使⽤

・処理委託しようとする産業廃棄物の収集運搬や処分が
可能な許可業者を選定→許可証で確認

・事前に、必ず書⾯で収集運搬業許可業者、処分業許可
業者それぞれと直接に２者間で委託契約書を作成

産業廃棄物の処理を委託するときは

委託した産業廃棄物について発生から最終処分が終了す
るまでの一連の処理の工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

産業廃棄物の処理委託の際にマニフェストを使用し、最
終処分完了まで適正処理されたことを確認
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（ア）処理を委託しようとする業者が産業廃棄物処理業（収集
運搬業、処分業）の許可を有する者で、委託しようとす
る産業廃棄物の処理が事業の範囲に含まれていること。

（イ）委託契約は書⾯で⾏い、必要な事項が記載されているこ
と。また、許可証等の写しが添付されていること。

（ウ）特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合は、あらかじ
め委託しようとする者に対して取り扱い上の注意事項を
書⾯で通知すること。

（エ）委託契約書及び添付書類を契約終了⽇から5年間保存す
ること。

（オ）収集運搬の委託は収集運搬業の許可を持つ者と、処分
（中間処理または最終処分）の委託は処分業の許可を持
つ者と、それぞれ2者間で契約すること。

（カ）委託された者がさらに別の者に委託する再委託は原則禁
止。（再委託禁止違反）

委託基準
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■委託契約書の記載事項（令第６条の２）
契約書の共通記載事項

○（特別管理）産業廃棄物処理を委託する際に必要な記載事項
①委託する（特別管理）産業廃棄物の種類及び数量
②委託契約の有効期間
③委託者が受託者に支払う料⾦
④受託者の事業の範囲
⑤委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報
ア 当該（特別管理）産業廃棄物の性状及び荷姿
イ 通常の保管状況下での腐敗、揮発等（特別管理）産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ウ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
エ ⽇本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃棄物の場合には、含有マーク表⽰に関す

る事項
オ 石綿含有産業廃棄物、水銀使⽤製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合には、その

事項
カ その他（特別管理）産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

⑥委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変更があった場合の当該情報の伝達⽅法
に関する事項

⑦受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
⑧契約を解除した場合の処理されない（特別管理）産業廃棄物の取扱いに関する事項

運搬の記載事項 処分の記載事項
○運搬を委託する際に必要な記載事項
⑨運搬の最終目的地の所在地

○受託者が積替え保管をする場合は次も含む
⑩積替え⼜は保管の場所に関する事項

○処分を委託する際に必要な記載事項
⑪処理施設の所在地、処分⼜は再生の⽅法
及び処理能⼒

○処分後に残さが発生する場合は次も含む
⑫最終処分の場所の所在地、最終処分の⽅法及び
処理能⼒

保存期間 ５年間（排出事業者及び中間処理業者（排出事業者に該当する場合））

委託契約書の添付
書面として許可証
等の写しが必要

22
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【マニフェストの主な記載事項】
①交付年⽉⽇ ②交付担当者⽒名 ③排出事業者・事業場の名称・所在地
④産業廃棄物の種類・数量 ⑤形状・荷姿 ⑥収集運搬業者名・所在地
⑦処分業者名・所在地 ⑧最終処分の場所 ⑨処理の際の注意事項 ⑩石綿
含有産業廃棄物、水銀使⽤製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれ
る場合は、その数量

排出事業者（中間処理業者を含む。）が産業廃棄物の運
搬⼜は処分を他⼈に委託する際に、産業廃棄物の引渡し
と同時に受託者に交付

処理（収集運搬、処分）終了の都度、受託者からマニフェストの写
しの送付を受ける

排出事業者、処理業者が処理の状況を把握、管理

委託契約どおり産業廃棄物が処理されたかを確認

産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度

「委託契約」と「マニフェスト」は趣旨が異なる

あらかじめ、排出事業者と受託者双
⽅が書⾯で委託する処理の内容を確
認し、双⽅の責任を明確化するため
のもの ⇒排出事業者責任の徹底

委託契約のとおり産業廃棄物が処理
されたことを確認し、適正処理を確
保するためのもの

委託契約

マニフェスト

委託契約、マニフェストは両⽅必要
24

「委託契約」と「マニフェスト」



■マニフェストの例
・公益社団法⼈全国産業廃棄物連合会が作成
・建設六団体副産物対策協議会が作成（建設系廃棄物マニフェスト）
・電⼦マニフェスト

25
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■マニフェストの構成
Ａ票 排出事業者の控え
Ｂ１票 運搬業者の控え
Ｂ２票 運搬業者から排出事業者に返送され、運搬終了を確認
Ｃ１票 処分業者の保存用
Ｃ２票 処分業者から運搬業者に返送され、処分終了を確認
Ｄ票 処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認
Ｅ票 処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認

■マニフェストの交付単位
○産業廃棄物１種類につき１通必要
※混合廃棄物のように一体不可分のものは１通で可

○運搬先１箇所につき１通必要
※複数の運搬⾞に対して同時に引き渡され、かつ運搬先
が同一の場合は１通で可
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排出事業者 収集運搬業者 中間処理業者

中間処理業者 収集運搬業者 最終処分業者

１次マニフェスト
（排出事業者が作成・交付）

２次マニフェスト
（中間処理業者が作成・交付）

交付の⽇から１８０⽇以内に
最終処分終了の報告を確認

交付の⽇から９０⽇以内に運搬終
了及び最終処分終了の報告を確認

交付の⽇から９０⽇以内に運搬終了
及び中間処理終了の報告を確認

中間処理後

返送期限を過ぎてもマニフェス
トが返送されてこないときは、
収集運搬業者⼜は処分業者に確
認し、あわせてその状況につい
て都道府県知事（政令市は市
⻑）へ報告してください。

※特別管理産業廃棄物の場合は、６０⽇
以内に運搬終了及び中間処理終了の報告
を確認

マニフェストの流れ

B2 C2

D

E
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排出
事業者

収集運搬
業者

処分業者

EDC2C1B2B1ﾏﾆﾌｪｽﾄA

ﾏﾆﾌｪｽﾄC1

ﾏﾆﾌｪｽﾄD

ﾏﾆﾌｪｽﾄE

ﾏﾆﾌｪｽﾄB1 ﾏﾆﾌｪｽﾄC2

※5年間保存

ﾏﾆﾌｪｽﾄA ﾏﾆﾌｪｽﾄB2 ﾏﾆﾌｪｽﾄD ﾏﾆﾌｪｽﾄE

①マニフェストに必要事項記入し、産廃
とともにマニフェスト（Ａ〜Ｅ票）を収
集運搬業者に引き渡す。
産廃とマニフェストを確認・マニフェス
トに署名してもらい、Ａ票のみ返却

①

EDC2C1B2ﾏﾆﾌｪｽﾄB1
②

②産廃とともに（Ｂ１〜Ｅ票）を処分業者に引き渡す。産廃と
マニフェストを確認・マニフェストに署名してもらい、Ｂ１
票・Ｂ２票のみ返却

④

ﾏﾆﾌｪｽﾄB2③

③運搬終了後１０⽇以内に、処分業者
から返却されたＢ２票を排出事業者に
返送

④処分終了後１０
⽇以内に、Ｄ票を
排出事業者に返送

ﾏﾆﾌｪｽﾄC2⑤
⑤処分終了後１０⽇以内
に、Ｃ２票を収集運搬業
者に返送

⑥

⑥最終処分終了後、Ｅ票に最
終処分が終了した旨を記載し
て排出事業者に返送

※返却されたＣ２
票・Ｂ１票を照合し
て、5年間保存

※返却されたＢ２票・Ｄ票･Ｅ票
をＡ票と照合して、指⽰どおり適
正処理されたことを確認し、5年
間保存

中間処理後の産廃について２次マニフェス
トが返送され、最終処分を確認後、１次マ
ニフェストＥ票を排出事業者に返送

処分業者が中間処理業者の場合
２次マニフェスト

EDC2C1B2B1ﾏﾆﾌｪｽﾄA



排出事業者の注意義務

「必要な措置」の例
・適正な処理料⾦の負担、優良産廃処理業者に委託
・委託先の処理業者の処理状況を実地で確認（運搬⾞両、
処理場の清潔が保持されているか）

・⾏政処分状況や維持管理情報等、公表情報の確認

処理業者
任せに
しない︕

排出事業者は、産業廃棄物の収集運搬、処分を委託した場合には、
当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を⾏い、発生から最終
処分終了までの一連の処理が適正に⾏われるために必要な措置を
講じなければならない。（注意義務︓法第12条第7項）

・委託基準違反
・マニフェスト
義務違反

・注意義務違反

措置命令
⾃治体から廃棄物の
撤去、撤去費用負担

命令

処理を委託しても、排出事業者が責任を問われる場合がある

処理委託した廃棄
物が不適正処理
（不法投棄など）
された場合

29

○×クイズ

Ｑ１

元請けとして下請け業者と運搬契約を結んだが、処分契約は
下請け業者が結ぶというのでそれ以上契約は結ばなかった。

Ｑ２

元請け業者が「後⽇まとめて渡す」というので、その場では
マニフェストの交付を受けずに下請けとして廃棄物を運搬した。

→ ×

→ ×
Ｑ３

マニフェストを交付してから半年経っても写しが送付されなか
った。処理業者に問い合わせたところ、通常一年はかかるもの
だと言われたのでそのまま待つことにした。

→ ×
30



５年以下の懲役もしくは１,０００万円以下の罰⾦（⼜は併科）
（法⼈に対する両罰規定）３億円以下の罰⾦

３年以下の懲役もしくは３００万円以下の罰⾦（⼜は併科）
※無許可業者へ委託した場合
５年以下の懲役もしくは１,０００万円以下の罰⾦（⼜は併科）

マニフェスト不交付、記載義務違反、虚偽記載交付、写し送付義
務違反、写し保管義務違反
１年以下の懲役もしくは１００万円以下の罰⾦（⼜は併科）

31

罰 則
不法投棄・野外焼却

委託基準違反

マニフェストに係る違反

32

ともに循環型社会を築き、
⻑野県の美しい環境を保全
していきましょう︕


