平成 二十 八年 政令 第八 十六 号

水 銀に よる 環境 の汚 染の 防止 に関 する法 律施 行令 ︵平 成二 十七 年政 令第 三百 七十八 号︶
最終 改正

水銀 によ る環 境の 汚染 の防 止に 関する 法律 ︵以 下﹁ 法﹂ とい う︒ ︶第 二条第 一項 に規 定す る特 定水

︵特 定水 銀使 用製 品︶
第一 条

銀 使用 製品 ︵以下 単に ﹁特 定水 銀使 用製 品﹂ とい う︒ ︶とし て政 令で 定め るも のは ︑次 に掲 げるも のと す
る︒

酸化 銀電 池︵ 水銀の 含有 量が 全重 量の 一パ ーセ ント 未満で あっ て︑ ボタ ン電 池で ある もの に限 る︒︶

電 池︵ 次に 掲げ るも のを 除く ︒︶
イ

空気 亜鉛 電池 ︵水 銀の 含有 量が全 重量 の二 パー セン ト未 満で あっ て︑ボ タン 電池 であ るも のに 限る

ス イッ チ及 びリ レー

一

ロ

二

一 般照 明用 のコ ンパ クト 形蛍 光ラン プ及 び電 球形 蛍光 ラン プ︵ 発光 管一 本当た りの 水銀 の含 有量 が五

︒︶

三

ミリ グラ ムを超 える もの であ って ︑定 格消 費電 力が三 十ワ ット 以下 のも のに 限る ︒︶

四
イ

ロ

一 般照 明用 の直 管形 蛍光 ラン プのう ち︑ 次に 掲げ るも の

一個 当たり の水 銀の 含有 量が 五ミ リグ ラム を超 えるも ので あっ て︑ 定格 消費 電力 が六 十ワッ ト未 満
のも のの うち ︑三 波長 形の蛍 光体 を用 いた もの

一個 当た りの 水銀 の含 有量 が十 ミリ グラム を超 える もの であ って ︑定 格消 費電力 が四 十ワ ット 以下

一 般照 明用 の高 圧水 銀ラ ンプ

の もの のう ち︑ハ ロり ん酸 塩を 主成 分と する 蛍光 体を 用いた もの
五

電 子デ ィス プレ イ用 の冷 陰極 蛍光 ラン プ及び 外部 電極 蛍光 ラン プの うち ︑次 に掲げ るも の

一 個当 たり の水 銀の 含有 量が 十三ミ リグ ラム を超 える もの であ って ︑そ の長さ が千 五百 ミリ メー ト

超 え千 五百 ミリ メー トル以 下の もの

一 個当た りの 水銀 の含 有量 が五 ミリ グラ ムを超 える もの であ って ︑そ の長 さが 五百 ミリメ ート ルを

ル以 下の もの

一個 当た りの 水銀の 含有 量が 三・ 五ミ リグ ラム を超 えるも ので あっ て︑ その 長さ が五 百ミ リメ ート

六
イ

ロ

ハ

ルを 超え るもの

七

化 粧品 ︵人 の身 体を 清潔 にし ︑美化 し︑ 魅力 を増 し︑ 容貌 を変 え︑ 又は 皮膚若 しく は毛 髪を 健や かに

保つ ため に︑身 体に 塗擦 ︑散 布そ の他 これ らに 類似 する方 法で 使用 され るこ とが 目的 とさ れてい る物 で
︑人 体に 対す る作 用が 緩和な もの をい う︒ ︶

動植 物又 はウ イル スの 防除 に用 いら れる薬 剤︵ エチ ルメ ルク リチ オサ リチ ル酸ナ トリ ウム ︵別 名チ メ

気圧 計︵ 電気 式の もの を除 く︒︶

八

ロ サー ル︶ を有効 成分 とす る保 存剤 ︵エ チル メル クリ チオサ リチ ル酸 ナト リウ ム以 外の 水銀 等︵法 第一

条 に規 定す る水 銀等 をい う︒ ︶を含 むも のを 除く ︒︶ であ って ︑医 薬品︑ 医療 機器 等の 品質 ︑有 効性 及

び安全 性の 確保 等に 関す る法 律︵ 昭和 三十 五年法 律第 百四 十五 号︶ 第二 条第 一項 に規定 する 医薬 品及 び

九

湿 度計︵ 電気 式の もの 及び 第十 二号 イに 掲げる ガラ ス製 温度 計を 部品 とし て用 いて 製造さ れる もの を

同条 第九 項に 規定 する再 生医 療等 製品 に添 加さ れる もの を除く ︒︶

十

圧力 計︵ 電気 式の もの ︑二 百三十 度以 上の 温度 で計 るこ とが でき るダ イアフ ラム 式圧 力計 であ って

除 く︒ ︶
十一

目量 ︵計 量法施 行令 ︵平 成五 年政 令第 三百 二十 九号︶ 第二 条第 二号 イ

に規 定す る目 量を いう︒ 以下 同

（１）

じ ︒︶ が五 メガ パス カル 以下 のも の及び 温度 の大 きな 変化 ︑著 しい 振動 その 他の厳 しい 条件 の下 で計 る

温度 計︵ 電気 式の もの 及び ガラ ス製 温度計 であ って 次に 掲げ るも の︵ 体温 計であ るも のを 除く ︒︶

真 空計

計 るこ とので きる 最大 の圧 力が 六万 六千 パス カル 以下で あっ て︑ 目量 が二 百パ スカ ル以 下のＵ 字管

て︑ 目量 が三 百パ スカ ル以 下の マク ラウ ド真空 計

計る こと ので きる 最大の 圧力 ︵絶 対圧 力を いう ︒ロ にお いて 同じ︒ ︶が 千三 百パ スカ ル以 下で あっ

こと がで きる真 空計 であ って 次に 掲げ るも のを 除く ︒︶
イ

ロ

十二

塩酸 ︑硫酸 その 他の 腐食 性の 高い 薬品 の温 度を計 るこ とが でき るも ので あっ て︑ 計る ことの でき る

ハ に該 当す るも のを 除く ︒︶

計 るこ との でき る最高 の温 度が 三百 度を 超え 五百 度以 下のも ので あっ て︑ 目量 が二 度以 下の もの ︵

す るも のを除 く︒ ︶

計る こと ので きる 最高 の温 度が三 百度 以下 のも ので あっ て︑ 目量 が○・ 五度 以下 のも の︵ ハに 該当

を除 く︒ ︶
イ

ロ

ハ

十三

最 高の 温度 が二 百度 を超 え五 百度 以下の もの のう ち︑ 目量 が二 度以 下の もの
血 圧計︵ 電気 式の もの を除 く︒ ︶

︵製 造工 程︶

三

二

一

ナト リウ ムメ トキシ ド︑ ナト リウ ムエ トキ シド ︑カ リウム メト キシ ド又 はカ リウ ムエ トキ シド

ク ロロ エチ レン ︵別 名塩 化ビ ニル ︶

ア セト アル デヒ ド

水 酸化 ナトリ ウム 又は 水酸 化カ リウ ム

法第 十九 条の 政令 で定 める 製造 工程は ︑次 に掲 げる 物品 の製 造工 程と する︒

四
ポリ ウレ タン

第二 条

五

水 銀︵ 水銀 以外 の物 と混 合し ている 場合 ︵水 銀以 外の 金属 との 合金 に含 まれる 場合 を含 む︒ ︶は ︑水

法 第二 十一 条第一 項の 政令 で定 める もの は︑ 次に 掲げる もの とす る︒

︵ 法第 二十一 条第 一項 の政 令で 定め るも の︶
第 三条
一

銀の 含有 量が全 重量 の九 十五 パー セン ト以 上で ある混 合物 に含 まれ るも のに 限る ︒︶

二

三

四

五

六

塩 化第 一水 銀︵ 塩化 第一 水銀 以外の 物と 混合 して いる 場合 は︑ 塩化 第一 水銀の 含有 量が 全重 量の 九十
五パ ーセ ント以 上で ある 混合 物に 含ま れる もの に限 る︒︶

酸化 第二 水銀 ︵酸 化第二 水銀 以外 の物 と混 合し てい る場 合は ︑酸化 第二 水銀 の含 有量 が全 重量 の九 十
五パ ーセ ント 以上 であ る混 合物 に含 まれ るもの に限 る︒ ︶

硫 酸第 二水銀 ︵硫 酸第 二水 銀以 外の 物と 混合 して いる場 合は ︑硫 酸第 二水 銀の 含有 量が 全重量 の九 十
五 パー セン ト以 上で ある 混合 物に含 まれ るも のに 限る ︒︶

硝 酸第 二水 銀及 び硝 酸第 二水 銀水 和物 ︵硝酸 第二 水銀 及び 硝酸 第二 水銀 水和 物以外 の物 と混 合し てい

る場 合は ︑硝 酸第 二水銀 及び 硝酸 第二 水銀 水和 物の 含有 量の合 計が 全重 量の 九十 五パ ーセ ント 以上 であ
る混 合物 に含 まれ るも のに 限る ︒︶
しん

硫 化水銀 ︵辰 砂に 含ま れる もの を含 み︑ 硫化水 銀以 外の 物と 混合 して いる 場合 ︵辰 砂に含 まれ る場 合

則

を 除く ︒︶ は︑ 硫化 水銀の 含有 量が 全重 量の 九十 五パ ーセ ント以 上で ある 混合 物に 含ま れる もの に限 る
︒︶
附

この政 令は ︑水 銀に 関す る水 俣条 約が 日本 国につ いて 効力 を生 ずる 日か ら施 行す る︒た だし ︑次 の

︵ 施行 期日 ︶
第一 条

次条 の規 定

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 一条 第一号 ︵ボ タン 電池 であ るア ルカ リマ ンガ ン電池 を除 く︒ ︶︑ 第三 号︑ 第四 号及 び第六 号か ら

平成 二十 九年 七月 一日

二

平成 三十 年一 月一日

第 八号 ︵二 ・七 ︱ジ ブロ モ︱ 四︱ヒ ドロ キシ 水銀 フル オレ セイ ン二 ナトリ ウム を有 効成 分と する 消毒 剤
︵以下 ﹁マ ーキ ュロ クロ ム液 ﹂と いう ︒︶ を除く ︒︶ まで の規 定
附則 第三 条の 規定

平成 三十 二年 七月 一日

三

第一 条第 一号 ︵ボ タン 電池 である アル カリ マン ガン 電池 に限 る︒ ︶︑第 二号 ︑第 五号 及び 第八 号︵ マ

平成 三十 二年 十二月 三十 一日

四

ー キュ ロクロ ム液 に限 る︒ ︶か ら第 十三 号ま で並び に附 則第 四条 の規 定

第 一条 第一 号︵ ボタ ン電 池であ るア ルカ リマ ンガ ン電 池を 除く ︒︶ ︑第三 号︑ 第四 号及 び第 六号 か

︵ 特定 水銀 使用 製品 の製造 の許 可等 を受 ける ため の準 備行 為︶
第 二条

ら第 八号 ︵マー キュ ロク ロム 液を 除く ︒︶ まで に掲げ る特 定水 銀使 用製 品に 係る 法第 六条 第一項 の許 可を

２

受 けよ うと する 者は ︑前 条第 二号 に掲げ る規 定の 施行 の日 前に おい ても ︑法 第六条 第二 項の 規定 の例 によ
り︑ その 申請を 行う こと がで きる ︒

前項 に規 定す る特 定水銀 使用 製品 に係 る法 附則 第三 条の 承認 を受け よう とす る者 は︑ 前条 第二 号に 掲げ
る規 定の 施行 の日 前に おい ても ︑そ の申 請を行 うこ とが でき る︒

第 一条第 一号 ︵ボ タン 電池 であ るア ルカ リマ ンガン 電池 に限 る︒ ︶︑ 第二 号︑ 第五 号及び 第八 号︵

前項 に規 定す る特 定水 銀使 用製品 に係 る次 条の 承認 を受 けよ うと する者 は︑ 附則 第一 条第 四号 に掲 げる

の例 によ り︑ その 申請を 行う こと がで きる ︒

を受け よう とす る者 は︑ 附則 第一 条第 四号 に掲げ る規 定の 施行 の日 前に おい ても ︑法第 六条 第二 項の 規定

マ ーキ ュロ クロ ム液 に限 る︒ ︶から 第十 三号 まで に掲 げる 特定 水銀 使用製 品に 係る 法第 六条 第一 項の 許可

第 三条

２

規 定の 施行の 日前 にお いて も︑ その 申請 を行 うこと がで きる ︒

法 第十 二条 の規 定の 施行 の日︵ 平成 三十 年一 月一 日︶ から 附則 第一 条第四 号に 定め る日 前ま での 間

︵ 特定 水銀 使用 製品 の使用 の制 限に 関す る経 過措 置︶
第 四条

に製 造さ れ︑又 は輸 入さ れた 前条 第一 項に 規定 する特 定水 銀使 用製 品で あっ て︑ 当該 特定 水銀使 用製 品の

使 用が 条約 で認 めら れた 用途 に適 合する もの とし て当 該特 定水 銀使 用製 品の 製造又 は輸 入に 係る 事業 を所

管す る大 臣の承 認を 受け たも のを 部品 とし て他 の製 品の製 造に 用い る場 合は ︑法 第十 二条 の規定 は︑ 適用
しな い︒

核 原料物 質︑ 核燃 料物 質及 び原 子炉 の規 制に 関する 法律 施行 令︵ 昭和 三十 二年 政令 第三百 二十 四号

︵核 原料 物質 ︑核 燃料 物質 及び 原子 炉の 規制に 関す る法 律施 行令 の一 部改 正︶
第 五条
︶ の一 部を 次の よう に改 正す る︒

第五十 四条 中第 十五 号を 第十 六号 とし ︑第 十四号 を第 十五 号と し︑ 第十 三号 を第 十四号 とし ︑第 十二 号

水 銀に よる 環境 の汚 染の 防止に 関す る法 律︵ 平成 二十 七年 法律 第四十 二号 ︶

の次 に次 の一 号を 加える ︒
十三

放 射性 同位 元素等 によ る放 射線 障害 の防 止に 関す る法律 施行 令︵ 昭和 三十 五年 政令 第二 百五 十九号

︵ 放射 性同位 元素 等に よる 放射 線障 害の 防止 に関す る法 律施 行令 の一 部改 正︶
第 六条

︶ の一 部を 次の よう に改 正す る︒

第二 十条 の三中 第十 一号 を第 十二 号と し︑ 第十 号を第 十一 号と し︑ 第九 号を 第十 号と し︑ 第八号 の次 に

水銀 による 環境 の汚 染の 防止 に関 する 法律 ︵平 成二十 七年 法律 第四 十二 号︶

次 の一 号を 加え る︒
九

水質 汚濁 防止 法施 行令 ︵昭 和四 十六年 政令 第百 八十 八号 ︶の 一部 を次 のよう に改 正す る︒

︵水 質汚 濁防 止法 施行 令の一 部改 正︶
第七 条

削除

別 表第 一第 二十五 号を 次の よう に改 める ︒
二 十五

別表第 一第 二十 七号 中﹁ 前二 号﹂ を﹁ 前号 ﹂に改 める ︒

特定 工場 にお ける 公害 防止組 織の 整備 に関 する 法律 施行 令︵ 昭和四 十六 年政 令第 二百 六十 四号 ︶の

︵特 定工 場に おけ る公害 防止 組織 の整 備に 関す る法 律施 行令の 一部 改正 ︶
第八 条

一 部を 次のよ うに 改正 する ︒

削除

別 表第 一第 五号 を次 のよう に改 める ︒
五

︵廃 棄物 の処理 及び 清掃 に関 する 法律 施行 令の 一部改 正︶

第 九条
する ︒

廃 棄物 の処 理及 び清 掃に 関する 法律 施行 令︵ 昭和 四十 六年 政令 第三 百号︶ の一 部を 次の よう に改 正

別表 第五 の一 の項 中﹁ 第二十 五号 ︑﹂ 及び ﹁︑ 第二 十八 号ホ ﹂を 削る︒

公 益通報 者保 護法 別表 第八 号の 法律 を定 める 政令︵ 平成 十七 年政 令第 百四 十六 号︶ の一部 を次 のよ

︵公 益通 報者 保護 法別 表第 八号 の法 律を 定める 政令 の一 部改 正︶
第 十条
う に改 正す る︒

水銀に よる 環境 の汚 染の 防止 に関 する 法律︵ 平成 二十 七年 法律 第四 十二 号︶

第四百 四十 三号 の次 に次 の一 号を 加え る︒
四百 四十 三の 二

鉱 業法 第六 条の 二の 鉱物 を定 める 政令︵ 平成 二十 三年 政令 第四 百十 三号 ︶の 一部を 次の よう に改

︵鉱 業法 第六 条の 二の 鉱物 を定 める政 令の 一部 改正 ︶
第 十一 条
正 する ︒
第 一号 中﹁ ︑水 銀鉱 ﹂を 削る ︒

