○
○
○
○

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照条文目次
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）
地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）
特定家庭用機器再商品化法（平成十年法律第九十七号）
使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成十四年法律第八十七号）

１

35 34 31

○

改
一般廃棄物

正

一般廃棄物処理業

案

第二節

第二章

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）

第二章
第二節

（略）

現

一般廃棄物処理業

一般廃棄物

（略）

第三節

一般廃棄物処理施設

行

（傍線部分は改正部分）

三 第七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。

一・二

（事業の停止）
（事業の停止）
第七条の三 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物 第七条の三 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物
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
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
その事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
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・二

一般廃棄物処理施設

三 第七条第十一項（前条第二項において準用する場合を含む。
）の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
第三節

四

（略）

第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第四項の規定に

一～三

（改善命令等）
（改善命令等）
第九条の二 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するとき 第九条の二 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するとき
は、第八条第一項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一
は、第八条第一項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一
般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当
般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当
該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
（略）

第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第四項（前条第

一～三
四
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２

産業廃棄物の処理

産業廃棄物

二項において準用する場合を含む。）の規定により当該許可に
付した条件に違反したとき。
（略）
第三章
第一節

（略）

２

産業廃棄物の処理

産業廃棄物

より当該許可に付した条件に違反したとき。

第一節

第三章

（略）

２～４

（略）

（産業廃棄物管理票）
（産業廃棄物管理票）
第十二条の三 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者（中 第十二条の三 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
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。第十二条の五第一項及び第二項において同じ。）の運搬
を含む。第十二条の五第一項において同じ。）の運搬又は処分を
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。
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
）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
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
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
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
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、
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
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
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
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
、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
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
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
理票」という。）を交付しなければならない。
う。）を交付しなければならない。
２～４

５ 処分受託者は、前項前段、この項又は第十二条の五第六項の規 ５ 処分受託者は、前項前段、この項又は第十二条の五第五項の規
定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が
定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が
終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、環
終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、環
境省令で定めるところにより、第一項の規定により交付された管
境省令で定めるところにより、第一項の規定により交付された管
理票又は第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が
理票又は第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が
終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委
終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委
託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならな
託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならな
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い。

７

い。

（略）

６ 管理票交付者は、前三項又は第十二条の五第六項の規定による ６ 管理票交付者は、前三項又は第十二条の五第五項の規定による
管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了し
管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了し
たことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写
たことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写
しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなけれ
しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなけれ
ばならない。
ばならない。
（略）

９

（略）

処分受託者は、第四項前段、第五項又は第十二条の五第五項の
規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送
付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
（略）
（虚偽の管理票の交付等の禁止）
第十二条の四 （略）
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７

（略）

８ 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項から第五 ８ 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項から第五
項まで若しくは第十二条の五第六項の規定による管理票の写しの
項まで若しくは第十二条の五第五項の規定による管理票の写しの
送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されて
送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されて
いない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送
いない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送
付を受けたとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、
付を受けたとき、又は第十四条第十三項若しくは第十四条の四第
第十四条の三の二第三項（第十四条の六において準用する場合を
十三項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係
含む。）、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の
る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省
規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃
令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定め
るところにより、適切な措置を講じなければならない。
９

処分受託者は、第四項前段、第五項又は第十二条の五第六項の
規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送
付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
（略）

（虚偽の管理票の交付等の禁止）
第十二条の四 （略）

１０

１１

１０
１１

２ 前条第一項の規定により管理票を交付しなければならないこと ２ 前条第一項の規定により管理票を交付しなければならないこと
とされている場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項
とされている場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項
の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該
の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該
委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。ただし、次
委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。ただし、次
条第一項に規定する電子情報処理組織使用義務者又は同条第二項
条第一項に規定する電子情報処理組織使用事業者から、電子情報
に規定する電子情報処理組織使用事業者から、電子情報処理組織
処理組織を使用し、同項に規定する情報処理センターを経由して
を使用し、同条第一項に規定する情報処理センターを経由して当
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
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
められた同項に規定する運搬受託者及び処分受託者にあつては、
られた同項に規定する運搬受託者及び処分受託者にあつては、こ
この限りでない。
の限りでない。

３ 運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は ３ 運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は
処分を終了していないにもかかわらず、前条第三項若しくは第四
処分を終了していないにもかかわらず、前条第三項若しくは第四
項の送付又は次条第三項の報告をしてはならない。
項の送付又は次条第二項の報告をしてはならない。

４ 処分受託者は、前条第四項前段若しくは第五項若しくは次条第 ４ 処分受託者は、前条第四項前段若しくは第五項若しくは次条第
六項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最
五項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最
終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付又は同条第
終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付又は同条第
五項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最
四項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最
終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず、前条
終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず、前条
第五項の送付若しくは次条第四項の報告又は同条第六項の送付を
第五項の送付若しくは次条第三項の報告又は同条第五項の送付を
してはならない。
してはならない。
（電子情報処理組織の使用）
（新設）
第十二条の五 第十二条の三第一項に規定する事業者であつて、そ
の事業活動に伴い多量の産業廃棄物（その運搬又は処分の状況を
速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに
限る。以下この項において同じ。）を生ずる事業場を設置してい
る事業者として環境省令で定めるもの（以下この条において「電
子情報処理組織使用義務者」という。）は、その産業廃棄物の運
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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及び電気通信回線の故障の場合その他の
電子情報処理組織を使用して第十三条の二第一項に規定する情報
処理センター（以下この条において単に「情報処理センター」と
いう。）に登録することが困難な場合として環境省令で定める場
合を除く。）には、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なければならない。この場合にお
いて、当該電子情報処理組織使用義務者は、運搬受託者及び処分
受託者から報告することを求め、かつ、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規定にかかわらず、当該運搬
受託者又は処分受託者に対し管理票を交付することを要しない。

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 第十二条の五 第十二条の三第一項に規定する事業者（その使用に
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
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
で接続されている者に限り、前項に規定する産業廃棄物を取り扱
ー（以下この条において単に「情報処理センター」という。）の
う場合の電子情報処理組織使用義務者を除く。以下この条におい
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
て「電子情報処理組織使用事業者」という。）は、その産業廃棄
。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。
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
）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
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
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
及び処分受託者から電子情報処理組織を使用し、情報処理センタ
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
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
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
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
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
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、
報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄
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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、同項の
規定にかかわらず、当該運搬受託者又は処分受託者に対し管理票
を交付することを要しない。

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規定にかか
わらず、管理票を交付することを要しない。

３ 運搬受託者又は処分受託者は、前二項の規定により電子情報処 ２ 運搬受託者又は処分受託者は、前項の規定により電子情報処理
理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者から報告する
組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当
ことを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運
該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、第十
搬又は処分を終了したときは、第十二条の三第三項及び第四項の
二条の三第三項及び第四項の規定にかかわらず、環境省令で定め
規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処
るところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定め
理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センタ
る期間内に、情報処理センターにその旨（当該報告に係る産業廃
ーにその旨（当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である
棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了し
場合にあつては、最終処分が終了した旨）を報告しなければなら
た旨）を報告しなければならない。
ない。

４ 処分受託者は、第一項又は第二項の規定により電子情報処理組 ３ 処分受託者は、第五項又は第十二条の三第四項若しくは第五項
織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者から報告を求めら
の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処
れた場合において、第六項又は第十二条の三第四項前段若しくは
分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは
第五項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について
、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電
最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けた
子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処
ときは、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところによ
理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しなければならな
り、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、
い。
情報処理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しなければ
ならない。

５ 情報処理センターは、前二項の規定による報告を受けたときは ４ 情報処理センターは、前二項の規定による報告を受けたときは
、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業
、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業
廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用義務者又
廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用事業者に
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は電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が
当該運搬又は処分を終了した旨（当該報告に係る産業廃棄物の処
分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨）を
通知するものとする。

、運搬受託者又は処分受託者が当該運搬又は処分を終了した旨（
当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつて
は、最終処分が終了した旨）を通知するものとする。
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６ 処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業 ５ 処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業
廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合におい
廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合におい
て、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者又は電
て、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でない
子情報処理組織使用事業者でないときは、第十二条の三第一項の
ときは、第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は
規定により交付された管理票又は同条第三項後段の規定により回
同条第三項後段の規定により回付された管理票に当該最終処分が
付された管理票に当該最終処分が終了した旨を記載し、環境省令
終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委
で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理
託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならな
票の写しを送付しなければならない。
い。

７ 電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者 ６ 電子情報処理組織使用事業者は、第四項の規定による通知を受
は、第五項の規定による通知を受けたときは、当該運搬又は処分
けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該通知により
が終了したことを当該通知により確認しなければならない。
確認しなければならない。

８ 情報処理センターは、第一項又は第二項の規定による登録及び ７ 情報処理センターは、第一項の規定による登録及び第二項又は
第三項又は第四項の規定による報告に係る情報をその使用に係る
第三項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機
電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受
に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から
けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
環境省令で定める期間保存しなければならない。

９ 情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、第一項 ８ 情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、第一項
又は第二項の規定による登録及び第三項又は第四項の規定による
の規定による登録及び第二項又は第三項の規定による報告に関す
報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。
る事項を都道府県知事に報告しなければならない。

情報処理センターは、第一項又は第二項の規定による登録につ ９ 情報処理センターは、第一項の規定による登録について環境省
いて環境省令で定める期間内に第三項又は第四項の規定による報
令で定める期間内に第二項又は第三項の規定による報告を受けな
告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、
いときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当
その旨を当該登録をした電子情報処理組織使用義務者又は電子情
該登録をした電子情報処理組織使用事業者に通知しなければなら

１０

報処理組織使用事業者に通知しなければならない。

ない。

（略）

電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受け
たとき、第四項の規定により通知を受けた第二項若しくは第三項
の規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第十四条第十三
項若しくは第十四条の四第十三項の規定による通知を受けたとき
は、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を
把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置
を講じなければならない。

電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者
は、前項の規定による通知を受けたとき、第五項の規定により通
知を受けた第三項若しくは第四項の規定による報告が虚偽の内容
を含むとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十
四条の三の二第三項（第十四条の六において準用する場合を含む
。）、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の規定
による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物
の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めると
ころにより、適切な措置を講じなければならない。

２・３

（略）

２・３

（略）

（勧告及び命令）
（勧告及び命令）
第十二条の六 都道府県知事は、第十二条の三第一項に規定する事 第十二条の六 都道府県知事は、第十二条の三第一項に規定する事
業者、運搬受託者又は処分受託者（以下この条において「事業者
業者、運搬受託者又は処分受託者（以下この条において「事業者
等」という。）が第十二条の三第一項から第十項まで、第十二条
等」という。）が第十二条の三第一項から第十項まで、第十二条
の四第二項から第四項まで又は前条第一項から第四項まで、第六
の四第二項から第四項まで又は前条第一項から第三項まで、第五
項、第七項及び第十一項の規定を遵守していないと認めるときは
項、第六項及び第十項の規定を遵守していないと認めるときは、
、これらの者に対し産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を
これらの者に対し、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を
講ずべき旨の勧告をすることができる。
講ずべき旨の勧告をすることができる。

（略）

１０
１１

（二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例）
（新設）
第十二条の七 二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬
又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の
事業者は、共同して、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、当該産業廃棄物の収集
、運搬又は処分を行おうとする区域（運搬のみを行う場合にあつ
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１１
１２

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
府県知事の認定を受けることができる。
一 当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が当該二以上の事 （新設）
業者のうち他の全ての事業者の発行済株式の総数を保有してい
ることその他の当該二以上の事業者が一体的な経営を行うもの
として環境省令で定める基準に適合すること。
二 当該二以上の事業者のうち、それらの産業廃棄物の収集、運 （新設）
搬又は処分を行う者が、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処
分を行うことができる事業者として環境省令で定める基準に適
合すること。

当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名

（新設）

（新設）

当該二以上の事業者に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分 （新設）
の実施体制に関する事項
その他環境省令で定める事項

都道府県知事は、第一項の認定を受けようとする者が同項各号 （新設）
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

四

三

二 当該二以上の事業者全てについての議決権保有割合（一の事 （新設）
業者が保有する他の事業者の議決権の数を当該他の事業者の総
株主の議決権の数で除して得た割合をいう。）に関する事項

一

２ 前項の認定を受けようとする者は、共同して、環境省令で定め （新設）
るところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知
事（同項に規定する都道府県知事をいう。以下この条において同
じ。）に提出しなければならない。

３
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のとする。
４ 第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者の事業活動 （新設）
に伴つて生ずる産業廃棄物についての第十一条第一項、第十二条
第一項から第八項まで、同条第十三項において読み替えて準用す
る第七条第十五項及び第十二条第十三項において準用する第七条
第十六項、第十二条の二第一項から第八項まで、同条第十四項に
おいて読み替えて準用する第七条第十五項及び第十二条の二第十
四項において準用する第七条第十六項、第十二条の三第一項から
第八項まで、第十二条の五第一項から第七項まで、第十項及び第
十一項、前条、第十四条第一項ただし書、第六項ただし書及び第
十六項ただし書並びに第十四条の四第一項ただし書、第六項ただ
し書及び第十六項ただし書の規定（これらの規定に係る罰則を含
む。）の適用については、当該認定を受けた者のうち他の事業者
もまたその事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者とみな
す。
５ 第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者の事業活動 （新設）
に伴つて生ずる産業廃棄物についての第十八条第一項、第十九条
第一項、第十九条の三（第一号及び第三号を除く。）、第十九条
の五第一項、第十九条の六第一項及び第十九条の八の規定（これ
らの規定に係る罰則を含む。）の適用については、当該認定を受
けた者を一の事業者とみなす。
６ 第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者に関する次 （新設）
の各号に掲げる規定の適用については、当該認定を受けた者のう
ち他の事業者についても、当該各号に定める者とみなす。
一 第七条第五項第四号及び第十項第四号（これらの規定を第七 （新設）
条の二第二項において準用する場合を含む。）、第八条の二第
一項第四号（第九条第二項並びに第九条の五第二項及び第九条
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二

三

第八条第一項の許可を受けた （新設）

一般廃棄物収集運 （新設）

の六第二項（これらの規定を第十五条の四において読み替えて
準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）、第
十四条第五項第二号及び第十項第二号（これらの規定を第十四
条の二第二項において準用する場合を含む。）、第十四条の四
第五項第二号及び第十項第二号（これらの規定を第十四条の五
第二項において準用する場合を含む。）並びに第十五条の二第
一項第四号（第十五条の二の六第二項において準用する場合を
含む。） 申請者

第九条の二の二第一項第一号

第七条の四第一項第一号から第四号まで
搬業者又は一般廃棄物処分業者

者

第十五条の二第五項に規定する （新設）

四 第十四条の三の二第一項第一号から第四号まで（第十四条の （新設）
六において準用する場合を含む。） 第十四条第十二項に規定
する産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者（第十四
条の六において準用する場合にあつては、第十四条の四第十二
項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産
業廃棄物処分業者）
五 第十五条の三第一項第一号
産業廃棄物処理施設の設置者

７ 第一項の認定を受けた者は、第二項各号に掲げる事項の変更を （新設）
しようとするときは、共同して、環境省令で定めるところにより
、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、その変
更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない
。
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８

第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

（新設）

９ 第一項の認定を受けた者は、第七項ただし書の環境省令で定め （新設）
る軽微な変更をしたときは、共同して、環境省令で定めるところ
により、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなら
ない。
都道府県知事は、第一項の認定を受けた者が同項各号のいずれ （新設）
かに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が
第七項若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消
すことができる。

情報処理センター及び産業廃棄物適正処理推進セ
ンター

前各項に規定するもののほか、第一項の認定及び第七項の変更 （新設）
の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節

情報処理センター

二

第二節

情報処理センター及び産業廃棄物適正処理推進セ
ンター

情報処理センター

情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものと

第一款

（略）

一 第十二条の五第一項の規定による登録、同条第二項及び第三
項の規定による報告並びに同条第四項及び第九項の規定による
通知に係る事務（次号において「登録報告事務」という。）を
電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その
他の機器を使用し、及び管理すること。

（業務）
情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものと 第十三条の三
する。

第一款
（業務）
第十三条の三
する。

（略）

一 第十二条の五第一項及び第二項の規定による登録、同条第三
項及び第四項の規定による報告並びに同条第五項及び第十項の
規定による通知に係る事務（次号において「登録報告事務」と
いう。）を電子情報処理組織により処理するために必要な電子
計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
二
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１０
１１

（略）
産業廃棄物処理業

三 第十二条の五第八項の規定による記録及び保存並びに同条第
九項の規定による報告を行うこと。
四
第三節

（略）

（変更の許可等）
第十四条の二 （略）
２・３

（略）
産業廃棄物処理業

三 第十二条の五第七項の規定による記録及び保存並びに同条第
八項の規定による報告を行うこと。
四

第三節

（略）

（変更の許可等）
第十四条の二 （略）
２・３

前項の規定による通知をした者は、当該通知の写しを当該通知 （新設）
の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

４ 産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部 （新設）
を廃止した者であつて当該事業に係る産業廃棄物の収集、運搬又
は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより
、遅滞なく、事業の全部又は一部を廃止した旨を当該収集、運搬
又は処分を終了していない産業廃棄物の収集、運搬又は処分を委
託した者に書面により通知しなければならない。
５

（略）

一・二

（略）

（事業の停止）
（事業の停止）
第十四条の三 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業 第十四条の三 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
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
定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
定めて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・二
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三

第十四条第十一項（前条第二項において準用する場合を含む
。）の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

（略）

（許可の取消し）
第十四条の三の二 （略）
２

特別管理産業廃棄物処理業

三

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。

（略）

第四節

特別管理産業廃棄物処理業

（許可の取消し）
第十四条の三の二 （略）
２

２・３

（略）

（変更の許可等）
第十四条の五 （略）

第十四条の二第五項の規定は、前項の規定による通知をした者 （新設）
について準用する。

３ 前二項の規定により許可を取り消された者であつて当該許可に （新設）
係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、
環境省令で定めるところにより、遅滞なく、許可を取り消された
旨を当該収集、運搬又は処分を終了していない産業廃棄物の収集
、運搬又は処分を委託した者に書面により通知しなければならな
い。
４

第四節

（略）

（変更の許可等）
第十四条の五 （略）
２・３

４ 特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部 （新設）
又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る特別管理産業廃棄
物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定
めるところにより、遅滞なく、事業の全部又は一部を廃止した旨
を当該収集、運搬又は処分を終了していない特別管理産業廃棄物
の収集、運搬又は処分を委託した者に書面により通知しなければ
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ならない。

第五節

産業廃棄物処理施設

（準用）
第十四条の六 第十四条の三及び第十四条の三の二の規定は、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。この場合において、第十四条の三第二号中「第
十四条第五項第一号又は第十項第一号」とあるのは「第十四条の
四第五項第一号又は第十項第一号」と、同条第三号中「第十四条
第十一項」とあるのは「第十四条の四第十一項」と、第十四条の
三の二第一項第五号中「前条第一号」とあるのは「第十四条の六
において準用する前条第一号」と、同項第六号中「第十四条第一
項若しくは第六項」とあるのは「第十四条の四第一項若しくは第
六項」と、「第十四条の二第一項」とあるのは「第十四条の五第
一項」と、同条第二項中「前条第二号又は第三号」とあるのは「
第十四条の六において読み替えて準用する前条第二号又は第三号
」と読み替えるものとする。

５ 第十四条の二第五項の規定は、前項の規定による通知をした者 （新設）
について準用する。

産業廃棄物処理施設

（準用）
第十四条の六 第十四条の三及び第十四条の三の二の規定は、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。この場合において、第十四条の三第二号中「第
十四条第五項第一号又は第十項第一号」とあるのは「第十四条の
四第五項第一号又は第十項第一号」と、同条第三号中「第十四条
第十一項（前条第二項」とあるのは「第十四条の四第十一項（第
十四条の五第二項」と、第十四条の三の二第一項第六号中「第十
四条第一項若しくは第六項」とあるのは「第十四条の四第一項若
しくは第六項」と、「第十四条の二第一項」とあるのは「第十四
条の五第一項」と読み替えるものとする。

第五節

（改善命令等）
（改善命令等）
第十五条の二の七 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当す 第十五条の二の七 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当す
るときは、産業廃棄物処理施設（その処理施設が第十五条の二の
るときは、産業廃棄物処理施設の設置者に対し、期限を定めて当
五の規定に基づき一般廃棄物処理施設として設置されている場合
該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定め
における当該一般廃棄物処理施設を含む。以下この条において同
て当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
じ。）の設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設に
つき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施
設の使用の停止を命ずることができる。
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（略）

一～三

（略）

（略）

産業廃棄物の輸入及び輸出

一～三

（準用）
第十五条の四の七

第七節

四 産業廃棄物処理施設の設置者が第十五条の二第四項の規定に
より当該許可に付した条件に違反したとき。

（略）

産業廃棄物の輸入及び輸出

四 産業廃棄物処理施設の設置者が第十五条の二第四項（前条第
二項において準用する場合を含む。）の規定により当該許可に
付した条件に違反したとき。
第七節
（準用）
第十五条の四の七

廃棄物が地下にある土地の形質の変更

第三章の三

廃棄物が地下にある土地の形質の変更

２ 第十二条の三第一項並びに第十二条の五第一項及び第二項の規 ２ 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
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
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
を生ずる事業者であるものを除く。）について準用する。
者であるものを除く。）について準用する。
第三章の三

２～４

二～四

（略）

（略）

一 第十九条の十第一項の規定による命令に基づく第十九条の四
第一項に規定する支障の除去等の措置として行う行為

（土地の形質の変更の届出及び計画変更命令）
（土地の形質の変更の届出及び計画変更命令）
第十五条の十九 指定区域内において土地の形質の変更をしようと 第十五条の十九 指定区域内において土地の形質の変更をしようと
する者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに
する者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに
、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類
、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類
、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を
、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を
都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲
都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲
げる行為については、この限りでない。
げる行為については、この限りでない。

（略）

（略）

一 第十九条の十一第一項の規定による命令に基づく第十九条の
四第一項に規定する支障の除去等の措置として行う行為
二～四
２～４
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第四章

雑則

第四章

（有害使用済機器の保管等）
（新設）
第十七条の二 使用を終了し、収集された機器（廃棄物を除く。）
のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、
適正でない保管又は処分が行われた場合に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ものとして政令で定めるもの（
以下この条及び第三十条第六号において「有害使用済機器」とい
う。）の保管又は処分を業として行おうとする者（適正な有害使
用済機器の保管を行うことができるものとして環境省令で定める
者を除く。次項において「有害使用済機器保管等業者」という。
）は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を当
該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なけれ
ばならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様
とする。
２ 有害使用済機器保管等業者は、政令で定める有害使用済機器の （新設）
保管及び処分に関する基準に従い、有害使用済機器の保管又は処
分を行わなければならない。
３ 次条第一項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第十九条の （新設）
三（第一号及び第三号を除く。）並びに第十九条の五第一項（第
二号から第四号までを除く。）及び第二項の規定は、有害使用済
機器の保管又は処分を業とする者について準用する。
４ 環境大臣は、第一項の適正な有害使用済機器の保管を行うこと （新設）
ができる者を定める環境省令を定め、又はこれを変更しようとす
るときは、あらかじめ、有害使用済機器になる前の機器を所管す
る大臣に協議しなければならない。

雑則
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５ 有害使用済機器になる前の機器を所管する大臣は、必要がある （新設）
と認めるときは、環境大臣に対し、第一項の適正な有害使用済機
器の保管を行うことができる者を定める環境省令を定め、又はこ
れを変更することを求めることができる。
６ 前各項に定めるもののほか、有害使用済機器の保管又は処分に （新設）
関し必要な事項は、政令で定める。

第十九条の五 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準（特別 第十九条の五 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
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）に適合しない産業廃棄物の保管、収
別管理産業廃棄物保管基準）に適合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において、生活環境の保全上支
集、運搬又は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
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（第十九条の三第三号に掲げる場合及び当該保管、収集、
県知事（第十九条の三第三号に掲げる場合及び当該保管、収集、
運搬又は処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者（その者
運搬又は処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者（その者
の委託により収集、運搬又は処分を行つた者を含む。）である場
の委託により収集、運搬又は処分を行つた者を含む。）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
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
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
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を講ずべきことを命ずるこ
限を定めて、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。
とができる。
（略）

一・二

（略）

（略）

一・二

イ～ハ

三 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
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
（略）

三 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
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～ハ
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２

ニ 第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第六
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

ニ 第十二条の三第四項若しくは第五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
（略）

ホ～チ

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

（略）

ヌ

ホ～チ

第十二条の五第三項又は第四項の規定に違反して、報告せ
ず、又は虚偽の報告をした者

リ 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
虚偽の登録をした者

ヌ

（略）

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

（略）

四・五

ル

（略）

第十二条の五第十一項の規定に違反して、適切な措置を講
じなかつた者

リ 第十二条の五第一項又は第二項（これらの規定を第十五条
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虚偽の登録をした者

２

ル

四・五
（略）

（事業の廃止等についての措置命令の規定の準用）
（新設）
第十九条の十 第十九条の四の規定は、次の各号に掲げる者が一般
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）に適合しない一般廃棄物（当該各号に定める事
項に係るものに限る。）の保管を行つていると認められるときに
ついて準用する。この場合において、同条第一項中「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
。」とあるのは「第九条の十第一項の認定を受けた者については
、環境大臣」と、「期限を定めて、その支障の除去又は発生の防
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当該届出

（新設）

当該更新 （新設）

止のために必要な措置（以下「支障の除去等の措置」という。）
」とあるのは「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）に従つて当該一般廃棄物の
保管をすることその他必要な措置」と読み替えるものとする。

第七条の二第三項の規定による届出をした者

一 第七条第二項又は第七項の更新を受けなかつた者
を受けなかつた許可
二

三 第七条の四の規定により第七条第一項又は第六項の許可を取 （新設）
り消された者 当該取り消された許可
四 第九条の八第一項、第九条の九第一項又は第九条の十第一項 （新設）
の認定に係る事業の全部又は一部を廃止した者 当該認定
五 第九条の八第九項、第九条の九第十項又は第九条の十第七項 （新設）
の規定により第九条の八第一項、第九条の九第一項又は第九条
の十第一項の認定を取り消された者 当該取り消された認定
六 第七条第一項又は第六項の許可を受けないで一般廃棄物の収 （新設）
集若しくは運搬又は処分を業として行つた者（同条第一項ただ
し書又は第六項ただし書に該当する者を除く。） 当該許可を
受けないで業として行つた収集若しくは運搬又は処分
２ 第十九条の五の規定は、次の各号に掲げる者が産業廃棄物処理 （新設）
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（当該各号に定める事項に係るも
のに限る。）の保管を行つていると認められるときについて準用
する。この場合において、同条第一項中「第十九条の三第三号に
掲げる場合及び当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者が当該
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産業廃棄物を輸入した者（その者の委託により収集、運搬又は処
分を行つた者を含む。）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。」とあるのは
「第十五条の四の四第一項の認定を受けた者については、環境大
臣」と、「期限を定めて、その支障の除去等の措置」とあるのは
「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
理産業廃棄物処理基準）に従つて当該産業廃棄物の保管をするこ
とその他必要な措置」と読み替えるものとする。
一 第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若し （新設）
くは第七項の更新を受けなかつた者 当該更新を受けなかつた
許可
二 第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替 （新設）
えて準用する第七条の二第三項の規定による届出をした者 当
該届出
三 第十四条の三の二第一項（第十四条の六において読み替えて （新設）
準用する場合を含む。）又は第二項（第十四条の六において準
用する場合を含む。）の規定により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の許可を取り消さ
れた者 当該取り消された許可
四 第十五条の四の二第一項、第十五条の四の三第一項又は第十 （新設）
五条の四の四第一項の認定に係る事業の全部又は一部を廃止し
た者 当該認定
五 第十五条の四の二第三項において準用する第九条の八第九項 （新設）
、第十五条の四の三第三項において準用する第九条の九第十項
又は第十五条の四の四第三項において準用する第九条の十第七
項の規定により第十五条の四の二第一項、第十五条の四の三第
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一項又は第十五条の四の四第一項の認定を取り消された者
該取り消された認定

（略）

当

第十九条の十・第十九条の十一

六 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 （新設）
くは第六項の許可を受けないで産業廃棄物の収集若しくは運搬
又は処分を業として行つた者（第十四条第一項ただし書若しく
は第六項ただし書又は第十四条の四第一項ただし書若しくは第
六項ただし書に該当する者を除く。） 当該許可を受けないで
業として行つた収集若しくは運搬又は処分
第十九条の十一・第十九条の十二

（略）

（環境衛生指導員）
（環境衛生指導員）
第二十条 第十九条第一項（第十七条の二第三項において準用する 第二十条 第十九条第一項及び浄化槽法第五十三条第二項の規定に
場合を含む。）及び浄化槽法第五十三条第二項の規定による立入
よる立入検査並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせる
検査並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせるため、都
ため、都道府県知事は、環境省令で定める資格を有する職員のう
道府県知事は、環境省令で定める資格を有する職員のうちから、
ちから、環境衛生指導員を命ずるものとする。
環境衛生指導員を命ずるものとする。

（略）

２

（事務の区分）

（略）

（緊急時における環境大臣の事務執行）
（緊急時における環境大臣の事務執行）
第二十四条の三 第十八条第一項又は第十九条第一項（第十七条の 第二十四条の三 第十八条第一項又は第十九条第一項の規定により
二第三項において準用する場合を含む。）の規定により都道府県
都道府県知事の権限に属する事務は、生活環境の保全上特に必要
知事の権限に属する事務は、生活環境の保全上特に必要があると
があると環境大臣が認める場合にあつては、環境大臣又は都道府
環境大臣が認める場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事が
県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定
行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府
中都道府県知事に関する規定（当該事務に係る部分に限る。）は
県知事に関する規定（当該事務に係る部分に限る。）は、環境大
、環境大臣に関する規定として環境大臣に適用があるものとする
臣に関する規定として環境大臣に適用があるものとする。
。
２

（事務の区分）
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第二十四条の四 第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項 第二十四条の四 第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項
及び第四項、第十二条の三第七項、第十二条の五第九項、第十二
及び第四項、第十二条の三第七項、第十二条の五第八項、第十二
条の六、第十二条の七第一項、第二項、第三項（同条第八項にお
条の六、第十四条第一項、第五項（第十四条の二第二項において
いて準用する場合を含む。）、第七項、第九項及び第十項、第十
準用する場合を含む。）、第六項及び第十項（第十四条の二第二
四条第一項、第五項（第十四条の二第二項において準用する場合
項において準用する場合を含む。）、第十四条の二第一項、同条
を含む。）、第六項及び第十項（第十四条の二第二項において準
第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項
用する場合を含む。）、第十四条の二第一項、同条第三項におい
、第十四条の三（第十四条の六において読み替えて準用する場合
て読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十四条の
を含む。）、第十四条の三の二（第十四条の六において読み替え
三（第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。）、
て準用する場合を含む。）、第十四条の四第一項、第五項（第十
第十四条の三の二第一項（第十四条の六において読み替えて準用
四条の五第二項において準用する場合を含む。）、第六項及び第
する場合を含む。）及び第二項（第十四条の六において準用する
十項（第十四条の五第二項において準用する場合を含む。）、第
場合を含む。）、第十四条の四第一項、第五項（第十四条の五第
十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七
二項において準用する場合を含む。）、第六項及び第十項（第十
条の二第三項及び第四項、第十五条第一項、同条第四項から第六
四条の五第二項において準用する場合を含む。）、第十四条の五
項まで（第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用す
第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三
る場合を含む。）、第十五条の二第一項から第三項まで（第十五
項及び第四項、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで（第
条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。
十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含
）及び第五項、第十五条の二の二第一項、第十五条の二の四にお
む。）、第十五条の二第一項から第三項まで（第十五条の二の六
いて読み替えて準用する第八条の五第四項、第十五条の二の六第
第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）及び第五
一項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項から
項、第十五条の二の二第一項、第十五条の二の四において読み替
第六項まで、第十五条の二の七、第十五条の三、第十五条の三の
えて準用する第八条の五第四項、第十五条の二の六第一項、同条
二第二項、第十五条の三の三第一項及び第五項、第十五条の四に
第三項において読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで
おいて読み替えて準用する第九条の五第一項及び第二項、第九条
、第十五条の二の七、第十五条の三、第十五条の三の二第二項、
の六並びに第九条の七第二項、第十八条第一項（産業廃棄物又は
第十五条の三の三第一項及び第五項、第十五条の四において読み
産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。）、第十九条第一項（産
替えて準用する第九条の五第一項及び第二項並びに第九条の六、
業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。）、第十九
第十五条の四において準用する第九条の七第二項、第十七条の二
条の三（第二号に係る部分に限る。）、第十九条の五第一項、同
第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条
条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六第
第一項、第十九条の三（第一号及び第三号を除く。）及び第十九
一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第二十
条の五第一項（第二号から第四号までを除く。）、第十八条第一
一条の二（産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。）、第二十
項（産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。）、
三条の三並びに第二十三条の四の規定により都道府県が行うこと
第十九条第一項（産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分
とされている事務は、第一号法定受託事務とする。
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罰則

に限る。）、第十九条の三（第二号に係る部分に限る。）、第十
九条の五第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二
項、第十九条の六第一項、同条第二項において準用する第十九条
の四第二項、第十九条の十第二項において読み替えて準用する第
十九条の五第一項、第二十一条の二（産業廃棄物の処理施設に係
る部分に限る。）、第二十三条の三並びに第二十三条の四の規定
により都道府県が行うこととされている事務は、第一号法定受託
事務とする。
第五章

第五章

罰則

（略）

一～四

（略）

（略）

一～四

（略）

六～十六

五 第七条の三、第十四条の三（第十四条の六において準用する
場合を含む。）、第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一
項、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る
命令に違反した者

（略）

五 第七条の三、第十四条の三（第十四条の六において読み替え
て準用する場合を含む。）、第十九条の四第一項、第十九条の
四の二第一項、第十九条の五第一項（第十七条の二第三項にお
いて準用する場合を含む。）又は第十九条の六第一項の規定に
よる命令に違反した者
六～十六
（略）

２

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役 第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役
若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

２

（略）

一

（略）

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役
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。
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。
一
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第九条の二、第十五条の二の七又は第十九条の三の規定によ
る命令に違反した者

二

（略）

二 第九条の二、第十五条の二の七、第十九条の三（第十七条の
二第三項において準用する場合を含む。）、第十九条の十第一
項において読み替えて準用する第十九条の四第一項又は第十九
条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項
の規定による命令に違反した者

四～六

三 第九条の五第一項（第十五条の四において準用する場合を含
む。）の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物
処理施設を譲り受け、又は借り受けた者

（略）

三 第九条の五第一項（第十五条の四において読み替えて準用す
る場合を含む。）の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は
産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者
四～六

第二十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の （新設）
懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 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 （新設）
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
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

第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付し （新設）
なかつた者

二 第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを （新設）
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
虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
三

四 第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第六項 （新設）
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
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五 第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違 （新設）
反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
六 第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管 （新設）
理票を交付した者
七 第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡し （新設）
を受けた者
八 第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は （新設）
報告をした者
九 第十二条の五第一項又は第二項（これらの規定を第十五条の （新設）
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虚偽の登録をした者

第十二条の六第三項の規定による命令に違反した者

（新設）

十 第十二条の五第三項又は第四項の規定に違反して、報告せず （新設）
、又は虚偽の報告をした者
十一

第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金に処する。
又は五十万円以下の罰金に処する。
（略）

一

（略）

一

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役

二 第十五条の十九第四項又は第十九条の十第一項の規定による
命令に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 第二十九条

二 第十五条の十九第四項又は第十九条の十一第一項の規定によ
る命令に違反した者
第二十九条
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又は五十万円以下の罰金に処する。

又は五十万円以下の罰金に処する。

（削る）

（削る）

（削る）

第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違
反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者

六 第十二条の三第四項若しくは第五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

五 第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付し
なかつた者

四 第十二条の三第三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
虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

三 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
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
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）

（削る）

七

第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管
理票を交付した者

一・二

（削る）

八

（略）

（削る）

九 第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡し
を受けた者

一・二

（削る）

十

第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は

（削る）
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十一 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虚
偽の登録をした者

報告をした者
（削る）

十二 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

十三 第九条の三の三第三項において読み替えて準用する第九条
の三第三項（第九条の三の三第三項において読み替えて準用す
る第九条の三第九項において準用する場合を含む。）、第九条
の三の三第三項において準用する第九条の三第十項又は第十二
条の六第三項の規定による命令に違反した者

（削る）

三 第九条の三の三第三項において読み替えて準用する第九条の
三第三項（第九条の三の三第三項において読み替えて準用する
第九条の三第九項において準用する場合を含む。）又は第九条
の三の三第三項において準用する第九条の三第十項の規定によ
る命令に違反した者

十四 第十四条第十三項又は第十四条の四第十三項の規定に違反
して、通知せず、又は虚偽の通知をした者

十六・十七

（略）

十五 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
して、通知の写しを保存しなかつた者

四 第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二
第三項（第十四条の六において準用する場合を含む。）、第十
四条の四第十三項又は第十四条の五第四項の規定に違反して、
通知せず、又は虚偽の通知をした者

（略）

五 第十四条第十四項、第十四条の二第五項（第十四条の三の二
第四項（第十四条の六において準用する場合を含む。）及び第
十四条の五第五項において準用する場合を含む。）又は第十四
条の四第十四項の規定に違反して、通知の写しを保存しなかつ
た者
六・七

第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰 第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰
金に処する。
金に処する。
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二 第七条の二第三項（第十四条の二第三項及び第十四条の五第
三項において読み替えて準用する場合を含む。）、第九条第三
項若しくは第四項（これらの規定を第十五条の二の六第三項に
おいて準用する場合を含む。）又は第九条の七第二項（第十五
条の四において準用する場合を含む。）の規定による届出をせ
ず、又は虚偽の届出をした者

一 第七条第十五項（第十二条第十三項、第十二条の二第十四項
、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において読み替
えて準用する場合を含む。）の規定に違反して帳簿を備えず、
帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第七条第十六
項（第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十
七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。
）の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

二 第七条の二第三項（第十四条の二第三項及び第十四条の五第
三項において準用する場合を含む。）、第九条第三項（第十五
条の二の六第三項において準用する場合を含む。）若しくは第
四項（第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。
）又は第九条の七第二項（第十五条の四において準用する場合
を含む。）の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

一 第七条第十五項（第十二条第十三項、第十二条の二第十四項
、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用す
る場合を含む。）の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載
せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第七条第十六項（第十二
条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第
十四条の四第十八項において準用する場合を含む。）の規定に
違反して帳簿を保存しなかつた者

（略）

三

（略）

三

（略）

四 第八条の四（第九条の十第八項、第十五条の二の四及び第十
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
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
え置かなかつた者
五

六 第十八条の規定による報告（情報処理センターに係るものを
除く。以下この号において同じ。）をせず、又は虚偽の報告を
した者

第十七条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届 （新設）
出をして有害使用済機器の保管又は処分を業として行つた者

（略）

四 第八条の四（第九条の十第八項において準用する場合並びに
第十五条の二の四及び第十五条の四の四第三項において読み替
えて準用する場合を含む。）の規定に違反して、記録せず、若
しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかつた者
五
六

七 第十八条第一項（第十七条の二第三項において準用する場合
を含む。）又は第二項の規定による報告（情報処理センターに
係るものを除く。以下この号において同じ。）をせず、又は虚
偽の報告をした者
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（略）

八 第十九条第一項（第十七条の二第三項において準用する場合
を含む。）又は第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、
妨げ、又は忌避した者
九

（略）

七 第十九条第一項又は第二項の規定による検査若しくは収去を
拒み、妨げ、又は忌避した者

八

（略）

一

（略）

一

二 第二十五条第一項（前号の場合を除く。）、第二十六条、第
二十七条、第二十八条第二号、第二十九条又は第三十条 各本
条の罰金刑
（略）

二 第二十五条第一項（前号の場合を除く。）、第二十六条、第
二十七条、第二十七条の二、第二十八条第二号、第二十九条又
は第三十条 各本条の罰金刑
（略）

２

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ 第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人そ
の他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げ
の他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げ
る規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人
る規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人
に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰
に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰
金刑を科する。
金刑を科する。

２
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正

案

○地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）

改

律

現

行

事

（傍線の部分は改正部分）

務

別表第一 第一号法定受託事務（第二条関係）
別表第一 第一号法定受託事務（第二条関係）
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法 備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法
律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法

（略）

務

（略）

事
（略）

律

（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）

第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三
項及び第四項、第十二条の三第七項、第十二条
の五第八項、第十二条の六、第十四条第一項、
第五項（第十四条の二第二項において準用する
場合を含む。）、第六項及び第十項（第十四条
の二第二項において準用する場合を含む。）、
第十四条の二第一項、同条第三項において読み
替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、
第十四条の三（第十四条の六において読み替え
て準用する場合を含む。）、第十四条の三の二
（第十四条の六において読み替えて準用する場
合を含む。）、第十四条の四第一項、第五項（
第十四条の五第二項において準用する場合を含
む。）、第六項及び第十項（第十四条の五第二
項において準用する場合を含む。）、第十四条
の五第一項、同条第三項において読み替えて準
用する第七条の二第三項及び第四項、第十五条

法

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）

第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三
項及び第四項、第十二条の三第七項、第十二条
の五第九項、第十二条の六、第十二条の七第一
項、第二項、第三項（同条第八項において準用
する場合を含む。）、第七項、第九項及び第十
項、第十四条第一項、第五項（第十四条の二第
二項において準用する場合を含む。）、第六項
及び第十項（第十四条の二第二項において準用
する場合を含む。）、第十四条の二第一項、同
条第三項において読み替えて準用する第七条の
二第三項及び第四項、第十四条の三（第十四条
の六において読み替えて準用する場合を含む。
）、第十四条の三の二第一項（第十四条の六に
おいて読み替えて準用する場合を含む。）及び
第二項（第十四条の六において準用する場合を
含む。）、第十四条の四第一項、第五項（第十
四条の五第二項において準用する場合を含む。
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）、第六項及び第十項（第十四条の五第二項に
おいて準用する場合を含む。）、第十四条の五
第一項、同条第三項において読み替えて準用す
る第七条の二第三項及び第四項、第十五条第一
項、同条第四項から第六項まで（第十五条の二
の六第二項においてこれらの規定を準用する場
合を含む。）、第十五条の二第一項から第三項
まで（第十五条の二の六第二項においてこれら
の規定を準用する場合を含む。）及び第五項、
第十五条の二の二第一項、第十五条の二の四に
おいて読み替えて準用する第八条の五第四項、
第十五条の二の六第一項、同条第三項において
読み替えて準用する第九条第三項から第六項ま
で、第十五条の二の七、第十五条の三、第十五
条の三の二第二項、第十五条の三の三第一項及
び第五項、第十五条の四において読み替えて準
用する第九条の五第一項及び第二項並びに第九
条の六、第十五条の四において準用する第九条
の七第二項、第十七条の二第一項、同条第三項
において準用する第十八条第一項、第十九条第
一項、第十九条の三（第一号及び第三号を除く
。）及び第十九条の五第一項（第二号から第四
号までを除く。）、第十八条第一項（産業廃棄
物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。
）、第十九条第一項（産業廃棄物又は産業廃棄
物処理施設に係る部分に限る。）、第十九条の
三（第二号に係る部分に限る。）、第十九条の
五第一項、同条第二項において準用する第十九
条の四第二項、第十九条の六第一項、同条第二
項において準用する第十九条の四第二項、第十
九条の十第二項において読み替えて準用する第

第一項、同条第四項から第六項まで（第十五条
の二の六第二項においてこれらの規定を準用す
る場合を含む。）、第十五条の二第一項から第
三項まで（第十五条の二の六第二項においてこ
れらの規定を準用する場合を含む。）及び第五
項、第十五条の二の二第一項、第十五条の二の
四において読み替えて準用する第八条の五第四
項、第十五条の二の六第一項、同条第三項にお
いて読み替えて準用する第九条第三項から第六
項まで、第十五条の二の七、第十五条の三、第
十五条の三の二第二項、第十五条の三の三第一
項及び第五項、第十五条の四において読み替え
て準用する第九条の五第一項及び第二項、第九
条の六並びに第九条の七第二項、第十八条第一
項（産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る
部分に限る。）、第十九条第一項（産業廃棄物
又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。）
、第十九条の三（第二号に係る部分に限る。）
、第十九条の五第一項、同条第二項において準
用する第十九条の四第二項、第十九条の六第一
項、同条第二項において準用する第十九条の四
第二項、第二十一条の二（産業廃棄物の処理施
設に係る部分に限る。）、第二十三条の三並び
に第二十三条の四の規定により都道府県が行う
こととされている事務
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（略）

十九条の五第一項、第二十一条の二（産業廃棄
物の処理施設に係る部分に限る。）、第二十三
条の三並びに第二十三条の四の規定により都道
府県が行うこととされている事務は、第一号法
定受託事務
（略）

（略）

（略）

- 33 -

○

改

正

案

特定家庭用機器再商品化法（平成十年法律第九十七号）

（略）

（一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例）
第五十条 （略）
２

（略）

（略）

現

行

（傍線部分は改正部分）

（一般廃棄物処理業者等に係る廃棄物処理法の特例）
第五十条 （略）
２

４

（略）

３ 廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の三第一項及び第十二 ３ 廃棄物処理法第十二条第五項及び第十二条の三第一項の規定は
条の五第一項の規定は、事業者が、その特定家庭用機器産業廃棄
、事業者が、その特定家庭用機器産業廃棄物を小売業者、第二十
物を小売業者、第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等又は
三条第一項の認定を受けた製造業者等又は指定法人に引き渡す場
指定法人に引き渡す場合における当該引渡しに係る当該特定家庭
合における当該引渡しに係る当該特定家庭用機器産業廃棄物の収
用機器産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の委託（産業廃棄
集若しくは運搬又は処分の委託（産業廃棄物収集運搬業者又は産
物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者に対するものを除く。）
業廃棄物処分業者に対するものを除く。）については、適用しな
については、適用しない。
い。
４
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○

改

正

案

２～

（略）

現

行

（傍線部分は改正部分）

（関連事業者等に係る廃棄物処理法の特例）
第百二十二条 （略）

使用済自動車の再資源化等に関する法律（平成十四年法律第八十七号）

（略）

一～三

（略）

次に掲げる行為については、廃棄物処理法第十二条の三第一項
の規定は、適用しない。

１３

（関連事業者等に係る廃棄物処理法の特例）
第百二十二条 （略）
２～

次に掲げる行為については、廃棄物処理法第十二条の三第一項
及び第十二条の五第一項の規定は、適用しない。
（略）

１４

１３

一～三
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１４

