正

案

行

︵傍線部分は改正部分︶

特定 産業 廃棄物 に起 因する 支障の 除去 等を平 成二 十四 年度ま での間に

現

特 定 産 業 廃棄 物 に起 因 する 支 障の 除 去 等を 平 成三 十 四年 度 まで の 間 に計 画 的か つ 着実 に 推 進す る ため の 基本 的 な方 針 新 旧対 照 表

改

特定産 業廃棄 物に 起因す る支 障の 除去等 を平成 三十 四年度 までの 間に

一

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の推進に関する基本的な方向

計画的かつ着実に推進するための基本的な方針

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の推進に関する基本的な方向

計画的かつ着実に推進するための基本的な方針
一

不 法投棄 等の 産業廃 棄物の 不適 正な 処分は ︑公 共の水 域及び 地下 水の汚

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の早期対応の必要性

不法投 棄等 の産業 廃棄 物の 不適正 な処分 は︑ 公共の 水域 及び 地下水の 汚

染︑産 業廃 棄物の 飛散流 出等 ︑地 域の生 活環 境の保 全上の 支障 を生じさ せ

１

染︑ 産業 廃棄 物の飛 散流 出等︑ 地域の 生活 環境の 保全 上の 支障を 生じさせ

てい るば かり でなく ︑投 棄され た産業 廃棄 物が国 民の 目に 見える 形で長期

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の早期対応の必要性

てい るばか りでな く︑ 投棄さ れた 産業 廃棄物 が国民 の目 に見え る形 で長期

間放 置され ること によ り︑現 在行 われ ている 及び将 来に わたり 行われ る産

１

間 放置さ れる ことに より ︑現在 行わ れてい る及び 将来 にわ たり行 われる産

数 次に わたり 行わ れ︑産 業廃 棄物に 係る 不適正 処分 の早期 対応 に対して は

百三 十七 号︒以 下﹁廃 棄物 処理法 ﹂と いう ︒︶の 改正 が平成 二十二 年まで

こ れま でも ︑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

当 程度 効果を 上げて きた とこ ろであ り︑ 特に平 成九年 の改 正に よって︑ 平

次に わた り行わ れ︑産 業廃 棄物に 係る 不適 正処分 の早期 対応 に対し ては相

百 三十七 号︒ 以下﹁ 廃棄 物処 理法﹂ という ︒︶ の改正 が平 成十 二年まで 数

これ までも ︑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

業 廃棄物 処理 に対し ても ︑同様 に不 適正処 分がさ れて いる ︑され るのでは

相当 程度 効果を 上げ てきた ところ であ り︑ 特に平 成九 年の改 正に よって︑

成十 年六 月十七 日以 降に不 適正処 分が 行わ れた産 業廃 棄物に 係る生 活環境

業廃 棄物処 理に 対して も︑同 様に 不適 正処分 がさ れてい る︑さ れる のでは

平成十 年六月 十七 日以降 に不 適正 処分が 行われ た産 業廃棄 物に 係る生活 環

の保全 上の支 障の 除去等 の措 置に ついて は︑廃 棄物 処理法 第十 三条の十 二

ない かとの 国民 の不信 感を引 き起 こす 等︑循 環型 社会の 形成を 阻害 する要

境の 保全 上の 支障の 除去等 の措 置につ いて は︑廃 棄物 処理法 第十 三条の十

に規 定す る適正 処理 推進セ ンタ ー︵以 下﹁ 適正処 理推 進セン ター ﹂という

な いかと の国 民の不 信感 を引 き起こ す等︑ 循環 型社会 の形 成を 阻害する要

二の規 定に より環 境大臣 が指 定す る産業 廃棄 物適正 処理推 進セ ンター︵ 以

︒︶の 協力 の制度 が整え られ たと ころで ある ︒しか し︑平 成十 年六月十 七

因となっている︒

下﹁ 適正 処理 推進セ ンタ ー﹂と いう︒ ︶の 業務を 通じ て︑ 第十三 条の十五

日よ り前 に行 われた 産業廃 棄物 の不適 正処 分につ いて は当 該制度 の対象で

因となっている︒

に規定 する 基金に より 支援す る制 度が 整えら れた︒ しか し︑平 成十年 六月
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象 ではな く︑ 当該不 適正 処分 につい て平成 九年 の廃棄 物処 理法 改正後は補

十七 日より 前に 行われ た産業 廃棄 物の 不適正 処分 につい ては当 該制 度の対

の支障が生じ︑又は生ずるおそれが大きい事案が多く存在している︒

はな く︑ かつ ︑既に 五年 以上が 経過 してい ること によ り生 活環境 の保全上

助金 による 支援 が行わ れて いた︒ これ らの事 案の 中には ︑大 規模な ものが
あ り︑既 に生 活環境 の保 全上 の支障 が生 じ︑又 は生ず るお それ が大きい 事

業廃 棄物 ︵特 別措置 法第二 条第 一項に 規定 する特 定産 業廃棄 物を いう︒以

︶が制 定され ︑平 成十年 六月 十七 日より 前に不 適正 処分が 行わ れた特定 産

る特 別措 置法︵ 平成 十五年 法律第 九十 八号 ︒以下 ﹁特 別措置 法﹂と いう︒

こ のた め︑ 平成十 五年 に特定 産業廃 棄物 に起因 する 支障 の除去 等に関す

るお それ が大き い全 ての事 案に ついて ︑今 後十年 の期 間内に 計画 的かつ着

い う︒ 以下同 じ︒ ︶に起 因し て生 活環境 の保全 上の 支障が 生じ ︑又は生 ず

︑特 定産 業廃棄 物︵ 特別措 置法第 二条 第一 項に規 定す る特定 産業廃 棄物を

︵ 平成 十五年 法律第 九十 八号 ︒以下 ﹁特 別措置 法﹂と いう ︒︶ が制定さ れ

この ため ︑特定 産業廃 棄物 に起 因する 支障 の除去 等に関 する 特別措置 法

案が存在していた︒

下同じ ︒︶ に起因 して生 活環 境の 保全上 の支 障が生 じ︑又 は生 ずるおそ れ

特定産 業廃 棄物に 起因 して生 活環 境の保 全上 の支障 が生 じ︑ 又は生ずる

支障の除去等を行う必要がある特定産業廃棄物の実態把握等

実に問題の解決に取り組むこととなった︒

２

が大 きい 全て の事案 につ いて︑ 特別措 置法 の期限 とし た平 成二十 四年度ま
での間 に計 画的か つ着 実に問 題が 解決す るよ う取り 組ん できた ところ であ
る︒
特別 措置法 の施行 後︑ 平成 二十三 年度 末現在 で合計 十三 事案 について ︑
特 定支障 除去 等事業 ︵特 別措置 法第 二条第 四項 に定め る特 定支障 除去等事
業を いう︒ 以下 同じ︒ ︶を実 施し てき たが︑ 当該 事業を 実施し てい く中で
︑ 当初に 想定 されて いた 以上 の量の 特定産 業廃 棄物に よる 支障 の除去等の
実施 を引 き続き 必要と する 事案が 発覚 した り︑新 たに特 定産 業廃棄 物に起
因 する 支障の 除去等 の実 施を 必要と する 事案が 発覚す る等 の事 態に至っ た
︒こ のた め︑特 定産 業廃棄 物に起 因す る支 障の除 去等 に関す る特別 措置法
の 一部 を改正 する 法律︵ 平成 二十四 年法 律第五 十八 号︶に より 特別措置 法
の期 限を 平成三 十四 年度ま で延 長した 上で ︑当該 期限 までの 間に 確実に問

支障の除去等を行う際にとるべき手続き等

題の解決を図ることとなった︒

２

特 定産業 廃棄 物に起 因し て生活 環境 の保 全上の 支障が 生じ ︑又は 生ずる
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理 解され る生 活環境 に加 え︑ 人の生 活に 密接な 関係の ある 財産 又は人の 生

支障 が生じ ︑又 は生ず るお それが ある ﹂とは ︑社 会通念 に従 って一 般的に

の 問題解 決を 図る必 要が ある ︒この 場合に おい て︑﹁ 生活 環境 の保全上の

おそ れがあ る事 案につ いては ︑平 成三 十四年 度ま でので きる限 り早 期にそ

理解 される 生活 環境に 加え︑ 人の 生活 に密接 な関 係のあ る財 産又は 人の生

支 障が生 じ︑ 又は生 ずる おそれ があ る﹂と は︑ 社会通 念に 従って 一般的に

の問 題解決 を図る 必要 がある ︒こ の場 合にお いて ︑﹁生 活環境 の保 全上の

おそ れが ある 事案に つい ては︑ 平成 二十四 年度ま での でき る限り 早期にそ

この ため ︑都道 府県 又は保 健所 を設置 する 市︵以 下﹁ 都道府 県等﹂ とい

活 に密接 な関 係のあ る動 植物 若しく はその 生育 環境に 何ら かの 支障が現実

都道府 県又 は廃棄 物処 理法第 十九 条の八 第一項 に規 定す る事務 を行うこ

う ︒︶ は︑特 定産 業廃棄 物の 実態 を把握 するた めに ︑現地 の確 認を行う 等

活に 密接 な関係 のある 動植 物若し くは その 生育環 境に何 らか の支障 が現実

とと され た市 ︵以下 ﹁都道 府県 等﹂と いう ︒︶は ︑支 障の除 去等 ︵特別措

によ り︑ 積極的 な調 査に努 める ものと する ︒また ︑こ の実態 調査 により明

に生 じ︑ 又は通 常人を して そのお それ があ ると思 わせる に相 当な状 態が生

置法第 二条 第二項 に規定 する 支障 の除去 等を いう︒ 以下同 じ︒ ︶を行う 必

らかと なった 全て の事案 につ いて ︑特定 産業 廃棄物 の種類 及び 量の把握 に

に 生じ ︑又は 通常人 をし てそ のおそ れが あると 思わ せるに 相当 な状態が 生

要が ある と判 断した 事案 につい ては︑ 速や かに廃 棄物 処理 法第十 八条第一

努め ると とも に︑支 障の除 去等 ︵特別 措置 法第二 条第 二項に 規定 する支障

ずることをいう︒

項に基 づく 報告徴 収︑ 廃棄物 処理 法第十 九条 第一項 に基 づく立 入検査 等を

の除去 等を いう︒ 以下同 じ︒ ︶を 行う必 要が あるか どう かの検 討に努め る

ずることをいう︒

通じ て支 障の 程度及 び状 況につ いて の把握 を行い ︑経 済的 ︑技術 的に最も

もの とす る︒ なお︑ 都道 府県に あって は管 下市町 村と 協力 して調 査を行う
ものとする︒

合理 的な手 段を選 択し て︑廃 棄物 処理 法第十 九条の 五又 は廃棄 物処 理法第
十 九条の 六に 基づく 措置 命令︵ 以下 ﹁措置 命令 ﹂とい う︒ ︶の発 出等の対

支障の 除去 等を行 う必 要があ ると 判断し た事案 につ いて は︑速 やかに廃

つい ては ︑発 生して いる生 活環 境の保 全上 の支障 の程 度及び 汚染 拡大を防

当該特 定産業 廃棄 物と密 接不 可分 の近傍 の土壌 が汚 染され てい る場合等 に

措 置命令 の対象 範囲 を定め る場 合に おいて ︑特定 産業 廃棄物 に起 因して

止す るた めの 対策を 考慮し ︑必 要な範 囲に おいて 措置 命令を 発出 するもの

ついて は︑発 生し ている 生活 環境 の保全 上の支 障の 程度及 び汚 染拡大を 防

当該 特定 産業廃 棄物 と密接 不可分 の近 傍の 土壌が 汚染 されて いる場 合等に

措 置命 令の 対象範 囲を 定める 場合に おい て︑特 定産 業廃 棄物に 起因して

応を行うものとする︒

棄 物処理 法第 十八条 第一 項に 基づく 報告徴 収︑ 廃棄物 処理 法第 十九条第一

項に 基づ く立入 検査等 を通 じて支 障の 程度 及び状 況につ いて の把握 を行い

︑ 経済 的︑技 術的に 最も 合理 的な手 段を 選択し て︑廃 棄物 処理 法第十九 条

の五 又は 廃棄物 処理 法第十 九条の 六に 基づ く措置 命令 ︵以下 ﹁措置 命令﹂

止する ため の対策 を考慮 し︑ 必要 な範囲 にお いて措 置命令 を発 出するも の

とする︒

という︒︶の発出等の対応を行うものとする︒

とする︒
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第 五項の 規定 により 都道 府県 等は平 成二 十五年 三月三 十一 日ま でに環境 大

施計 画をい う︒ 以下同 じ︒ ︶を定 めよ うとす ると きは︑ 特別 措置法 第四条

し ないこ とが 見込ま れ︑ 実施 計画︵ 特別措 置法 第四条 第一 項に 規定する実

これ らの手 続に よって もな お︑平 成二 十四年 度中 に支障 の除 去等が完 了

する特定支障除去等事業をいう︒以下同じ︒︶を実施するものとする︒

︒ ︶を策 定し ︑及び 特定 支障除 去等 事業︵ 特別 措置法 第二 条第四 項に規定

府県 等は特 別措置 法第 四条に 規定 する 実施計 画︵ 以下﹁ 実施計 画﹂ という

こ れら の手続 によっ ても なお支 障の 除去 等が完 了しな い場 合には ︑都道

臣に 協議 しなけ ればな らな い︒そ の後 ︑環 境大臣 からの 同意 を得た 後に特
定支障除去等事業を実施するものとする︒
ま た︑特 定支障 除去 等事業 を既 に実 施中の 都道府 県等 で︑平 成二十 五年
度以降 も特定 支障 除去等 事業 を行 う必要 がある と認 められ るも のについ て
も︑ 実施 計画 の変更 に関し て︑ 平成二 十五 年三月 三十 一日ま でに 環境大臣

な お︑都 道府 県等の 区域 内に支 障の 除去等 を行 うべき 事案 が複数 存在し

︑同 時に 支障 の除去 等を行 うこ とが困 難な 場合に おい ては︑ 周辺 の生活環

都道府 県等 の区域 内に 支障の 除去 等を行 うべ き事案 が複 数存在 しており

に協 議し なけ れば な ら な い ︒

ている 場合 には︑ 周辺 の生活 環境 への影 響の 大きさ に応 じ︑優 先順位 を付

境への 影響 の大き さに応 じ︑ 優先 順位を 付け て計画 的に その支 障の除去 等

国 におい ては︑ 都道 府県等 の調 査結 果を基 に︑特 別措 置法の 対象 となり

を推進するものとする︒

けて計画的にその支障の除去等を推進するものとする︒
特定 支障除 去等事 業が 完了 した場 合に は︑都 道府県 等は 速や かに環境 大
臣に特定支障除去等事業の完了の報告をするものとする︒

得る 不適正 処分 の事案 数︑廃 棄物 の量 及びそ の状 況につ いて︑ 定期 的に全

国 的な調 査結 果の取 りま とめ 及び公 表を行 い︑ 特別措 置法 の施 行に反映さ

特定産業廃棄物の処分を行った者等に対する責任の追及

せるものとする︒

３

産 業廃棄 物の 不適正 処分に 関す る一 義的な 責任 は︑当 該不適 正処 分を行

特定産業廃棄物の処分を行った者等に対する責任の追及
産業廃 棄物 の不適 正処 分に 関する 一義的 な責 任は︑ 当該 不適 正処分を行

った行 為者 にあり ︑不適 正処 分に 係る支 障の 除去等 の措置 は当 該行為者 に

３

った 行為 者に あり︑ 不適 正処分 に係る 支障 の除去 等の 措置 は当該 行為者に
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規定 に違反 した者 ︑当 該不適 正処 分の あっせ ん者若 しく は仲介 者又 は不適

二条 の三 第一 項に規 定す る産業 廃棄 物管理 票をい う︒ 以下 同じ︒ ︶に係る

の規定 に違 反する 委託 を行っ た者 ︑産業 廃棄 物管理 票︵ 廃棄物 処理法 第十

廃棄 物の 処分 を行っ た者 ︑廃棄 物処理 法第 十二条 第五 項又 は第六 項その他

二条の 二第 一項に 規定す る特 別管 理産業 廃棄 物処理 基準に 適合 しない産 業

理法 第十 二条 第一項 に規定 する 産業廃 棄物 処理基 準又 は廃棄 物処 理法第十

ものと する︒ なお ︑特定 産業 廃棄 物の処 分を行 った 者等と して ︑廃棄物 処

命令 を発 出して 当該 特定産 業廃棄 物に 係る 支障の 除去 等の措 置を行 わせる

定 する 排出事 業者等 をい う︒ 以下同 じ︒ ︶に対 して ︑都道 府県 等は︑措 置

の五 第一 項に規 定する 処分 者等及 び廃 棄物 処理法 第十九 条の 六第一 項に規

に ついて も︑ 特定産 業廃 棄物 の処分 を行 った者 等︵廃 棄物 処理 法第十九 条

当該 支障の 除去 等に関 する 責任を 有し ている ︒こ のため ︑特 定産業 廃棄物

な 処理の 実施 を確保 する こと を怠っ た者も ︑不 適正処 分の 行為 者と同様に

行わ せるべ きも のであ るが︑ 産業 廃棄 物の処 分に 至るま での間 にそ の適正

規定 に違 反し た者︑ 当該 不適正 処分の 斡旋 者若し くは 仲介 者又は 不適正処

二条の 三第 一項に 規定す る産 業廃 棄物管 理票 をいう ︒以 下同じ ︒︶に係 る

の規 定に 違反 する委 託を行 った 者︑産 業廃 棄物管 理票 ︵廃棄 物処 理法第十

廃棄物 の処分 を行 った者 ︑廃 棄物 処理法 第十 二条第 三項又 は第 四項その 他

二条 の二 第一項 に規 定する 特別 管理産 業廃 棄物処 理基 準に適 合し ない産業

理 法第 十二条 第一 項に規 定す る産 業廃棄 物処理 基準 又は廃 棄物 処理法第 十

もの とす る︒な お︑ 特定産 業廃棄 物の 処分 を行っ た者 等とし て︑廃 棄物処

命 令を 発出し て当該 特定 産業 廃棄物 に係 る支障 の除去 等の 措置 を行わせ る

定す る排 出事業 者等を いう ︒以下 同じ ︒︶ に対し て︑都 道府 県等は ︑措置

の 五第一 項に 規定す る処 分者 等及び 廃棄物 処理 法第十 九条 の六 第一項に規

につ いても ︑特 定産業 廃棄物 の処 分を 行った 者等 ︵廃棄 物処 理法第 十九条

当 該支障 の除 去等に 関す る責任 を有 してい る︒ このた め︑ 特定産 業廃棄物

な処 理の実 施を確 保す ること を怠 った 者も︑ 不適 正処分 の行為 者と 同様に

行わ せる べき もので ある が︑産 業廃 棄物の 処分に 至る まで の間に その適正

この 場合に おい て︑産 業廃 棄物 管理票 ︑廃棄 物の 処理及 び清 掃に関す る

分が 行われ ること を知 りつつ 土地 を提 供する 等した 土地 所有者 及び 産業廃

こ の場 合に おいて ︑産業 廃棄 物管理 票︑ 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 ︒以下 ﹁廃棄 物処 理法 施行令﹂ と

正 処分が 行わ れるこ とを 知りつ つ土 地を提 供す る等し た土 地所有 者及び産

法律 施行 令︵昭 和四 十六年 政令第 三百 号︒ 以下﹁ 廃棄 物処理 法施行 令﹂と

いう ︒︶ 第六条 の二第 三号 に規定 する 委託 契約書 ︑特定 産業 廃棄物 から判

棄 物の発 生か ら最終 処分 に至る まで の一連 の処理 の行 程に おける 処理が適

い う︒ ︶第六 条の 二第四 号に 規定す る委 託契約 書︑ 特定産 業廃 棄物から 判

明 した 事業所 名又は 住所 等の 情報等 によ って特 定産 業廃棄 物の 処分を行 っ

業廃 棄物の 発生 から最 終処分 に至 るま での一 連の 処理の 行程に おけ る処理

明し た事 業所名 又は 住所等 の情 報等に よっ て特定 産業 廃棄物 の処 分を行っ

た者 等を 明らか にす るとと もに︑ これ らの 者に対 して ︑産業 廃棄物 の保管

正に 行われ るた めに必 要な措 置を 講ず るとの 注意 義務に 違反し た排 出事業

た者等 を明ら かに すると とも に︑ これら の者に 対し て︑産 業廃 棄物の保 管

︑収集 ︑運搬 若し くは処 分に 関す る報告 徴収又 は立 入検査 を適 切に行う こ

が 適正に 行わ れるた めに 必要 な措置 を講ず ると の注意 義務 に違 反した排出

︑収 集︑ 運搬 若しく は処分 に関 する報 告徴 収又は 立入 検査を 適切 に行うこ

とに より ︑特 定産業 廃棄物 が生 じた原 因及 び処分 経路 並びに 措置 命令の対

者等が含まれるものである︒

とによ り︑ 特定産 業廃棄 物が 生じ た原因 及び 処分経 路並び に措 置命令の 対

象範囲等を明らかにするものとする︒

事業者等が含まれるものである︒

象範囲等を実施計画に記載することとする︒
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引き 続き特 定産 業廃棄 物の 処分を 行っ た者等 を明 らかに する よう努 めるも

︑ 廃棄物 処理 法第十 九条 の八 第一項 に基づ く公 告の手 続を 行う とともに︑

また ︑特定 産業 廃棄物 の処 分を行 った 者等が 不明 である 場合 において も

のとする︒

引 き続き 特定 産業廃 棄物 の処分 を行 った者 等を 明らか にす るよう 努めるも

︑廃 棄物処 理法第 十九 条の八 第一 項に 基づく 公告 の手続 を行う とと もに︑

ま た︑ 特定産 業廃棄 物の 処分を 行っ た者 等が不 明であ る場 合にお いても

等に係る調査及び責任の追及に協力するものとする︒

国 にお いて も︑都 道府県 等が 行う当 該特 定産業 廃棄 物の処 分を 行った者

のとする︒
国に おい ても︑ 都道府 県等 が行 う当該 特定 産業廃 棄物の 処分 を行った 者
等に係る調査及び責任の追及に協力するものとする︒
二

特 定支障 除去等 事業 その 他の特 定産 業廃棄 物に起 因す る支 障の除去 等

二

の内容に関する事項

特定 支障除 去等 事業そ の他の 特定 産業 廃棄物 に起 因する 支障の 除去等

の内 容 に 関 す る 事 項

支障の除去等を講ずる必要がある事案に関する事項

特 定産業 廃棄物 に係 る事案 のう ち︑ 生活環 境の保 全上 の支障 が生 じ︑又

１

実施計 画を 定める に当 たって は︑ 特定産 業廃 棄物に 起因 して どのような

は生ず るおそ れが あり︑ 廃棄 物処 理法第 十九 条の八 第一項 各号 のいずれ か

実 施 計 画 策 定 に あ た り 都 道 府 県 等 が 明 確 に す べ き 目標 等

生活 環境 の保 全上の 支障 が生じ ︑又は 生ず るおそ れが ある か︑及 び生活環

に該 当す るも のにつ いては ︑特 定支障 除去 等事業 とし て都道 府県 等自らが

１

境の保全上達成すべき目標について︑実施計画に記載することとする︒

速やかに支障の除去等を行うこととし︑実施計画を定めるものとする︒

実施 計画を 定める に当 たっ ては︑ 特定 産業廃 棄物に 係る 事案 の概要と し

て 特定産 業廃 棄物に 起因 してど のよ うな生 活環 境の保 全上 の支障 が生じ︑

又は 生ずる おそ れがあ るかに つい て明 らかに する ととも に︑生 活環 境の保

事 案に ついて は︑当 該事 案に 係る特 定産 業廃棄 物が一 体の もの であると し

なお ︑複 数の都 道府県 等の 区域 にまた がっ ている 特定産 業廃 棄物に係 る

て 生活環 境の 保全上 の支 障及 び周辺 環境 への影 響を明 らか にし ︑当該都 道

事案 につい ては ︑当該 事案 に係る 特定 産業廃 棄物 が一体 のも のであ るとし

な お︑ 複数の 都道 府県等 の区 域にま たが ってい る特 定産業 廃棄 物に係る

全上達成すべき目標について明らかにするものとする︒

て生 活環 境の保 全上 の支障 及び周 辺環 境へ の影響 を明 らかに し︑当 該都道

府県 等の 合意の 下に当 該事 案に係 る全 体的 な対策 方針を 共有 した上 で︑各

特定支障除去等事業の実施に関する事項

府 県等 の合意 の下 に当該 事案 に係る 全体 的な対 策方 針を共 有し た上で︑ 各

２

都道府県等において実施計画を定めるものとする︒

特定支障除去等事業の実施に関する事項

特定支障除去等事業の実施範囲の把握

都 道 府 県 等 に お い て 実 施 計 画 を 定 め る も の と する ︒
２

⑴

特 定支障 除去 等事業 の実施 に先 立っ て︑支 障の 状況に 関する 調査 を行い

特定支障除去等事業の実施範囲の把握
特定支 障除 去等事 業の 実施 に先立 って︑ 支障 の状況 に関 する 調査を行い

︑特定 産業 廃棄物 及びこ れに 起因 して汚 染さ れてい る土壌 等が 存在する 範

⑴

︑特 定産 業廃 棄物及 びこ れに起 因して 汚染 されて いる 土壌 等が存 在する範
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る性 状を有 する 特定産 業廃 棄物︵ 以下 ﹁有害 産業 廃棄物 ﹂と いう︒ ︶が存

物 処理法 第二 条第五 項に 規定 する特 別管理 産業 廃棄物 その 他こ れに相当す

囲並 びに当 該特 定産業 廃棄物 の種 類及 び量等 を確 定する ものと する ︒廃棄

在す る場合 には ︑その 他の特 定産 業廃 棄物と 区別 して︑ 有害 産業廃 棄物が

る 性状を 有す る特定 産業 廃棄物 ︵以 下﹁有 害産 業廃棄 物﹂ という ︒︶が存

物処 理法第 二条第 五項 に規定 する 特別 管理産 業廃 棄物そ の他こ れに 相当す

囲並 びに 当該 特定産 業廃 棄物の 種類 及び量 等を確 定す るも のとす る︒廃棄

また ︑支 障の除 去等に つい ては ︑措置 命令 の対象 の範囲 内︵ 特定産業 廃

在 する場 合に は︑そ の他 の特 定産業 廃棄 物と区 別して ︑有 害産 業廃棄物 が

ま た︑ 支障 の除去 等に ついて は︑措 置命 令の対 象の 範囲 内︵特 定産業廃

棄 物の 処分を 行った 者等 を確 知する こと ができ ない場 合に あっ ては廃棄 物

存在する範囲︑種類及び量等を確定するものとする︒

棄物 の処 分を行 った 者等を 確知す るこ とが できな い場 合にあ っては 廃棄物

処理 法第 十九条 の八 第一項 に基づ く公 告の 内容の 範囲 内︶で 行うも のとす

存在する範囲︑種類及び量等を確定するものとする︒

処理法 第十九 条の 八第一 項に 基づ く公告 の内容 の範 囲内︶ で行 うものと す

る︒

特定支障除去等事業における有害産業廃棄物とその他の産業廃棄物

る︒

⑵

特定産 業廃 棄物の うち ︑有害 産業 廃棄物 とそ の他の 産業 廃棄物 の区分に

特定支障除去等事業における有害産業廃棄物とその他の産業廃棄物
特 定産業 廃棄 物のう ち︑ 有害産 業廃 棄物と その 他の産 業廃 棄物の 区分に

つい ては ︑次 により 行うこ とを 基本と する ︒また ︑こ れによ り難 い場合で

⑵

ついて は︑ 次によ り行 うこと を原 則とす る︒ また︑ これ により 難い場 合で

あって も︑ 有害産 業廃棄 物が 含ま れる範 囲が 全て明 らか になる ように調 査

なお ︑外観 等から 特定 産業 廃棄物 の性 状が単 一であ り︑ 有害 産業廃棄 物

あっ ても ︑有 害産業 廃棄 物が含 まれ る範囲 が全て 明ら かに なるよ うに調査

な お︑ 外観等 から 特定産 業廃棄 物の 性状 が単一 であ り︑有 害産業 廃棄物

が 含まれ てい ないこ とが 明らか であ ると判 断でき る場 合に おいて は︑これ

を行うものとする︒

が含 まれて いな いこと が明ら かで ある と判断 でき る場合 におい ては ︑これ

らの調査を行うことを要しない︒

を行うものとする︒

らの調査を行うことを要しない︒

ア

⑴に おい て把握 され た特 定産業 廃棄物 が存 在する 範囲 の平 面を概ね三

ア

十メ ートル 四方 の格子 に区 切り︑ かつ ︑当該 格子 を上面 とし て︑当 該格子

⑴に おいて 把握さ れた 特定産 業廃 棄物 が存在 する範 囲の 平面を 概ね三

十 メー トル四 方の格 子に 区切 り︑か つ︑ 当該格 子を上 面と して ︑当該格 子

内 におい て特 定産業 廃棄 物が 確認さ れる 最も深 い地点 を含 む水 平面を底 面

イ

内に おい て特定 産業 廃棄物 が確認 され る最 も深い 地点 を含む 水平面 を底面

イ

廃棄 物そ の他の 試料 の採取 及び分 析を 行う こと︒ 試料 の採取 方法と しては

とする直方体のブロックに分割すること︒

廃棄物 その他 の試 料の採 取及 び分 析を行 うこと ︒試 料の採 取方 法として は

︑主と してボ ーリ ング調 査に よる ことと し︑地 表か ら特定 産業 廃棄物が 確

とする直方体のブロックに分割すること︒

︑主 とし てボ ーリン グ調査 によ ること とし ︑地表 から 特定産 業廃 棄物が確

認さ れな い深 さまで 行うこ とと する︒ また ︑ボー リン グ調査 に代 わり︑素

ア のブロ ックご とに ︑そ れぞれ の格 子の中 心点 付近に おい て特定産 業

認され ない 深さま で行う もの とす る︒ま た︑ ボーリ ング調 査に 代わり︑ 素

堀調査︑溝掘り調査等の他の方法により調査を行ってもよいこととする︒

アの ブロッ クご とに︑ それ ぞれの 格子 の中心 点付 近にお いて 特定産業

堀り 調査 ︑溝 掘り調 査等 の他の 方法に より 調査を 行っ ても よいこ ととする
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ウ

︒
ウ

要 に応じ て︑ 水平方 向又 は垂直 方向 に当該 ブロ ックを 更に 区分し て複数の

特定産 業廃棄 物の 種類が ブロ ック 内で大 きく 異なる 等の場 合に は︑必

要に 応じて ︑水 平方向 又は 垂直方 向に 当該ブ ロッ クを更 に区 分して 複数の

小ブ ロック を設 定し︑ それぞ れボ ーリ ング調 査等 により 試料 の採取 及び分

特定 産業 廃棄物 の種 類が ブロッ ク内で 大き く異な る等 の場 合には︑必

小 ブロッ クを 設定し ︑そ れぞ れボー リン グ調査 等によ り試 料の 採取及び 分

エ

析を行うこと︒

エ

れ たブ ロック 又は小 ブロ ック につい ては ︑当該 ブロッ ク又 は小 ブロック に

析を行うこと︒

れた ブロ ック又 は小 ブロッ クにつ いて は︑ 当該ブ ロッ ク又は 小ブロ ックに

含ま れる 産業廃 棄物 を有害 産業廃 棄物 とし て扱い ︑有 害産業 廃棄物 が確認

アか らウま でによ り採 取した 試料 を分 析し︑ 有害産 業廃 棄物が 確認さ

含まれ る産業 廃棄 物を有 害産 業廃 棄物と して扱 い︑ 有害産 業廃 棄物が確 認

さ れな かった ブロ ック又 は小 ブロ ックに ついて は︑ 当該ブ ロッ ク又は小 ブ

ア からウ までに より 採取 した試 料を 分析し ︑有 害産業 廃棄 物が確認 さ

され なか った ブロッ ク又は 小ブ ロック につ いては ︑当 該ブロ ック 又は小ブ

ロッ クに 含まれ る産 業廃棄 物を 有害産 業廃 棄物以 外の 産業廃 棄物 として扱

次に掲 げる 特定産 業廃 棄物 を有害 産業廃 棄物 として 判断 する ものとする

有害産業廃棄物の判断基準

ロック に含 まれる 産業廃 棄物 を有 害産業 廃棄 物以外 の産業 廃棄 物として 扱

⑶

うこととすること︒

有害産業廃棄物の判断基準

うこととすること︒
⑶

次 に掲 げる特 定産業 廃棄 物を有 害産 業廃 棄物と して判 断す るもの とする
︒
ア

︒
ア

げ る廃酸 ︑同 条第三 号に 掲げる 廃ア ルカリ 及び同 条第 五号 イに掲 げる廃ポ

廃棄物 処理法 施行 令第二 条の 四第 一号に 掲げる 廃油 ︑同条 第二 号に掲

げる 廃酸︑ 同条 第三号 に掲げ る廃 アル カリ及 び同 条第五 号イに 掲げ る廃ポ

リ塩化ビフェニル等

廃棄 物処 理法施 行令 第二条 の四 第一号 に掲 げる廃 油︑ 同条第 二号に掲

リ塩化ビフェニル等

イ

感染 性廃 棄物︵ 感染 性病 原体が 含まれ ︑若 しくは 付着 して いる産業廃

イ

棄物又はこれらのおそれのある産業廃棄物をいう︒︶

感染 性廃棄 物︵感 染性 病原体 が含 まれ ︑若し くは付 着し ている 産業廃

棄物又はこれらのおそれのある産業廃棄物をいう︒︶

ウ

廃石 綿等 ︵廃石 綿及 び石 綿が含 まれ ︑又は 付着し てい る産 業廃棄物 を

ウ

いう︒︶

廃石 綿等︵ 廃石 綿及び 石綿が 含ま れ︑ 又は付 着し ている 産業廃 棄物を

いう︒︶

エ

ア からウ までに 掲げ る特 定産業 廃棄 物以外 の産 業廃棄 物の うち︑金 属

エ

等を 含む 産業廃 棄物 に係る 判定基 準を 定め る省令 ︵昭 和四十 八年総 理府令

アか らウま でに 掲げる 特定 産業廃 棄物 以外の 産業 廃棄物 のう ち︑金属

等を含 む産業 廃棄 物に係 る判 定基 準を定 める省 令︵ 昭和四 十八 年総理府 令

第五号 ︶別表 第一 の各項 の第 一欄 に掲げ る物質 を含 むもの であ って︑当 該

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の方法

第五 号︶ 別表 第一の 各項の 第一 欄に掲 げる 物質を 含む もので あっ て︑当該

⑷

物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げる基準に適合しないもの

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の方法

物質ごとに対応する当該各項の第二欄に掲げる基準に適合しないもの
⑷
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方 法によ るも のとす る︒ 基本 的には 次の アから ウまで に掲 げる 方法のい ず

要す る費用 等の 面から 最も 合理的 に支 障の除 去等 を実施 する ことが できる

及 び地理 的条 件等に 応じ て︑ 支障の 除去等 に係 る効率 ︑事 業期 間︑事業に

支障 の除去 等の 実施は ︑当 該特定 産業 廃棄物 の種 類︑性 状︑ 地域の状 況

方法 による もの とする ︒基本 的に は次 のアか らウ までに 掲げ る方法 による

要 する費 用等 の面か ら最 も合理 的に 支障の 除去 等を実 施す ること ができる

及び 地理的 条件等 に応 じて︑ 支障 の除 去等に 係る 効率︑ 事業期 間︑ 事業に

支 障の 除去等 の実施 は︑ 当該特 定産 業廃 棄物の 種類︑ 性状 ︑地域 の状況

都 道府 県等 は︑支 障の 除去等 の方法 の選 定にお ける 検討 の状況 ︑検討に

こ ととし ︑こ れによ り難 い場 合にあ っては ︑周 辺環境 への 影響 等をも勘案

都 道府県 等は︑ 支障 の除去 等の 方法 の選定 におけ る検 討の状 況︑検 討に

用い た調 査結果 ︑特 定産業 廃棄物 の処 理の 考え方 を示 すとと もに︑ 支障の

れか によ ること とし︑ これ により 難い 場合 にあっ ては︑ 周辺 環境へ の影響

用いた 調査結 果︑ 特定産 業廃 棄物 の処理 の考え 方を 示すと とも に︑支障 の

除 去等 に係る 効率 ︑事業 期間 ︑事 業に要 する費 用が 適正で ある ことを確 認

した上で︑別の方法を採用することができることとする︒

除去 等に 係る 効率︑ 事業期 間︑ 事業に 要す る費用 が適 正であ るこ とを確認

し︑支障の除去等の具体的な方法を明らかにするものとする︒

等をも勘案した上で︑別の方法を採用することができることとする︒

し︑支障の除去等の具体的な方法を実施計画に記載することとする︒
な お︑支 障の 除去等 の方 法の選 定に おける 検討 に際し て︑ 学識経 験者な
ど第三 者に よる審 議等 を経た 場合 には︑ その 概要及 び結 果を実 施計画 に記
載することとする︒

特定産業廃棄物等の掘削及び処理

⑴及 び⑵の 調査に より 把握 した特 定産 業廃棄 物及び これ に起 因して汚 染

ア

⑴ 及び ⑵の調 査に より把 握した 特定 産業 廃棄物 及び これに 起因し て汚染

さ れてい る土 壌等を 周辺 環境に 影響 を及ぼ さない よう に掘 削し︑ 必要に応

特定産業廃棄物等の掘削及び処理

され ている 土壌 等を周 辺環境 に影 響を 及ぼさ ない ように 掘削し ︑必 要に応

じて掘削された場所を汚染されていない土壌等により埋めること︒

ア

じて掘削された場所を汚染されていない土壌等により埋めること︒

また ︑選 択した 処理 方法に 則した 施設 にお いて処 理を 実施す るとと もに︑

定産業廃棄物及び土壌等の種類に応じた適切な処理方法を選択すること︒

また ︑選 択した 処理方 法に 則した 施設 にお いて処 理を実 施す るとと もに︑

定 産業廃 棄物 及び土 壌等 の種 類に応 じた 適切な 処理方 法を 選択 すること ︒

等の 種類ご とに その分 別を 十分に 行う ととも に︑ 焼却︑ 溶融 ︑中和 等︑特

掘 削し た特定 産業 廃棄物 及び 土壌等 につ いて︑ 特定 産業廃 棄物 及び土壌

廃 棄物 処理法 第十 二条第 一項 に規定 する 産業廃 棄物 処理基 準そ の他の基 準

廃 棄物 処理法 第十二 条第 一項 に規定 する 産業廃 棄物 処理基 準そ の他の基 準

掘削 した 特定産 業廃棄 物及 び土 壌等に つい ては焼 却︑溶 融︑ 中和等︑ 特

に 基 づ く 処 理 が 行 わ れ て い る こ と を 確 認 す る こと ︒

原位置での浄化処理

に基づく処理が行われていることを確認すること︒
イ

⑴ 及び⑵ の調 査によ り把握 した 特定 産業廃 棄物 及びこ れに起 因し て汚染

原位置での浄化処理
⑴及び ⑵の 調査に より 把握 した特 定産業 廃棄 物及び これ に起 因して汚染

されて いる 土壌等 につい て︑ 溶融 又は含 まれ ている 有害化 学物 質の抽出 ︑

イ

され てい る土 壌等に つい て︑溶 融又は 含ま れてい る有 害化 学物質 の抽出︑
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分解 その 他の 方法に より ︑これ らの 特定産 業廃棄 物及 び土 壌等を 掘削せず

当該 特定産 業廃 棄物及 び土 壌等 の処理 に当た って は︑特 定産 業廃棄物 及

範囲 の側面 を囲 み︑当 該特定 産業 廃棄 物及び 土壌 等の下 にあ る不透 水層で

当 該特 定産業 廃棄 物及び 土壌等 の処 理に 当たっ ては ︑必要 に応じ てその

分解その他の方法により原位置で処理すること︒

び 支障の 原因 となる 有害 化学 物質が 原位 置から 漏れ出 すこ との ないよう ︑

あ って最 も浅 い位置 にあ るも のの深 さまで ︑鋼 矢板そ の他 の遮 水の効力を

に処理すること︒

必要 に応 じてそ の範囲 の側 面を囲 み︑ 適切 な深さ まで︑ 鋼矢 板その 他の遮

有する構造物を設置すること︒

ウ

⑴及び ⑵の 調査に より ︑有害 産業 廃棄物 に該 当する 特定 産業廃 棄物が含

原位置覆土等

の保全上の支障を生じさせるおそれがないことを確認すること︒

処 理作 業の 終了後 ︑処 理を行 った特 定産 業廃棄 物又 は土 壌等が 生活環境

水の効力を有する構造物を設置する又は揚水その他の措置を講ずること︒
処 理作業 の終了 後︑ 処理を 行っ た特 定産業 廃棄物 又は 土壌等 が生活 環境

原位置覆土等

の保 全 上 の 支 障 を 生 じ さ せ る お そ れ が な い こ と を 確 認 す る こ と ︒

ウ

⑴ 及び⑵ の調 査によ り︑ 有害産 業廃 棄物に 該当 する特 定産 業廃棄 物が含

まれていないことを確認すること︒

把握さ れた 特定産 業廃 棄物 につい て︑生 活環 境の保 全上 の支 障の原因と

まれていないことを確認すること︒
把 握さ れた特 定産業 廃棄 物につ いて ︑生 活環境 の保全 上の 支障が 生じな

特定 産業廃 棄物が 含ま れる範 囲の 土地 を︑コ ンクリ ート ︑アス ファ ルト又

なる 有機 性の 産業廃 棄物 等を十 分に分 別除 去した 上で ︑除 去後に 残された

を ︑特定 産業 廃棄物 が飛 散せず ︑雨 水が浸 入し ない又 はそ の他の 支障が発

は 汚染さ れて いない 土壌 等によ り覆 い︑か つ︑覆 いの 損壊 を防止 するため

いよ う適切 に分別 除去 し︑残 され た特 定産業 廃棄物 が含 まれる 範囲 の土地

生し ないよ う︑ コンク リート ︑ア スフ ァルト 又は 汚染さ れてい ない 土壌等

特定支障除去等事業の実施期間

の措置を講ずること︒
⑸

により覆い︑かつ︑覆いの損壊を防止するための措置を講ずること︒
特定支障除去等事業の実施期間

都道 府県等 は︑ 特定支 障除 去等 事業の 事業期 間及 び終了 予定 時期につ い

⑸

都 道府 県等 は︑特 定支障 除去 等事業 の事 業期間 及び 終了 予定時 期につい

て ︑廃棄 物処 理工程 の段 階等 の区分 に応 じてあ らかじ め明 らか にするも の

特 定支障 除去等 事業 に要す る費 用に ついて ︑あら かじ めその 支障の 除去

特定支障除去等事業に要する費用の考え方

て︑ 廃棄 物処理 工程 の段階 等の区 分に 応じ てあら かじ め実施 計画に 記載す

⑹

とする︒

特定支障除去等事業に要する費用の考え方

ることとする︒
⑹

特定支 障除 去等事 業に 要する 費用 につい て︑あ らか じめ その支 障の除去

ま た︑特 定支 障除去 等事業 に要 する 費用に つい ては︑ 本来は 特定 産業廃

等の 方 法 等 に 応 じ た 積 算 を 行 い ︑ 明 ら か に す る も の と す る ︒

また︑ 特定 支障除 去等 事業 に要す る費用 につ いては ︑本 来は 特定産業廃

棄物の 処分 を行っ た者等 が負 担す べきも ので あるこ とから ︑都 道府県等 に

等の方法等に応じた積算を行い記載することとする︒

棄物 の処 分を 行った 者等 が負担 すべき もの である こと から ︑都道 府県等に
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の 注意義 務を 果たし てい ない 排出事 業者 等から 確実に 徴収 され ることが 予

成元 年法律 第九 十一号 ︶に 基づき 仮差 押えが なさ れた資 産︑ 最終処 分まで

者 等から 確実 に徴収 され るこ とが予 定され る金 額とし て︑ 民事 保全法︵平

よる 特定支 障除 去等事 業の実 施に 先立 ち︑特 定産 業廃棄 物の処 分を 行った

の注 意義務 を果 たして いない 排出 事業 者等か ら確 実に徴 収さ れるこ とが予

成 元年法 律第 九十一 号︶ に基づ き仮 差押え がな された 資産 ︑最終 処分まで

者等 から確 実に徴 収さ れるこ とが 予定 される 金額 として ︑民事 保全 法︵平

よる 特定 支障 除去等 事業 の実施 に先 立ち︑ 特定産 業廃 棄物 の処分 を行った

務で あっ て特 定支障 除去等 事業 に係る もの を行う 場合 におい ては ︑有害産

適正処 理推 進セン ター が廃棄 物処 理法第 十三条 の十 三第 五号に 掲げる業

業廃 棄物 として 扱う ブロッ ク又 は小ブ ロッ クに係 る当 該有害 産業 廃棄物の

務 であ って特 定支 障除去 等事 業に 係るも のを行 う場 合にお いて は︑有害 産

適正 処理 推進セ ンタ ーが廃 棄物 処理法 第十 三条の 十三 第五号 に掲げ る業

特定支障除去等事業に係る出えんの考え方

業廃棄 物と して扱 うブロ ック 又は 小ブロ ック に係る 当該有 害産 業廃棄物 の

処理に 要する 費用 につい ては 補助 率を二 分の 一とし ︑有害 産業 廃棄物以 外

⑺

定される資産等を明らかにするものとする︒

平 成十七 年度ま でに 環境 大臣が 同意 した特 定支 障除去 等事 業に係る 出

定 さ れ る 資 産 等 を 実 施 計 画 に 記 載 す る こ と と する ︒
⑺

処理 に要 する 費用に つい ては補 助率を 二分 の一と し︑ 有害 産業廃 棄物以外

の産 業廃 棄物 として 扱うブ ロッ ク又は 小ブ ロック に係 る当該 産業 廃棄物の

えん及び補助の考え方

の産業 廃棄 物とし て扱 うブロ ック 又は小 ブロ ックに 係る 当該産 業廃棄 物の

また ︑生活 環境の 保全 上の 支障の 拡散 を防止 するた めに 必要 な施設整 備

処理に 要す る費用 につい ては 補助 率を三 分の 一とし て︑ 出えん 額を算定 す

ま た︑ 生活環 境の 保全上 の支障 の拡 散を 防止す るた めに必 要な施 設整備

に 要する 費用 及び周 辺の 生活環 境の モニタ リング に要 する 費用等 の特定産

処理 に要 する 費用に つい ては補 助率 を三分 の一と して ︑出 えん額 を算定す

に要 する費 用及 び周辺 の生活 環境 のモ ニタリ ング に要す る費用 等の 特定産

業廃 棄物の 処理 に要す る費用 以外 の費 用に関 して は︑有 害産業 廃棄 物の量

るものとする︒

業 廃棄物 の処 理に要 する 費用 以外の 費用に 関し ては︑ 有害 産業 廃棄物の量

と 有害産 業廃 棄物以 外の 産業 廃棄物 の量の 比率 により 当該 費用 を按分して

るものとする︒

と有 害産 業廃棄 物以外 の産 業廃棄 物の 量の 比率に より当 該費 用を按 分して

適正 処理 推進セ ンター が出 えん を行っ た場 合にお いて︑ 特定 産業廃棄 物

それ ぞれ二 分の 一又は 三分 の一の 補助 率を適 用す ること によ り出え ん額を

適 正処 理推 進セン ター が出え んを行 った 場合に おい て︑ 特定産 業廃棄物

の 処分 を行っ た者等 から 費用 が徴収 され た場合 には ︑出え ん額 を特定支 障

そ れぞ れ二分 の一又 は三 分の 一の補 助率 を適用 するこ とに より 出えん額 を

の処 分を 行った 者等 から費 用が 徴収さ れた 場合に は︑ 出えん 額を 特定支障

除去 等事 業に要 する 費用で 除した 割合 を当 該徴収 され た金額 に乗じ て得ら

算定するものとする︒

除去等 事業に 要す る費用 で除 した 割合を 当該徴 収さ れた金 額に 乗じて得 ら

れる額を適正処理推進センターに返還するものとする︒

算定するものとする︒

れる額を適正処理推進センターに返還するものとする︒
なお︑ 上記 の算定 方法 及び 返還に ついて は︑ 国が補 助金 とし て交付する
場合も同様とする︒
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起債 の算定 基礎と なる 地方 負担額 につ いては ︑当 該特定 支障 除去等事 業

特定支障除去等事業に係る起債の考え方

起 債の 算定基 礎と なる地 方負 担額に つい ては︑ 当該 特定支 障除 去等事業

に 要する 費用 から︑ 適正 処理推 進セ ンター の出 えん額 及び 特定産 業廃棄物

⑻

に要 する費 用か ら︑平 成十 七年度 まで に環境 大臣 が同意 した 特定支 障除去

の処 分を行 った 者等か ら確実 に徴 収さ れるこ とが 予定さ れる 金額︵ 適正処

特定支障除去等事業に係る起債の考え方

等 事業に つい ては適 正処 理推 進セン ター の出え ん額︑ 国か らの 補助金交 付

理推進センターに返還される金額を除く︒︶を減じた額とする︒

⑻

額及 び特 定産業 廃棄物 の処 分を行 った 者等 から確 実に徴 収さ れるこ とが予
定 され る金額 ︵適正 処理 推進 センタ ーに 返還さ れる 金額を 除く ︒︶を減 じ
た額 とし ︑平成 十八 年度以 降に環 境大 臣が 同意し た特 定支障 除去等 事業に
ついて は特定 産業 廃棄物 の処 分を 行った 者等か ら確 実に徴 収さ れること が
予定 され る金 額︵適 正処理 推進 センタ ーに 返還さ れる 金額を 除く ︒︶を減

都道府県等が行った措置に対する検証等

３

これまでに都道府県等が行った措置及び今後行おうとする措置の内容

特定産業廃棄物の処分を行った者等に対して行う措置

じた額とする︒
３

⑴

特定産 業廃 棄物に つい ては ︑これ までも 都道 府県等 によ り特 定産業廃棄

これまでに都道府県等が行った措置及び今後行おうとする措置の内容
特 定産 業廃棄 物につ いて は︑こ れま でも 都道府 県等に より 特定産 業廃棄

物の 処分 を行 った者 等に 対して 行政処 分及 び行政 指導 等が 行われ てきてい

⑴

物の 処分を 行った 者等 に対し て行 政処 分及び 行政指 導等 が行わ れて きてい

定 産業 廃棄物 が存在 した 事実 を確認 した 時期︑ 地域住 民か らの 情報提供 の

この ため ︑都道 府県等 は︑ 特定 支障除 去等 事業を 実施す る事 案ごとに 特

供 の時期 及び 内容並 びに その 対応状 況︑ 特定産 業廃棄 物が 存在 する区域 へ

︑特 定産業 廃棄 物が存 在し た事実 を確 認した 時期 ︑地域 住民 からの 情報提

こ のた め︑都 道府 県等は ︑特 定支障 除去 等事業 を実 施する 事案 について

る︒ しかし ながら ︑指 導を開 始し た時 期が遅 くなっ たり ︑法的 効果 を伴う

時期 及び 内容並 びに その対 応状況 ︑特 定産 業廃棄 物が 存在す る区域 への立

の立 入検 査の経 緯及び 確認 した支 障の 内容 ︑特定 産業廃 棄物 の処分 を行っ

る ︒しか しな がら︑ 指導 を開始 した 時期の 遅れ ︑法的 効果 を伴う 行政処分

入 検査 の経緯 及び 確認し た支 障の内 容︑ 特定産 業廃 棄物の 処分 を行った 者

た 者等 に対し て廃棄 物処 理法 に基づ き行 った報 告徴 収︑立 入検 査︑措置 命

行 政処分 が講 じられ てい なかっ た等 の理由 により ︑不 適正 処分が 継続し︑

等に 対し て廃棄 物処 理法に 基づ き行っ た報 告徴収 ︑立 入検査 ︑措 置命令等

令等 の状 況︑現 在に 至るま での期 間に 行う べきで あっ た措置 及び今 後行お

の未 実施等 の理 由によ り︑不 適正 処分 が継続 し︑ 生活環 境の保 全上 の支障

の状況 ︑現在 に至 るまで の期 間に 行うべ きであ った 措置及 び今 後行おう と

うとす る措置 の内 容並び に当 該措 置の実 施体制 等に ついて 第三 者である 学

生活環境の保全上の支障が生じることとなった事案が散見される︒

する 措置 の内 容並び に当該 措置 の実施 体制 等につ いて 第三者 であ る学識経

識経験者等を交えて検証し︑その検証の結果を明らかにするものとする︒

が生じることとなった事案が散見される︒

験者等 を交 えて検 証し︑ その 検証 の結果 を実 施計画 に記載 する こととす る
︒
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該 責任に 関し て都道 府県 等に おいて 講じら れた 措置等 につ いて も︑実施計

なお ︑これ らの 検証を 行っ た結果 判明 した組 織上 又は個 人の 責任及び 当

るものとする︒

該責 任に関 して都 道府 県等に おい て講 じられ た措 置等に ついて 明ら かにす

な お︑ これら の検証 を行 った結 果判 明し た組織 上又は 個人 の責任 及び当

特定産業廃棄物の処分を行った者等から徴収する費用の考え方

画に記載することとする︒
ま た︑ 実施 計画を 変更す る場 合にお いて は︑特 定支 障除去 等事 業開始か
らの 経緯 を踏ま えて︑ 都道 府県等 が行 った 措置に ついて ︑必 要に応 じて再
度検証を行い︑実施計画に記載することとする︒

⑵

特 定支 障除 去等事 業に 要する 費用 につい ては︑ 本来 は特 定産業 廃棄物の

不適正処分の再発防止策
都 道府県 等に おいて は︑⑴ で行 った 特定産 業廃 棄物に 係る事 案の 検証結

処分 を行 った者 等が 負担す べき もので あり ︑廃棄 物処 理法第 十九 条の八第

⑵

果を踏 まえ ︑今後 の不適 正処 分の 再発防 止に 向けた 具体的 な対 策を実施 計

要が ある︒ この ため︑ 特定支 障除 去等 事業を 実施 する場 合であ って も︑引

一項に 基づく 措置 を講じ た場 合で あって も︑ その責 任を厳 しく 追及する 必

特に︑ これ までに 都道 府県 等が行 ってき た措 置に関 して ︑検 証の結果 ︑

き続き ︑措 置命令 ︑特定 支障 除去 等事業 に要 する費 用の 徴収を 特定産業 廃

画に記載することとする︒

不十 分で あっ た事項 につ いては ︑検 証結果 を踏ま えた 対策 の充実 を図ると

ま た︑都 道府県 等は ︑特定 支障 除去 等事業 に要す る費 用の算 定に 当たっ

棄物の処分を行った者等に対して行うものとする︒

特定産業廃棄物の処分を行った者等に対する措置

と も に ︑ そ の 実 施状 況に つい て実 施 計 画 に 記 載 す る こ と と す る ︒
４

て は︑廃 棄物 処理法 第十 九条の 八第 二項か ら第四 項ま での 規定に より特定

産 業廃 棄物の 処分 を行っ た者 等から の費 用の徴 収の 見込み 及び その算定 根

特定産業廃棄物の処分を行った者等から徴収する費用の考え方
特 定支 障除去 等事 業に要 する 費用に つい ては︑ 本来 は特定 産業 廃棄物の

拠 を明ら かに するも のと する ︒この 場合に おい て︑特 定産 業廃 棄物の処分

⑴

処分 を行 った者 等が負 担す べきも ので あり ︑廃棄 物処理 法第 十九条 の八第

廃 棄物 処理法 第十九 条の 八第一 項の 規定 に基づ き都道 府県 等が自 ら支障

を行 った者 等か らの費 用の 徴収の 見込 みが過 小と ならな いよ う︑都 道府県

き 続き ︑措置 命令 及び特 定支 障除去 等事 業に要 する 費用の 徴収 を特定産 業

の 除去 等の措 置を行 った 場合 におい て︑ 特定産 業廃 棄物の 処分 を行った 者

一 項に 基づく 措置を 講じ た場 合であ って も︑そ の責任 を厳 しく 追及する 必

廃棄 物の 処分を 行っ た者等 に対 して行 うも のとす る︒ また︑ あわ せて特定

等に 対す る費用 の徴 収につ いては ︑同 条第 五項の 規定 により 準用す る行政

等における費用の求償の方法等についても明らかにする必要がある︒

産業廃 棄物の 排出 ︑収集 運搬 等を 行った 事業者 等に おいて ︑特 定産業廃 棄

代執行 法︵昭 和二 十三年 法律 第四 十三号 ︶第六 条の 規定に 基づ き代執行 に

要が ある ︒この ため ︑特定 支障除 去等 事業 を実施 する 場合で あって も︑引

物の 撤去 等自 主的な 措置が 講ぜ られる よう ︑都道 府県 等から 働き かけるも

要し た費 用は 国税滞 納処分 の例 ︑すな わち ︑国税 徴収 法︵昭 和三 十四年法

律 第百四 十七 号︶第 五章 の規定 の例 により 行う ことが でき る︒ したがって

のとする︒
さ らに︑ 都道 府県等 は︑ 特定支 障除 去等 事業に 要する 費用 の算定 に当た
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行 った者 等か らの費 用の 徴収 の見込 みが 過小と ならな いよ う︑ 都道府県 等

根拠 を記載 する ことと する ︒この 場合 におい て︑ 特定産 業廃 棄物の 処分を

定 産業廃 棄物 の処分 を行 った 者等か らの費 用の 徴収の 見込 み及 びその算定

って は︑廃 棄物 処理法 第十九 条の 八第 二項か ら第 四項ま での規 定に より特

に講ずるものとする︒

産の 仮差押 え等 ︑事業 に要し た費 用の 徴収を 容易 にする ため の措置 を適切

効 果的に 費用 の徴収 を行 うもの とす る︒こ のほ か︑民 事保 全法に 基づく資

れら の手続 に精通 して いる都 道府 県税 徴収担 当部 局の協 力を得 るな どして

︑差 押え ︑質 問検査 ︑捜 索等の 強力 な権限 行使が 可能 であ ること から︑こ

不適正処分の再発防止策

に お け る 費 用 の 求 償 の 方 法 等 に つ い て も 実 施 計画 に 記 載 す る こ と と す る ︒
⑶

都道 府県等 におい ては ︑実 施計画 の策 定段階 で行っ た特 定産 業廃棄物 に

廃 棄物 処理 法第十 九条 の八第 一項の 規定 に基づ き都 道府 県等が 自ら支障
の除 去等 の措置 を行 った場 合にお いて ︑特 定産業 廃棄 物の処 分を行 った者

係る 事案 の検証 結果 を踏ま え︑今 後の 不適 正処分 の再 発防止 に向け た具体

特 に︑ これま でに 都道府 県等 が行っ てき た措置 に関 して︑ 不十 分であっ

等に対 する費 用の 徴収に つい ては ︑同条 第五項 の規 定によ り準 用する行 政

要した 費用 の徴収 は国税 滞納 処分 の例︑ すな わち︑ 国税徴 収法 ︵昭和三 十

たと検 証され た事 項につ いて は︑ 検証結 果を 踏まえ た対策 の充 実を図る と

的な対策を明らかにするものとする︒

四年 法律 第百 四十七 号︶ 第五章 の規定 の例 により 行う こと ができ る︒した

ともに︑その実施状況について公表するものとする︒

代執 行法 ︵昭 和二十 三年法 律第 四十三 号︶ 第六条 の規 定に基 づき 代執行に

がって ︑差 押え︑ 質問 検査︑ 捜索 等の強 力な 権限行 使が 可能で あるこ とか
ら︑ 都道 府県 等は︑ これ らの手 続に 精通し ている 都道 府県 等税徴 収担当部
局の 協力を 得るな ど︑ 様々な 手段 を通 じて費 用の徴 収を 行うも のと する︒
こ のほか ︑民 事保全 法に 基づく 資産 の仮差 押え 等︑事 業に 要した 費用の徴
収を容易にするための措置を適切に講ずるものとする︒
な お︑ 実施計 画の 変更に 当た っても ︑特 定産業 廃棄 物の処 分を 行った者
等 へ 実 施 し て い る 措 置 に 係 る 状 況 を 実 施計 画に 記 載 す る こ と と す る ︒

三

その 他特 定産業 廃棄 物に 起因す る支 障の除 去等の 推進 に際 し配慮す べ

三

き重要事項

その 他特定 産業 廃棄物 に起因 する 支障 の除去 等の 推進に 際し配 慮すべ

き重要事項

都 道府県 等が支 障の 除去等 を行 う場 合にお いては ︑事 業を実 施する 区域

特定支障除去等事業の実施時における周辺環境影響への配慮

都道府 県等 が特定 支障 除去等 事業 を行う 場合に おい ては ︑事業 を実施す

の周辺 ︑産業 廃棄 物の搬 出路 周辺 等にお いて︑ 水質 汚濁︑ 産業 廃棄物の 飛

１

る区 域の 周辺 ︑産業 廃棄物 の搬 出路周 辺等 におい て︑ 水質汚 濁︑ 産業廃棄

散等 の生 活環 境への 影響が 生じ ないよ う︑ 具体的 な環 境の保 全の ための措

特定支障除去等事業の実施時における周辺環境影響への配慮

物の飛 散等 の生活 環境へ の影 響が 生じな いよ う︑環 境の保 全の ための具 体

置を講ずるよう配慮するものとする︒

１

的措置を講ずるよう配慮するものとする︒
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ン グを計 画的 に行う とと もに ︑その 結果を 公表 するも のと する ︒あわせて

また ︑特定 支障 除去等 事業 の実施 に際 して︑ 周辺 の生活 環境 のモニタ リ

ング を計画 的に行 うと ともに ︑そ の結 果を公 表す るもの とする ︒あ わせて

ま た︑ 特定支 障除去 等事 業の実 施に 際し て︑周 辺の生 活環 境のモ ニタリ

特 定支 障除 去等事 業にお いて 事故及 び不 測の環 境へ の影響 が生 じた場合

︑ 特定支 障除 去等事 業の 終了に 際し ︑その 事業 効果を 確認 するた めのモニ

特定 支障 除去等 事業に おい て事 故及び 不測 の環境 への影 響が 生じた場 合

に備 えて ︑緊急 時の関 係者 等に対 する 連絡 体制︑ 対応要 領等 につい て事前

︑特 定支障 除去 等事業 の終 了に際 し︑ その事 業効 果を確 認す るため の調査

に 備え て︑緊 急時の 関係 者等 に対す る連 絡体制 ︑対 応要領 等に ついて事 前

に 整理 すると ともに ︑問 題が 生じた 場合 等にあ っては ︑速 やか に問題の 解

タリング調査を行い︑その結果を公表するものとする︒

に整 理す るとと もに ︑問題 が生じ た場 合等 にあっ ては ︑速や かに問 題の解

決を図るよう努めるものとする︒

を行い︑その結果を公表するものとする︒

決を 図 る よ う 努 め る も の と す る ︒

特 定産業 廃棄物 には 都道府 県等 の区 域を越 えて移 動し てきた もの が多く

都道府県等相互の協力及び連絡調整

特定産 業廃 棄物に は都 道府県 等の 区域を 越え て移動 して きた ものが多く

見られ ること から ︑特定 産業 廃棄 物が存 在す る都道 府県等 のみ ならず︑ 特

２

見ら れる こと から︑ 特定 産業廃 棄物が 存在 する都 道府 県等 のみな らず︑特

定産 業廃 棄物 の排出 事業者 等が 所在す る都 道府県 等に おいて も︑ 当該排出

都道府県等相互の協力及び連絡調整

定産業 廃棄 物の排 出事 業者等 が所 在する 都道 府県等 にお いても ︑当該 排出

事業者等に対する指導等を適切に行っていく必要がある︒

２

事業者等に対する指導等を適切に行っていく必要がある︒

基 づく報 告徴 収及び 立入 検査を 実施 する場 合に は︑こ れら の者が 所在する

都 道府県 等と 特定産 業廃 棄物が 存在 する都 道府県 等と が共 同して 行うこと

基づ く報告 徴収及 び立 入検査 を実 施す る場合 には︑ これ らの者 が所 在する

こ のた め︑特 定産業 廃棄 物の処 分を 行っ た者等 に対す る廃 棄物処 理法に

都道 府県等 と特 定産業 廃棄物 が存 在す る都道 府県 等が共 同して 行う ことと

とす る︒ま た︑ 特定産 業廃棄 物の 処分 を行っ た者 等に対 して行 う特 定支障

この ため︑ 特定産 業廃 棄物 の処分 を行 った者 等に対 する 廃棄 物処理法 に

す る︒ま た︑ 特定産 業廃 棄物 の処分 を行っ た者 等に対 して 行う 特定支障除

複数 の都 道府県 等の区 域に また がる特 定産 業廃棄 物に係 る事 案であっ て

除 去等事 業に 要した 費用 の求 償につ いても ︑こ れらの 者が 所在 する都道府

複 数の 都道 府県等 の区 域にま たがる 特定 産業廃 棄物 に係 る事案 であって

︑ それ ぞれの 都道府 県等 が特 定支障 除去 等事業 を実 施する 場合 には︑当 該

去等 事業 に要し た費用 の求 償につ いて も︑ これら の者が 所在 する都 道府県

︑そ れぞ れの都 道府 県等が 特定 支障除 去等 事業を 実施 する場 合に は︑当該

事案 に関 する事 業内 容を一 体のも のと した 全体的 な対 策方針 を共有 し︑当

県等 は︑特 定支 障除去 等事 業を行 った 都道府 県等 の求め に対 して積 極的に

事案に 関する 事業 内容を 一体 のも のとし た全体 的な 対策方 針を 共有し︑ 当

該対策 方針を 踏ま えてそ れぞ れの 都道府 県等が 定め る実施 計画 が効果的 に

等 は︑ 特定支 障除去 等事 業を 行った 都道 府県等 の求め に対 して 積極的に 協

該対 策方 針を 踏まえ てそれ ぞれ の都道 府県 等が定 める 実施計 画が 効果的に

周辺 の生 活環 境の保 全上の 支障 の除去 等を 行うも のと なるよ う︑ 当該事業

協力するものとする︒

周辺の 生活 環境の 保全上 の支 障の 除去等 を行 うもの となる よう ︑当該事 業

の内容 ︑特 定産業 廃棄物 の処 分を 行った 者等 に対す る責任 追及 ︑周辺の 生

力するものとする︒

の内 容︑ 特定 産業廃 棄物 の処分 を行っ た者 等に対 する 責任 追及︑ 周辺の生
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活 環 境 対 策 等 に つい て十 分な 調整 を図 るも の と す る ︒

活環境対策等について十分な調整を図るものとする︒

国における関係都道府県等の間の連絡調整等

国 は︑ 都道府 県等 の支障 の除去 等に 関す る取組 を促 進する ため︑ 都道府

３

国は ︑都道 府県 等の支 障の 除去 等に関 する取 組を 促進す るた め︑都道 府

県等 におけ る実 施計画 の策定 状況 及び 事業実 施状 況につ いて 把握及 び公表

国における関係都道府県等の間の連絡調整等

県 等にお ける 実施計 画の 策定 状況及 び事 業実施 状況に つい て︑ 毎年度把 握

を 行うと とも に︑特 定産 業廃 棄物が 存在す る都 道府県 等と 特定 産業廃棄物

３

及び 公表 を行う ととも に︑ 特定産 業廃 棄物 が存在 する都 道府 県等と 特定産

また ︑国 は︑特 定支 障除去 等事 業が都 道府 県等に おい て円滑 に実施 され

の処 分を 行った 者等が 所在 する都 道府 県等 との調 整を図 るこ と及び 情報交

また︑ 国は ︑特定 支障 除去等 事業 が都道 府県等 にお いて 円滑に 実施され

る よう ︑必要 な助 言︑指 導そ の他 の援助 の実施 に努 めるも のと する︒複 数

業 廃棄 物の処 分を行 った 者等 が所在 する 都道府 県等 との調 整を 図ること 及

るよ う︑ 必要 な助言 ︑指導 ︑支 障の除 去等 の方法 に関 する知 見の 提供その

の都 道府 県等の 区域 にまた がる 特定産 業廃 棄物に 係る 事案に つい ては︑関

換の促進に努めるものとする︒

他の援 助の 実施に 努める もの とす る︒複 数の 都道府 県等の 区域 にまたが る

係都道 府県等 の間 におけ る全 体的 な対策 方針 等に関 する調 整及 び情報交 換

び情報交換の促進に努めるものとする︒

特定 産業 廃棄 物に係 る事 案につ いては ︑関 係都道 府県 等の 間にお ける全体

の促進に努めるものとする︒
関係市町村︑住民への説明

府県 等によ る特 定支障 除去等 事業 の実 施に当 たっ ては︑ その事 業内 容等に

又 は間接 的に 生活環 境の 保全上 の支 障を被 るお それが ある ことか ら︑都道

いて 十分な 理解 を求め ていく こと が必 要であ る︒ このた め︑都 道府 県等に

県 等によ る特 定支障 除去 等事業 の実 施に当 たって は︑ その 事業内 容等につ

的間 接的に 生活環 境の 保全上 の支 障を 被るお それが ある ことか ら︑ 都道府

４

的な対策方針等に関する調整及び情報交換の促進に努めるものとする︒
関係市町村︑住民への説明

つ いて十 分な 理解を 求め てい くこと が必要 であ る︒こ のた め︑ 都道府県等

お いては ︑実 施計画 の策 定段 階にお いて︑ 事業 の内容 ︑処 理方 法︑周辺の

４

にお いて は︑実 施計画 の策 定又は 変更 段階 におい て︑事 業の 内容︑ 処理方

環境 対策等 につ いて関 係市 町村や 住民 に対す る十 分な説 明と 意見聴 取を行

特 定産 業廃棄 物が存 在す る区域 及び その 周辺の 市町村 及び 住民は ︑直接

法 ︑周 辺の環 境対策 等に つい て関係 市町 村や住 民に対 する 十分 な説明と 意

う ことと する ほか︑ 事業 の実 施段階 にお いても ︑事業 の進 捗状 況︑処理 等

特定 産業廃 棄物が 存在 する 区域︑ その 周辺の 市町村 及び 住民 は︑直接 的

見聴 取を 行うこ とと するほ か︑事 業の 実施 段階に おい ても︑ 事業の 進捗状

な お︑ 関係 市町村 とは ︑特定 産業廃 棄物 が存在 する 区域 を管轄 する市町

に関する情報を積極的に公開するものとする︒

な お︑関 係市町 村と は︑特 定産 業廃 棄物が 存在す る区 域を管 轄す る市町

村の 他︑ 通常の 場合 ︑生活 環境の 保全 上の 支障が 生ず るおそ れがあ ると認

況︑処理等に関する情報を積極的に公開するものとする︒

村のほ か︑通 常の 場合︑ 生活 環境 の保全 上の支 障が 生ずる おそ れがある と

められ る地域 を含 む市町 村を 含む もので あるが ︑地 域の状 況に 応じて都 道

実施計画の変更

認め られ る地 域を含 む市町 村を 含むも ので あり︑ その 範囲は 地域 の状況に

５

府県等が判断するものとする︒

実施計画の変更

応じ て都 道府 県等 が 判 断 す る も の と す る ︒
５
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る 費用等 の変 更等を 行う 場合 には︑ 特別 措置法 に基づ く必 要な 実施計画 の

うべ き区域 ︑支 障の除 去等 の方法 ︑事 業期間 ︑特 定支障 除去 等事業 に要す

る ための 方法 が明ら かに なっ た等の 理由に より ︑特定 支障 除去 等事業を行

都道 府県等 は︑ 実施計 画に ついて ︑よ り合理 的に 支障の 除去 等を実施 す

こととする︒

変 更等を 行う 場合に は︑ 特別措 置法 に基づ く必 要な実 施計 画の変 更を行う

︑支 障の除 去等の 方法 ︑事業 期間 ︑特 定支障 除去 等事業 に要す る費 用等の

都 道府 県等は ︑実施 計画 につい て︑ 特定 支障除 去等事 業を 行うべ き区域

定産業 廃棄 物の処 分を 行った 者等 から実 際に 徴収さ れた 額が実 施計画 で定

の費 用に つい ては確 実に 徴収す るよう 努め るべき もの であ ること から︑特

に徴収 され ること が予定 され るも のとし て実 施計画 に記載 する こと及び こ

定め られ た特 定産業 廃棄物 の処 分を行 った 者等か ら徴 収する 費用 は︑確実

︑遅滞 なく実 施計 画の変 更を 行う ものと する︒ ただ し︑当 初の 実施計画 で

いて は︑ 特定支 障除 去等事 業に対 する 起債 の額の 変更 につな がるこ とから

特 に︑ 特定 産業廃 棄物 の処分 を行っ た者 等から 徴収 する 費用の 変更につ

た額を 下回 るとい う理由 のみ をも って︑ 安易 に計画 変更 を認め るという 趣

産業 廃棄 物の 処分を 行った 者等 から実 際に 徴収さ れた 額が実 施計 画で定め

費用に ついて は確 実に徴 収す るよ う努め るべ きもの である こと から︑特 定

に徴 収さ れるこ とが 予定さ れる ものと して 実施計 画に 定める こと 及びこの

定 めら れた特 定産 業廃棄 物の 処分 を行っ た者等 から 徴収す る費 用は︑確 実

︑遅 滞な く実施 計画 の変更 を行う もの とす る︒た だし ︑当初 の実施 計画で

い ては ︑特定 支障除 去等 事業 に対す る起 債の額 の変更 につ なが ることか ら

特に ︑特 定産業 廃棄物 の処 分を 行った 者等 から徴 収する 費用 の変更に つ

変更を行うこととする︒

めた 額を 下回 るとい う理 由のみ をも って︑ 安易に 計画 変更 を認め るという

旨ではない︒
廃棄物処理計画の見直し等

趣旨ではない︒

６

特 定産 業廃棄 物の 処理に 当たっ ては ︑循 環型社 会形 成推進 基本法 ︵平成

廃棄物処理計画の見直し等
特定 産業廃 棄物 の処理 に当 たっ ては︑ 循環型 社会 形成推 進基 本法︵平 成

十二 年法律 第百 十号︶ の趣旨 を踏 まえ ︑かつ ︑廃 棄物処 理法第 五条 の二に

６

十 二年法 律第 百十号 ︶の 趣旨 を踏ま え︑か つ︑ 廃棄物 処理 法第 五条の二に

ま た︑ 都道 府県等 におい ては ︑特定 支障 除去等 事業 の実施 によ り︑都道

規 定する 基本 方針等 に即 して ︑特定 支障除 去等 事業を 推進 する ものとする

また ︑都 道府県 等に おいて は︑ 特定支 障除 去等事 業の 実施に より︑ 都道

府県 等の 区域に おける 産業 廃棄物 の適 正処 理に支 障を来 す状 況が見 込まれ

規定 する 基本方 針等に 則し て︑特 定支 障除 去等事 業を推 進す るもの とする

府 県等 の区域 にお ける産 業廃 棄物の 適正 処理に 支障 を来す 状況 が見込ま れ

る 等の 場合に は︑必 要に 応じ て︑廃 棄物 処理法 第五 条の三 に規 定する廃 棄

︒

る等 の場 合には ︑必 要に応 じて ︑廃棄 物処 理法第 五条 の五に 規定 する廃棄

物処理計画の見直しを行うこととする︒

︒

物処理計画の見直しを行うものとする︒
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