○

ポリ 塩化 ビフ ェニ ル廃 棄物 の適 正な 処理 の推 進に 関す る特 別措 置法 施行 規則 の一 部を 改正 する 省令 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 ︶

︵ 略︶

︵ 事業 者の 処理 ︶
第十 二条
︵ 略︶

参照 条文

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 た海

２ 〜４
５

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 第七 項並 びに 次条 第五 項か ら第 七項 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 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 第七 項に おい て同 じ︒ ︶の 運搬 又は 処分 を他 人に 委託 する

- 1 -

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︑ その 処分 につ いて は同 項
︵ 略︶

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︒
６〜

︵略 ︶

事 業者 は︑ その 特別 管理 産業 廃棄 物︵ 中間 処理 産業 廃棄 物を 含む ︒次 項及 び第 七項 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 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 その 他環 境省 令で 定め る者 に︑ その 処分 につ い

ては 同項 に規 定す る特 別管 理産 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︒

事 業者 は︑ 前項 の規 定に より その 特別 管理 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︒
︵略 ︶

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 物処分

︵略 ︶

︵ 略︶

︵ 特別 管理 産業 廃棄 物処 理業 ︶

７〜

６

５

２〜 ４

第 十二 条の 二

︵事 業者 の特 別管 理産 業廃 棄物 に係 る処 理︶

13
14
14

第十 四条 の四
２〜
15

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︒

特 別管 理産 業廃 棄物 収集 運搬 業者 は︑ 特別 管理 産業 廃棄 物の 収集 若し くは 運搬 又は 処分 を︑ 特別 管理 産業 廃棄 物処 分業 者は ︑特 別管 理産 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 特別 管理 産業 廃棄 物の 収集 若し くは 運搬 又は 処分 を
︵略 ︶

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︒
〜
︵略 ︶

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 八第 一項 若し くは 第十 五条 の四 の二 第一 項の 認定 を受 けた 者︵ 次条 第二 項に

お いて ﹁再 生利 用認 定業 者﹂ とい う︒ ︶︑ 第九 条の 九第 一項 若し くは 第十 五条 の四 の三 第一 項の 認定 を受 けた 者︵ 次条 第二 項に おい て﹁ 広域

的 処理 認定 業者 ﹂と いう ︒︶ 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 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 ︒

ポ リ塩 化ビ フェ ニル 廃棄 物の 適正 な処 理の 推進 に関 する 特別 措置 法︵ 平成 十三 年法 律第 六十 五号 ︶︵ 抄︶

事 業者 及び ポリ 塩化 ビフ ェニ ル廃 棄物 を処 分︵ 再生 する こと を含 む︒ 第十 九条 第二 項を 除き ︑以 下同 じ︒ ︶す る者 ︵以 下﹁ 事業 者等 ﹂

︵保 管等 の届 出︶

第十 二条

何 人も ︑ポ リ塩 化ビ フェ ニル 廃棄 物の 確実 かつ 適正 な処 理に 支障 を及 ぼす おそ れが ない もの とし て環 境省 令で 定め る場 合の ほか ︑ポ

事 業者 につ いて 相続 ︑合 併又 は分 割︵そ の保 管 するポ リ塩 化ビ フェ ニル 廃棄 物に 係る 事業 の全 部を 承継 させ るも のに 限る ︒︶ があ っ

︵承 継︶

リ 塩化 ビフ ェニ ル廃 棄物 を譲 り渡 し︑ 又は 譲り 受け ては なら ない ︒

第十 一条

︵ 譲渡 し及 び譲 受け の制 限︶

項を 都道 府県 知事 に届 け出 なけ れば なら ない ︒

とい う ︒︶は ︑毎 年度 ︑環 境省 令で 定め ると ころ によ り︑ その ポリ 塩化 ビフ ェニ ル廃 棄物 の保 管及 び処 分の 状況 に関 し︑ 環境 省令 で定 める 事

第 八条

○

２

第 十八 条

︵報 告の 徴収 ︶

18

た とき は︑ 相続 人︵ 相続 人が 二人 以上 ある 場合 にお いて ︑そ の全 員の 同意 によ り当 該事 業を 承継 すべ き相 続人 を選 定し たと きは ︑その 者︶ ︑
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16
17

２

○

合併 後存 続す る法 人若 しく は合 併に より 設立 した 法人 又は 分割 によ りそ の事 業の 全部 を承 継し た法 人は ︑そ の事 業者 の地 位を 承継 する ︒

前 項の 規定 によ り事 業者 の地 位を 承継 した 者は ︑そ の承 継が あっ た日 から 三十 日以 内に ︑環 境省 令で 定め ると ころ によ り︑ その 旨を 都道 府
県知 事に 届け 出な けれ ばな らな い︒

ポリ 塩化 ビフ ェニ ル廃 棄物 の適 正な 処理 の推 進に 関す る特 別措 置法 施行 規則 ︵平 成十 三年 環境 省令 第二 十三 号︶ ︵抄︶

︵ 保管 等の 状況 の届 出︶

法第 八条 の規 定に よる 届出 は︑ 毎年 度︑ 前年 度に おけ るポ リ塩 化ビ フェ ニル 廃棄 物の 保管 及び 処分 の状 況に つい て︑ 当該 年度 の六 月三

二

一
事 業場 の名 称及 び所 在地

氏名 又は 名称 及び 住所 並び に法 人に あっ ては ︑そ の代 表者 の氏 名

資 本金 の額 又は 出資 の総額

ポリ 塩化 ビフ ェニ ル廃 棄物 の種 類及 び量 並び に保 管又 は処 分の 状況
イ
常時 使用 する 従業 員の 数

三

ロ

当 該保 管に 係る 事業 の属 する 業種 の種 別

事 業者 にあ って は︑ 次に 掲げ る事 項

ハ

法人 にあ って は︑ その 発行 済株 式の 総数 ︑出 資口 数の 総数 又は 出資 価額 の総 額の 百分 の五 十以 上に 相当 する 数又 は額 の株 式又 は出 資を

所 有す る法 人が ある 場合 には ︑当 該法 人の 名称 ︑住 所及 び代 表者 の氏 名並 びに 資本 金の 額又 は出 資の 総額

前 各号に 規定 する もの のほ か︑ ポリ 塩化 ビフ ェニ ル廃 棄物 の保 管及 び処 分の 状況 につ いて 参考 とな るべ き事 項

事 業者 にあ って は︑ 前年 度に おけ るそ のポ リ塩 化ビ フェ ニル 廃棄 物の 処分 につ いて の産 業廃 棄物 管理 票の 写し ︵廃 棄物 の処 理及 び清 掃に

前項 の届 出書 には ︑次 に掲 げる 書類 を添 付し なけ れば なら ない ︒

五

ニ

四

県 知事 に提 出す るこ とに より 行う ものと す る︒

十 日ま でに ︑次 に掲 げる 事項 を記 載し た様 式第 一号 によ る届 出書 の正 本及 び副 本を 当該 保管 及び 処分 に係 る事 業場 の所 在地 を管 轄す る都 道府

第五 条

２
一

関す る法 律︵ 昭和 四十 五年 法律 第百 三十 七号 ︒以 下こ の条 にお いて ﹁廃 棄物 処理 法﹂ とい う︒ ︶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 によ る送 付を 受け た産 業廃 棄物 管理 票の 写し をい う︒ 次項 にお いて 同じ ︒︶ を複 写機 によ り日 本工 業規 格Ａ 列三 番

ポリ 塩化 ビフ ェニ ル廃 棄物 を処 分す る者 にあ っては ︑ 前年 度にお ける その ポリ 塩化 ビフ ェニ ル廃 棄物 の処 分に つい ての 産業 廃棄 物管 理票

︵以 下こ の条 にお いて ﹁Ａ 三判 ﹂と いう ︒︶ 以下 の大 きさ の用 紙に 複写 した もの
二

︵ 廃棄 物処 理法 第十 二条 の三 第一 項の 規定 によ り交 付さ れた 産業 廃棄 物管 理票 又は 同条 第三 項後 段の 規定 によ り回 付さ れた 産業 廃棄 物管理

- 3 -

３

４

５

票を いい ︑同 条第 四項 若し くは 第五 項又 は第 十二 条の 五第 五項 の規 定に より 最終 処分 が終 了し た旨 を記 載し たも のに 限る ︒︶ を複 写機 によ

その 他環 境大 臣が 定め る書 類及 び都 道府 県知 事が 必要 と認 める 書類

り Ａ三 判以 下の 大き さの 用紙 に複 写し たも の
三

前 項の 場合 にお いて ︑当 該年 度の 六月 三十 日に おい て産 業廃 棄物 管理 票の 写し の送 付又 は廃 棄物 処理 法第 十二 条の 五第 四項 の規 定に よる 通

知 を受 けて いな いた め同 項第 一号 又は 第二 号に 掲げ る書 類を添 付す るこ とが でき ない とき は︑ 当該 これ らの 書類 は︑ その 送付 又は 通知 のあ っ
た日 から 十日 以内 に提 出す れば 足り るも のと する ︒

第 二項 の場 合に おい て︑ 廃棄 物処 理法 第十 二条 の五 に規 定す ると ころ によ り電 子情 報処 理組 織を 使用 する ため 同項 第一 号又 は第 二号 に掲 げ

る書 類を 添付 する こと がで きな いと きは ︑当 該こ れら の書 類に 代え て︑ 当該 これ らの 書類 に記 載さ れる 事項 に相 当す る事 項を 記録 した 電磁 的
記 録を Ａ三 判以 下の 大き さの 用紙 に出 力し たも のを 添付 しな けれ ばな らな い︒

前 項の 場合 にお いて ︑当 該年度 の六 月三 十日 にお いて 産業 廃棄 物管 理票 の写 しの 送付 又は 廃棄 物処 理法 第十 二条 の五 第四 項の 規定 によ る通

知を 受け てい ない ため 前項 の規 定に より 添付 しな けれ ばな らな いも のと され てい る書 類を 添付 する こと がで きない とき は︑ 当該 書類 は︑ その

事業 者等 は︑ その ポリ 塩化 ビフ ェニ ル廃 棄物 を保 管す る事 業場 に変 更が あっ たと きは ︑そ の変 更の あっ た日 から 十日 以内 に︑ 様式 第二

送 付又 は通 知の あっ た日 から 十日 以内 に提 出す れば 足り るも のと する ︒
第六 条

号 によ る届 出書 を当 該変 更の 直前 の事 業場 の所 在地 を管 轄す る都 道府 県知 事及 び変 更後 の事 業場 の所 在地 を管 轄す る都 道府 県知 事に 提出 しな
け れば なら ない ︒
︵譲 渡し 及び 譲受 けの 制限 ︶
地方 公共 団体 に譲 り渡 す場 合

法 第十 一条 の環 境省 令で 定め る場 合は ︑次 に掲 げる 場合 とす る︒

一

地 方公 共団 体が 譲り 受け る場 合

第 八条
二

都道 府県 知事 が認 めた 場合

ポ リ塩化 ビフ ェニ ル廃 棄物 の処 理技 術の 試験 研究 又は 処理 施設 にお ける 試運 転を 目的 とす る場 合で あっ て︑ 次に 掲げ る場 合
イ

日 本環 境安 全事 業株 式会 社に 譲り 渡す 場合

三
ロ

日本 環境 安全 事業 株式 会社 が譲 り受 ける 場合

ポ リ塩 化ビ フェ ニル 廃棄 物を 保管 する 事業 者が 確実 かつ 適正 にポ リ塩 化ビ フェ ニル 廃棄 物を 保管 する こと がで きな くな った と都 道府 県知

ハ
四
イ

当 該ポ リ塩 化ビ フェ ニル 廃棄 物を 確実 かつ 適正 に処 理す る十 分な 意思 と能 力を 有す る者 とし て都 道府 県知 事が 認め る者 が譲 り受 ける場

当該 ポリ 塩化 ビフ ェニ ル廃 棄物 を確 実か つ適 正に 処理 する 十分 な意思 と能 力を 有す る者 とし て都 道府 県知 事が 認め る者 に譲 り渡 す場 合

事が 認め た場 合で あっ て︑ 次に 掲げ る場 合

ロ
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合

法第 十二 条第 二項 の規 定に よる 届出 は︑ 様式 第三 号に よる 届出 書に ︑次 の表 の上 欄の 区分 に応 じ︑ それ ぞれ 同表 の下 欄に 定め る書 類を

︵ 承継 の届 出︶
第九 条

添 付し て︑ 当該 保管 に係 る事 業場 の所 在地 を管 轄す る都 道府 県知 事に 提出 する こと によ り行 うも のと する ︒
︵ 略︶
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