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アスベスト廃棄物処理マニュアル 
１．目的  

建築物・工作物の解体行為及び改修工事に伴って発生するアスベストを含む廃棄物及びアス

ベスト製品製造事業場等から発生するアスベストを含む廃棄物（以下、｢アスベスト廃棄物｣

という。）の処理に関し、アスベストの飛散防止などの適正処理の徹底を図るために、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律で規定されている事項等の内容をわかりやすくまとめ、「アスベ

スト廃棄物処理マニュアル」を策定する。 

なお、本マニュアルは、昨年8月に策定した「アスベスト廃棄物の処理に関する暫定指針」

を平成18年7月26日の政省令の改正（平成18年10月1日施行）に伴い、改定したものである。 

 

２．アスベスト廃棄物の種類、法的分類 

事業活動に伴って発生するアスベスト廃棄物は､次表のように分類する。  

特別管理産業廃棄物 

（廃石綿等） 

○集じん物 

○プラスチック製アスベスト原料袋 

鉱さい 
○原料アスベスト 

○落石綿等の土間清掃物 
飛散性 

ガラスくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及

び陶磁器くず 

○紡織品 

ガラスくず、ｺﾝｸﾘｰﾄくず及

び陶磁器くず 

○スレート類、ボード類等の製品くず（※） 

廃プラスチック類 
○パッキン、ブレーキライニング等合成樹脂含

浸物の製品くず（※） 

アスベスト
製品製造工程 

非飛散性

汚泥 ○石綿紙等の製造工程から発生する泥状物 

その他 廃棄物の性状により判断する。 

 

備考１ 飛散性アスベスト廃棄物と非飛散性アスベスト廃棄物の定義と区分 

ア 飛散性アスベスト廃棄物： 軽く接触したり、気流があったりするだけで、含まれているアスベストが空気中に飛散するおそれ

のあるもので、感覚的には手で容易にもみほぐすことができるものをいう。  

イ 非飛散性アスベスト廃棄物：アスベスト廃棄物のうち、飛散性アスベスト廃棄物以外のものをいう。  

 

備考２ ※については、特定粉じん発生施設において発生し、かつ集じん施設によって捕集されたものは、特別

管理産業廃棄物の廃石綿等に該当する。 

排出工程 
飛散性の

有無 
廃棄物の種類 廃棄物の具体例 

アスベスト

の除去工事 

飛散性 

 

特別管理産業廃棄物 

（廃石綿等） 
・発生源には、その他工作物を含む

・対象には、アスベストが飛散する恐

れのある保温材、断熱材及び耐

火被覆材を含む 

○吹付アスベストを除去したもの 
○石綿、けいそう土、パーライト等の保温材及び断熱材 
○養生シート類 
○プラスチック製の防麈服、防麈マスク等 
○ＨＥＰＡフィルター 
○室内掃除用スポンジ等 

がれき類 
○ アスベスト入りのスレート類、ボード類等 
（単体で分別されている場合は、政令市において他の分

類になる場合がある。例：スレート屋根⇒陶磁器くず）
家屋解体工事 

非飛散性
（石 綿含

有量が0.1

重量％超） 廃プラスチック類 ○床タイル 

コンクリート固化物 当該「産業廃棄物の種類」と「ガラスくず及び陶磁器くず」の混合物 
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３ アスベスト廃棄物の処理 

用語の定義 
（１）アスベスト廃棄物 

   飛散性アスベスト廃棄物と非飛散性アスベスト廃棄物の総称をいう。 

（２）飛散性アスベスト廃棄物 

   軽く接触したり、気流があったりするだけで、含まれているアスベストが空気中に飛

散するおそれのあるもので、感覚的には手で容易にもみほぐすことができるものをいう。 

（３）非飛散性アスベスト廃棄物 

   石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するもので、飛散性アスベスト廃棄物

以外のものをいう。 

（４）廃石綿等 

    飛散性アスベスト廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」と

いう。）第２条第５項、同法施行令第２条の４第５号で規定している特別管理産業廃棄

物の廃石綿等に該当するものをいう。（ｐ７ 参考―１を参照） 

（５）石綿含有産業廃棄物 

    非飛散性アスベスト廃棄物のうち、工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる産業

廃棄物で石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するものをいう。 

 

                            廃石綿等 

 

              飛散性アスベスト廃棄物 

 

                            廃石綿等以外 

 

   アスベスト廃棄物 

 

                            石綿含有産業廃棄物 

                             

              非飛散性アスベスト廃棄物 

 

                             

                            石綿含有産業廃棄物以外 

  基本的事項 
（1） 飛散性アスベスト廃棄物 

① 廃石綿等に該当するものは、法に規定している特別管理産業廃棄物処理基準に従っ
て取扱う。  

② 廃石綿等に該当しないものについても、①と同様に扱う。 
③ 非飛散性アスベストとは区分して処理する。 
 

（2） 非飛散性アスベスト廃棄物 

① 石綿含有産業廃棄物に該当するものは、法に規定している産業廃棄物処理基準（石
綿含有産業廃棄物に関する処理基準で平成18年10月1日より施行されるもの）に従

って取扱う。 

② 石綿含有産業廃棄物に該当しないものについても、①と同様に扱う。 

軽く接触したり、気流があっ

たりするだけで、含まれてい

るアスベストが空気中に飛

散するおそれのあるもので、

感覚的には手で容易にもみ

ほぐすことができるもの。

アスベスト廃棄物のうち、飛

散性アスベスト廃棄物以外

のもの 

吹付けアスベストを除去したもの、

アスベストが飛散する恐れのある

保温材、断熱材及び耐火被覆材など

原料アスベスト（鉱さい）など 

工作物の新築、改築又は除去に伴っ

て生ずる産業廃棄物で石綿をその

重量の0.1パーセントを超えて含有

するもの 

アスベスト製品製造工程で発生す

るもの 

アスベスト廃棄物の分類 
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 飛散性アスベスト廃棄物の処理 

 
収集運搬 

石綿障害予防規則では、解体・除去時において、石綿等を運搬し、又は貯蔵するときは、

粉じんが発散する恐れがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければ

ならないと規定されており、表示が義務付けられている。 

このことを踏まえて、飛散性アスベスト廃棄物の収集運搬においては、次の事項に留意

しなければならない。 

なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の埋立基準では、二重梱包又は固形化のうえ、

管理型最終処分場に埋立処分することとされており、解体・除去時に袋詰め（耐水性のあ

る袋で二重梱包）等の措置を行うことが必要である。特に、粉末状や小片の物については

必ず袋詰め（耐水性のある袋で二重梱包）を行うことが必要である。 
（ｐ７ 参考―２を参照） 

① 飛散性アスベスト廃棄物を入れた容器、包装が変形又は破断しないよう、原型のまま整然と積
込み、又は荷降ろしを行うこと。 

② 他の廃棄物と混ざらないよう運搬車両に中仕切を設ける等の措置を講ずること。 
③ 荷台へのシート掛けを行い、運搬時に荷台での転倒や移動を防止するための措置を講ずること。 
④ シートや梱包用の袋の視認できる箇所に、内容物が「廃石綿等」又はそれ以外の飛散性アスベ
スト廃棄物であることを表示すること。 

 

保管 

１ アスベスト廃棄物は、できるだけ速やかに運搬・処分すること。  

２ やむを得ず保管する場合は、次の事項に留意すること。 
① 飛散性アスベスト廃棄物に他の廃棄物が混入するおそれのないよう先に分別し、仕切りを
設けて保管すること。 

② 荷重により変形又は破断しないよう整然と積み重ねること。 
③ 飛散しないよう、シート掛け、袋詰め（耐水性のある袋で二重梱包）梱包等の飛散防止措
置を講じること。特に粉末状や小片の物については必ず袋詰め（耐水性のある袋で二重梱

包）を行うこと。 （ｐ７ 参考―２を参照） 

④ 保管施設には、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に「廃石綿等」又はそれ以外
の飛散性アスベスト廃棄物の保管施設である旨及び保管しようとする廃棄物の種類、名称

を表示すること。 

 

表示 

飛散性アスベスト廃棄物を収納するプラスチック袋等には、個々に内容物が「廃石綿等」

又はそれ以外の飛散性アスベスト廃棄物である旨（又はこれらの固化物）及び取り扱いの

注意事項を表示すること。 

 

中間処理 

許可施設（知事又は政令市長）による溶融処理（1500℃以上）又は無害化処理認定施設

（大臣認定）による無害化処理に限る。 
※ １ 法第15条に規定する産業廃棄物処理施設に廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶 

 融施設が追加 

※ ２ 無害化処理施設認定制度が創設（平成18年8月9日施行） 
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埋立処分 

１ 管理型最終処分場で埋立処分すること。 

ただし、溶融に伴って生じた廃棄物(溶融スラグ)であって、重金属等による汚染のお

それがないものは、安定型最終処分場での埋立処分が可能である。 

２  最終処分場内の一定の場所（同一場所）に処分し、四隅に杭を打つ等、その場所を明ら

かにする措置をとるとともに、図面に記録すること。  

３ 場内にあらかじめ溝又は穴を掘り、その中に埋め立てること。  

４  埋立は、袋又は容器に入れたまま行うこと。  

５  プラスチック袋は、破損しないようにし、できるだけ人力で埋め立てること。  

６ １日の作業終了後、埋立面の上面に厚さ15cm以上の覆土をすること。  

７  埋立場所において転圧等のために重機等を使用する場合は、必要な厚さの覆土を行い、

プラスチック袋等の破損によるアスベストの飛散を防止すること。  

８ 覆土材は、アスベストを含む物であってはならないこと。また、プラスチック袋を容易

に破損させない形状の物とすること。  

９  飛散性アスベストの埋立終了後は、その上部全面に目印となるシートで覆う等の措置を

行った後、２ｍ以上の厚さで覆土すること。 （非飛散性のみの場合は50cm）  

10  埋立場所、荷降ろしの方法、人員機材の配置等についての受け入れ要領をあらかじめ定

め、アスベスト廃棄物の受け入れ契約時に排出事業者に提示すること。  

11  受け入れに際し、アスベスト廃棄物の量、積載状況等について確認すること。  

12  従業員に対し、アスベスト廃棄物の適正な取り扱いについて教育を行い、十分に理解さ

せること。  

13  アスベスト廃棄物の埋立処分を行おうとする者は、埋立処分量等について記録し、永年

保存すること。なお、処分場閉鎖後の土地の権利移動の際には、新たな権利者ヘアスベス

ト廃棄物の処分記録を引き継ぐこと。 

 

情報の伝達 

１ 帳簿、産業廃棄物管理票(マニフェスト)及び委託契約書に廃石綿等又はそれ以外の飛

散性アスベスト廃棄物が含まれる旨を記載すること。 

２ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管

理票に関する報告書を作成し、平成20年度以降、これを知事（政令市長）に提出するこ
と。 
（このことについては、これまで当分の間、適用を猶予するとなっていたが、アスベスト廃棄物

処理基準に関する法改正にあわせて、全ての産業廃棄物について、この猶予が平成20年4月1日ま
でとされた。） （ｐ８ 参考―３を参照） 
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非飛散性アスベスト廃棄物の処理 

 
収集運搬 

 
① 非飛散性アスベスト廃棄物が変形又は破断しないよう、原型のまま整然と積込み、又は荷降ろ
しを行うこと。 

② 収集運搬に必要な破砕又は切断を行う場合は必要最低限とし、事前に湿潤化を行うこと。 
③ 他の廃棄物と混ざらないよう運搬車両に中仕切を設ける等の措置を講ずること。 
④ 飛散防止措置として荷台へのシート掛け、袋詰め（耐水性のある袋で二重梱包）等の措置を行
うこと。特に粉末状や小片の物については必ず袋詰め（耐水性のある袋で二重梱包）を行うこ

と。なお、大型の塊状物については、シート掛けのみでも可とする。（ｐ７ 参考―２を参照） 

⑤ 運搬時に荷台での転倒や移動を防止するための措置を講ずること。 
⑥ シートや梱包用の袋の視認できる箇所に、内容物が石綿含有産業廃棄物又はそれ以外の非飛散
性アスベスト廃棄物であることを表示すること。 

 

保管 

１ アスベスト廃棄物は、できるだけ速やかに運搬・処分すること。  

２ やむを得ず保管する場合は、次の事項に留意すること。 
① 非飛散性アスベスト廃棄物に他の廃棄物が混入するおそれのないよう先に分別し、仕切り
を設けて保管すること。 

② 荷重により変形又は破断しないよう整然と積み重ねること。 
③ 飛散しないよう、シート掛け、袋詰め（耐水性のある袋で二重梱包）梱包等の飛散防止措
置を講じること。特に粉末状や小片の物については必ず袋詰め（耐水性のある袋で二重梱

包）を行うこと。（ｐ７ 参考―２を参照） 

④ 保管施設には、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に石綿含有産業廃棄物又はそ
れ以外の非飛散性アスベスト廃棄物の保管施設である旨及び保管しようとする廃棄物の種

類、名称を表示すること。 

 

表示    

アスベスト廃棄物を収納するプラスチック袋等には、個々に石綿含有産業廃棄物又はそれ

以外の非飛散性アスベスト廃棄物である旨及び取り扱いの注意事項を表示すること。 

 

中間処理  

１ 許可施設（知事又は政令市長）による溶融処理（1500℃以上）又は無害化処理認定施

設（大臣認定）による無害化処理に限る。 
① 法第15条に規定する産業廃棄物処理施設に廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設が

追加 

② 無害化処理施設認定制度が創設（平成18年8月9日施行） 

２ 破砕及び切断は、収集又は運搬、溶融処理、無害化処理のために必要な場合に限る。 

 （これ以外の破砕は禁止） 
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埋立処分 

１ 安定型最終処分場又は管理型最終処分場で埋立処分すること。 

  ただし、溶融に伴って生じた廃棄物(溶融スラグ)であって、重金属等による汚染のお

それがないものは、安定型最終処分場での埋立処分が可能である。 

２  最終処分場内の一定の場所（同一場所）に処分し、四隅に杭を打つ等、その場所を明ら

かにする措置をとるとともに、図面に記録すること。  

３ 場内にあらかじめ溝又は穴を掘り、その中に埋め立てること。  

４  埋立は、袋又は容器に入れたまま行うこと。 （袋又は容器に入れていない大型の塊状

物については、そのまま整然と埋め立てること。） 

５  袋又は容器は、破損しないようにし、できるだけ人力で埋め立てること。  

６ １日の作業終了後、埋立面の上面に厚さ15cm以上の覆土をすること。  

７  埋立場所において転圧等のために重機等を使用する場合は、必要な厚さの覆土を行い、

プラスチック袋等の破損によるアスベストの飛散を防止すること。  

８ 覆土材は、アスベストを含む物であってはならないこと。また、プラスチック袋を容易

に破損させない形状の物とすること。  

９ 非飛散性アスベストの埋立終了後は、その上部全面に目印となるシートで覆う等の措

置を行った後、50cm以上の厚さで覆土すること。 

10  埋立場所、荷降ろしの方法、人員機材の配置等についての受け入れ要領をあらかじめ定

め、非飛散性アスベスト廃棄物の受け入れ契約時に排出事業者に提示すること。  

11  受け入れに際し、非飛散性アスベスト廃棄物の量、積載状況等について確認すること。  

12  従業員に対し、非飛散性アスベスト廃棄物の適正な取り扱いについて教育を行い、十分

に理解させること。  

13  非飛散性アスベスト廃棄物の埋立処分を行おうとする者は、埋立処分量等について記録

し、永年保存すること。なお、処分場閉鎖後の土地の権利移動の際には、新たな権利者ヘ

非飛散性アスベスト廃棄物の処分記録を引き継ぐこと。 

 

情報の伝達 

１ 帳簿、産業廃棄物管理票(マニフェスト)及び委託契約書に石綿含有産業廃棄物又はそ

れ以外の非飛散性アスベスト廃棄物が含まれる旨を記載すること。 

２ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管

理票に関する報告書を作成し、平成20年度以降、これを知事（政令市長）に提出するこ
と。 
（このことについては、これまで当分の間、適用を猶予するとなっていたが、アスベスト廃棄物

処理基準に関する法改正にあわせて、全ての産業廃棄物について、この猶予が平成20年4月1日ま
でとされた。） （ｐ８ 参考―３を参照） 
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【参考－１】 

法における特別管理産業廃棄物（廃石綿等）の定義と範囲 

（ゴシック体の部分がこのたびの法改正で追加） 

(1) 法において「廃石綿等」とは、廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄

物のうち、次のものであって、飛散するおそれのあるものをいう。  

① 石綿建材除去事業に係るもの 

② 大気汚染防止法第 2条第 7項に規定する特定粉じん発生施設において生じたもの 

③ 輸入されたもの（事業活動に伴って生じたものに限る。） 

(2) 廃石綿の範囲（施行規則第 1条の 2第 7項） 

 飛散するおそれのある廃石綿とは、次に掲げるものをいう。 

① 建築物その他の工作物に用いられる材料にあって石綿を吹き付けられたものから石綿

建材除去事業により除去された当該石綿 

② 建築物に用いられる材料であって石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去

された次に掲げるもの 

ア 石綿保温材 

イ けいそう土保温材 

ウ パーライト保温材 

エ 人の接触、気流及び振動等によりアからエに掲げるものと同等以上に石綿が飛散する 

 おそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材 

③ 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、

作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの 

④ 特定粉じん発生施設が設置されている事業場において生じた石綿であって、集じん施設

によって集められたもの（輸入されたものを除く。） 

⑤ 特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄
された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であって、石綿が付着して

いるおそれのあるもの（輸入されたものを除く。） 

⑥ 石綿であって、集じん施設によって集められたもの（事業活動に伴って生じたもので 

  あって、輸入されたものに限る。） 

⑦ 廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であって、石綿が付 

  着しているおそれのあるもの（事業活動に伴って生じたものであつて、輸入されたものに

限る。） 

 

【参考－２】 

１ 耐水性の材料で二重にこん包する方法について 

 アスベスト廃棄物を入れる耐水性の材料としては、プラスチック袋又は容器があり、積込

み・荷降し等の作業条件を十分に考慮して、容易に破損等のおそれのないものを使用すること。 

 プラスチック袋又は容器には、個々にアスベスト廃棄物であること及び取り扱う際の注意す

べき事項を表示するものとする。 

 二重にこん包するというのは、プラスチック袋の場合、袋の破損防止を図ること及び袋の外

側に付着した石綿の飛散防止のためであり、廃石綿等を扱う場合、その手順については、次の

とおりである。 

(1) 除去等の作業場近くにおいて、散水等により湿潤化された廃石綿等をプラスチック袋の中 

  に入れ、密封する。なお、この際袋の中の空気をよく抜いておくことが大切である。 
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これは、収集・運搬、処分の時に袋が圧力を受けて破損し、石綿が飛散することを防ぐた

めである。 

(2) (1)の作業を行った部屋で高性能真空掃除機等により、プラスチック袋に付着している 

粉じんを除去する。 

(3) 保護衣等着脱室で、更にプラスチック袋をかぶせ密封する。 

 

２ 固型化の方法について 

(1) 固型化とは、コンクリート等による固型化のことをいう。 

(2) コンクリート等の固型化作業については、工事現場内で行うのが望ましい。 

(3) コンクリート等固型化に当たっては、十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、 

 適切に造粒又は成形したものを十分に養生すること、及び固型化作業に伴う石綿の大気への

飛散を防止すること、などに十分留意しなければならない。 

(4) コンクリート固型化については、次の要領で行う。 

① コンクリート固型化作業に際し、使用するミキサーの種類、配置、作業手順、養生方法

等について事前に計画を立てる。 

③ 配合比（石綿：セメント：水）は、石綿の種類、状態等により異なるので各現場で試験
等を行い、事前に決定しておく。 

④ 石綿と水硬性セメント等の混練に際しては、コンクリート固型化物の表面に塊状の石綿 
  が露出することなどのないように十分混練させる。このためには、ローラーミキサー、ス

クリューミキサー等の破砕・粉砕能力がある程度ある混練機を使用することが望ましい。 

⑤ 養生中の混合物及びコンクリート固型化物の保管は、特別管理産業廃棄物保管基準に従
うこと。 

⑥ コンクリート固型化物は、容易に破砕されないように、十分な強度を有していること。
容易に破砕される場合、又は表面に塊状の石綿が露出している場合は、固型化されていな

い廃石綿等と同様にブラスチック袋等でこん包する。 

 

参考文献 厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室監修、廃棄物研究財団編 

「特別管理廃棄物シリーズ・廃石綿等処理マニュアル」化学工業日報社 

 

 

【参考－３】 
   （廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の抜粋） 

第八条の二十七  法第十二条の三第六項 の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を

排出する事業場（同一の都道府県の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業

場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。）ごとに、毎年六月三十日

までに、その年の三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様

式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。  

 



 9

（参考例） 
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（飛散性アスベスト） 
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非飛散性アスベスト 

非飛散性アスベスト 

非飛散性アスベスト 

（非飛散性アスベスト） 

埋立物の状況、埋立量 

二重梱包、1500kg 

ｺﾝｸﾘｰﾄ固化、1.5m3 
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 15  

ここに「石綿含有産業廃棄物」であることを記載する。
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アスベストを含む廃棄物の類型と改正後の対策

特別管理産業廃棄物（廃石綿等）

（飛散性のもの）

石綿含有産業廃棄物

（非飛散性のもの）

○工作物に用いられる材料から除去
された吹付けアスベスト

○建築物から除去された吹付けアス
ベスト、アスベストを含む保温材、断
熱材及び耐火被覆材

石綿スレート等の外装材、床タイル
等

【工作物の新築、改築又は除去に伴って生
ずる産業廃棄物であって、石綿をその重量
の0.１％を超えて含有するもの】

日曜大工によって排出された石綿
スレート等の外装材等【工作物の新
築、改築又は除去に伴って生ずる一般
廃棄物であって、石綿をその重量の
0.1％を超えて含有するもの】

特別管理産業廃棄物の処理基準

（廃棄物処理法施行令等）

○収集における梱包等

○処分における溶融処理又は耐水性材
料での二重梱包等

一般廃棄物の処理基準
（廃棄物処理法施行令等）

石綿含有一般廃棄物

（非飛散性のもの）

産業廃棄物の処理基準
（廃棄物処理法施行令等）

○飛散防止措置をとること
○他の廃棄物と区分して収集、運搬、積
替え、保管を行うこと
○溶融、無害化処理による処分
○中間処理としての破砕禁止
○一定の場所で分散しないように埋立処
分し、覆土すること

○飛散防止措置をとること
○他の廃棄物と区分して収集、運搬、
積替え、保管を行うこと
○集じん設備により確実にダスト除去
する中間処理
○一定の場所で分散しないように埋立
処分し、覆土すること
※石綿含有家庭用品については通常の処理で飛散
等の問題が生じないことを確認

ごみ処理施設
無害化処理施設(大臣認定）

石綿含有産業廃棄物の溶融施設
（許可施設として新設）
○1,500度以上で溶融
○飛散防止措置

○内容、者、施設の基準
○認定の手続き、廃止等の手続

ストック量数十万トン
１．８万ｔ／年発生

ストック量4,000万トン
100万ｔ／年以上発生

年間数ｔ 発生

埋立処分・再生

管理型 安定型 安定型 安定型
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石綿を含む廃棄物に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の改正の概要 

（平成 18 年 7月 26 日公布） 

Ⅰ．背景 

石綿による健康被害が顕在化する中、その飛散防止対策が喫緊の課題となっている。中で

も、建築物の解体等に伴い発生する石綿を含む廃棄物の適正処理の確保が極めて重要であ

る。 

このため、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性状を有する石綿を含

む廃棄物の高度な技術による無害化処理の促進・誘導を行うため、石綿による健康等に係

る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第５号）に

より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」

という。）を改正し、高度な技術を用いて無害化する処理を行う者を個々に国が認定し、

認定を受けた者については、廃棄物処理業及び施設設置に係る許可を不要とするという制

度（以下「無害化処理認定制度」という。）を創設したところである（平成 18 年２月 10

日公布）。 

  また、こうした無害化処理認定制度を創設する一方で、石綿を含む廃棄物については、科

学的知見によると、1,500 度以上で溶融することで無害化処理することができるとされてい

るところであり、従来の廃棄物処理法に則った都道府県知事による許可制度で適切な処理

工程を示すことが可能である 1,500 度以上で溶融処理する施設については、適切に構造・

維持管理基準等を整備し、従来の許可制度を用いて石綿を含む廃棄物の適正処理を推進し

ていく必要がある。 

  さらに、石綿を含む廃棄物の飛散防止を図るため、収集運搬から最終処分までの各段階

で必要な措置を義務付ける等の必要がある。 

こうしたことを受けて、石綿を含む廃棄物の処理基準の強化を図るとともに、無害化処理

認定制度の対象となる廃棄物や認定の基準、溶融施設の技術上の基準及び維持管理の技術上

の基準等を定めるため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 300

号。以下「施行令」という。）及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和 46

年厚生省令第 35 号。以下「施行規則」という。）の一部改正等を行うこととした。 

 

Ⅱ．改正内容 
 
１．廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規

則の改正等の内容 
 
（１）特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」の対象範囲について【廃棄物処理法第２ 

条第５項、施行令第２条の４第５号】（18 年 10 月 1日施行） 

特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」の発生源について、「建築物」を「建築物そ

の他の工作物」とする。また、廃石綿等の対象に、石綿が飛散するおそれのある断熱材

及び耐火被覆材を含むことを明確化する。 
 
（２）石綿含有一般廃棄物、石綿含有産業廃棄物及び廃石綿等の処理基準の改正について【廃

棄物処理法第６条の２第２項、第 12 条第１項】（18 年 10 月 1 日施行） 

   工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる一般廃棄物で石綿をその重量の 0.1 パーセ

ントを超えて含有するもの（以下「石綿含有一般廃棄物」という。）及び工作物の新築、

改築又は除去に伴って生ずる産業廃棄物で石綿をその重量の 0.1 パーセントを超えて含
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有するもの（以下「石綿含有産業廃棄物」という。）の処理について、収集、運搬、処分

等の基準として次の事項を規定する。 
 
① 収集又は運搬を行う場合には、破損しない方法により、かつ、その他の物と混合しな

いように区分して収集運搬すること。 
 
② 積替え又は保管を行う場合は、その他の物と混合しないように、仕切りを設ける等必

要な措置を講ずること。 
 
③ 石綿含有一般廃棄物又は石綿含有産業廃棄物の処分（中間処理）又は再生を行う場合は、

石綿含有一般廃棄物又は石綿含有産業廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害を

生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこととする。また、

破砕及び切断は、収集又は運搬に必要な破砕又は切断及び溶融等の前処理のため必要な

場合に限ることとし、また、環境大臣が定める方法により行うこと。 

   上記の環境大臣が定める方法は、以下のとおりとする。 

  ア 収集運搬に必要な破砕又は切断を行う場合は、湿潤化を行うこと。 

  イ 石綿含有一般廃棄物又は石綿含有産業廃棄物の処分又は再生の方法は以下のとおり

とする。 

  (ア) 石綿含有一般廃棄物の処分又は再生の方法は、溶融処理、無害化処理又は集じん設

備により確実に粉じんを除去して行う破砕処理を行うこと。 

  (イ) 石綿含有産業廃棄物の処分又は再生の方法は、許可施設による溶融処理又は無害

化処理認定施設による無害化処理に限ること。 
 
 ④ 石綿含有一般廃棄物又は石綿含有産業廃棄物の埋立処分を行う場合、最終処分場の一定

の場所において、飛散し、及び流出しないように覆土等必要な措置を講ずること。 
 
⑤ 石綿含有一般廃棄物、石綿含有産業廃棄物又は廃石綿等（以下「石綿含有廃棄物等」と

いう。）の処分により生じた廃棄物(ばいじん等)の埋立処分を行う場合は、あらかじめ

溶融処理（許可施設による溶融施設）、無害化処理認定施設による無害化処理、集じん設

備により確実に粉じんを除去して行う石綿含有一般廃棄物の破砕処理又はコンクリート

固形化が成されていること。 
 
⑥ 安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物に、廃石綿等又は石綿含有産業

廃棄物(以下「石綿含有産業廃棄物等」という。)の溶融に伴って生じた廃棄物(溶融スラ

グ)であって、重金属等による汚染のおそれがないものを追加する。 

 

（３）無害化処理認定制度(１８年 8月 9日施行) 

   無害化処理認定制度については、以下の①～⑤の事項について規定する。 
 
 ① 無害化処理認定制度の対象となる廃棄物について【廃棄物処理法第９条の 10 第１項及

び第 15 条の４の４第１項】 

  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性状を有する廃棄物であって、

無害化処理認定制度の対象とすることで迅速かつ安全な無害化処理が促進されると認め

られる廃棄物を対象とする。具体的には、石綿含有一般廃棄物、石綿含有産業廃棄物及

び廃石綿等とする。 
 
② 無害化処理認定に係る基準について【廃棄物処理法第９条の 10 第１項及び第 15 条の４

の４第１項】 
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   無害化処理認定に係る基準として、次の基準を定める。  

  ア 無害化処理の内容の基準 

  (ア) 当該処理により、迅速な無害化処理が確保されること。 

(イ) 処理する廃棄物を環境大臣が定める基準に適合する性状にすることが確実である

と認められるものであること。石綿含有廃棄物等に係る環境大臣が定める基準は、位

相差顕微鏡を用いた分散染色分析法及びＸ線回析分析法により分析した結果、石綿

が検出されないことが確実であることとする。なお、分散染色分析法及びＸ線回析

分析法で判断が困難な場合は電子顕微鏡を用いた分析法で分析することとする。 

(ウ) 受け入れる廃棄物の全てを無害化処理の用に供する施設に投入すること。 

(エ) 設置に関する計画及び維持管理に関する計画が生活環境保全及び施行規則第４条

の２（第 12 条の２の２）に規定する周辺施設について適正な配慮がされたものであ

ること。 

(オ) 廃棄物の飛散防止、悪臭の飛散防止等生活環境保全上の支障を防止するための基準

を遵守すること。 

とする。 

 また、石綿含有廃棄物等については、これらに加え、以下のとおりとする。 

(a) 無害化処理認定の対象となる施設は処理能力が１日当たり５トン以上であること。 

(b) 排ガスを生ずる場合は、排ガス中の石綿濃度が人の健康又は生活環境に係る被害

を生ずるおそれがないものであること。 

(c) 許可施設である溶融施設の維持管理の技術上の基準を踏まえ、溶融処理を 

行う無害化処理施設の維持管理の技術上の基準を規定。 
 
イ 無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準 

(ア) 廃棄物処理業の許可に係る欠格要件と同様の欠格要件に該当しない者であること。 

(イ) 生活環境の保全及び増進に配慮された事業計画を有する者であること。 

(ウ) 無害化処理が確実にできるよう受け入れる廃棄物の性状の確認及び管理並びに施

設の運転管理を行うことができる者であること。 

(エ) 当該施設が一般廃棄物処理施設（産業廃棄物処理施設）である場合には、施行規則

第４条の５（第 12 条の７）に規定する維持管理の基準に従い、維持管理をすること

ができる者であること。 

(オ) 無害化処理を的確に行うことが可能な知識及び技能を有する者であること。 

(カ) 無害化処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有する者であるこ

と。 

(キ) 無害化処理を自ら行う者であること。 

(ク) 不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から５年を経過しない者に該当しな

いこと。 

 等とする。 

  また、石綿含有廃棄物等については、これらに加え、無害化処理によって生成された

物の確認及び管理を適切に行うことができる者であること、とする。 
 
ウ 無害化処理の用に供する施設の基準 

(ア) 施行規則第４条（第 12 条の２）に規定する技術上の基準に適合していること。 

(イ) 申請書に記載された処理能力を有すること。 

(ウ) 生活環境の保全及び施行規則第４条の２（第 12 条の２の２）に規定する周辺の施

設について適正な配慮がされたものであること。 

等とする。 
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 また、石綿含有廃棄物等の無害化処理の用に供する施設の基準の特例は、以下のとお

りとする。 

(a) 溶融処理施設の技術上の基準及び維持管理の技術上の基準のうち、摂氏 1,500 度

以上で溶融することができることという基準を適用除外すること。 

（b） 無害化処理の用に供する施設に石綿含有産業廃棄物を投入するために必要な破砕

設備を設ける場合は、溶融施設の前処理に係る破砕施設の基準の例によること。 
 
③ 無害化処理認定の申請について【廃棄物処理法第９条の 10 第２項及び第 15 条の４の４

第２項】 

   無害化処理認定に係る申請書の記載事項等は、廃棄物処理法に定める事項のほか、以下

のとおりとする。 

 ア 無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項 

  (ア) 施設の位置、処理方式、構造及び設備 

  (イ) 排ガスや排水の量及び処理方法 

(ウ) 設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境へ

の負荷に関する事項 

 等 

イ 維持管理に関する計画に関する事項として記載すべき内容 

(ア) 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成する

こととした数値 

(イ) 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項 

 等 

 

ウ その他記載すべき事項 

(ア) 許可を取得している場合はその事業の範囲、施設の種類 

(イ) 廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項 

(ウ) 着工予定年月日及び使用開始予定年月日 

(エ) 積替え又は保管に関する事項（所在地、面積、廃棄物の種類等） 

(オ) 申請者が未成年者である場合には法定代理人の氏名及び住所 

(カ) 申請者が法人である場合には、廃棄物処理法第７条第５項第４号リ（第 14 条第５

項第２号ニ）に規定する役員の氏名及び住所、発行済株式総数の 100 分の５以上の株

式を有する株主又は出資の額の 100 分の５以上の額に相当する出資をしている者が

あるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当

該出資をしている者のなした出資の金額 

(キ) 使用人がある場合には、その者の氏名及び住所 

 等 

また、石綿含有廃棄物等に係る無害化処理認定の申請書の記載事項は上記のほか、無

害化処理によって生成された物の種類、性状、数量及び処分方法とする。 
   
エ 申請書に添付する書類 

(ア) 事業計画の概要を記載した書類 

(イ) 施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計

計算書並びに当該施設の付近の見取り図 

  (ウ) 申請者が当該施設の所有権を有すること（所有権を有しない場合は使用権原を有す

ること）を証する書類 

  (エ) 工事の着工から使用開始に至る具体的な計画書 
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  (オ) 施設の処理能力の 10 分の１以上の規模(上限 20 トン／日)の設備を用いた実証試

験により得られた結果であって、環境大臣が定める事項に係るものを記載した書類。

石綿含有廃棄物等の無害化処理に係る「環境大臣が定める事項」は、(a)無害化処理

によって生成された物に石綿が検出されないことを明らかにす 

るもの（上記②ア(イ)の分析方法により明らかにすること） 

(b)無害化処理により生じた排ガスや排水の性状 

とする。 

  (カ) 無害化に係る科学的因果関係を説明する書類 

  (キ) 業又は施設の設置許可を取得していれば許可証の写し 

  (ク) 施行規則第９条の２第２項第４号から第 14 号に規定する書類 
 

 ④ 生活環境影響調査について【廃棄物処理法第９条の 10 第７項において準用する第８条

第３項、法第 15 条の４の４第３項において準用する第 15 条第３項】 

   認定に係る申請書には、廃棄物処理法第８条第３項（第 15 条第３項）の書類と同じ記

載事項の書類を添付することとする。 
 
⑤ その他【廃棄物処理法第９条の 10 第７項及び第８項、第 15 条の４の４第３項等】 

   無害化処理認定の対象となる廃棄物を収集運搬する際の表示事項等、認定証の記載事項、

事業等の廃止及び変更の届出の手続等並びに無害化処理認定を受けた者の維持管理の記

録事項及び報告事項等について規定する。 

 

（４）廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設について（18 年 10 月 1日施行） 

 ① 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設の産業廃棄物処理施設への追加等につい

て【廃棄物処理法第 15 条第１項】 

廃棄物処理法第 15 条第１項に基づく施設の設置許可の対象施設に、廃石綿等又は石綿

含有産業廃棄物の溶融施設を追加する。 
 
② 溶融処理施設に係る基準 

   石綿含有産業廃棄物等の溶融施設に係る基準として、溶融施設の技術上の基準及び溶融

施設の維持管理の技術上の基準を定める。 

  ア 溶融施設の技術上の基準【廃棄物処理法第 15 条の２第１項第１号】 

(ア) 外気と遮断された状態で溶融炉に投入することができる供給装置があること。 

(イ) 石綿含有産業廃棄物等を摂氏 1,500 度以上の状態で溶融することができること。 

(ウ) 適切な溶融炉内の温度を保つため、空気供給量調整設備その他の必要な設備が設け

られていること。 

(エ) 溶融炉内の温度を直接的又は間接的に把握できる装置(連続的に把握できるものに

限る。)が設けられていること。 

(オ) 石綿含有産業廃棄物等の溶融に必要な滞留時間を適正に保つことができるもので

あること。 

(カ) 生活環境保全上の支障が生じないようにすることできる排ガス処理設備を設置す

ること。 

(キ) 溶融処理生成物の流出状態が確認できる装置があること。 

(ク) 溶融炉に投入するために必要な前処理用破砕設備に係る基準を遵守すること。 

(a) 建物の中に設けられていること（ただし、周囲の生活環境の保全上支障を生じ

ないように破砕設備と一体となった集じん器を有する場合は除く。）。 

(b) 粉じんの飛散を防止するために、集じん器（粉じんを除去する高度な機能を有
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するものに限る。）及び散水装置その他必要な装置があること。 

(c) 破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措

置が講じられていること。 
 

  イ 溶融処理施設の維持管理の技術上の基準【廃棄物処理法第 15 条の２の２】 

(ア) 外気と遮断した状態で石綿含有産業廃棄物等を投入すること。 

(イ) 投入された石綿含有産業廃棄物等の温度をすみやかに摂氏 1,500 度以上とし、その

温度を保つこと。 

(ウ) 溶融炉内の温度を直接的又は間接的かつ連続的に把握するとともに、その把握した

結果及びこの結果から推定される溶融炉内の温度を記録すること。 

(エ) 排ガス中の石綿の濃度を６月に１回以上測定し、かつ、記録すること。 

(オ) 溶融処理生成物で石綿が検出されないことを確認するための試験を６月に１回以

上行い、かつ、記録すること。 

(カ) 排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。 

(キ) 排出ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。 

(ク) 火災防止のための必要な措置を講じるとともに、消火設備を備えること。 
(ケ) 溶融炉に投入するために必要な前処理用破砕設備に係る以下の基準を遵守するこ

と。 

(a) 破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。 

(b) 飛散防止のために必要な措置を講ずること。 

(c) 集じん器が適正に稼働していることを定期的に確認すること。 

(d) 集じん器を通過したガス中の石綿の濃度を６月に１回以上測定し、かつ、記録

すること。 
 
③ その他【廃棄物処理法第 15 条の２の３において準用する第８条の４、第 15 条の２の５

第１項ただし書等】 

   石綿含有産業廃棄物等の溶融施設の維持管理に係る記録事項、許可を要しない軽微な変

更等について規定する。 

 

（５）石綿含有産業廃棄物の保管基準について【廃棄物処理法第 12 条第２項】 

  （18 年 10 月 1日施行） 

  通常の産業廃棄物に係る排出事業者の保管基準に加え、保管場所においてその他  の

物と混合することがないこと及び覆い、梱包等の飛散防止措置を講じることを規定する。 

 

（６）石綿含有廃棄物等に関する情報の伝達について【廃棄物処理法第９条第４項、第５項、

第 14 条第 15 項において準用する第７条第 15 項、第 12 条の３第１項、施行令第６条の２

第３号】（18 年 10 月 1 日施行） 

 ① 帳簿、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)及び委託契約書に石綿含有

産業廃棄物が含まれる旨を記載することとし、これに伴う様式改正を行う。 
 

 ② 石綿含有廃棄物等を埋め立てた場所がわかる図面を作成し、最終処分場の廃止までの

間保存することとする。 
 

 ③ 埋立処分の終了の届出の際に石綿含有廃棄物等が含まれる旨を記載することとする。

また、届出の際には、石綿含有廃棄物等が埋め立てられている位置を示す書類を添付す

ることとする。 
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④ 最終処分場の廃止の確認申請の際に、石綿含有廃棄物等が埋め立てられている場合は

その旨を記載することとする。また、当該申請の際に添付する書類に、石綿含有廃棄物等

が埋め立てられている位置を示す書類を追加する。 
 
⑤ 廃棄物処理法第 15 条の 18 に規定する指定区域台帳に記載する事項に、地下にある廃

棄物が石綿含有廃棄物等を含む場合は、当該石綿含有廃棄物等に関する事項を記載する

こと。また、指定区域台帳に添付する書類に石綿含有廃棄物等が埋め立てられている位置

を示す書類を追加する。 
 
⑥ 土地の形質変更を行う際に、石綿含有廃棄物等の飛散による生活環境保全上の支障が生

じるおそれがないようにするための必要な措置を講じていない場合は、土地の形質変更の

施行方法に関する計画の変更を命ずることができることとする。 

 

（７）その他 

   その他法改正や上記改正に伴って必要となる規定の整備等を行う。 

２．海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正について【海洋汚染 

等及び海上災害の防止に関する法律第 10 条第２項第３号】 

上記１（２）③～⑤の改正に伴い、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法   

律施行令（昭和 46 年政令第 201 号）の一部を改正し、船舶から海域の埋立場所等に石綿含

有廃棄物を排出する場合については、あらかじめ１（２）③の溶融処理等を行うか、又は、

１（２）④と同様、一定の場所において、石綿含有廃棄物が分散しないようにし、埋立地の

外へ飛散及び流出しないよう必要な措置を講じることとする。 

 

３．経過措置 

（１）これまで廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を溶融処理してきた既存の施設については、

廃棄物処理法第 15 条第１項の許可を受けたものとみなす。なお、これに伴う所要の規定

の整備をする。 

（２）既存の最終処分場について、１（６）③～⑥の措置に係る所要の経過措置を設ける。 

（３）マニフェストについて廃棄物処理法第 12 条の３第６項の適用の猶予を平成 20 年４月

１日までとするとともに、報告書の様式について産業廃棄物の委託量を追加する等の改正

を行う。 

 

４．施行期日 

施行日は、平成 18 年 10 月１日とする。ただし、１（３）については、平成 18 年８月９

日とする。 

 

（注） 

 【 】内の条文は、根拠となる法令の条項である。 
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無害化処理認定手続のフロー 
 

 

 
 
 
 
 
 
    

 ＜申請に必要な資料＞ 
 ・申請書 

①施設の位置、構造等の設置に関する計画 
   ②施設の維持管理に関する計画 
   ③その他（実証試験結果、無害化の科学的因果関係の証明書類 等） 
 ・設置することが周辺の生活環境に及ぼす影響についての調査結果書（生活環境アセス） 

   許可制度の生活環境影響調査結果の書類と同内容 
        
 
 

         
 

 
                                                         
 
 
 
  
 
 
 
 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公告縦覧手続 

・施設設置場所、種類等の公告 
・申請書及び生活環境影響調査結果書の縦覧 
・関係都道府県知事及び市町村長からの意見聴取 
・利害関係者の意見書提出                  等 
 

認定の要件の可否を判断 
● 無害化処理の内容の基準 
● 無害化処理を行い、又は行おうとする者の基準 
● 無害化処理の用に供する施設の基準 
 

国 

申請者 

認定 

石綿含有一般廃棄物 

石綿含有産業廃棄物 

廃石綿等 

 
● 無害化処理認定業者への報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令 
● 認定の取消し 
● 事業の廃止及び変更の届出、施設の廃止等の届出 

国 
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  目で見るアスベスト建材（国土交通省：平成18年3月）より 
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目で見るアスベスト建材（国土交通省：平成18年3月）より 
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目で見るアスベスト建材（国土交通省：平成18年3月）より 
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