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（昭和46年環整第43号）

○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意

･･････････････････････････････････ 5
事項について（昭和46年環整第45号）

○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条およ

び第6条に規定する廃棄物の収集、運搬および処分の
基準の施行について
（昭和46年環水企第84号・厚生省環第894号）･････････････････････ 8
昭和49年
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改
正等について（昭和49年環整第119号）････････････････････････････････ 9
昭和50年
○廃棄物処理施設災害復旧費の国庫補助について
････････････････････････････････････････････････････････10
（昭和50年環第110号）
○産業廃棄物の処理対策の推進について
･･････････････････････････････････････････････････････12
（昭和50年環整第75号）
昭和51年
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋
汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行等につ
いて（昭和51年環水企第38号・環整第18号）･･････････････････････12
○油分を含むでい状物の取扱いについて
（昭和51年環水企第181号・環産第17号）･･･････････････････････････15
昭和52年
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正につい
て（昭和52年環計第36号）･･････････････････････････････････････････････････15
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正につい
て（昭和52年環計第37号）･･････････････････････････････････････････････････17
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条及び
第6条に規定する廃棄物の処分の基準等の改正につい
･･･････････････････････････････････････････････18
て（昭和52年環水企第45号）
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正につい
て（依命通知）
（昭和52年厚生省環第196号）･･････････････････････19
昭和53年
○産
 業廃棄物の中間処理を船舶において行う場合におけ
る廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項
の運用について（昭和53年環産第18号）･･････････････････････････････19
○移
 動可能な中間処理施設によつて産業廃棄物の中間処
･･･････20
理を行う場合の取扱いについて（昭和53年環産第23号）
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部
･････････････････････････････････20
改正について（昭和53年環整第89号）
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部
･････････････････････････････････20
改正について（昭和53年環整第90号）
昭和54年
○水面埋立地の指定について
･･････････････････････････21
（昭和54年環水企第211号・環整第119号）
昭和55年
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部
改正等について（昭和55年環整第149号・環産第45号）･･････22
昭和57年
○産
 業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部改
･････････････････････････････････24
正について（昭和57年環水企第62号）
昭和61年
○廃有害液体物質等の陸上処理について
（昭和61年衛産第62号）･･････････････････････････････････････････････････････24
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（依命通知）
（昭和46年厚生省環第784号）

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について

昭和62年
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昭和46年
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について
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●廃棄物の処理及び清掃に関する法律
●平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質によ
る環境の汚染への対処に関する特別措置法（放射性物質汚染対処特措法）

○アスベスト（石綿）廃棄物の処理について

（昭和62年環水企第317号・衛産第34号）･･･････････････････････････25

○アスベスト（石綿）廃棄物の処理について
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（昭和62年衛産第35号）

◎事
 業者による製品等の廃棄物処理困難性自己評価のた

めのガイドラインについて
（昭和62年衛環第177号）････････････････････････････････････････････････････26
昭和63年
○船舶内において生ずる廃棄物の陸上処理について
（昭和63年衛環第146号）････････････････････････････････････････････････････26
平成元年
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改
正等について（平成元年衛産第34号）･････････････････････････････････26
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改
正等について（平成元年衛産第35号）･････････････････････････････････27
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条及び
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5
条に規定する廃棄物の処分の基準等の改正について
（平成元年環水企第224号）････････････････････････････････････････････････28
○廃棄物の最終処分場跡地の管理等について
（平成元年環水企第310号・衛環第183号）･････････････････････････29
平成 2 年
○産業廃棄物処理対策の強化について
･･･････････････････････････････････････････････････････29
（平成2年衛産第31号）
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改
･･････････････････････････････････30
正等について（平成2年衛産第41号）
平成 3 年
○チタン鉱石問題に関する最終的措置について
･･･････････････････････････････････････････････････････31
（平成3年衛産第25号）
○租
 税特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場に係る特
定災害防止準備金制度について（平成3年衛環第176号）･････31
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部
改正について（平成3年衛環第178号）････････････････････････････････32
･････････35
◎漁業系廃棄物の処理について（平成3年衛産第74号）
平成 4 年
○地
 価税の課税の特例措置の適用に係る証明の手続に
ついて（平成4年衛産第39号）････････････････････････････････････････････35
○廃
 棄物処理施設の用に供する土地等に係る地価税の
特例について（平成4年衛環第172号）････････････････････････････････36
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正につい
て（平成4年衛環第232号）･････････････････････････････････････････････････37
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正につい
て（平成4年衛環第233号）･････････････････････････････････････････････････40
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正につい
て（依命通知）
（平成4年厚生省生衛第736号）･･････････････････ 44
○廃
 棄物の処理に伴う悪臭、騒音及び振動対策の強化
について（平成4年環大特第87号）･････････････････････････････････････46
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する
廃棄物の収集、運搬、処分等の基準及び海洋汚染及び
海上災害の防止に関する法律施行令に規定する埋立場
所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準の改正
について（平成4年環水企第181号・厚生省生衛第788号）････46
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する
廃棄物の収集、運搬、処分等の基準及び海洋汚染及び
海上災害の防止に関する法律施行令に規定する埋立場
所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準の改正
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について（平成4年環水企第182号・衛環第244号）････････････47

○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部

改正について（平成4年衛環第292号）････････････････････････････････50
平成 5 年
◎廃
 棄物処理事業における労働安全衛生対策の強化に
ついて（平成5年衛環第56号）････････････････････････････････････････････50
○建
 築基準法施行令第130条の2第1項の改正について
（平成5年衛産第46号）･･････････････････････････････････････････････････････50
平成 6 年
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正につい
て（平成6年衛環第40号）･･･････････････････････････････････････････････････51
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正につい
て（平成6年衛環第41号）･･･････････････････････････････････････････････････52
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する
廃棄物の収集、運搬、処分等の基準並びに海洋汚染及
び海上災害の防止に関する法律施行令に規定する埋立
場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準及び
海域において焼却する油、有害液体物質等又は廃棄物
の焼却海域及び焼却方法に関する基準の改正について
（平成6年環水企第28号・衛環第53号）･･････････････････････････････53
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条第
2号及び第10条の3第2号に基づく再生利用業者の指
定制度について（平成6年衛産第42号）･･････････････････････････････54
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部
改正について（平成6年衛環第332号）････････････････････････････････57
平成 7 年
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改
･･････････････････････････････････57
正等について（平成7年衛産第40号）
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改
正等の運用について（平成7年衛産第41号）･･･････････････････････58
○感
 染性廃棄物の適正処理について
（平成7年衛産第47号）･･････････････････････････････････････････････････････59
◎シ
 ュレッダー処理される自動車及び電気機械器具の事
前選別について（平成7年衛産第55号）･･････････････････････････････60
○廃
 棄物処理事業における爆発事故防止対策の徹底に
ついて（平成7年衛環第201号）･･････････････････････････････････････････60
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改
正等について（平成7年衛産第119号）････････････････････････････････60
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改
正等について（平成7年衛産第120号）････････････････････････････････62
平成 8 年
○ご
 み処理に係るダイオキシン類の緊急削減対策につい
て（平成8年衛環第261号）･････････････････････････････････････････････････62
平成 9 年
◎ご
 み処理に係るダイオキシン類の削減対策について
･･･････････････････････････････････････････････････････63
（平成9年衛環第21号）
◎廃
 棄物処理におけるダイオキシン類標準測定分析マ
ニュアルについて（平成9年衛環第38号）･･･････････････････････････64
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改
正等について（平成9年衛環第250号）････････････････････････････････64
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改
正等について（平成9年衛環第251号）････････････････････････････････65
○廃
 棄物処理事業における爆発事故防止対策の徹底に
ついて（平成9年衛産第67号）････････････････････････････････････････････68
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正につい
て（平成9年厚生省生衛第1112号）･････････････････････････････････････69
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正に
ついて（平成9年衛環第318号）･･････････････････････････････････････････71
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正に
ついて（平成9年衛環第319号）･･････････････････････････････････････････72
平成10年
○産業廃棄物等に係る消防対策について

ii

･･･････････････････････････････････････････････････････73
（平成10年衛産第5号）

○帳簿等の電子データによる保存について

･･････････････････････････････････････････････････････74
（平成10年衛環第26号）

○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正に

ついて（平成10年衛環第37号）･･･････････････････････････････････････････75

○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正に

ついて（平成10年生衛発第780号）･･････････････････････････････････････85

○廃
 棄物処理施設の設置に係る生活環境の保全上の意

見の提出について（平成10年衛水第47号）･･････････････････････････89

○廃
 棄物焼却施設におけるダイオキシン類の測定分析に

ついて（平成10年衛環第61号）･･･････････････････････････････････････････89

○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改

正等について（平成10年環水企第299号）･･･････････････････････････89

○一
 般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分

場に係る技術上の基準を定める命令の一部改正につい
･････････････････91
て（平成10年環水企第300号・生衛発第1148号）
○一
 般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分
場に係る技術上の基準を定める命令の運用に伴う留意
事項について（平成10年環水企第301号・衛環第63号）･･････93
○在
 宅医療に伴い家庭から排出される廃棄物の適正処理
の推進について（平成10年衛環第71号）･･･････････････････････････101
○廃
 棄物焼却施設におけるダイオキシン類削減対策の徹
底について（平成10年衛環第81号）･･････････････････････････････････102
○海域の窒素及び燐に係る暫定排水基準について
････････････････････････････････････････････････････102
（平成10年衛環第90号）
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正に
ついて（平成10年生衛発第1631号）･･････････････････････････････････103
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部
を改正する省令について（平成10年生衛発第1634号）･･････104
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部
改正について（平成10年衛環第96号）･･･････････････････････････････105
◎感染性廃棄物の処理方法について
････････････････････････････････････････････････････105
（平成10年衛環第97号）
平成11年
○廃
 棄物焼却施設における焼却灰等の飛散・流出防止対
策の徹底について（平成11年衛環第29号）････････････････････････105
○廃棄物焼却施設のダイオキシン対策の徹底について
（平成11年衛環第37号）････････････････････････････････････････････････････106
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部
改正について（平成11年衛環第38号）･･･････････････････････････････106
○廃
 棄物焼却施設におけるダイオキシン類対策の徹底に
ついて（平成11年衛環第39号）･････････････････････････････････････････107
○工
 場又は事業場内のプラントにおける廃棄物処理施設
の設置許可の取扱いについて（平成11年衛環第43号）･･････108
○ダイオキシン類排出濃度測定結果の公表等について
（平成11年衛環第47号）････････････････････････････････････････････････････108
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定す
る廃棄物の収集、運搬、処分等の基準及び海洋汚染
及び海上災害の防止に関する法律施行令に規定する埋
立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準の
改正等について
（平成11年環水企第266号・生衛発第984号）････････････････････109
○化
 学反応性の高い産業廃棄物の収集運搬上の留意点
について（平成11年衛産第87号）･･････････････････････････････････････110
平成12年
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部
改正等について
････････････････････････ 111
（平成12年環水企第18号・生衛発第41号）
○野積みされた使用済みタイヤの適正処理について
････････････････････････････････････････････････････113
（平成12年衛環第65号）
○野積みされた使用済みタイヤの適正処理について
････････････････････････････････････････････････････114
（平成12年衛産第95号）

◎引
 越時に発生する廃棄物の取扱いマニュアルについて

（平成15年環廃産第83号）････････････････････････････････････････････････142

知

改正等について（平成15年環廃産第188号）･･････････････････････142

目

改正について（平成15年環廃対発第030625002号）･･･････････145

次

の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の
一部を改正する法律の施行について
････････････････････････････････････････････････････114
（平成12年衛環第78号）
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物
の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の
一部を改正する法律の施行について
（平成12年生衛発第1469号）･････････････････････････････････････････････118
○廃
 棄物処理センターの指定申請等に係る留意事項につ
いて（平成12年衛環第88号）･････････････････････････････････････････････120
○業
 務用・施設用蛍光灯等の PCB 使用安定器の事故に
関する対策について（平成12年生衛発第1798号）･････････････122
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部
を改正する省令の施行について（平成12年衛環第96号）･･･123
○廃棄物最終処分場の性能に関する指針について
･････････････････････････････････････････････124
（平成12年生衛発第1903号）
平成13年
○環
 境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部の所掌事務
････････････････････････････････127
等について（平成13年生衛発第3号）
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部
を改正する省令の施行について
（平成13年環廃対第132号・環廃産第204号）････････････････････128
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部
を改正する省令の施行に伴う一般廃棄物処理業の許可
を要しない者の対象及び要件の改正について
（平成13年環廃対第133号）･･････････････････････････････････････････････128
◎廃
 棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露
防止対策について（平成13年環廃対第183号）･･････････････････130
○廃棄物となった肉骨粉等の取扱について
（平成13年環廃対第395号）･･････････････････････････････････････････････130
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改
正する政令の施行について（平成13年環廃産第444号）････130
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改
正する政令の施行について（平成13年環廃産第445号）････131
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部
改正等について
（平成13年環廃対第441号・環廃産第460号）････････････････････132
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部
を改正する省令の施行に伴う産業廃棄物処理業の許可
申請等に係る提出書類等の改正について
（平成13年環廃対第516号）･･････････････････････････････････････････････133
○配合飼料工場等における廃肉骨粉について
（平成13年環廃対第575号・環廃産第579号）････････････････････134
平成14年
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を
改正する政令の施行について（平成14年環廃産第28号）･･･135
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を
改正する政令の施行について（平成14年環廃産第29号）･･･136
○輸入肉骨粉等のうち廃棄物となったものについて
（平成14年環廃対第51号）････････････････････････････････････････････････136
◎廃
 棄物焼却施設における飛灰処理薬剤による二硫化
炭素の発生について（平成14年環廃対第143号）･･･････････････137
○一
 般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分
場に係る技術上の基準を定める省令の一部改正につい
て（平成14年環廃産第183号）･･･････････････････････････････････････････137
○廃
 棄物の不適正輸出防止に係る情報提供及び指導依
頼（平成14年環廃産第376号）･･･････････････････････････････････････････138
○一
 般廃棄物又は産業廃棄物の輸出の確認に係る審査
････････････････････････････････････140
基準等（平成14年環廃産第484号）
○広
 域再生利用指定を受けた者が違反行為を行った場合
の取扱いについて（平成14年環廃産第618号）･･････････････････141
平成15年

通

○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物

○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部
○硫酸ピッチの不適正処分等の防止について

（平成15年環廃産発第031001003号）････････････････････････････････146

○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する

法律の施行について（平成15年環廃対発第031128002
号・環廃産発第031128006号）･･･････････････････････････････････････････146
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する
法律の施行について（平成15年環廃対発第031128003
号・環廃産発第031128007号）･･･････････････････････････････････････････148
○地
 方環境対策調査官事務所の事務の追加について
（平成15年環廃対発第031201007号・環廃産発第0312
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････150
01003号）
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及び廃
棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部
を改正する省令の一部を改正する省令等の施行につい
て（平成15年環廃対発第031226005号・環廃産発第03
1226004号）･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････151
平成16年
◎感染性廃棄物の適正処理について
（平成16年環廃産発第040316001号）････････････････････････････････153
○廃
 棄物となった牛のせき柱の取扱いについて（平成16
年環廃対発第040331007号・環廃産発第040331007号）･････154
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を
改正する政令等の施行について（平成16年環廃対発
第040401008号・環廃産発第040401005号）･･･････････････････････155
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を
改正する政令等の施行について
（平成16年環廃産発第040401006号）････････････････････････････････157
○産
 業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃
棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を
定める省令の施行等について
（平成16年環廃産発第040630002号）････････････････････････････････158
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する
法律の施行について（平成16年環廃対発第041027004
･･･････････････････････････････････････････159
号・環廃産発第041027003号）
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴う硫酸
ピッチ不適正処理事案への対応強化について
（平成16年環廃産発第041027004号）････････････････････････････････163
平成17年
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を
改正する政令等の施行について（平成17年環廃対発
第050218003号・環廃産発第050218001号）･･･････････････････････164
○一
 般廃棄物又は産業廃棄物の輸出の確認に係る審査
････････170
基準等について（平成17年環廃産発第050307001号）
◎「
 規制改革・民間開放推進3か年計画」
（平成16年3月19
日閣議決定）において平成16年度中に講ずることとさ
れた措置（廃棄物処理法の適用関係）について
（平成17年環廃産発第050325002号）････････････････････････････････171
◎電子マニフェストの普及促進について
（平成17年環廃産発第050330001号）････････････････････････････････173
◎使用済鉛蓄電池の適正処理について
（平成17年環廃産発第050330009号）････････････････････････････････174
◎最
 終処分場残余容量算定マニュアルについて（平成17
年環廃対発第050331001号・環廃産発第050331003号）･････174
◎廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する
法律等の施行について（平成17年環廃対発第0504010
02号・環廃産発第050401003号）･･･････････････････････････････････････174

iii

◎最
 終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドラインにつ

○海
 洋投入処分できる産業廃棄物に含まれる油分の検定

いて（平成17年環廃対発第050606001号・環廃産発第
050606001号）･･･････････････････････････････････････････････････････････････････182
◎加
 熱を伴う業務用生ごみ処理機における安全対策指針
について（平成17年環廃対発第050622001号）･･････････････････182
◎廃石綿等の適正処理の徹底について
（平成17年環廃産発第050712001号）････････････････････････････････182
○建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について
（平成17年環廃産発第050725002号）････････････････････････････････183
○在
 宅医療に伴い家庭から排出される廃棄物の適正処理
について（平成17年環廃対発第050908003号・環廃産
発第050908001号）････････････････････････････････････････････････････････････185
○産業廃棄物の処理の確認について（平成17年国コ企第
･･････････････････････････････185
3号・国官総第260号・国総事第52号）
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正す
る法律等の施行について（平成17年環廃対発第05093
････････････････････････････････････185
0004号・環廃産発第050930005号）
平成18年
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正す
る法律等の施行について（平成18年環廃対発第06031
5001号・環廃産発第060315001号）････････････････････････････････････189
◎「
 規制改革・民間開放推進3か年計画」
（平成17年3月
25日閣議決定）において平成17年度中に講ずることと
された措置（廃棄物処理法の適用関係）について
（平成18年環廃産発第060331001号）････････････････････････････････191
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポ
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の施行に
ついて（平成18年環廃対発第060331006号・環廃産発
第060331002号）････････････････････････････････････････････････････････････････192
○産
 廃特措法に基づく支障除去等事業の今後の対応に
･･････････････････････194
ついて（平成18年環廃産発第060413009号）
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部
を改正する省令の施行について
（平成18年環廃産発第060526004号）････････････････････････････････195
○廃
 石膏ボードから付着している紙を除去したものの取
扱いについて（平成18年環廃産発第060601001号）･･･････････195
◎石
 綿含有家庭用品を処理する際の留意すべき事項につ
いて（平成18年環廃対発第060609002号）･････････････････････････196
◎廃
 棄物処理施設解体時等の石綿飛散防止マニュアル
について（平成18年環廃対発第060609003号）･･････････････････196
◎建
 設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方に
･･････････････････････197
ついて（平成18年環廃産発第060704001号）
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正に
ついて（平成18年環廃対発第060809002号・環廃産発
第060809004号）････････････････････････････････････････････････････････････････197
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正す
る法律等の施行による無害化処理認定制度について
（平成18年環廃対発第060809003号・環廃産発第0608
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････199
09005号）
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋
汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一
部を改正する政令等の施行について（平成18年環廃
対発第060927001号・環廃産発第060927002号）････････････････202
◎廃
 棄物処理施設事故対応マニュアル作成指針等につ
いて（平成18年環廃対発第061215002号・環廃産発第
････････････････････････････････････････････････････････････････････206
061215018号）
◎産
 業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェス
トの普及について（平成18年環廃産発第061227006号）････207
平成19年
○木くずの燃料利用に係る取扱いについて
（平成19年環廃産発第070622005号）････････････････････････････････208

方法の当面の扱いについて（平成19年環廃産発第070
814001号・環地保発第070814001号）････････････････････････････････209
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を
改正する政令の施行について（平成19年環廃対発第0
70907001号・環廃産発第070907001号）････････････････････････････209
平成20年
○産
 業廃棄物に関わる立入検査及び指導の強化について
（平成20年環廃産発第080516001号）････････････････････････････････ 211
◎廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部
を改正する省令等の施行による再生利用認定制度につ
いて（平成20年環廃対発第080509001号・環廃産発第
080509002号）･･･････････････････････････････････････････････････････････････････214
◎廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規
定に基づくごみ処理基本計画の策定に当たっての指針
について（平成20年環廃対発第080619001号）･･････････････････215
平成21年
◎「
 廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイド
ライン」について（平成21年環廃産発第090331008号）････216
◎廃
 棄物処理における新型インフルエンザ対策の実施等
について（平成21年環廃産発第090516001号）･･････････････････217
◎石
 綿含有一般廃棄物等の無害化処理等に係る石綿の
検定方法について（平成21年環廃対発第091225001号
・環廃産発第091225001号）･･･････････････････････････････････････････････217
平成22年
○建
 設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者
････････････････････････217
への一元化について（平成22年事務連絡）
○再
 生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止等の徹
底について（平成22年基安発0909第1号・国総建第11
2号・環廃産発第100909001号）･････････････････････････････････････････219
○再
 生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止等の徹
底について（平成22年国総建第113号・環廃産発第100
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････219
909002号）
○産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について
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○使
 用済物品の適正な処理の確保について（平成22年
環廃対発第101021001号・環廃産発第101021001号）･････････220
○産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について
（平成22年事務連絡）･･･････････････････････････････････････････････････････221
○いわゆるミニ処分場に係る指導の強化について
（平成22年環廃産発第101222001号）････････････････････････････････225
○再
 生砕石への石綿含有産業廃棄物の混入防止等の徹
･･･････････････225
底について（平成22年環廃産発第101224002号）
平成23年
◎廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する
法律等の施行について（平成23年環廃対発第1102040
04号・環廃産発第110204001号）･･･････････････････････････････････････226
◎廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する
法律等の施行について（平成23年環廃対発第1102040
05号・環廃産発第110204002号）･･･････････････････････････････････････230
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3等に係
る法定受託事務に関する処理基準について
（平成23年環廃産発第110310002号）････････････････････････････････244
○産業廃棄物管理票制度の運用について
（平成23年環廃産発第110317001号）････････････････････････････････245
○産
 業廃棄物収集運搬業の許可の合理化の施行前後に
おける許可に関する考え方について
（平成23年事務連絡）･･･････････････････････････････････････････････････････248
◎多
 量排出事業者による産業廃棄物の処理計画の作成
等に関する指導について
････････････････････････････････････249
（平成23年環廃産発110323008号）
◎建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について
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理を行う場合に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法
律施行規則第12条の7の16に規定する環境省令で定め
る一般廃棄物の特例に関する省令の施行について
（平成23年環廃対発第110516001号・環廃産発第1105
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16001号）
□石
 綿等が吹き付けられた建築物等からの石綿等の飛散
及びばく露防止対策の徹底について（平成23年基安
化発0630第1号・環水大大発第10630002号）････････････････････251
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を
改正する政令等の施行について
（平成23年環廃対発第110715001号）････････････････････････････････252
○東
 日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する
特別措置法の施行について
（平成23年環廃対発第110818001号）････････････････････････････････254
□災
 害廃棄物の処理における労働安全衛生対策に係る
発注者の配慮等について（平成23年基安安発0830第2
号・基安労発0830第2号・基安化発0830第2号）･･････････････255
□東
 日本大震災により生じた放射性物質により汚染され
た土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障
害防止規則等の施行について
（平成23年基発第1222第 7 号）･････････････････････････････････････････256
平成24年
○使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について
（平成24年環廃企発第120319001号・環廃対発第1203
19001号・環廃産発第120319001号）･･････････････････････････････････263
○「
 規制・制度改革に係る追加方針」
（平成23年7月22日
閣議決定）において平成23年度に講ずることとされた
措置（廃棄物処理法の適用関係）について
（平成24年環廃産発第120330002号）････････････････････････････････265
○道
 路側溝汚泥等の中間処理の委託に係る取扱いにつ
いて（平成24年環廃産発第120411003号）･････････････････････････266
○平
 成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖
地震に伴う原子力発電所の事故による災害に対処する
ための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
等の一部を改正する省令附則第二条に規定する定期検
査の期間に関する経過措置の特例に関する省令の施行
について（平成24年環廃対発第120501003号・環廃産
発第120501003号）････････････････････････････････････････････････････････････266
◎東
 日本大震災からの復旧復興のための公共工事におけ
る災害廃棄物由来の再生資材の活用について
（平成24年環廃対発第120525001号・環廃産発第1205
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････267
25001号）
○東
 日本大震災で発生した倒木等の自然木・木くず等の
造成地等における活用について（平成24年事務連絡）･･････270
○地
 域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を
図るための関係法律の整備に関する法律等の施行につ
いて（平成24年環廃対発第120621001号・環廃産発第
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120621001号）
○廃棄物の輸入の許可に係る審査基準等
････････････････････････････････････274
（平成24年環廃産第120625006号）
○ヘ
 キサメチレンテトラミンを含有する産業廃棄物の処
理委託等に係る留意事項について
（平成24年環廃産発第120911001号）････････････････････････････････275
○ヘ
 キサメチレンテトラミンの排出に係る適正な管理の
････････276
推進について（平成24年環水大水発第120911001号）
○海
 洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一
部を改正する法律等施行後の船舶内において生ずる廃
棄物の陸上処理について（平成24年環廃対発第12122
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廃対発第110331001号・環廃産発第110331004号）･････････････249

○東
 日本大震災により特に必要となった一般廃棄物の処
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6300号・環廃産発第121226300号）
平成25年
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を
改正する政令等の施行について（平成25年環廃対発
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第1303182号・環廃産発第1303181号）
○「
 エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」
（平成24年4月3日閣議決定）において平成24年度に
講ずることとされた措置（廃棄物処理法の適用関
係）について（平成25年環廃産発第13032911号）･････････････280
◎廃
 棄物情報の提供に関するガイドライン（第2版）に
ついて（平成25年環廃産発第1306063号）･････････････････････････281
○従
 前の許可の有効期間の満了後に更新申請者が欠格
要件に該当することが明らかとなった場合の取扱いに
･･････････････････････････281
ついて（注意喚起）
（平成25年事務連絡）
○「
 廃棄物となった牛のせき柱の取扱いについて」の一
部改正について（平成25年環廃対発第1306202号・環
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○ごみ処理基本計画策定指針の改定について
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（平成25年環廃対発第1306241号）
○「
 『規制改革実施計画』
（平成25年6月14日閣議決定）
において平成25年6月中に講ずることとされた措置
（バイオマス発電の燃料関係）について（通知）
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の送付について（平成25年事務連絡）
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 規制改革実施計画」
（平成25年6月14日閣議決定）に
おいて平成25年6月中に講ずることとされた措置（バ
イオマス発電の燃料関係）について（平成25年環廃対
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○「
 規制改革実施計画」
（平成25年6月14日閣議決定）に
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 規制改革実施計画」
（平成25年6月14日閣議決定）に
おいて平成25年上期に講ずることとされた措置（廃棄
物の該当性判断における取引価値の解釈の明確化）
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○許
 可更新期限の到来を待たずして許可の更新を行う場
合の優良認定の付与について
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◎使
 用済み電気・電子機器の輸出時における中古品判断
基準について（平成25年環廃産第1309201号）･･････････････････286
平成26年
⿈「
 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく
露防止対策要綱」の改正について
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（平成26年基発0110第 1 号）
⿈「
 廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ば
く露防止対策要綱」の運用に当たり留意すべき事項に
ついて（平成26年基安化発0110第1号）････････････････････････････287
○建築物の解体時における残置物の取扱いについて
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（平成26年環廃産発第1402031号）
◎移
 動式がれき類等破砕施設に係る考え方及び設置許
可申請に係る審査方法について
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（平成26年環廃産発第1405303号）
◎ポ
 リ塩化ビフェニルが使用された廃安定器の分解又は
解体について（通知）
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○一
 般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清
掃に関する法律の適正な運用の徹底について（通知）
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○廃
 棄物処理におけるエボラ出血熱対策について（平
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成26年環廃対発第1410297号・環廃産発第1410292号）
平成27年
○廃
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◎石
 綿含有廃棄物等の適正処理について（平成23年環

法の一部を改正する法律等の施行について（通知）
（平
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○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部
改正等について（通知）
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廃対発第1512211号・環廃産発第1512212号）････････････････････298
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一
部を改正する省令等の施行について（通知）
（平成27
･････････････300
年環廃対発第1512253号・環廃産発第1512254号）
平成28年
○店
 頭回収された廃ペットボトル等の再生利用の促進に
ついて（通知）
（平成28年環廃企発第1601085号・環
････････････････････301
廃対発第1601084号・環廃産発第1601084号）
○産
 業廃棄物処理業者により食品が転売された事案につ
いて（通知）
（平成28年環廃企発第1601184号・環廃産
発第1601186号）････････････････････････････････････････････････････････････････303
○許
 可なく一般廃棄物が収集運搬された事案について
（通知）
（平成28年環廃対発第16012003号）･･････････････････････303
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第11項及
び第14条の4第11項に規定する「生活環境の保全上必
要な条件」に係る留意事項について
････････････････････････････････････304
（平成28年環廃産発第1602021号）
○廃棄物処理におけるジカウイルス感染症対策について
（平成28年環廃対発第1602051号・環廃産発第160205
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････304
2号）
○医
 療機関に退蔵されている水銀血圧計等の回収促進に
向けた協力について（依頼）
（平成28年環廃産発第160
3318号）････････････････････････････････････････････････････････････････････････････305
○歯科医療機関及び農家に退蔵されている水銀使用製
品の回収促進に向けた協力について（依頼）
（平成28
年環廃産発第1603319号）･･････････････････････････････････････････････････305
○動
 物霊園事業において動物の死体の火葬に伴って生じ
た焼骨であって埋葬及び供養等が行われないものの取
扱いについて（通知）
（平成28年環廃産発第1606021号）･･･305
○食
 品廃棄物の不正転売防止に関する産業廃棄物処理
業者等への立入検査マニュアルについて（通知）
（平成28年環廃産発第1606211号）････････････････････････････････････306
○廃
 棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一
部を改正する省令の施行について（通知）
（平成28年
環廃対発第1606232号・環廃産発第1606233号）････････････････306
○ごみ処理基本計画策定指針の改定について（平成28
年環廃対発第1609152号）･･････････････････････････････････････････････････307
○「
 産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業
者に係る許可番号取扱要領」における都道府県及び
政令市固有番号の追加について（通知）
（平成28年環
廃産発第1610171号）･････････････････････････････････････････････････････････307
平成29年
○廃
 棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について
（通知）
（平成29年環廃対発第1703212号・環廃産発
････････････････････････････････････････････････････････････････････308
第1703211号）
○「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュア
ル」の改訂について（平成29年環廃産発第1703316号）････309
○産業廃棄物管理票交付等状況報告書の統一等につい
て（通知）
（平成29年環廃産発第1703317号）････････････････････309
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部
を改正する省令の施行について（平成29年環廃産発
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第1704281号）･･･････････････････････････････････････････････････････････････････310

○排出事業者責任に基づく措置に係る指導について（通

･･･････････････････････････････ 311
知）
（平成29年環廃産発第1706201号）

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を

改正する政令等の施行について（通知）
（平成29年環
････････････････････ 311
循適発第1708081号・環循規発第1708083号）
○平成29年7月九州北部豪雨により特に必要となった一
般廃棄物の処理を行う場合に係る廃棄物の処理及び
清掃に関する法律施行規則第12条の7の16第1項に規
定する環境省令で定める一般廃棄物の特例に関する省
令の施行について（通知）
（平成29年環循適発第17090
41号・環循規発第1709041号）･･･････････････････････････････････････････318
平成30年
○廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する
法律等の施行について（通知）
（平成30年環循適発第
18033010号・環循規発第18033010号）･･････････････････････････････319
◎行政処分の指針について
････････････････････････････････････324
（平成30年環循規発第1803306号）
○産
 業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並
びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の取扱いについ
て（通知）
（平成30年環循規発第1803307号）････････････････････324
○産
 業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業
者に係る許可番号等取扱要領について（通知）
････････････････････････････････････335
（平成30年環循規発第1803308号）
放射性物質汚染対処特措法
○8
 ,000Bq/kg を超え100,000Bq/kg 以下の焼却灰等の処
分方法に関する方針について（平成23年環廃対発第11
･･･････････････････････････････340
0831001号・環廃産発第110831001号）
○平
 成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖
地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射
性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
の施行について（平成23年環廃企発第110831001号・
環水大総発第110831002号）･･････････････････････････････････････････････343
○平
 成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖
地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射
性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
の施行について（平成23年環廃企発第111228002号・
環水大総発第111228002号）･･････････････････････････････････････････････348
○事
 故由来放射性物質に汚染された廃棄物の処理に係る
留意事項について（平成24年環廃対発第120120001号
・環廃産発第120120001号）･･･････････････････････････････････････････････360
○指定廃棄物の処理に向けた基本的な考え方について
（平成24年環廃対発第120120002号・環廃産発第1201
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････361
20002号）
○特
 定一般廃棄物又は特定産業廃棄物の埋立処分を行
う水面埋立地の指定について（平成24年環廃対発第
120330004号・環廃産発第120330006号）･･･････････････････････････363
○平
 成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖
地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射
性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
施行規則の一部を改正する省令の施行について（平成
･･･364
24年環廃対発第121109305号・環廃産発第121109300号）
○平
 成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖
地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射
性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
施行規則第三十二条第二号の規定による環境大臣の
確認の要件の一部改正について（平成24年環廃対発第
121130303号・環廃産発第121130309号）･･･････････････････････････366
○中
 間処理産業廃棄物が指定廃棄物となった場合等の産
業廃棄物管理票等の取扱いについて
（平成25年環廃産発第1301183号）････････････････････････････････････367
○事
 故由来放射性物質に汚染された廃棄物の処理の推

通
知

進について（平成25年環廃対発第1307121号・環廃産
発第1307122号）････････････････････････････････････････････････････････････････370
○除
 染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措
置に伴い生じた除染廃棄物の処理の推進について
（平成27年環廃対発第1510192号・環廃産発第1510191
号・環水大総発第1510192号）･･･････････････････････････････････････････371
○平
 成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖
地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射
性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知）
（平成28年環廃対発第16033013号・環廃産発第160330
17号）････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････372
○平
 成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖
地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射
性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知）
（平成28年環廃対発第1604281号・環廃産発第160428
1号）･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････374
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