
第 3 章 計画 

3.1石綿有無の事前確認 

劣化等によ

それがある場

綿等の封じ込め又は囲い込みの作業を行うときは、あらかじめ、

石綿等の使用の有無を目視、設計図書 記録しておか

なければならない。 

参）石綿障害予防規則第 3条

 

② 工事の発注者は、解体工事等を契約する際は、石綿含有建材等の使用状況の情報

排出事業者（元請業者）に情報提供するように努めること。 

防規則第 8条

① 排出事業者（元請業者）は、建築物又は工作物の解体、破砕等の作業（吹き付け

られた石綿等の除去作業含む）、又は、吹き付けられた石綿等が損傷、

りその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するお

合に実施する石

等により調査し、その結果を

（

を

（参）石綿障害予

 

【解説】 

1.法では事前確認についての規定はないが、石綿障害予防規則では、第 3

排出事業者（元請業者）は建築物又は工作物の解体、破砕等の作業（

た石綿等の除去

条において、

吹き付けられ

作業含む）、又は、吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその

粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じ がある場合に実施

、石綿等の使

なければなら

（参）石綿障害予防規則 第 3条 

2.石綿含有成形板については、石綿に係る規制の強化に伴い、代替繊維の使用や識別

有無により、

うかの目安にすることが可能である。 

(1) 無石綿化の取組み 

石綿含有成形板は、石綿に係る規制の強化に伴い、建材業界の自主的な取組み

により、順次石綿を使用しない建材に代替（表 3-1 参照）されてきたが、労働安

全衛生法施行令の改正により、平成 16 年（2004 年）10 月 1 日から製造、販売及

び輸入が禁止された。 

 

んにばく露するおそれ

する石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業を行うときは、あらかじめ

用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておか

ないとされている。 

 

表示の取組みが行われてきた。これらの取組み開始時期や識別表示の

石綿が含まれるかど
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(

綿含有建材であるこ

所に表示し、

識別を容易にしている。

法施行令の一部改正により、同じａマーク表示の石綿含有成

形板であっても、石綿含有量は次のとおり年代によって異なっている。 

① 平成元年7月から平成7年１月25日までの製造分又は出荷分    5重量％超 

② 平成７年 1月 26日から平成 16年 9月 30日までの製造分      1 重量％超 

なお、平成 16 年 10 月 1 日以降、労働安全衛生法の改正により石綿含有建材の

製造は禁止されている。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 ａマークの寸法 

表 3-1 主な 形板の製 用

 

(西
な使用

代替製品の 

使用開始年 

石綿含有成

製造期間

造期間、使 箇所等 

製品の種類 
暦) 

主 箇所 

石綿含有スレート(波板・ボード) ※ 屋根、外壁、内 1988～  1931～2004 壁 

石綿含有住宅屋根用化粧スレート 1961～2004※ 屋根 － 

石綿含有サイディング 7 壁 1973～ 196 ～2004※ 外

石綿含有けい酸カルシウム板第 3 壁、天井 1984～ 一種 198 ～1994 内

石綿含有パルプセメント板 1954～2004※ 内壁、天井 1987～ 

石綿含有スラグせっこう板 1973～2004 内壁、天※ 井 1993～ 

石綿含有耐火被覆板（けい酸カル 963 990 鉄骨 1973～ シ 1

ウム板第 2種も含む） 

～1

石綿含有押出成形セメント板 1970～2004※ 外壁、内壁、天井、床 1992～ 

石綿含有ビニル床タイル ～1986 床 － 

※ 各 ての 長製造期間を示建材メーカーによって製造期間は異なっているが、参考までに建材業界全体とし

す。  

2) 識別表示の取組み 

建材メーカーでは、自主的に、平成元年 7月製造分より石

とを示すアルファベットの「ａ」の字を石綿含有成形板の見やすい箇

 

又、労働安全衛生
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3.建築物等に使用されている建材等が石綿を含むものであるか否かについて

のみで判断することが困難であることから、設計図書から確認をする

建築物が建設されてから長い年月が経過している場合、又は、住宅、

で設計図書が残されていない場合には、当該建築物に係わった設計士

建材メ

は、外見

必要がある。

小規模店舗等

、建設業者、

ーカー等へ問い合わせることにより石綿含有建材等の確認をすることも有効

の把握も必要

なお、石綿

と考えられる。この際、建築年が指標になる場合があるので、建築年

となる。 

含有建材等かどうか確認できない場合は、必要な分析を実施する。分析を実

施しない場合は、廃石綿等又は石綿含有廃棄物として排出する。 

いる設計図書等に

業者）に提供するこ

とが有効であることから、発注者は排出事業者（元請業者）に対し、建築物又は工

作物における石綿の使用状況等の情報を提供するよう努めなければならない。 

なお、発注者がこれらの情報を有していない場合は、この限りではない。 

 

 

4.本文①の事前調査を適切に実施するためには、発注者が所有して

記載された石綿の使用状況等の情報を排出事業者（工事の元請
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3.2 処理計画の策定 

①廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の排出事業者（元請業者）は、事

する廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の種類、発生量等を把握し、廃

業場内で発生

石綿等又は

う努めるこ

生量が 50 ㌧以

発生量が 1,000 ㌧以上）を生ずる事

業場を設置している事業者 に関する計画

を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 

12 条第 7項、法第 12 条の 2第 8 項

工中に処理計画書に基づいた処理が実施されるように、管理体制を整えて現場

石綿含有産業廃棄物の適正な処理が行われるよう処理計画を定めるよ

ととする。 

又、多量の特別管理産業廃棄物（前年度の特別管理産業廃棄物の発

上）又は産業廃棄物（前年度の産業廃棄物の

は、当該事業場に係る産業廃棄物の処理

（参）法第

②施

の運営に当たるとともに、関係者に周知を行う。 

 

【解説】 

を図るため、これらの処理に関し

とする。この際、発注者からの情報をも

行った情報収集や現地確認により石綿含有成形板使用の全体像を把握す

の種類、発生量及び処理量 

(

(

( 法 

(7) 処理を委託する場合は委託業者の許可の内容（収集運搬業者、中間処理業者及

法、処理施設

業廃棄物処理

し 

注者名、設計者名、作業所長名、廃

棄物管理責任者名、工事数量、解体工事の請負業者名） 

 

2.なお、石綿障害予防規則の第 4条では、あらかじめ次の事項が示された作業計画を

定めることとされているので、これらを加味して処理計画書を作成するものとする。 

(1) 作業の方法及び順序 

(2) 石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法 

1.排出事業者（元請業者）は、廃石綿等の適正処理

以下の事項を定めた処理計画を定めるもの

とに、自ら

ること。 

(1) 事業場内で発生する廃棄物

(2) 廃棄物の減量その他の適正な処理に関する目標 

3) 撤去方法 

4) 事業場内での保管方法 

5) 収集・運搬方

(6) 中間処理及び 終処分方法 

び 終処分業者の許可番号、事業の範囲、許可期限等）、委託方

の確認方法、添付書類として、産業廃棄物処理委託契約書及び産

業の許可証の写

(8) 工事概要（工事名称、工事場所、工期、発
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(3) 作業を行う労働者への石綿等の粉じんの暴露を防止する方法 

4.処理計画は必要に応じて見直すこととする。 

5.処理計画は、冊子等の形態で編集し、事業場内の関係者に配布するか若しくは関係

者が見やすい場所に置き、関係者に周知徹底を図るものとする。 
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3.3 処理経路 

処理計画書の作成に当たっては、処理経路を明確にして、保管、収集運搬、中間処

理及び 終処分の各々について計画する。 

 

【解説】 

1.廃石綿等の処理経路 

廃石綿等の処理経路の例を図 3-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は「認定に係

理の方法」により、廃石綿等は特別管理産業廃棄物ではない通常の産業

、通常の産業

法施行令第 6

条第 1項第 3 号イ（6）に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃

場での処分が

(2)及び(3)のケースでは、廃石綿等は遮断型又は管理型の 終処分場のうちの一

定の場所において、かつ、廃石綿等が分散しないように行わなければならない。廃

石綿等が飛散すれば処理基準違反となる。なるべく(1)の方法により処分することが

望ましい。 

なお、(1)の方法で処分した場合は、 終処分場において他の廃棄物と区分して埋

立てる必要はない。 

 

(1) 排出 収集・運搬 溶融
再生／ 
埋立処分 
（安定型又 

は管理型）無害化 

二重こん包 

(2) 

(3) 

排出 収集・運搬 埋立処分 
（管理型又 

は遮断型）

固型化 

排出 収集・運搬 
埋立処分 
（管理型又 

は遮断型）

二重こん包 

固型化 

 

図 3-2 廃石綿等の処理経路の例 

 

(1)のケースでは、廃石綿等を「溶融設備を用いて溶融する方法」又

る無害化処

廃棄物となる。溶融又は無害化されたものはすでに廃石綿等ではなく

廃棄物として処分できる。平成 18 年環境省告示第 105 号（廃棄物処理

棄物）に定める産業廃棄物に適合するものであれば、安定型 終処分

可能となる。 
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2.石綿含有産業廃棄物の処理経路 

石綿含有産業廃棄物の処理経路の例を図 3-3 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

例 

方法」又は「認

無害化されたもののうち、

3 号イ（6）に

廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物）に定める産業廃棄

は、石綿含有産業廃棄物は 終処分場のうちの一定の場所において、

かつ、分散しないように行わなければならない。石綿含有産業廃棄物が飛散すれば

処理基準違反となる。 

なお、(1)の方法で処分した場合は、 終処分場において他の廃棄物と区分して埋

立てる必要はない。 

 

(1) 収集・運搬 溶融
再生／ 
埋立処分 
（安定型又 

は管理型）無害化 

排出 

(2) 排出 収集・運搬 

埋立処分 
（安定型又 

は管理型）

 

図 3-3 石綿含有産業廃棄物の処理経路の

 

(1)のケースは、石綿含有産業廃棄物を「溶融設備を用いて溶融する

定に係る無害化処理の方法」によるものである。溶融又は

平成 18 年環境省告示第 105 号（廃棄物処理法施行令第 6条第 1項第

掲げる安定型産業

物に適合するものは、安定型 終処分場で処分することができる。 

(2)のケースで
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3.4 処理委託 

契約 

は、令第 6条の 6

で定める委託基準に従い 搬業者に、処

分については特別管理産業廃棄物処分業者にそれぞれ委託しなければならない。 

(参)法第 12 条の 2第 3項及び第 4項、令第 6条の 6

< > 

業者（元請業者）は、石綿含有産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託す

る場合には、令第 6 条の 2 産業廃棄物収

集運搬業者に、その処分については産業廃棄物処分業者にそれぞれ委託しなければ

ない。 

(参)法第 12 条第 3項及び第 4項、令第 6条の 2

3.4.1 委託

<廃石綿等> 

排出事業者は、廃石綿等の運搬又は処分を他人に委託する場合に

、運搬については特別管理産業廃棄物収集運

石綿含有廃棄物

〔石綿含有産業廃棄物〕 

排出事

で定める委託基準に従い、運搬については

なら

 

【解説】 

1.廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の処理は、その排出事業者に処理責任がある。従

って、排出事業者がその廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理を自ら行わず他人

わなければな

、すなわち、元請

業

2.排 に委託する場合には、 

の 2 で定める基準に従い、 

(2) その運搬については、特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他規則第 8 条の 14

で定める者又は産業廃棄物収集運搬業者その他規則第 8条の 2で定める者に、 

8 条の 15 で定

に、 

ればならない 

ことを定めている。 

（参）法第 12 条第 3項及び第 4 項、法第 12 条の 2第 3 項及び第 4 項 

 

3.法第 12 条の 2第 3項又は法第 12 条第 3項の規定に違反して廃石綿等又は石綿含有

産業廃棄物の処理を他人に委託した者は、法第 25 条により 5年以下の懲役又は千万

円以下の罰金に処せられる。 

に委託する場合には、法第 12 条の 2第 3項又は法第 12 条第 3項に従

らない。なお、ここでいう石綿含有産業廃棄物の排出事業者とは

者である。 

 

出事業者は、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理を他人

(1) 令第 6条の 6又は令第 6条

(3) その処分については、特別管理産業廃棄物処分業者その他規則第

める者又は産業廃棄物処分業者その他規則第 8 条の 3 で定める者

(4) それぞれ委託しなけ
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4.廃石綿等（令第 6条の 6）又は石綿含有産業廃棄物（令第 6条の 2）の委託基準は次

れている。 

しくは再生を業として行うことが

、委託しようとする特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しく

他人の産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を業として行うことができる者

がその事業

委託すること。 

事項について

れていること。 

 

業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の 終目的

業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処

の処理能力 

④

契約の有効期間 

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

 

ために必要な

情報 

当該情報の伝

に関する事項 

の取扱いに関

する事項 

(3) 文書での通知 

さらに特別管理産業廃棄物である廃石綿等については、令第6条の6において、

特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、

あらかじめ、次の事項を文書で通知することを定めている。 

ａ．委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿 

のように定めら

(1) 委託相手の選定 

① 廃石綿等 

他人の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若

できる者であって

は再生がその事業の範囲に含まれる者に委託すること。 

② 石綿含有産業廃棄物 

であって、委託しようとする産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生

の範囲に含まれるものに

(2) 委託契約の制限 

委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる

の条項が含ま

① 委託する特別管理産業廃棄物又は産業廃棄物の種類及び数量

② 特別管理産業廃棄物又は産

地の所在地 

③ 特別管理産業廃棄物又は産

分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及び施設

 規則第 8条の 4の 2に定める事項 

ａ．委託

ｂ．委託者が受託者に支払う料金 

ｃ．受託者が特別管

者の許可を有する場合には、その事業の範囲

ｄ．委託者の有する委託した特別管理産業廃棄物の適正な処理の

ｅ．委託契約の有効期間中に上記ｄの情報に変更があった場合の

達方法に関する事項 

ｆ．受託業務終了時の受託者の委託者への報告

ｇ．委託契約を解除した場合の処理されない特別管理産業廃棄物
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ｂ．当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に

（参）規則第 8条の 16 

保全上被害を

その性状等に

もよく知っている排出事業者から処理業者に、必要な情報が確実に伝達さ

れるよう規定されているものである。この情報伝達を行わないだけでも委託基準違

 

準を具体的に実行するために、委託に当たっては、処理業者に許可

確認の上、委託契約文書に必要な事項を記

効期限 

中間処理、 終処分) 

お、廃石綿等を溶融又は無害化し、特別管理産業廃棄物ではなくなった産業廃棄

物の処理を委託しようとするときは、特別管理産業廃棄物の処理業者に委託する必

要はないが、通常の産業廃棄物として上記 4 の(1)の②に示す処理業者に委託しなけ

ればならないことに注意を要する。 

 

 

 

 

注意すべき事項 

 

5.上記 4 の(3)の規定は、特別管理産業廃棄物は人の健康又は生活環境の

生じさせるおそれがある性状を有する産業廃棄物であることに鑑み、

ついて

反になる。 

6.上記 4 の(1)の基

証の写しの提出を求め、必ず次の事項を

載すること。 

(1) 許可の有

(2) 業の区分(収集運搬、

(3) 取り扱える特別管理産業廃棄物の種類 

(4) 許可の条件 

(5) 許可の更新、変更の状況 

 

な
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3.4.2 産業廃棄物管理票の交付等 

① 排出事業者は、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の運搬又は処分を

て行う場合は廃石綿等を受託者に引き渡す際に、廃棄物の種類、

他人に委託し

数量、交付年月

日等の定められた事項を記載した産業廃棄 スト」とい

う。）を交付しなければならない。 

の 3第 1項 

② 排出事業者は、廃石綿等又は石綿含有産 たことを、処

理業者から返送されるマニフェストの写しにより確認するものとする。 

の 3 第 5 項 

は、マニフェストの交付の日から一定期間内に処理業者からマニフェ

ストの写しが返送されな 等又は石綿含

有産業廃棄物の処理の状況を把握するとともに、都道府県知事等に報告しなけれ

ばならない。 

則第 8条の 28 

物管理票（以下「マニフェ

(参)法第 12 条

業廃棄物が適正に処理され

 (参)法第 12 条

③ 排出事業者

い場合は、当該マニフェストに係る廃石綿

 (参)法第 12 条の 3 第７項、規

 

【解説】 

1.マニフェストシステムとは、産業廃棄物の名称、数量、交付者、運搬者及び処分者

の氏名又は名称並びにそれらの者が産業廃棄物を扱っ 記載したマニフェ

とで行方不明

ための仕組み

(参)規則第 8 条の 20 

 

2.廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理の流れを的確に把握し、適正に処理された

こ 棄物の処理を

他 により受託者に対しマニフェストを交付するものとす

( ある場合には産業

廃棄物の種類ごと）に交付すること。 

(2) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を処理受託者（運搬及び処分を委託する場合

は、運搬の受託者。運搬又は処分のみを委託する場合は運搬又は処分の受託者。）

に引き渡す際に交付すること。 

(3) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の種類、数量及び受託者の氏名又は名称がマ

ニフェストに記載された事項と相違ないことを確認の上、交付すること。 

た日時等を

ストを産業廃棄物と共に流通させ、産業廃棄物が他人に委ねられるこ

にならないようチェックを行い、産業廃棄物の適正な処理を確保する

である。 

とを確認するために、排出事業者は、廃石綿等又は石綿含有産業廃

人に委託する場合には、次

る。 

1) 産業廃棄物の種類ごと（廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物で
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( 票」という。）は、処理受託者から

マニフェストの写しの送付があるまで保管す

8 条の 20 

(5) 運搬受託者又は処分受託者から送付されたマニフェストの写しを 5 年間保存す

3.排 記載する事項は次のとおりである。 

石綿含有産業廃棄物である場合には産業廃棄

物の種類ごと）及び数量 

付番号 

4) 交付したマニフェストの控え（下記 6 で「A

ること。 

(参)規則第

ること。 

 

出事業者がマニフェストに

(1) 産業廃棄物の種類（廃石綿等又は

(2) マニフェストの交付年月日及び交

(3) 運搬又は処分を委託した者の氏名又は名称及び住所 

廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地 

の氏名 

(4) 廃石綿等又は石綿含有産業

(5) マニフェストの交付を担当した者

(6) 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び住所 

(7) 運搬先の事業場の名称及び所在地 

則第 8 条の 21 

 

搬を終了

した年月日を交付されたマニフェストに記載し した日から 10

日以内に、マニフェストを交付した者に当該マニフェストの写し（B2 票）を送付し

業廃棄物につ

の写しを回付

(参)規則第 8 条の 22,23 

 

5.処分受託者は、当該処分を終了したときは、処 び処分を終了

した年月日を交付又は回付マニフェストに記載したうえで、処分を終了した日から

D 票）を送付

しなければならない。この場合において、当該廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が

運搬受託者から回付されたものであるときは、当該運搬受託者にもマニフェストの

写しを送付しなければならない。 

(参)規則第 8 条の 24,25 

 

6.排出事業者（マニフェストの交付者）は、A 票と処理受託者から送付されるマニフ

(8) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の荷姿 

(9) 終処分を行う場所の所在地 

(参)規

4.運搬受託者は、当該運搬を終了したときは、運搬を行った者の氏名及び運

たうえで、運搬を終了

なければならない。この場合において、当該廃石綿等又は石綿含有産

いて処分を受託した者があるときに、当該処分受託者にマニフェスト

しなければならない。 

分を行った者の氏名及

10 日以内に、マニフェストを交付した者に当該マニフェストの写し（
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ェストの写しをつき合わせることにより、当該廃石綿等が適正に処理

確認する。マニフェストの交付の日から廃石綿等は 60 日以内に、石

棄物は 90 日以内に B2 票、D 票の送付を受けないとき、又は 180 日以内に

終処分業者から中間処理業者を経て送付されるマニフェストの写し）の送付

ないときには、速やかに、当該委託に係る廃石綿等又は石綿含有産業

又は処分の状況を把握するとともに、関係都道府県知事又は

されたことを

綿含有産業廃

E 票（

を受け

廃棄物の運搬

廃棄物処理法の政令市

第 4号により

3 。なお、報告する内容は以下のとおりである。 

(1) 当該返送のないマニフェストに係る産業廃棄物の種類（廃石綿等又は石綿含有

(2) 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称

(3) マニフェストの交付年月日 

8 条の 28、29 

 

までに、その年の 3 月 31

交付したマニフェストの交付等状況について、様式第 3 号

の市長に提出しなければならな

下のとおりである。 

 (1) 産業廃棄物の種類（廃石綿等又は石綿含有産業  

先の住所 

 (4) 処分受託者の許可番号及び氏名又は名

(参)規則第 8 条の 27 

8.上記 4及び 5によりマニフェスト又はその写しの送付を受けた運搬受託者又は処分

の 30、30 の 2 

 

ストの交付に代えて、環境大臣の指定を受けた情報処理センターの運営す

る電子マニフェストシステムを利用することにより、産業廃棄物が適正に処理され

たことを確認することができる。電子マニフェストシステムは、マニフェストの交

付、保存等マニフェストに関する事務手続を簡素化するだけでなく、産業廃棄物の

処理状況の迅速な把握等に資するものであるため、積極的に利用することが望まし

い。情報処理センターとして財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが指定を受

けている。 

の市長に速やかに当該マニフェストに係る次に掲げる事項を規則様式

0日以内に報告すること

産業廃棄物）及び数量 

及び住所 

(4) 把握した運搬又は処分の状況及びその把握の方法 

(参)規則第

7.排出事業者（マニフェストの交付者）は、毎年 6 月 30 日

日以前の 1年間において

により関係都道府県知事又は廃棄物処理法の政令市

い（平成 20 年度から適用）。なお、提出する内容は、以

廃棄物）及び数量

 (2) マニフェストの交付件数 

 (3) 運搬受託者の許可番号及び氏名又は名称、運搬

称、運搬先の住所 

 

受託者は、当該マニフェストの写しを 5年間保存すること。 

(参)規則第 8 条

9.マニフェ

 36



 

 

図 3-4 マニフェストの流れ 

 

 

排出事業者 収集運搬業者 中間処理業者 収集運搬業者 終処分業者

運搬終了の報告・確認(B2票) 

中間処理終了の報告・確認(D票)

終処分終了の報告・確認(E票) 

運搬終了の報告・確認(B2票) 

終処分終了の報告・確認(D票,E票) 

マニフェストの流れ 

廃棄物の流れ 

紙紙 ママ ニニ フフ ェェ スス トト のの 流流 れれ  

（A票） 

 

中間処理業者排出事業者 最終処分業者収集運搬業者 収集運搬業者 

電子マニフェストの流れ 

情報処理センター 

① 

② 

③ ④ 
⑤ 

⑥ 

 ②③⑥ 
通知 

 ⑤⑥

通知
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