
第 7 章 中間処理 

十分に行われて

ていること等を確認する。 

②廃石綿等又は石綿含有廃棄物の中間処理の作業の前後で保管する場合は、他の廃棄

分けて保管し、飛散するおそれのないようにする。 

7.1 受入れ 

①中間処理業者は、受入れの際に検査を実施し、廃石綿等のこん包が

いること、或いは、石綿含有廃棄物が分別され

物と

 

【解説】 

い、契約

 

2.受入れた廃石綿等又は石綿含有廃棄物を保管する場合は、「第 5章 事業場における

は産業廃棄

物に係る保管の基準に従い、生活環境の保全に支障がないように保管する。 

 

3.廃石綿等又は石綿含有廃棄物の保管量は、処理施設の１日当たりの処理能力の 14

を乗じて得られる数量（つまり 14 日分程度）を超えないようにすること。 

 

1.廃石綿等又は石綿含有廃棄物の受入れの際には、目視で受入物の検査を行

書及びマニフェストに記載された廃棄物であることを確認すること。

 

保管 5.1【解説 1】」に示した特別管理産業廃棄物に係る保管の基準又
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7.2 中間処理方法 

7

処分を行う

場合を除き、 する方法又は無害化処理の方法により行うもの

とする

(参)令第 6条の 5第 2号ト、 

平成 18 年環境省告示第 103 号（平成 4年厚生省告示第 194 号）第 13 号

.2.1 廃石綿等 

廃石綿等の中間処理は、特別管理産業廃棄物たる廃石綿等として埋立

溶融施設を用いて溶融

。 

 

【解説】 

1.廃 融する方法又

は無害化認定を受けた者が行う無害化処理の方法により行う。なお、これらの詳細

4 号）第 13 号 

合には、

る。環境大

綿等は、特別管理産業廃棄物としての性格を失わない場合には、特別管理産業

廃棄物の廃石綿等として埋立処分される。コンクリート等固型化は石綿の飛散防止

る方法とみな

処分しなければなら

ない。 

状態のま

ま処理することとし、やむをえずプラスチック袋等を開封する場合は、飛散防止の

い。 

 

( 度能力に対して構造耐力上安全で

あること。 

(2) 廃石綿等の処理に十分な処理能力を有すること。 

(3) 特別管理産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス・排水、施設において生ずる薬

剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。 

(4) 特別管理産業廃棄物の飛散・流出、悪臭の発散を防止するために必要な構造の

ものであり、又は必要な設備が設けられていること。 

石綿等の中間処理は、溶融施設において石綿が検出されないよう溶

については、「7.3 溶融処理」、「7.4 無害化」に示す。 

 (参)平成 18 年環境省告示第 103 号（平成 4年厚生省告示第 19

 

2.廃石綿等は、中間処理により特別管理産業廃棄物としての性格を失った場

通常の産業廃棄物(鉱さい)として収集運搬、再生、処分することができ

臣が定めている方法は溶融処理及び無害化処理のみである。 

 

3.廃石

にはかなり有効であるが、特別管理産業廃棄物としての性格を失わせ

すことはできず、固型化物は「第 8 章 終処分」により埋立

 

4.中間処理施設での廃石綿等の飛散を防止するため、排出現場でこん包した

ための措置を講じるとともに開封後速やかに処理をしなければならな

5.溶融又は無害化処理施設の構造は、以下に示すものとする。 

1) 自重、積載荷重、その他の荷重、地震力、温
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(5) 著しい騒音・振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないもので

6) 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環

あること。 

( 境の保全上支障が生じない

(7) 特別管理産業廃棄物の受入設備、処理された廃棄物の貯留設備は、施設の能力

6. 。 

( 廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合った適

正なものとなるよう、受入れる際に、必要な当該特別管理産業廃棄物の性状の

( いようにする

ときは、直ち

活環境の保全

行うこと。 

( 産業廃棄物の飛散・流出、悪臭の発散を防止するために必要な措置を

( ること。 

講じること。 

(8) 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境の保全上支障が生じない

ものとするとともに、定期的に放流水の水質検査を行うこと。 

(9) 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、3 年間保存

すること。 

 

 

ものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。 

に応じ、十分な容量を有するものであること。 

 

溶融又は無害化処理施設の維持管理基準は、以下に示すものとする

1) 受入れる特別管理産業

分析又は計量を行うこと。 

2) 施設への特別管理産業廃棄物の投入は、施設の処理能力を超えな

こと。 

(3) 特別管理産業廃棄物が施設から飛散する等の異常な事態が生じた

に運転を停止し、飛散した特別管理産業廃棄物の回収その他の生

上必要な措置を講じること。 

(4) 施設の正常な機能を維持するため、定期的に施設の点検、機能検査を

5) 特別管理

講じること。 

6) 蚊、はえ等の発生防止に努め、構内の清潔を保持す

(7) 著しい騒音・振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を
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7.2.2 石綿含有廃棄物 

無害化処理

の方法、又は により行うも

のとする。 

)令第 3条第 2号ト(2)、平成 18 年環境省告示第 102 号第 1条

石綿含有産業廃棄物の中間処理は、溶融施設を用いて溶融する方法又は無害化処

理の方法により行うものとする。 

)令第 3条第 2号ト(2)、第 6条第 1項第 2号ニ、平成 18 年環境省告示第 102 号

＜石綿含有一般廃棄物＞ 

石綿含有一般廃棄物の中間処理は、溶融施設を用いて溶融する方法、

、その他の一般廃棄物と混合して破砕し、焼却する方法

(参

＜石綿含有産業廃棄物＞ 

(参

第 2条 

 

 【解説】

、以下のとおりである。 

(1) 構 棄物処理施設

において溶融する方法 

3 号、第 5 号 

 

2.石綿含有一般廃棄物 する方法で処

理する場合においては、破砕又は焼却処理施設に、ばいじん及び粉じんの周囲への

、散水装置等が設置されている必

棄物の総量の

0.1％以下とする必要がある。 

第 1 項第 5 号 

 

施設又は産業廃棄物処理施設

において溶融する方法 

(2) 無害化認定を受けた者が行う無害化処理の方法 

(参) 平成 18 年環境省告示第 102 号第 2条第 1 項第 1 号～第 3号 

 

4.石綿含有産業廃棄物は、溶融処理や無害化処理の中間処理を行った場合は、その他

の産業廃棄物として収集・運搬、再生、処分することができる。 

1.石綿含有一般廃棄物の中間処理の方法は

造基準及び管理基準を満足した一般廃棄物処理施設又は産業廃

(2) 無害化認定を受けた者が行う無害化処理の方法 

(3) 一般廃棄物と混合して破砕し、焼却する方法 

(参)平成 18 年環境省告示第 102 号第 1条第 1項第 1号～第

を上記 1 の(3)一般廃棄物と混合して破砕し、焼却

飛散を防止するための排ガス処理設備、集じん器

要がある。又、当該設備に投入する石綿の重量は、投入する一般廃

(参) 平成 18 年環境省告示第 102 号第 1条

3.石綿含有産業廃棄物の中間処理は、以下のとおりである。 

(1) 構造基準及び管理基準を満足した一般廃棄物処理
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5.石綿含有廃棄物の中間処理で破砕又は切断することは原則禁止されてい

処理又は無害化処理施設に石綿含有廃棄物を投入するために行う破砕

は認められている。ただし、破砕又は切断処理施設には、ばいじん及

るが、溶融

又は切断処理

び粉じんの周

囲 排ガス 設備、 が設置されて

いる必要がある。 

2 条第 1 項第 4 号 

 

6.中間処理施設の構造及び維持管理基準は「7.2.1【解説 5、6】」と同様である。 

 

への飛散を防止するための 処理 集じん器、散水装置等

(参) 平成 18 年環境省告示第 102 号第 1条第 1 項第 4 号、第
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7.3 溶融処理 

①廃石綿等又は石綿含有廃棄物の溶融処理は、廃石綿等及び石綿含有廃棄物の溶融

施設によ

告示第 102 号

②溶融処理に当たっては、炉内を石綿の溶融に十分な高温に保つこと、処理に伴う

綿の大気への飛散を防止すること等に十分留意しなければならない。 

って行わなければならない。 

(参)規則第 10 条の 17 第 1 号イ (6)、平成 18 年環境省

石

 

【解説】 

たままの

2.石綿含有廃棄物については、破砕又は切断処理は行わず、受入れ時の状態のままで

記 3(8)に示す

前

 

3.溶 ものでなければならない。 

る供給設備が

けられていること。ただし、バッチ式溶融炉のように、１回ごとに石綿含有

溶融中に外気

については、この規定は適用しない。 

ものであるこ

とができるも

当該溶融炉の

構造等を踏まえて判断する。 

( る設備その他

( を連続的に測

溶融炉内の温度を直接測定するのは困難であるこ

とから、溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置に、当該位置の

温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていることとす

る。ただし、溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、かつ、記録す

るための装置が設けられている場合はこの限りでない。間接的に測定する場合

にあっては、測定温度と溶融中の石綿含有廃棄物等の温度に一定の相関が認め

られる位置において測定すること。 

1.廃石綿等については、溶融施設で溶融する場合、排出現場からこん包され

状態で行うものとする。 

 

溶融処理する。ただし、溶融施設に投入できない大きさの場合は、下

処理用施設で破砕又は切断し、溶融処理する。 

融施設の構造は、以下の技術上の基準に適合している

(1) 外気と遮断された状態で石綿含有廃棄物等を投入することができ

設

廃棄物等を溶融する方式の溶融炉であって、石綿含有廃棄物等の

と接することがないもの

(2) 石綿含有廃棄物等を 1,500℃以上の状態で溶融することができる

と。 

(3) (2)の温度を石綿含有廃棄物等の溶融に必要な滞留時間を保つこ

のであること。なお、溶融を行うに必要な滞留時間については、

4) 適切な溶融炉内の温度を保つため、空気量を調節することができ

の必要な設備が設置されていること。 

5) 適切な運転が行われていることを確認するため、溶融炉内の温度

定することが必要であるが、
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( 全上の支障が生じないように

ができる

る被害を生ず

、バグフィル

処理設備を指

にすることにつ

粉じん発生施

設に係る隣地との敷地境界における規制基準を参考に判断することとする。 

とを確認する

モニター等の

( にあっては、以下の要件を備え

付属する

て審査を行う

連続的に監視

いること。 

有廃棄物等が飛散しないよう建物の中に設けられているこ

と

に

石綿含有廃棄物等及び破砕によって生じた粉じんが飛散しない場合等）は、

この限りでない。 

フィルタ又は

同等以上の粉じん除去能力を持つ集じん器等、粉じんを除去する高度な機能

を有する集じん器及び散水装置その他必要な装置を備えていること。 

 (参)規則第 12 条の 2第 13 項 

 

4.溶 の技術上の基準に適合しているものでなければならな

(1) 溶融中に石綿含有廃棄物等を投入する場合は、外気と遮断した状態で行うこと。 

(2) 投入された石綿含有廃棄物等の温度を速やかに 1,500℃以上とし、その温度を

保つこと。 

(3) 溶融炉内に投入された石綿含有廃棄物等の数量及び性状に応じ、溶融処理に必

要な滞留時間を調節すること。 

(4) 溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置の温度を連続的に測定し、

6) 施設の煙突から排出されるガスにより生活環境保

することができる排ガス処理施設が設けられていること。 

「排ガスにより生活環境の保全上の支障が生じないようにすること

排ガス処理設備」とは、排ガスにより人の健康又は生活環境に係

るおそれのない処理を行うことができるものであり、具体的には

タ又は同等以上のばいじん除去能力を持つ設備を備えた排ガス

す。又、排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないよう

いては、排ガス中の石綿の濃度が大気汚染防止法に規定する特定

(7) 溶融処理に伴い生じる溶融処理生成物が適正に溶融されているこ

ために、溶融処理生成物が炉外に出る際の流動状態を確認できる

設備が設けられていること。 

8) 溶融処理の前処理として必要な破砕を行う場合

た破砕設備が必要であることとする。なお、当該設備は、溶融施設に

前処理設備として扱うものであり、溶融施設に係る許可時に併せ

こととし、別途破砕施設の許可を要するものではない。 

① 投入する廃棄物に、破砕に適さないものが含まれていないことを

するモニター等の設備を備えるなど、必要な措置が講じられて

② 破砕設備は、石綿含

と。ただし、周囲に石綿含有廃棄物等が飛散しないように破砕設備と一体

なった集じん器が設けられている場合（設備全体が覆い等で覆われ、外部

③ 破砕施設から生じる粉じんの周囲への飛散を防止するため、バグ

融施設の維持管理は、以下

い。 
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かつ、当該温度及び当該温度から推定される溶融炉内の温度を記

ただし、上記 3.(5)ただし書に規定する装置を用い

録すること。

て溶融炉内の温度を直接的、

。 

(5) 月に 1回以上測定し、かつ、記録すること。 

めの試験を 6 月に 1 回

。 

( じんを除去すること。 

(9) 溶融炉が適切に稼動していることを確認するため、溶融処理生成物の流動状態

であることを定期的に確認すること。 

を備えること。 

理用破砕設備に係る以下の基準を遵守す

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。 

② 飛散防止のために必要な措置を講じるこ

③ 集じん器の出口における排ガス中の石綿の濃度を6月に1回以上測定し、かつ、

条の 7第 13 項 

 

とをいう。 

( とは、位相差顕微鏡を用いた分散染色法及びエックス線回折

装置を用いたエックス線回折分析法による分析方法を用いて検定した場合、定

材製品中のア

481）に準拠した方法を用いること。 

(2) 上記(1)において、石綿であるか否かの同定が困難な場合には、電子顕微鏡を用

る石綿濃度の測定に係るサンプリング方法及び分析方

考資料 2を参照されたい。 

 

7.処分業者は、「第 2章 石綿含有廃棄物等の管理に係る基本的事項 2.3.3【解説 1】」

に示した記載事項に加え、溶融施設の稼働に際して以下の処理実績を記載し、5 年

間保存すること。 

(1) 各月ごとの石綿の種類及び数量 

(2) 炉温連続監視記録 

かつ、連続的に測定し、記録する場合は、この限りでない

排ガス中の石綿の濃度を 6

(6) 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

以上行い、かつ、記録すること。 

(7) 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

8) 排出ガス処理設備にたい積したばい

が適正

(10) 火災防止のための必要な措置を講ずるとともに、消火設備

(11) 溶融炉に投入するために必要な前処

ること。 

① 破砕に適さ

と。 

記録すること。 

④ 集じん器にたい積した粉じんを除去すること。 

(参)規則第 12

5.上記 4(6)で「石綿が検出されないこと」とは、以下のような性状になるこ

1) 「検出されない」

量下限値を下回ることとする。具体的な分析方法としては、「建

スベスト含有率測定」（JIS A 1

いた検定を行うこと。 

 

6.上記 4(5)、(6)、(11)におけ

法については、参
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(3) 排ガス中の石綿濃度 

(4) 生成物の組成に関する分析結果 
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7

である。 

エックス線

こ

② 上記①の方法により石綿の有無を判 電子顕微鏡を

用いた分析方法により検定することとする。 

(参)平成 18 年環境省告示第 99 号

.4 無害化の基準 

廃石綿等又は石綿含有廃棄物に係る無害化の基準は、以下のとおり

① 位相差顕微鏡を用いた分散染色法及びエックス線回折装置を用いた

回折分析法による分析方法により、無害化処理後物から石綿が検出されない

と。 

断することが困難な場合は、

 

1.無

れのないもの

られるものであること。 

(3) てを無害化処理の用に供する施設に投入すること。 

(4) 設置に関する計 を考慮して適

正に配慮されたものであること。 

支障を防止するための

(参)規則第 6 条の 24 の 4、平成 18 年環境省告示第 99 号 

2.無 は以下のとおりである。 

い者である

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

きる者であること。 

設の維持管理

従い、適切に管理できる者であること。 

(5) 無害化処理を的確に行うことが可能な知識 あること。 

(6) 無害化処理を的確に、かつ、継続して行うことができる経理的基礎を有する者

であること。 

(7) 無害化処理を自ら行う者であること。 

(8) 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。 

(参)規則第 6 条の 24 の 5 

【解説】 

害化処理の内容の基準は以下のとおりである。 

(1) 当該処理により、迅速な無害化処理が確保されること。 

(2) 処理する廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそ

にすることが確実であると認め

受入れる廃棄物の全

画及び維持管理に関する計画が周辺施設の利用者

(5) 廃棄物の飛散防止、悪臭の飛散防止等生活環境保全上の

基準を遵守すること。 

 

害化処理を行い、又は行おうとする者の基準

(1) 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

こと。 

(2) 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。 

施設の運転管理を行うことがで

(4) 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

を基準に

及び技能を有する者で
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3.無害化処理認定の申請においては、以下の事項を申請する。 

(1) 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 

事項として記載すべき内容 

工程図及び

設の付近の見取り図 

③ 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

的な計画書 

1日当りの処理能力20トン以上の

的因果関係を説明する書類 

定する書類 

査書 

 

無害化処理認定の審査の際には、廃棄物処理（収集運搬、処分）業の許可、

廃棄物処理施設の設置許可と同様の審査がなされる。そのため、施設設置の際に、

上記の許可は不要となる。 

 

 

(2) 維持管理に関する計画に関する

(3) その他記載すべき事項 

(4) 申請書に添付する書類 

① 事業計画の概要を記載した書類 

② 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

設計計算書並びに当該施

有すること）を証する書類 

④ 工事の着工から使用開始に至る具体

⑤ 施設の処理能力の10分の１以上の規模又は

設備を用いて行った実証試験に関する書類 

⑥ 無害化に係る科学

⑦ 業又は施設の設置許可を取得していれば許可証の写し 

⑧ 廃棄物処理法施行規則第 9条の 2 第 2項第 4 号から第 14 号に規

⑨ 生活環境影響調

4.なお、
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