
 

 

 

(一社)鹿児島県産業資源循環協会 
令和２年度第１回 

「収集運搬部会」及び「中間処理部会」
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令和３年３月５日（金） 

鹿児島サンロイヤルホテル １F「エトワール」 



第４６回九州地域協議会収集運搬部会議事概要 
 
日 時： 令和２年２月７日（金）１５：００～１６：４２ 
場 所： 宮日会館（宮崎市） 
出席者： 田尻 隆（部会長：鹿児島） 
     塩川聖一（副部会長：宮崎）、具志堅全志（副部会長：沖縄） 

白井文平（福岡・代理）、山口政治（佐賀）、西崎健二（長崎）、松本 仁（熊本）、 
江口午郎（大分） 

オブザーバー：佐藤修一（宮崎）、石山和美（宮崎）、松林浩一（宮崎）、吉野博朝（宮崎）、

永友万博（宮崎）  
事務局： 中村（鹿児島）岩屋（鹿児島） 
 
【Ⅰ議 事】 

１ 報告 
 (1) 第４５回九州地域協議会収集運搬部会の報告について 
  (2) 九州地域協議会の報告について 
２ 議題 
 (1) 議題１ 各県からの提案議題について 
 (2) 議題２ 次期役員選出について 
  (3) 議題３ 各県の活動状況と情報交換について 
  (4) 議題４ 次回開催場所等について 
３ その他 
 
【Ⅱ部会の経過】 

 
１ 九地協部会長あいさつ 

田尻部会長があいさつを行った。 
２ （一社）宮崎県産業資源循環協会副会長あいさつ 
  佐藤副会長があいさつを行った。 
３ 議長就任 
  田尻部会長が議長に就任し、議事を進行した。 
４ 議事 

(1) 報告 
① 第４５回九州地域協議会収集運搬部会の報告について 

事務局が資料１をもとに、前回(R1.10/2 福岡)の協議内容等の確認を行った。 
 

② 九州地域協議会の報告について 
事務局が資料２をもとに、九州地域協議会(R1.10/18 佐賀)の内容を報告した。 

資料１ 



 (2) 議題 
① 議題１ 各県からの提案議題について 

議長が資料３をもとに、提案議題について提出県に説明を求め、提出県が提案趣

旨を説明し、その後各県の回答を確認後、意見交換を行った。 
   ■ 提案議題１ 「廃棄物の収集運搬におけるエネルギー削減についての取り組み

について」（宮崎県） 
（各県の意見等） 

【福岡県】特段の新しい取り組みは無いが、ドライブレコーダーを導入している

会員企業が増えている。 
【佐賀県】排出事業者と事前の打ち合わせを行い、事前に回収ルートなどを調

整することによって、効率的に収集をしている。 
【長崎県】どの車両が燃料をどれだけ消費したか分かるソフトを自社で開発し、

乗務員全員がスマホで共有し順位を競っていて、省燃費に繋がってい

る。 
【熊本県】熊本県では、温暖化防止のため、熊本の気候や風土・習慣などに合

わせて、県民それぞれが続けられるスタイルを選び、生活に取り入れ、

県民総ぐるみで楽しみながら環境に配慮してくらす、くまもとらしい

エコライフ（通称：くまエコ）の普及を図っており、この中で、エコ

ドライブやくまもとのＢＤＦ等について重点的に取り組んでいる。 
【大分県】「低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業」など、収集運搬車両

の燃費改善及び CO₂削減効果を目的とした国の支援制度について、ホ

ームページや一斉メールでその都度会員に周知し、活用を促している。 
【鹿児島県】協会としては、全産連等からの情報を会員企業へ提供し会員企業

の意識向上に努めている。会員企業の取り組みの一例として、天然

ガス車両（ＣＮＧ）、ＬＰガス車両（ＬＰＧ）の導入、安全衛生エコ

ドライブシステムＥＣＯＳＡＭ（エコサム）の導入などを行ってい

る企業がある。 
【沖縄県】デジタコ・ドライブレコーダーのクラウド型の機種を導入し、運

転手の走行状況や収集運搬ルート管理に取り組み始めている企業

がある。 
   ■ 提案議題２ 「アスファルトルーフィングの区分について」（鹿児島県） 
     ① 産業廃棄物の区分 
     ② 許可の取得状況 

（各県の意見等） 
【福岡県】① 実際の排出状況及び性状を確認して判断する。接着層部分から廃

油が滲み出るような(固形化していない)場合は「廃油と紙くず、廃プ

ラの混合物」 
【佐賀県】① 廃棄物の性状を確認した上で区分を決める。廃棄物によっては廃



油と紙くず又は廃プラの混合物もしくは砂等のがれき類が含まれた

物もある。 
【長崎県】① 廃油と紙くずの混合物。薄いものは紙くずで処分する場合がある。

離島では廃プラで処分する場合がある。 
【熊本県】① 廃油・廃プラスチック類・紙くず類と考えられるが、製品によっ

て混合されている物質が異なるので、一概には言えない。平成２８

年度第２回九地協最終処分部会で同様の議題が出ている。 
     ② 収集運搬許可業者３３８社(協会員)うち「廃油」取得業者１３２社 
【大分県】① 廃油と紙くず又は廃プラの混合物 
     ② 個々の業者については、アスファルトルーフィングの取り扱いの

有無と許可取得状況に関する情報がなく、不明である。 
【宮崎県】① 廃油と紙くず又は廃プラの混合物 
     ② 収集運搬許可業者２０７社(協会員)うち「廃油」取得業者４２社 
【沖縄県】① 問い合わせ事例がなくベースとなるもので判断する。 

 
   ② 議題２ 次期役員選出について 
     事務局が資料４をもとに次期役員選出について説明を行い、その後、議長が現

在第２副部会長を務めている沖縄県具志堅部会長より退任の意向を伺っていると

補足説明をし、その意見を踏まえたうえでの意見を求めた。 
     議場より、部会長一任の声があり、部会長から、部会長と第１副部会長につい

ては留任し、第２副部会長については熊本県松本部会長にお願いしたいとの意見

があり、議場から特に意見はなく承認された。 
    【新役員】 
     部会長   ：鹿児島県 田尻 隆 氏 
     第１副部会長：宮崎県  塩川 聖一 氏 
     第２副部会長：熊本県  松本 仁 氏 
 

③ 議題３ 各県の活動状況と情報交換について 
議長が各県に対して事業報告を求めた。 

【福岡県】・令和元年度第１回収集運搬部会役員会を開催(R2/1/16)した。 
（資料５：３２Ｐ） 

【長崎県】・５部会合同例会の形で収集運搬部会を開催（R1/11/28）した。 
（資料５：３３Ｐ） 

【熊本県】・収集運搬部会令和元年度第２回正副部会長会議を開催(R1/9/11)した。 
     ・収集運搬部会令和元年度エコドライブコンテストを開催(R1/10～

R1/12)した。（資料５：３５Ｐ） 
【宮崎県】・合同部会の形で収集運搬部会を開催(R1/11/26)した。 

（資料５：３６Ｐ） 



【鹿児島県】・令和元年度収集運搬部会を中間処理部会との合同で開催(R2/1/29)
した。（資料５：３７Ｐ） 

【沖縄県】・令和元年度第４回収集運搬部会を開催(R1/11/22)した。 
（資料５：３８Ｐ） 

 
 

④ 議題４ 次回開催場所等について 
事務局が資料６をもとに、説明をし、令和２年８月～９月で日程調整のうえ、

鹿児島県にて開催することとなった。 
 
 
 

以上で会議を終了した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第４７回九州地域協議会収集運搬部会議事概要 
 
日 時： 令和２年８月２５日（火）１４：００～１５：２９ 
場 所： ホテルレクストン鹿児島（鹿児島市） 
出席者： 田尻 隆（部会長：鹿児島） 
     塩川聖一（副部会長：宮崎）、松本 仁（副部会長：熊本）、柳原兆孝（福岡）、 

山口政治（佐賀）、西﨑健二（長崎）、宇留嶋靖彦（大分） 
オブザーバー：下入佐裕司（鹿児島）、榎田智博（鹿児島）  
事務局： 中村（鹿児島）岩屋（鹿児島） 
 
【Ⅰ議 事】 

１ 報告 
 (1) 第４６回九州地域協議会収集運搬部会の報告について 
  (2) 九州地域協議会の報告について 
２ 議題 
 (1) 議題１ 各県からの提案議題について 
 (2) 議題２ 各県の活動状況と情報交換について 
  (3) 議題３ 次回開催場所等について 
３ その他 
 
【Ⅱ部会の経過】 

 
１ 九地協部会長あいさつ 

田尻部会長があいさつを行った。 
２ 議長就任 
  田尻部会長が議長に就任し、議事を進行した。 
３ 議事 

(1) 報告 
① 第４６回九州地域協議会収集運搬部会の報告について 

事務局が資料１をもとに、前回(R2.2.7 宮崎)の協議内容等の報告を行った。 
② 九州地域協議会の報告について 

事務局が資料２をもとに、九州地域協議会(R2.2.14 長崎)の内容を報告した。 
 

 (2) 議題 
① 議題１ 各県からの提案議題について 

議長が資料３をもとに、提案議題について提出県に説明を求め、提出県が提案趣

旨を説明し、その後各県の回答を確認後、意見交換を行った。 
   ■ 提案議題１ 「収集運搬業の PR 活動について」（大分県） 

資料２ 



（各県の意見等） 
【福岡県】福岡県や政令市が主催する処理業講習会等で、入会案内やメリット等

を話している。 
【佐賀県】リサイクルや二酸化炭素の削減など、この業界が重要な役割を担っ

ていることに PR の価値があるのではないかと思う。具体的には他県

の取り組みを参考にさせていただきたい。 
【長崎県】現時点で収集運搬業の PR 活動は行っていない。今後は会員増強の一

環も含め PR 活動を考えていきたい。 
【熊本県】毎年３月に専門部会の入会案内を行い、新規部会員の募集に取り組

んでいる。また、会報誌に部会活動を掲載し部会の PR を行っている。 
【宮崎県】機関紙や報道機関において、ボランティア活動、災害時の出動協力

活動などの部会活動を PR している。 
【鹿児島県】収集運搬部会への加入率は、部会規定により１００％である。協

会への新規加入については、産業廃棄物処理業の許可証送付時に、

行政から協会の入会案内を送付していただいている。 
【沖縄県】各県の活動を参考に周知していきたい。 

全県の回答を確認後、田尻部会長より、部会への入会について、任意で

入会するのか、許可を持っている会員が自動的に部会員になるのかを全県

に確認したところ、鹿児島県以外は任意で入会するとの回答があった。 
 

   ■ 提案議題２ 「新型コロナウイルス感染者が確認された場合や疑われる場合の

緊急措置及び対応について」（宮崎県・鹿児島県） 
（各県の意見等） 
【福岡県】令和２年５月２５日に全産連が策定した産業廃棄物処理業におけ

る新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインについて、６月１

日付けで会員へ周知し各企業で対応している。 
【佐賀県】社内での取り組みとしては、対策緊急連絡班を設置しておく、時

差出勤を行う、身の周りの消毒を行うなどしている。客先で感染者

が確認された場合は、排出者から通知を受けたうえで、感染の状況

や他の濃厚接触者、消毒の状況、感染した場所と日付などの確認を

行うこととしている。 
【長崎県】感染者が確認及び疑われる場合には、事業所の所管する保健所に

報告し、対応について指導を受ける。従業員に対しては、事業所内

で感染者が確認及び疑われる事を周知するとともに、感染予防策を

改めて周知徹底する。 
【熊本県】各社において出勤前の健康チェック、事業所入口での手指消毒、

マスク着用等の感染予防に努めている。協会からもメルマガや HP
等でタイムリーな情報を協会員に提供している。また、(一社)東京



都産業資源循環協会収集運搬委員会が新型コロナウイルス感染症

の対応について会報誌に情報を掲載しているとの情報提供があっ

た。 
【大分県】保健所、医療機関の指示に従う。感染者の行動範囲を踏まえ感染

者の勤務場所等の消毒を行う。感染が疑われる場合には自宅待機を

させるなどの対応を検討する。 
【宮崎県】処分場来場者には、入り口で手の消毒、マスク配付、氏名の記入

を行っている。また、出勤前に自宅での検温記録の実施。非接触型

体温計での来場者の体温確認。飛沫感染対策としてカウンターにア

クリル板設置などを行っている。 
【沖縄県】各県の対策を参考にさせていただき対応していきたい。 

    全県の回答を確認後、宮崎県塩川氏より、熊本県より情報提供いただい

た、東京都産業資源循環協会収集運搬委員会の新型コロナウイルス感染症

への対応の中に、ごみの消毒をしてくれない排出事業者のところは４日間

待ってから収集に行くこととしたとあるが、この４日間の根拠は何かと質

問があり、後日事務局で確認をして、別途回答することとした。 
 

■ 提案議題３ 「産業廃棄物収集運搬業等における熱中症予防対策について」

（宮崎県） 
（各県の意見等） 

【福岡県】浸透性、通気性の良い服装や帽子を着用させる、休憩場所を設け

る、労働者に喉の渇きを感じなくても水分・塩分を摂取させる、日

常の健康管理など配慮をするなどしている。またリスク対策部会と

連携して、熱中症対策について注意喚起を呼び掛けている。 
【佐賀県】従業員に対して、日頃から十分な睡眠と栄養を取るよう指導する、

塩分の入ったスポーツドリンクや経口補水液を携帯させる、体調に

よって休憩をとる、周囲との距離が保たれているときはマスクを外

すなどの対策を行っている。 
【長崎県】新型コロナウイルス対策を行いながら、熱中症対策を徹底する必

要がある中での対策として、屋外で十分な距離が確保できている場

合にはマスクを外す、こまめに水分補給をする、休憩所でも人との

距離をとり、マスクを外して休む、日々の体調チェックを行い、体

調が悪いと感じたときは無理せず自宅で静養するなどを行ってい

る。 
【熊本県】会員企業では、電動ファン内蔵上着(空調服)や冷水式体温冷却服

等を導入している事業者も増えている。協会としても、安全衛生設

備等の設置(購入)費用を一部補助している一般財団法人あんしん財

団と紹介業務所委託契約を締結している。 



【大分県】熱中症を予防するための労働衛生教育を行う、熱中症の発症に備

えて、緊急連絡網を作成する、労働者に水分、塩分を摂取させる、

通気性の良い服装や防止を着用させるなどしている。 
【宮崎県】毎朝、塩アメ等の配布と休憩室に常備、ウォーターサーバーの追

加設置、夏用マスクの使用、経口補水液の用意などを行っている。 
【鹿児島県】協会として、労働局より周知依頼のあった「STOP！熱中症ク

ールワークキャンペーン」等を会員に対して周知している。会員企

業の取り組みとしては、工場内に噴霧器を設置、社員全員に空調服

の配布、希望者に携帯扇風機の配布、ウォーターサーバーの設置な

どを行っている。 
【沖縄県】各県の活動を参考に取り組んでいきたい。 

 
   ② 議題２ 各県の活動状況と情報交換について 

議長が各県に対して事業報告を求めた。 
【佐賀県】・収集運搬部会を開催(R2.8.7)し、役員改選を行った。 

（資料４：４３Ｐ） 
【熊本県】・熊本県ストップ温暖化県民総ぐるみ運動推進会議エコドライブ診断

リレーコンテスト表彰式を開催（R2.2.4）した。 
・収集・運搬部会令和元年度エコドライブコンテスト講評会・表彰式

を開催(R2.2.21)した。 
・収集・運搬部会令和元年度第１回部会を開催(R2.2.21)した。 
・熊本県産業資源循環協会三部会(収集運搬部会・青年部会・女性部会)
合同研修会を開催(R2.2.21)した。 
・収集運搬部会令和元年度第３回正副部会長会議を開催(R2.3.19)した。 
・収集運搬部会令和２年度監査会を開催(R2.4.13)した。 
・収集運搬部会第８回通常総会を開催(R2.5.15)した。 
（資料４：４４Ｐ～４６Ｐ） 

【宮崎県】・「愛の献血助け合い運動」啓発のための横断幕掲出出発式及び献血

協力活動を開催(R2/7/1)した。 
（資料４：４７Ｐ～４８Ｐ） 

【福岡県・長崎県・大分県・鹿児島県・沖縄県】特に活動報告はなかった。 
      （資料４：４９Ｐ） 

 
④ 議題３ 次回開催場所等について 

事務局が資料５をもとに、説明をし、令和３年１月～２月で日程調整のうえ、

沖縄県にて開催することとなった。また、新型コロナウイルス感染症の状況等に

より沖縄県での開催が難しい場合は、沖縄県の次の開催場所予定地である熊本県

で開催することとなった。 



 
(3) その他 

   事務局から、第３６回九州地域協議会中間処理部会の提案議題で一時期の災害で増

えた白ナンバーでの廃棄物運搬業者が安価での運搬を実施しているが影響はないかと

の議題が出ていることについて情報提供を行った。 
 
 

以上で会議を終了した。 



第３６回九州地域協議会中間処理部会議事概要 
 
日 時： ２０２０年９月９日（水）１５：００～１７：４５ 
場 所： ホテル日航大分オアシスタワー（大分県大分市） 
出席者： 川野智史（部会長：大分）、久保直行（副部会長：佐賀） 

大津 実（福岡）、池田正喜（長崎）、石坂孝光（熊本）、山下 栄（宮崎） 
三谷貴夫（鹿児島） 

欠席者： 川上哲史（副部会長：沖縄） 
オブザーバー：友岡誠一（大分）、矢野伸二（大分） 
事務局： 森下（大分）、末松（大分） 
 
九地協部会長あいさつ 

川野部会長が、あいさつに続いて議長に就き、議事を進行した。 
 
議 事 

（１）報告 

① 中間処理部会決算報告 

事務局が、資料１をもとに中間処理部会の決算報告を行った。 
② 第３５回中間処理会の議事概要について 

事務局が、資料２をもとに前回（R02.01.30）の協議内容等の確認を行った。 
③ 九州地域協議会の報告について 

池田前部会長が、資料３をもとに九州地域協議会（R02.02.14）の協議内容の報告を

行った。 
④ 全産連中間処理部会運営委員会の報告について 

池田前部会長が、資料４をもとに議事概要の確認を行った。 
 
（２）議題 

① 各県からの提案議題について 

議長が資料５をもとに、提案議題について提出県に説明を求め、提出県が提案趣旨

を説明し、その後各県の回答を確認後、意見交換を行った。 
  ■提案議題１「令和２年度豪雨災害に係る災害廃棄物処理対応について」（熊本県） 

（意見） 
・仮置場をレイアウトする上で、ファーストレーン方式を取り入れると、災害廃棄

物の持ち込みがスムースに行える。 
・気の利いたオペレータがいれば、すぐ捌けるので、いざ出陣という時のために、

スペシャリストを養成しておく必要がある。 

資料３ 



・災害対応のプロを部会として養成してはどうか。 
・災害の種類に応じて異なる国・県・市町村の費用負担割合等に関する知識を協定

締結当事者である協会側も認識を持っておき、災害廃棄物処理に不慣れな市町村

に助言できるようにしておく必要があるのではないか。そのための勉強をあらか

じめしておく必要がある。 
・このような対応ができる協会とそうでない協会では、出足が異なることとなり、

その後の災害廃棄物処理に響いてくる。 
・災害廃棄物処理の経験・ノウハウのある企業や事務局等を中心に災害対応の委員

会のようなものを立ち上げ、人材（管理者、作業従事者、事務局等）別、災害（地

震、水害等）別の災害対応マニュアルの策定や災害廃棄物の処理を中心になって

采配できる人材の育成のための教育・研修等に九州統一で取り組むとよいのでは

ないかと思う。九地協で検討してもらいたい。 
・次期九地協の全体会議に同じ議題が提案されていることから、当該全体会議での

議題審議の際に、本件について九地協で検討していただくよう、中間処理部会長

が意見を述べることとした。 
 
 ■提案議題２－①「リサイクル工場での火災について」（大分県） 

（意見） 
・各県とも、各種の火災防止対策を講じている。主な対策は次のとおり。 
・処理施設や重機等の定期点検、清掃、メンテナンス等の実施 
・夜間の立入禁止措置、定期巡回、夜警の配置 
・防犯監視カメラを設置し、複数のスマートフォンで監視 
・防災設備の定期点検、消火訓練の実施、散水設備・消火設備の設置 
・火災が起こる可能性がある廃棄物や備品関係を日陰に移動 
・品目ごとの温度計による温度管理 
・こまめなチップの切替し、夜間のセンサー等による監視 
・混入している電池等の危険物をあらかじめ除去 
・火災発生の可能性が高い電池は別保管 
・処理後の廃棄物は長期保管とならないよう社外へ搬出 
・保管高さをなるべく低くする 
・小割物、一次破砕品等細かい物ほど空気が入らないよう重機等で踏み固めて保管 

  

■提案議題２－②「一時期の災害で増えた白ナンバーでの廃棄物運搬業者が安価での

運搬を実施しているようですが、影響はないですか？」（大分県） 

（意見） 
・現在のところ、各県とも特に影響は出ていないようだが、一部で単価を下げてい



るという話がある。 
・これからの時代の経営は、将来を見据えた情報収集と分析力、戦略策定の能力、

外部環境の変化に対応できる先見性及びこれらを踏まえたトップとしての総合的

な経営判断力が求められる。 
 
② 各県の活動状況と情報交換について 

議長が各県に対して事業報告を求めた。 
【福岡県】 
・期間中、特になし 

【佐賀県】（資料６：P51） 
・８月に役員改選及び今後の部会開催について審議した。 

【長崎県】 
・吉村新会長のもと、新体制で５部会合同の会議を開催した。 

【熊本県】 
・期間中、特になし 

【大分県】（資料６：P52） 
・８月に部会を開催し、部会の組織編成、中間処理部会の提案議題、県政予算要望

等について協議した。 
【宮崎県】 
 ・協会の役員改選に伴い、部会の役員改選を行った。 
 ・県から委託を受けて、協会内に外部委員も加えた地域循環資源活用検討委員会を

立ち上げ、産業廃棄物の資源として活用方策等について検討している。 
【鹿児島県】 
・期間中、特になし 

【沖縄県】（資料６：P52） 
・欠席につき、事務局が報告書の概要を報告した。 

 
（３）その他 

特になし 
 
（４）次回開催場所 

事務局が資料７をもとに説明し、九地協の開催日程を踏まえて令和３年２月初め頃

を軸に日程調整の上、佐賀県で開催することとした。 
 
 

以上で会議を終了した。 



第３７回九州地域協議会中間処理部会（Ｗｅｂ会議）議事概要 
 
１．日 時  ２０２１年１月２５日（月）１５：００～１６：４５ 
２．出席者  大津 実（福岡）、久保直行（副部会長：佐賀）、池田正喜（長崎）、 

石坂孝光（熊本）、川野智史（部会長：大分）、山下 栄（宮崎）、 
三谷貴夫（鹿児島）、川上哲史（副部会長：沖縄） 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 谷田政行（佐賀）、立石 功（佐賀）、坂口和也（鹿児島）、前田裕樹（沖縄）、 
仲山幸治（沖縄） 

事務局： 末松裕嗣（大分）、安部美技子（大分） 
 
３．部会長あいさつ 

川野部会長が、あいさつに続いて議長に就き、議事を進行した。 
 
４．議 事 

（１）報告 

① 第３６回中間処理部会の議事概要について 

事務局が、資料１をもとに前回（R02.09.09）の協議内容等の確認を行った。 
② 九州地域協議会の報告について 

川野部会長が、資料２をもとに第７６回九州地域協議会（R02.10.16）の協議内容に

ついて報告を行った。 
③ 全産連中間処理部会運営委員会の報告について 

川野部会長が、資料４をもとに全産連の令和２年度第１回中間処理部会運営委員会

（R02.012.01・Ｗｅｂ会議）の議事概要について報告を行った。 

 
（２）議題 

① 各県からの提案議題について 

議長が資料４をもとに、提案議題について提出県に説明を求め、提出県が提案趣旨

を説明し、その後各県の回答を確認後、意見交換を行った。 
 

  ■提案議題１「建設系廃棄物マニフェストの産業廃棄物種類の混合廃棄物の項目の撤

廃について」（熊本県） 

（意見） 
・建設現場等ではスペースの制約等で廃棄物の回収ボックスを何箱も設置出来ない

ため、１つの回収ボックスに多くの品目の廃棄物が投入され、混廃として処理業

者が引取って分別処理しているケースがかなり多く見受けられる。 
・これは、各県ともほぼ同様の状況である。 

資料４ 



・分別可能な廃棄物が複数混入しているにも関わらず、建設マニフェスト 1 枚だけ

が交付されており、処理業者はこれを分別して品目別に処理することになる。 
・意図していなくても、この方が排出者にとっては楽なため、何でもありになって

いるきらいがある。 
・法は、複数の廃棄物が一体不可分な状態で混合している場合に限り１つの廃棄物

としてマニフェストを交付することを容認しているのであり、分別可能な廃棄物

を混合で排出する場合には、排出者は 1 品目につき 1 枚のマニフェストを交付す

るべきである。 
・建設マニフェストの様式は、現場の実態を踏まえて作成されているものと考えら

れるが、法の趣旨に照らして改善を要望すべきではないか。 
・我々、処理業者も襟を正すべきではないか。 
・本件については、次期九州地域協議会において報告することとする。 

 
 ■提案議題２「家畜の死体 処理について」（宮崎県） 

（意見） 
・自然災害に伴う家畜の死体の発生事例はないが、大量に発生するとレンダリング

では受け入れが困難なので、一廃として市町村に処理してもらう必要がある。 
・鳥インフルエンザで死亡した鶏は、養鶏場の敷地内に埋却処分されている。 
・夏場に死亡した鶏は、産廃処理業者に委託処理されている。 
・県の災害廃棄物処理計画では、家畜の死体は災害廃棄物として取り扱うことにな

っているが、発生量の推計には含まれていない。 
・自然災害に直接起因して発生した廃棄物の場合、市町村が災害廃棄物として処理 

することができる。 
・通常の事業活動に伴って発生した家畜の死体は産業廃棄物として処理されている

が、自然災害によって発生し、所有者不明の場合は、生活環境保全上の支障除去

の観点から基礎的自治体である市町村が処理することになるものと思われる。 
・少量であれば、県内の化製場や民間の焼却施設で焼却されているが、大量発生の

事例はない。 
 

■提案議題３「産業廃棄物管理票（マニフェスト）のＥ票の確認や実地確認について」

（大分県） 

（意見） 
・中間処理を行って２次マニフェストを交付する中間処理業者も、適正な内容のＥ

票が排出者に戻るよう襟を正して適切に対応する必要がある。 
・「排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト」で現地確認を行い、排出事

業者から報告を求められた場合は、現地の状況について写真や報告書を送付して



いる。また、最終処分場への搬入の際にはドライバーによる確認も行っている。 
・Ｅ票については、最終処分終了の日と処理施設を紙マニフェスト又は電子マニフ

ェストにて確認している。また、許可証やパンフレット、処理フロー等により最

終処分終了するまでの一連の処理が適正に行われているかを確認しているが、実

地確認は法定事項ではなく努力義務なので、必ずしもすべては行っていない。 
・ＩＳＯやエコアクションの関係もあり、現地確認に来る大手の排出者も増えてお

り、排出者の信頼を確保するためにも、マニフェストの運用管理については細心

の注意を払って対応する必要がある。また、実地確認については、排出者だけで

なく、中間処理業者にも関わることから、定期的に最終処分業者の確認を行うこ

とで適正処理の確保に努めている。 
・ＩＳＯの関係で、大手の中には、毎年、確認に来るところがある。また、契約後

に処分場の視察に来る排出者もあれば、突然、収集運搬過程の追跡調査を実施す

る排出者もある。中間処理後の最終処分先を視察に来る排出者もあれば、年に 1
回程度、マニフェストの保管状況を確認に来る排出者もある。なお、同業者から

は、混廃の場合、Ｅ票のつじつまの合わせ方が難しいとの話を聞いている。 
・排出者による現地確認は年々増えてきている。中には、排出事業者による立会や

ネットワークカメラの監視のもとで処理を行う事業者もいる。また、マニフェス

トの記載に間違いがないよう、排出者に丁寧に説明している事業者もいる。数年

前には、行政が排出者と処理業者の両方に一斉に立ち入り、委託契約書とマニフ

ェストについて検査し、注意喚起をしたこともあるが、安価な処理費用に流れる

ケースが多いのが現状である。 
・県内に公共関与の管理型最終処分場があり、ここには排出者が実地確認に来てい

ると聞いているが、中間処理業者による確認はまちまちで、最終処分までの確認

はできていない。新規の取引の場合、排出者は、最初だけは確認に来るが、最終

確認に来るところは少ないのが実態である。 
・当社では、県内は年１回、県外は２年に１回、チェックリストで確認している。

排出者が細かく確認を行っているかは定かではないが、現地確認は重要である。 
・提案議題１と関連するが、「混廃」という品目でマニフェストが交付された廃棄物

が中間処理の過程で個々の廃棄物に分別され、リサイクルや最終処分へと移動し

ていく場合、数量が足りなくなったり、余ったりして、マニフェストのつじつま

が合わなくなることがあり、Ｅ票にも影響が出てくる。処理後の品目と違う品目

でマニフェストが交付され、このような状態になっていて、適正管理と言えるだ

ろうか。全国レベルで是正を検討していただきたい。 
 
② 各県の活動状況と情報交換について 

議長が各県に対して事業報告を求め、各県から次のとおり報告があった。 



【福岡県】（資料５：P50） 
・10 月に中間処理部会の役員会を開催、部会長及び副部会長を選任した。 
・11 月に視察見学先のアンケートを実施した。 
・1 月に予定していた部会については、コロナ対策で延期とした。 

【佐賀県】 
・コロナ対策のため、部会の開催なし 
・2 月に県を同行して人吉を視察予定 

【長崎県】（資料５：P51） 
・11 月に部会を開催、産廃処理施設関連手続きの合理化、リチウムイオン電池の発

火リスク等について協議した。 
【熊本県】（資料５：P53） 
・10 月に自走式破砕機の移動と固定の併用に関する研修会を開催、建設系マニフェ

ストにおける混合廃棄物の撤廃について県と意見交換を行った。あわせて部会を

開催し、提案議題等について協議した。 
【大分県】 
・期間中、特になし 

【宮崎県】（資料５：P54） 
 ・9 月に部会を開催し、災害廃棄物処理の対応等について協議した。その後はコロナ

対策のため、開催していない。 
【鹿児島県】 
・期間中、特になし 

【沖縄県】（資料５：P55） 
・10 月に部会を開催し、副部会長の選任等について協議した。また、1 月には、提

案議題等について協議した。 
 
（３）その他 

特になし 
 
（４）次回開催場所 

事務局が資料６をもとにこれまでの開催状況について説明、令和３年秋に開催予定

の第７８回九地協（大分）の日程を踏まえて令和３年９月頃を軸に日程調整の上、今

回開催できなかった佐賀県で開催することとした。 
 
 

以上で会議を終了した。 
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大気汚染防止法が改正されました

一部の規定を除き、令和3（2021）年4月から施行されます。

◆大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和２年
６月５日に公布されました。

建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全て
の石綿含有建材へ規制を拡大するとともに、都道府県等※1への事前
調査結果の報告の義務付け及び作業基準遵守徹底のための直接罰
の創設等、対策を一層強化します。

規制対象建材を拡大

 石綿含有成形板等の不適切な除去に
より石綿が飛散した事例がみられた
ことから、全ての石綿含有建材に規
制対象を拡大※2します。

 石綿含有仕上塗材の除去作業には、
独自の作業基準を設けます。

事前調査の信頼性の確保

罰則の強化・対象拡大

作業記録の作成・保存

 事前調査の方法を法定化します。
（書面調査、目視調査及び分析調査）

 「必要な知識を有する者※3」による
事前調査の実施を義務付けます。
（施行：令和５年10月～）
 一定規模以上の建築物等について、
石綿含有建材の有無にかかわらず、
元請業者等※4が事前調査結果を
都道府県等へ報告することを
義務付けます。
（施行：令和４年4月～）
 事前調査に関する記録を作成し、
一定期間保存※5することを義務付け
ます。

 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去
等作業を行った場合は直接罰が適用
されます。

 下請負人にも作業基準遵守義務が適
用されます。

 都道府県等による立入検査の対象を
拡大します。

※1 都道府県、大気汚染防止法の政令市など
※2 新たに規制対象となる石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗

材に係る工事については作業実施の届出の対象から除外。
※3 建築物石綿含有建材調査者又は法施行前に日本アスベスト

調査診断協会に登録されている者
※4 元請事業者または自主施工者
※5 解体等工事終了後3年間保存
※6 石綿作業主任者、※2の事前調査の必要な知見を有する者
※7 解体等工事終了後3年間保存

 「必要な知識を有する者※6」による
取り残しの有無等の確認を義務付け
ます。

 作業記録の作成・保存※7を義務付け
ます。

 作業結果の発注者への報告を義務付
けます。

（１）

PCUser
タイプライターテキスト
資料8

PCUser
長方形



＜課題2＞
▼不適切な事前調査による石綿含有建材の見落
とし
（見落とされた現場の都道府県等による把握
が困難）

事前調査

・ 作業内容を
都道府県等に届出

届出

＜課題3＞
▼短期間の工事の場合、命令を行う前に工事が
終わってしまう

石綿含有建材の除去等作業

○ 一定規模以上等の建築物等について

石綿含有建材の有無にかかわらず調査結果の
都道府県等への報告の義務付け
※ 環境省と厚生労働省が連携し電子システムによるコネク
テッド・ワンストップ化。制度開始時より運用。

○ 調査方法を法定化
※ 必要な知識を有する者による書面調査、現地調査等

○ 調査に関する記録の作成・保存の義務付け

吹付け石綿の除去作業の様子

○ 都道府県等による立入検査の対象を拡大
○ 災害時に備え、国や都道府県等は建築物等の所有者等

による建築物等への石綿含有建材の使用の有無の把握
を後押しすること等に努める。

レベル１・２なし

改正概要

（特定粉じん排出等作業）

建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建
材への規制対象の拡大、都道府県等への事前調査結果報告の義務付け及び作業
基準遵守の徹底のための直接罰の創設等、対策を一層強化する。

現 状 ・ 課 題 主な改正事項

レベル１・２あり

解体等工事

＜課題１＞

規制対象となっていない石綿含有成形板等
（レベル３）の不適切な除去により石綿が飛散

＜規制対象＞

全ての石綿含有建材に拡大
（現状の規制対象の除去作業（約2万件）の5～20倍増）

・ 石綿含有建材の使用の有無を調査
・ 調査結果を発注者に説明

【工事の流れ】

・ 作業基準の遵守義務

→作業基準適合命令等
→命令違反への罰則

○ 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を

行った場合等の直接罰の創設
○ 下請負人を作業基準遵守義務の対象に追加

○ 作業結果の発注者への報告の義務付け
○ 作業記録の作成・保存の義務付け

※ 必要な知識を有する者による作業終了の確認

隔離措置の様子

＜課題4＞
▼不適切な作業による石綿含有建材の取り残し

吹付け石綿（レベル１）
石綿含有断熱材、保温材、
耐火被覆材（レベル２）

その他の石綿含有建材（成形板等）（レベル３）

※レベル３については、相対的に飛散性が低いこと、除去等作業
の件数が膨大となり都道府県等の負担を考慮する必要がある
ことから、届出対象とはせず、作業基準等の規制の対象とする。

＜石綿含有建材の種類＞

※ 改正法の施行期日 （公布日：令和２年６月５日）
・下記以外の規定：令和３年４月１日
・調査結果の報告：令和４年４月１日

大気汚染防止法の改正の概要

（２）



石綿（アスベスト）とは

石綿（アスベスト）は、耐火、耐熱、防音等の性能に優れた天然の鉱
物であり、安価で加工しやすいことから、多くが建築材料に使用されて
きました。吸引することにより肺がんや中皮腫等の健康被害を引き起
こすため日本では現在製造・使用等が禁止されていますが、過去に使
用されたものの多くは建築物等に残存しています。

代表的な石綿（アスベスト）

石綿とは、繊維状を呈している蛇紋岩のクリソタイル、角閃石系のアクチノライト、
アモサイト、アンソフィライト、クロシドライト及びトレモライトをいいます。
「石綿を含有する」とは、石綿をその重量の0.1％を超えて含有する場合をいいます。

主な石綿関連疾患と発生部位

出典：（独）環境再生保全機構パンフレット

アスベストの物性（特徴）

１．紡織性 ２．高抗張性（引張り強度） ３．不燃・耐熱性
４．耐摩耗性 ５．耐薬品性 ６．耐腐食性 ７．絶縁性
８．親和性 ９．経済性（安価）
⇒耐久性を要する建材、製品に幅広く使用

アスベストの使用と規制

昭和30年頃 建材としての使用が一般化
昭和50年 石綿を5％を超えて含有する吹付作業の原則禁止
昭和55年 石綿含有吹付けロックウールの使用終了
昭和62年11月 建築物耐火構造規定から吹付石綿を除外
平成 ７年 １月 ＜阪神・淡路大震災＞

４月 石綿を1％を超えて含有する吹付作業の原則禁止
平成16年10月 石綿を１％を超えて含有する主な建材、摩擦材及

び接着剤の新たな製造等の禁止
平成17年 ６月 ＜石綿製造工場周辺での石綿由来疾病発生事案＞

７月 石綿を1％を超えて含有する吹付作業の全面禁止
平成18年 ９月 石綿を0.1％を超えて含有するすべての物の製造・

輸入・譲渡・提供・新たな使用の禁止
平成24年 ４月 石綿を0.1％を超えて含有するすべての物の製造・

輸入・譲渡・提供・新たな使用の全面禁止

出典：THE ASBESTOS／せきめん読本（1996年日本石綿協会）

（３）



石綿（アスベスト）が使用されている
建物・部位・建材の種類

（１）吹付け石綿
 鉄骨（S）造では、柱や梁の鉄骨を熱から保護するため、石綿含有吹
付け材が使用されています（使用禁止後、耐火被覆材に移行）。

 鉄筋コンクリート（RC）造でも、天井・壁等の耐火・耐熱、吸音、結露防
止、居室等の意匠として使用されています。

出典：目で見るアスベスト（第２版 平成20年３月国土交通省）

吹付け石綿

石綿含有吹付け
ロックウール

（２）石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材

 煙突やダクト等の断熱、配管の保温、天井や壁の断熱、結露防止、
貫通部の耐火（吹付石綿の代替）として使用されています。

石綿含有吹付け
バーミキュライト

屋根用折板石綿断熱材 配管保温材

煙突用石綿断熱材

鉄骨耐火被覆材

ボイラー保温材

エルボ部に使用

柱や梁に施工柱や梁に施工 主に天井に施工

柱や梁に施工（板状）

ダクトやエルボ
の保温に使用

躯体に使用

フエルト状

石綿（アスベスト）の大半は、建築材料に使用されています。

（４）



石綿（アスベスト）が使用されている
建物・部位・建材の種類

（３）石綿含有成形板等
石綿含有成形板は建物の内外装に非常に多く使用されています。

 内装材（壁、天井、床、間仕切り）：耐火、吸音、結露防止、防水、意匠
 外装材（外壁、軒天、屋根、煙突材）：耐火、耐候、防水、意匠

出典：目で見るアスベスト（第２版 平成20年３月国土交通省）

石綿含有スレート（波板）

（４）石綿含有仕上塗材
内外装の仕上に使用されています。

 内壁の仕上：意匠
 外壁の仕上：意匠、耐候

石綿含有スレートボード

吹付け施工の例（リシン） ローラー施工の例

以下は、一般的な住宅にも使用されていることがあります。

石綿含有けい酸
カルシウム板第1種

石綿含有窯業系
サイディング

石綿含有ビニル床タイル
石綿含有

化粧せっこうボード

化粧紙や接着剤に石綿が添
加されていたことがある

基材以外にも、接着剤に
石綿が添加されていたこ
とがある

石綿含有ロックウール
吸音板（写真はリブ付き）

屋根材
外壁など

軒天
外壁

天井

出典：日本建築仕上材工業会
http://www.nsk-web.org/kikaku/index.html

吹付け施工の例
（スタッコ模様）

（５）



建築物や工作物を解体・改造・補修する
際は、事前調査が必要です。

（１）大気汚染防止法に事前調査の方法が規定されました。（新法第18条の15第1項）

①設計図書その他書面による調査
②現地での目視による調査
③分析による調査

解体等工事の元請業者等は、工事を行う前に石綿含有建材が
使用されていないか確認する必要があります。

（２）建築物の事前調査は、必要な知識を有する者に実施させる必要が
あります※2～5。

【義務付け適用】令和5（2023）年10月1日～
（新法第18条の15第１項及び第4項、新規則第16条の5）

①一般建築物石綿含有建材調査者（一般調査者）
②特定建築物石綿含有建材調査者（特定調査者）
③一戸建て等石綿含有建材調査者（一戸建て等調査者）

③は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ実施可能。なお、義務付け適用前に（一社）日本アス
ベスト調査診断協会に登録されている者も、「同等以上の能力を有する者」 として認められています。

石綿なし 石綿あり

試料採取
分析

石綿なし

現地
調査

石綿なし 不明

石綿あり
又は含有みなし

石綿含有 石綿非含有

書面調査 ①設計図書等により新築工事に着手した日、建築材料を確認します。使用されている建築材料に
石綿が使用されているか否か、石綿（アスベスト）含有建材データベース等を使用した調査を行い
ます。

②現地で各部屋・部位の網羅的に確認します（書面調査との相違等を確認）。
書面調査のみで「石綿使用なし」と判断してはいけません※1。

③同一材料毎に代表試料を採取・分析し、石綿含有の有無を判定します。

※1 平成18年9月1日以降に設置の工事に着手したことが明らかな建築物や、ガスケット
等猶予期間を設けられていた一部製品の使用禁止後に設置の工事に着手した工作物
については、設計図書等の書面で着工日を調査するだけで構いません。

※3 石綿含有建材の種類が多岐にわたるような大規模建築物や、改修を繰り返し石綿含有材料の特定が難しい建築物は、
特定調査者や一定の実地経験を積んだ一般調査者に調査を依頼してください。

※4 義務付け適用開始前であっても、可能な限り必要な知識を有する者に調査を実施させてください。

※5 分析調査は、厚生労働大臣が定める者等（令和2年厚生労働省令第277号）に依頼してください。

自主施工者である個人による事前調査について

解体等の工事の自主施工者である個人（解体等工事を業とし
て行う者を除く）が床、壁、天井等への家具の固定のための孔
あけ等、排出・飛散される粉じんの量が著しく少ない軽微な工
事のみを施工する場合は、必ずしも「必要な知識を有する者」に
事前調査を実施させる必要はありません。
ただし、個人であっても作業基準の遵守義務等は適用されま
すので、専門家による事前調査をお勧めします。

NEW

NEW

※2 工作物については、調査者等による事前調査の実施は義務付けられていません。

（６）



建築物や工作物を解体・改造・補修する
際は、事前調査が必要です。

（３）事前調査の結果は、作業開始前（届出対象特定工事の場合は工
事開始の14日前まで）に書面で元請業者等から発注者に説明する必要
があります。

（５）事前調査に関する記録を作成し、その写しを解体等工事の現場に
備え置く必要があります。当該記録は、解体等工事終了後3年間保存し
なければなりません。

[説明事項]
①石綿使用の有無に関わらず必ず説明する事項（新法第18条の15第1項第1号及び第4号、新規則第16条の7第1号及び第2号）

 事前調査結果、調査の終了年月日、調査の方法並びに調査を行った者の氏名及び調査者等に該当す
ることを明らかにする事項（調査者の講習実施機関の名称等）

②特定工事に該当する場合の説明事項（新法第18条の15第1項第2号及び第3号、新規則第16条の7第3号及び第4号）

（★は届出対象特定工事で該当する場合のみ）
 特定建築材料の種類・使用箇所・使用面積
 特定粉じん排出等作業の種類
 特定粉じん排出等作業の実施期間
 特定粉じん排出等作業の方法
 対象となる建築物等の概要（構造・階数・延べ面積等）・配置図及び付近の状況★
 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所

 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場
所★

説明の書面の写しは、（４）の記録とともに工事終了後3年間保存してください。

[記録事項] （新法第18条の15第3項及び第4項、新規則第16条の8）
（３）の説明事項に発注者氏名等を加えたもの
[現場への備え置き] （新法第18条の15第5項）

備え置きの方法は指定していません。工事を施工する者や都道府県等が立入検査の際に確認できる状態で
あればよいので、電子データでも紙媒体でも差し支えありません。

（４）一定規模以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、
事前調査結果を元請業者等が都道府県等に報告しなければなりません。
【義務付け適用】令和４（2022）年４月１日～
（新法第18条の15第6項、新規則第16条の11）

[規模要件]
 建築物の解体：対象の床面積の合計が80㎡以上
 建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修：請負金額の合計が100万円以上

※工作物は環境大臣が定めるもの（令和2年環境省告示第77号）、金額には事前調査の費用は含まず、消費税を含みます。

[報告事項]
調査対象の建築物等の概要、解体等工事の期間、建築材料の種類及び特定建築材料に該当するか否か
（該当しないと判断した場合はその根拠）、調査者等の氏名及び調査者等であることを明らかにする事項等

[報告の方法]
新たに整備する電子システム ※石綿障害予防規則の報告と共通のシステム

報告は元請業者又は
自主施工者が行います。

届出対象特定工事の場合に14日前
までに説明することとしているのは、
発注者による作業実施の届出書の
作成を考慮したものです。

NEW

NEW

強化

（７）



届出が不要な作業についても作業計画を
作成する必要があります。

特定粉じん排出等作業を行う際は、届出対象特定工事ではない場合で
も作業開始前に作業計画を作成し、当該計画に基づいて特定粉じん排
出等作業を行うことが、新たに作業基準に位置付けられました。

石綿含有吹付け材、石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材を除去、封
じ込めまたは囲い込みを行う場合は、作業開始の14日前までに都道府
県等への届出が必要です。
※囲い込みは、著しく飛散するおそれのある場合のみ必要

[作業計画に記載する事項]（新法第18条の14、新規則第16条の4第1項）
 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人であってはその代表者氏名
 特定工事の場所
 特定粉じん排出等作業の実施期間
 対象特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
 特定粉じん排出等作業の方法
 対象となる建築物等の概要（構造・階数・延べ面積等）・配置図及び付近の状況
 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
 特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者

の氏名及び連絡場所

[届出事項]（新法第18条の17）
 届出対象特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人であってはその代表者氏名
 当該届出対象特定工事の場所

 当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における当該政令で定める特定建築材料
の種類並びにその使用箇所及び使用面積

 特定粉じん排出等作業の種類
 特定粉じん排出等作業の方法
 特定粉じん排出等作業の方法が第十八条の十九各号に掲げる措置を

当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由
[届出様式]（新規則第10条の4）
様式第３の５

概ね発注者への
報告事項となります。

NEW

特定粉じん排出等作業の届出は、発注者
又は自主施工者が行います。

変更なし

特定粉じん排出等作業、特定工事、届出対象特定工事
「特定粉じん排出等作業」とは、石綿含有建築材料が使用されている建築物・工作物を解体、改造又は補修することを
いいます。
「特定工事」とは、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事のことをいいます。
特定工事のうち、石綿を多量に発生し、又は飛散させる原因となる吹付け石綿・石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆
材の除去、封じ込め又は囲い込みを行う場合は、「届出対象特定工事」に該当します。

（８）



事前調査結果、作業の掲示板の大きさが
定められました。

（１）事前調査結果の掲示（新法第18条の15第5項、新規則第16条の10）

 より見やすい掲示とするため、掲示板の大きさが定められました。
A3サイズ（42.0㎝×29.7㎝）以上

 事前調査方法の法定化や必要な知識を有する者に実施させること、特定
建築材料の拡大に伴い、掲示事項が追加されています。

 掲示板の設置場所に変更はありません。

[事前調査結果の掲示事項]
・事前調査の結果（特定工事に該当するか否か及びその根拠）
・解体等工事の元請業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
・事前調査を終了した年月日
・事前調査の方法（書面調査・目視調査・分析による調査及び調査者等に調査を行わせたこと）並びに解体等
工事が特定工事に該当する場合は特定建築材料の種類
[掲示板の設置場所]
・公衆の見やすい場所（参考：石綿則では作業者の見やすい場所）
[掲示板の掲示日]
・作業の開始前（自治体によっては掲示日を定めている場合があります）

強化

（２）特定粉じん排出等作業に係る掲示（新法第18条の14、新規則第16条の4第2号）

 より見やすい掲示とするため、掲示板の大きさが定められました。
A3サイズ（42.0㎝×29.7㎝）以上

 掲示事項、掲示板の設置場所に変更はありません。

[作業内容等の掲示事項]
・特定工事の発注者及び元請業者等の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
・届出対象特定工事に該当する場合にあっては、届出年月日及び届出先
・特定粉じん排出等作業の実施期間及び方法
・特定工事の元請業者等の現場責任者の氏名及び連絡場所
[掲示板の設置場所]
・公衆の見やすい場所（参考：石綿則では作業者の見やすい場所）

掲示について

・事前調査結果の掲示、作業実施の掲示
は、１枚に集約することもできます。また、
石綿則の掲示と兼ねることができます（そ
の場合、石綿ばく露防止対策の実施内容
を記載するほか、作業者の見やすい場所
に設置することが必要です）。
・都道府県等により条例等で掲示事項を定
めている場合がありますので、事前に確認
してください。

●年●月●日

石綿（アスベスト）の事前調査結果

調査の方法

事前調査の結果

調査終了年月日

㈱○○○○

書面調査・現地目視調査
（実施者： ）

分析調査（実施者： ）

吹付け石綿
石綿含有保温材
石綿含有成形板等（みなし）

事前調査掲示イメージ図

元請業者（自主施工者）

A3サイズ（42.0㎝×29.7㎝）以上であれば、
縦・横はどちらでも可。

42.0㎝以上

29.7㎝以上

42.0㎝以上

●年●月●日

建築物等の解体・改修等作業に関するお知らせ

届出先

届出年月日

㈱○○○○

○○労働基準監督署
○○県

除去・囲い込み・封じ込め

作業内容等の掲示イメージ図

元請業者

発注者

特定粉じん排出等
作業の実施期間

作業の方法
集じん・排気装置の機種・型式・台数
排気能力・使用するフィルタの種類

使用する資材及び種類、排出又は飛
散の抑制方法・・・・

㈱○○○○

●年●月●日~●年●月●日

（９）



[作業基準]（新法第18条の14、新規則第16条の4第6号・別表第7の1の項の下欄）

●異常が認められた場合は作業を中止し、装置の補修その他必要な措置を講ずる。

確認の種類 タイミング・頻度 確認の方法等

集じん・排気装
置が正常に稼働
していることの
確認

初めて除去等を行う日の作業開始後速やかに ◆粉じんを迅速に測定できる機器
 デジタル粉じん計
 パーティクルカウンター
 繊維状粒子自動測定器

（リアルタイムファイバーモニター）
◆確認事項
作業開始前と比較して粉じん濃度が上昇して
いないこと

除去等を行う日の開始後

集じん・排気装置を使用する場所を変更した
場合、フィルタを交換した場合

その他必要がある場合（集じん・排気装置に衝
撃を与えた場合等）

作業場及び前室
が負圧に保たれ
ていることの確
認

除去等を行う日の作業開始前
◆確認の方法
 微差圧計による測定
 目視による空気の流れの確認
◆確認事項
 負圧が確保されていること

作業中断時（休憩や当日の作業終了で退室し
た時）

[特定建築材料の除去等の方法]（新法第18条の19、新規則第16条の12～14）

[罰則]（新法第34条第3号）
3月以下の懲役又は30万円以下の罰金

隔離等をせずに吹付け石綿の除去を行う
等、正しい方法で作業が実施されていな
い場合は、直接罰が適用されます。

吹付け石綿及び石綿含有耐火被覆材等の作業について、行わな
ければならない措置及び方法に違反があった場合には、作業基
準適合命令を介さずに直接罰則が適用されることになります。

作業の種類 方法

除去

（1）かき落とし、切断、又は破砕することなく取り外す方法

（2）除去を行う場所を他の場所から隔離し（前室も設置）、除去を行う間、JIS Z8122に定
めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用する方法

（3）（2）に準ずるものとして環境省令で定める方法（例：グローブバッグ）

当該特定建築材料か
らの特定粉じんの飛
散を防止するための
処理

囲い込み又は封じ込め（吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿を含有する石綿含有断熱
材等の囲い込み等（切断、破砕等を伴うものに限る。）を行う場合又は吹付け石綿の封じ
込めを行う場合は、作業を行う場所を他の場所から隔離し、囲い込み等を行う間、隔離し
た場所においてJIS Z8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用する
方法）

NEW

集じん・排気装置が正常に稼働していること、作業場及び前室
が負圧に確保されていることの確認頻度が強化されます。

（10）



[作業基準]（新法第18条の14、新規則第16条の4第6号・別表第7の4の項下欄）

特定建築材料の種類 作業基準

※除去時は（1）、（2）またはこれと同等以上の措置※3を講ずること。

石綿含有けい酸
カルシウム板第1種

（1）切断・破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと

（2）(1)の方法で除去することが技術上著しく困難なとき又は作業の性質上適さ
ない時は次に掲げる措置を講ずること。
①除去部分の周辺を事前に養生すること
②除去する建材を薬液等により湿潤化※4すること

（3）除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること（（2）①の養生を
行ったときは養生を解くに当たって作業場内の清掃その他の
特定粉じんの処理を行うこと）

その他の
石綿含有成形板等

（1）切断・破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと

（2）（1）の方法により除去することが技術上著しく困難なとき又は
作業の性質上適さない時は除去する建材を薬液等により湿潤化※4すること

（3）除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること

[作業基準]（新法第18条の14、新規則第16条の4第6号・別表第7の3の項下欄）

石綿含有仕上塗材や石綿含有成形板等を
除去する際の作業基準が新設されました。

◆石綿含有仕上塗材の除去に独自の作業基準が設けられました。

◆石綿含有成形板等はセメント等で固形化されているため、通常の
使用では石綿は飛散しにくいですが、劣化している場合や除去時に
切断・破砕等を行うと石綿が飛散するおそれがあります。
◆けい酸カルシウム板第１種は他の成形板に比べ、飛散性が高いた
め、切断・破砕等を行う場合は湿潤化に加え養生が必要です。

特定建築材料の種類 作業基準

石綿含有仕上塗材 除去時は（1）、（２）またはこれと同等以上の効果を有する措置※1を講ずること

（1）除去する石綿含有仕上塗材を薬液等により湿潤化※2すること

（2）電気グラインダーその他の電動工具を用いて除去する場合は、次に掲げる
措置を講ずること。
①除去部分の周辺を事前に養生すること
②除去する石綿含有仕上塗材を薬液等により湿潤化すること

（3）除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること（（2）①の養生を行ったときは
養生を解くに当たって作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと）

※1 同等以上の効果を有する措置：負圧隔離養生（隔離、前室の設置及び集じん・排気装置の使用）
※2 薬液等による湿潤化：薬液等には水や剥離剤を含む。湿潤化が著しく困難な場合は、所定の集じん性能を有する集じん装置を併用する。

NEW

NEW

※3 同等以上の効果を有する措置：負圧隔離養生（隔離、前室の設置及び集じん・排気装置の使用）
※4 薬液等による湿潤化：薬液等には水を含む。湿潤化が著しく困難な場合は、十分な集じん機能を有する局所集じん装置を使用して除去を
行う。

●その他の成形板等を切断・破砕等する場合も、民家が隣接している場合等、周辺の状況に応じて養生を行うことが望ましい。 （11）



[作業基準]（新法第18条の14、新規則第16条の15第4号）

[作業基準]（新法第18条の14、新規則第16条の4第3号）
[記録事項]
 確認年月日
 確認の方法
 確認の結果（確認の結果に基づき補修等の措置を講じた場合はその内容）
 確認者の氏名
[記録の方法]
 作業基準の規定に適応した作業であることが確認できる写真、動画、点検記録等
[記録の保存期間]
 特定工事が終了するまで

石綿の除去等作業完了後は、確認及び発
注者への報告が必要です。

①作業の記録
特定工事の元請業者等又は下請負人は、特定工事における施

工の分担関係に応じて、特定粉じん排出等作業の実施状況の記
録を特定工事が終了するまでの間保存する必要があります。

NEW

②作業が計画に基づき適切に行われていることの確認
特定工事の元請業者等は、下請負人が作成した記録により作

業が計画に基づき適切に行われているか確認し、記録を作成・
保存する必要があります。

取り残しや不適切作業による石綿の排出・飛散を防止するため、
作業の記録および適切に作業が行われていること及び取り残しが
ないことの確認が作業基準に位置付けられました。確認した結果
は、発注者に書面で報告するとともに、記録を作成し、一定期間
保存する必要があります。

③取り残し等の確認
元請業者等は、除去作業については取り残しがないこと、囲

い込み及び封じ込めについては措置が正しく実施されているか
否かについて、「知識を有する者」に目視で確認させる必要が
あります。

[作業基準]（新法第18条の14、新規則第16条の4第5号）
[確認の方法]目視
[記録の実施者]除去等が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者※1

 建築物：調査者等事前調査の知識を有する者または石綿作業主任者
 工作物：石綿作業主任者
※1 「解体等工事の自主施工者である個人（解体等工事を業として行う者を除く。）」は、排出され又は飛散する粉じんの

量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する場合には、自ら確認を行うことができる。 （12）



[特定粉じん排出等作業の結果の報告等]（新法第18条の23第1項）
[書面で報告する事項](新規則第16条の15第1項）
 特定粉じん排出等作業が完了した年月日
 特定粉じん排出等作業の実施状況の概要
 確認を行った者の氏名及び確認を行った者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該
当することを明らかにする事項

[記録事項] （元請業者：新法第18条の23第1項、新規則第16条の15第2項、★は元請業者のみ必要な記録）

（自主施工者：新法第18条の23第2項、新規則第16条の16）

 特定工事の元請業者等の現場責任者の氏名及び連絡場所
 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合は当該下請負人の現場責任者氏名及び連絡場所
 特定工事の発注者の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氏名
 特定工事の場所
 特定粉じん排出等作業の種類
 特定粉じん排出等作業を実施した期間
 特定粉じん排出等作業の実施状況
（確認年月日、確認の結果※1及び確認を行った者の氏名)

※1 負圧隔離等を伴う作業については、集じん・排気装置が正常に稼働することの確認結果、作業場及び前室が負圧に保たれていることの
確認結果、隔離を解くに当たっての薬液等の散布・清掃等その他の特定粉じんの処理がなされたこと・特定粉じんが排出・又は飛散する
おそれがないことの確認結果を含む。

 発注者への報告書面の写し★
 確認を行った者が当該当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書
類の写し

[記録の保存]（新法第18条の23、新規則第16条の16）
 特定工事終了後3年間

石綿の除去等作業完了後は、確認及び発
注者への報告が必要です。 NEW

◆特定粉じん排出等作業の結果の報告等
特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したと

きは、発注者に対し、結果を書面で遅滞なく報告するとともに、
作業に関する記録を作成し、書面の写し及び記録を保存しなけ
ればなりません。
自主施工者も作業に関する記録の作成・保存が必要です。

煙突断熱材の取り残し
（筋状のもの）

鉄骨の吹付け石綿
の取り残し

取り残しの事例

（13）



罰則の対象が拡大されます。 NEW

◆下請負人も罰則等の対象となります。
特定工事の元請業者及び自主施工者に加え、下請負人も作業

基準の遵守義務等の対象となりました。
このため、特定工事の元請業者や請け負った特定工事の全部

または一部を他者に請け負わせるときは、その者に対して特定
粉じん排出等作業の方法等を事前に説明する必要があります。

[下請負人に適用される違反等と罰則]

 除去等の方法の義務違反 3月以下の懲役又は30万円以下の罰金 （新法第18条の19、第34条第3号）

 作業基準適合命令違反 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 （新法第18条の21、第33条の2第1項第2号）

（過失の場合は3月以下の懲役または30万円以下の罰金（新第33条の2第2項））

このほか、罰則はないものの、作業基準の遵守義務 （新法第18条の20）があります。
[その他下請負人に拡大される規制等]
 自治体が行う報告徴収及び立入検査の対象となります（対象は特定工事の施工分担範囲）。

[元請業者等が事前に下請負人に説明しなければならない事項] （新法第18条の16第3項、新規則第16条の11））

 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
 特定粉じん排出等作業の種類
 特定粉じん排出等作業の実施の期間
 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇
所及び使用面積

◆報告及び立入検査の対象拡大
対象者に下請負人を加えるとともに、営業所、事務所等その

他の事業場を立入検査の対象に加えます。
報告事項も規制強化にともない追加されています。

[立入検査の対象]（新法第26条第1項）
 解体等工事に係る建築物等
 解体等工事の現場
 解体等工事の元請業者、自主施工者、

下請負人（特定工事に従事する者に限る）
の営業所、事務所その他の事業場

[報告の対象]（★は発注者、元請業者及び自主施工者に限る。下請負人は特定工事の施工分担範囲）
 特定粉じん排出等作業の方法等（特定建築材料の種類、使用箇所、使用面積、特定粉じん排出等作業
の種類、実施期間、方法、新法第18条の19に定める方法により行わない場合の理由、新規則第16条の7
各号に掲げる事項（解体等工事に係る説明事項））

 特定粉じん排出等作業の結果
 事前調査について★

拡大
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災害時に備え、建築物等に石綿が使用さ
れているか確認しておくことが重要です。

近年、災害の甚大化により、損壊した石綿使用建築物等から
石綿が飛散するおそれが高まっています。
このような状況を踏まえ、国及び地方公共団体は連携して平

時からの建築物等における石綿使用有無の把握に向けた取組を
促進していきます。

[国の施策] （新法第18条の24）
 国は、建築物等に特定建築材料が使用されているか否かを把握するために必要な情報の収集、整理
及び提供その他の特定工事等に伴う特定粉じんの排出又は飛散の抑制に関する施策の実施に努めな
ければならない。

[地方公共団体の施策] （新法第18条の25）

 地方公共団体は、建築物等の所有者、管理者又は占有者に対し、特定建築材料及び建築物等に特定
建築材料が使用されているか否かの把握に関する知識の普及を図るよう努めるとともに、国の施策と相
まつて、当該地域の実情に応じ、特定工事等に伴う特定粉じんの排出又は飛散を抑制するよう必要な措
置を講ずることに努めなければならない。

NEW

津波で流された断熱材 地震で損壊した建物

出典：写真・図ともに災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル改訂版

石綿含有建材の使用状況の把握
に関するモデル事業

環境省では、災害時における石綿飛散防止
対策の充実を図るため、令和２年度から「石綿
含有建材の使用状況の把握に関するモデル事
業」を実施しています。
モデル事業では、建築物等における石綿含
有建材の使用状況の把握やデータベースの作
成を推進するとともに、災害時におけるデータ
ベースの活用等に関する手法の検討等を行い、
災害時における石綿飛散防止防止を進めてま
いります。

所有者へ通知建築物等の石綿使用状況等の把握
（アスベスト調査台帳、建築確認台帳等）

建築物等の倒壊・損壊の情報
（応急危険度判定等）

自治体による
応急措置

建築物等の所有者
による応急措置

住民等からの通
報

石綿露出

状況等の

確認調査

（指導・助言）

所有者不在

所有者不明

依頼

受付

： 自治体

： 建物等所有者

： 住民等

災害時の応急対応フロー
石綿露出状況等の把握と情報の受入れ・伝達体制の例

建物に残存した吹付け材
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他にも必要な手続きがあります。

大気汚染防止法以外の関連法令

建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策に関連する法律としては、大気汚染
防止法以外に労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建築基準
法などがあります。このうち労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法
律に石綿の飛散防止に関連する作業基準等が定められており、工事施工者等は
これらの関係法令に基づき適正に作業を行う必要があります。

● 労働安全衛生法、石綿障害予防規則における規定
建築物の解体等の工事で生じる石綿粉じんが作業環境を著しく汚染し、労働者の健康に

重大な影響を及ぼすことを防止する観点から作業場内での基準等が定められています。

● 廃棄物の処理及び清掃に関する法律における規定
特定管理産業廃棄物に指定された廃石綿等について、その分別、保管、収集、運搬、処分

等を適正に行うため必要な処理基準等が定められています。

● 建築基準法における規定
建築物の大規模な増改築時には吹付け石綿及び石綿含有吹付けロックウールの除去が

義務付けられ、また、石綿の飛散のおそれがある場合には、除去等の勧告・命令ができる
ことが定められています。

● 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）
における規定
他の建築廃棄物の再資源化を妨げないように、石綿含有建築材料は、原則として他の

建築材料に先がけて解体等を行い、分別しておくことが定められています。

※ また、地域によっては、地方自治体が条例を定めて規制をしている場合がありますので、
当該作業を行う場所を管轄する都道府県、市町村にお問い合わせください。

● 詳細は、以下のホームページをご覧ください。
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①法例改正の資料等掲載ページ
https://www.env.go.jp/air/post_48.html

②建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び
石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html

環境省 大防法改正

① ②
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