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H29環廃事第 1187号 

平 成 2 9年 9月 1 9日 

 

産業廃棄物処理業許可業者  各位 

 

仙台市環境局事業ごみ減量課長  

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び施行規則の一部改正について 

（廃水銀等、水銀含有ばいじん等及び水銀使用製品産業廃棄物）（通知） 

 

平素より、本市廃棄物行政に御協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

さて、標記につきまして、「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（平成２９年環境省令第１０号）」等が平成２９年６月９日に公布され、下記のとおり改

正されますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１ 改正の概要 

（１）廃水銀等 

  ①廃水銀等の対象となる特定施設の追加（下線の施設が追加） 

・水銀もしくはその化合物が含まれている物、または水銀使用製品廃棄物から水銀を

回収するための施設 

・水銀使用製品の製造の用に供する施設 

・灯台の回転装置が備え付けられた施設 

・水銀を媒体とする測定機器（水銀使用製品を除く。）を有する施設 

・国または地方公共団体の試験研究機関 

・大学及びその附属試験研究機関 

・学術研究または製品の製造もしくは技術の改良、考案もしくは発明に係る試験研究

を行う研究所 

・農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、

専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設 

・保健所 

・検疫所 

・動物検疫所 

・植物防疫所 

・家畜保健衛生所 

・検査業に属する施設 

・商品検査業に属する施設 

・臨床検査業に属する施設 

・犯罪鑑識施設 
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②処分基準の追加 

項目 必要な措置 

中間処理 【硫化】 

・水銀の純度を高める 

・産業廃棄物処理施設の許可を受けた硫化施設において粉末硫黄により硫化 

【固型化】 

・硫化水銀を改質硫黄により固型化 

・改質硫黄固型化物は、「金属等を含む廃棄物の固型化等に関する基準（昭和

52年環境庁告示第５号）」に定める強度、大きさ、形状を満たすこと 

最終処分 廃水銀等処理物（＝改質硫黄固型化物）が、埋立判定基準（環境庁告示13号

溶出試験の結果、水銀0.005mg/L以下）を 

満たさない場合 ⇒ 遮断型最終処分場に処分 

満たす場合 ⇒ 追加的措置（※）をとった管理型最終処分場で処分する

ことが可能 

※管理型最終処分場の追加的措置 

 ①処分場の一定の場所において、かつ、埋め立てる処理物が分散しないよ

うな措置 

 ②その他の廃棄物と混合するおそれがないよう、他の廃棄物と区分する措

置 

 ③埋め立てる処理物が流出しないようにする措置 

 ④埋め立てる処理物に雨水が侵入しないようにする措置 

 

③廃水銀等の硫化施設を産業廃棄物処理施設に追加 

対象 必要な措置 

廃水銀等の

硫化施設 

産業廃棄物処理施設としての設置許可 

一般的な産業廃棄物処理施設の技術上の基準、維持管理基準に加え、 

技術上の基準：水銀流出防止及び浸透防止設備の設置、水銀を均一に硫

化させる反応設備の設置、反応設備は外気と遮断又は負

圧管理されたもの、水銀ガス処理設備の設置 

維持管理基準：水銀と硫黄との均一な化学反応、外気と遮断されていな

い反応設備の場合は負圧管理、水銀ガスによる生活環境

保全上の支障防止 

 

（２）水銀含有ばいじん等 

①新たな廃棄物区分「水銀含有ばいじん等」の設定 

 （水銀の大気排出にかかる規制を効果的に実施する観点から対象濃度を設定） 

廃棄物の種類 水銀含有ばいじん等の対象 

燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥 水銀（※）を15mg/kgを超えて含有するもの 

廃酸・廃アルカリ 水銀（※）を15mg/Lを超えて含有するもの 

※水銀汚染物のうち、従来からの特別管理産業廃棄物に該当するものは、「水銀含有ばい

じん等」には該当しない 

 

②水銀回収義務付け対象 

廃棄物の種類 水銀含有ばいじん等の対象 

燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥 水銀（※）を1,000mg/kgを超えて含有するもの 

廃酸・廃アルカリ 水銀（※）を1,000mg/Lを超えて含有するもの 

   ※水銀含有ばいじん等、及び特別管理産業廃棄物両方について、上記の条件に該当するも

のは、水銀回収の義務の対象となる 
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③「水銀含有ばいじん等」に対する新たな措置 

   ア 処理基準の追加 

項目 必要な措置 

処理の委託 ・「水銀含有ばいじん等」の収集運搬又は処分の許可を受けた者に委託 

・水銀回収が義務づけられているものの処理を委託する場合は、水銀回収

が可能な事業者に委託 

処分・再生 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように措置 

・水銀回収の対象となる水銀含有ばいじん等については、ばい焼設備によ

りばい焼、又はその他の加熱工程により水銀を回収 

 

    イ 水銀含有ばいじん等であることの情報の伝達 

情報媒体 必要な記載事項 

業の許可証 取り扱う廃棄物の種類に「水銀含有ばいじん等」が含まれること 

注）平成29年10月1日時点で、これらの廃棄物を取り扱っている場合、変更許可は不要。 

委託契約書 委託する廃棄物の種類に「水銀含有ばいじん等」が含まれること 

注）平成29年10月１日以前に契約締結している委託契約書については、新たに契約変更

等をする必要はない。 

マニフェス

ト 

産業廃棄物の種類欄に「水銀含有ばいじん等」が含まれること、また、そ

の数量 

廃棄物保管場

所の掲示板 

産業廃棄物の種類欄に「水銀含有ばいじん等」が含まれること 

帳簿 「水銀含有ばいじん等」に係るものを明らかにすること 

 

（３）水銀使用製品産業廃棄物 

①新たな廃棄物区分「水銀使用製品産業廃棄物」の設定 

区分①：水銀使用製品のうち下表に掲げるもの 

区分②：①の製品の組込製品（表に×印のあるものに係るものを除く） 

区分③：水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている製品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 水銀電池   20 ﾎﾞｲﾗ（二流体ｻｲｸﾙに用いられるもの）  

2 空気亜鉛電池   21 灯台の回転装置  

3 ｽｲｯﾁ及びﾘﾚｰ（水銀が目視で確認

できるもの） 

×  22 水銀トリム・ヒール調整装置  

4 蛍光ﾗﾝﾌ（゚冷陰極蛍光ﾗﾝﾌﾟ及び外

部電極蛍光ﾗﾝﾌﾟを含む） 

×  23 水銀抵抗原器  

5 ＨＩＤﾗﾝﾌﾟ（高輝度放電ﾗﾝﾌﾟ） ×  24 差圧式流量計  

6 放電ﾗﾝﾌﾟ（蛍光ﾗﾝﾌﾟ及びＨＩＤﾗ

ﾝﾌﾟを除く） 

×  25 傾斜計  

7 農薬   26 周波数標準機 × 

8 気圧計   27 参照電極  

9 湿度計   28 握力計  

10 液柱形圧力計   29 医薬品  

11 弾性圧力計（ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ式のもの） ×  30 水銀の製剤  

12 圧力伝送器（ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ式のもの） ×  31 塩化第一水銀の製剤  

13 真空計 ×  32 塩化第二水銀の製剤  

14 ガラス製温度計   33 よう化第二水銀の製剤  

15 水銀充満圧力式温度計 ×  34 硝酸第一水銀の製剤  

16 水銀体温計   35 硝酸第二水銀の製剤  

17 水銀式血圧計   36 チオシアン酸第二水銀の製剤  

18 温度定点セル   37 酢酸フェニル水銀の製剤  

19 顔料 ×  注）No.19の顔料は、塗布されるものに限り×印に該当する。 
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②「水銀使用製品産業廃棄物」に対する新たな措置 

   ア 処理基準の追加 

項目 必要な措置 

処理の委託 ・「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を受けた者に委

託 

・水銀回収が義務づけられているものの処理を委託する場合は、水銀回収

が可能な事業者に委託 

保管 他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置 

収集・運搬 破砕することのないよう、また、他の物と混合するおそれのないように区

分して収集・運搬 

処分・再生 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないような措置 

・水銀回収の対象となる水銀使用製品産業廃棄物については、ばい焼設備

によるばい焼、又は水銀の大気飛散防止措置をとった水銀を分離する方法

により、水銀を回収 

・安定型最終処分場への埋立は行わないこと 

 

   イ 水銀使用製品産業廃棄物であることの情報の伝達 

情報媒体 必要な記載事項 

業の許可証 取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること 

注）平成29年10月1日時点で、これらの廃棄物を取り扱っている場合、変更

許可は不要です。 

委託契約書 委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること 

注）平成29年10月１日以前に、契約締結している委託契約書については、

新たに契約変更等をする必要はありません。 

マニフェス

ト 

産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること、また、

その数量 

廃棄物保管場

所の掲示板 

産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること 

帳簿 全ての項目について、「水銀使用製品産業廃棄物」に係るものを明らかに

すること 

 

２ 施行日 平成２９年１０月１日 

 

３ 必要な手続き 

   水銀含有ばいじん等及び水銀使用製品産業廃棄物を引き続き取扱う場合、平成３４年

９月３０日までは次のとおり変更届の提出又は更新時（変更許可含む）に許可証の書換

えを行います。 

   特に、収集運搬業者（積替保管あり）及び処分業者は、取り扱う産業廃棄物の種類を

明確にするために、省令施行後すみやかに変更届を提出してください。 

   なお、水銀含有ばいじん等及び水銀使用製品産業廃棄物等を取り扱わない内容で許可

証の書換えを希望の場合は、変更届のみを提出してください。 

 

（１）届出受付先 

仙台市環境局廃棄物事業部事業ごみ減量課 

 

（２）届出方法 

正副２部提出（変更届は手数料不要） 
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（３） 届出に必要な書類 

◆収集運搬業者（積替保管なし） 

①変更届（様式第１１号） 

②水銀含有ばいじん等・水銀使用製品産業廃棄物ごとに、破砕することのない 

ような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と

区分して、収集し、又は運搬することの対策（使用する容器の写真、区分方法

など）を記載した書類 

 

◆収集運搬業者（積替保管あり） 

①変更届（様式第１１号） 

②取扱う水銀含有ばいじん等・水銀使用製品産業廃棄物ごとに、破砕すること 

のないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他

の物と区分して、収集し、又は運搬することの対策（使用する容器の写真、区

分方法など）を記載した書類 

③水銀含有ばいじん等や水銀使用製品産業廃棄物の積替え・保管を行う施設の 

所在地、施設内配置図（変更がある場合は、変更前後が分かる図面等） 

④保管に当たって、その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける

等必要な措置を記載した書類 

 

◆処分業者 

①変更届（様式第１１号）（設置許可を有する産業廃棄物処理施設については、

併せて産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書（様式第２３号）もご提出願いま

す。） 

②水銀又はその化合物が大気中に飛散しないようにするために講じた措置につ

いて記載した書類 

③水銀含有ばいじん等又は水銀使用製品産業廃棄物からの水銀回収方法につい

て記載した書類（水銀回収を行わない場合は、水銀回収が義務付けられている

水銀含有ばいじん等又は水銀使用製品産業廃棄物を取り扱わない旨を記載し

た書類） 

④水銀含有ばいじん等又は水銀使用製品産業廃棄物の保管場所について記載し

た書類 

※保管場所を変更しようとする場合は、事前協議が必要になりますのでご注意

ください。 

⑤中間処理業者の場合、水銀含有ばいじん等又は水銀使用製品産業廃棄物を中間

処理した後の廃棄物の処分方法について記載した書類 

⑥最終処分業者の場合、水銀含有ばいじん等又は水銀使用製品産業廃棄物を埋立

処分するにあたって講ずる措置について記載した書類（これらの廃棄物を取り

扱わない場合は、その旨を記載してください。） 

 

 

 

改正内容の詳細については、環境省webサイト（http://www.env.go.jp/press/104151.html）

及び（http://www.env.go.jp/recycle/waste/mercury-disposal/）も併せて御参照下さい。 

 

担当: 収集運搬業については事業係 峯﨑  

処分業については施設係 林 

電話: （事業係）０２２－２１４－８２３５  

（施設係）０２２－２１４－８２３６ 

Fax:022-214-8356 


