
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物適正処理マニュアル 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１９年３月 

  

  

近畿ブロックＰＣＢ廃棄物広域処理部会 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 はじめに  

 

 ポリ塩化ビフェニル（以下「PCB」という。）は、化学的に安定している、熱により分解しにくい、

絶縁性が良い、不燃性である等の性質を持っているため、トランスやコンデンサ等の電気機器の絶縁油、

熱媒体、感圧複写紙（ノンカーボン紙）等、幅広い分野で使用されてきました。しかし、昭和４３年に

食用油の製造過程で熱媒体として使用されていた PCB が食用油に混入し、健康被害を発生させた「カ

ネミ油症事件」を契機に PCB による汚染が大きな社会問題となり、昭和４７年に製造が中止されまし

た。しかし、その後、事業者による PCB 廃棄物の保管が長期にわたり継続し、紛失や漏洩等による汚

染が全国的に懸念される状況となってきました。 

 こうした状況を踏まえ、平成１３年６月に「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（以下「PCB特措法」という。）」が制定され、保管事業者は平成２８年７月までに適正処理

することを義務付けられました。そして、日本環境安全事業株式会社（旧環境事業団。以下「JESCO」

という。）を活用した処理施設設置等に向けての体制整備を図ることとしていますが、保管事業者は処

理が完了するまで適正な保管を継続する必要があります。 

 

 本マニュアルでは、PCB 廃棄物保管事業者に対して適正処理の徹底を図るため、PCB 廃棄物の適正

保管から処理申込、処理委託契約、搬出時の注意事項、処理完了に到るまで、一連の流れに沿った内容

で取扱に関する留意点を示しています。 

 

 

 

 PCB廃棄物の処理について  

 

 PCB廃棄物の処理については、JESCOが環境省の指導・監督の下、高圧機器・廃 PCB等の広域処理

事業を進めています。現在のところ、JESCOが PCB廃棄物保管事業者にとって唯一処理委託できると

ころです。 

 近畿２府４県（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）に保管されている PCB廃棄物

は、JESCOが実施する大阪 PCB廃棄物処理事業（大阪市此花区）において処理されます。 

 

○ PCB廃棄物の処理期限は、PCB特措法によって定められています。 

PCB廃棄物は、現在使用中の PCBも含め、平成２８年７月１４日までに処分しなければなりません。 

 

 ● PCB特措法 施行令第三条 

（処理の期限） 法第十条の政令で定める期間は、法の施行の日から起算して十五年とする。 

法第十条：事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の整備の状況その他の事情を 

勘案して政令で定める期間内に、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、 

又は処分を他人に委託しなければならない。 

法施行日：平成１３年７月１５日 

 

 ● JESCOの PCB廃棄物の受託処理事業は平成２７年３月で終了します。後半になり予約が満杯にな

ると処理を受けられない場合も考えられますので、早い時期に十分に調べて、機器等登録してくだ

さい。遅くとも平成２６年３月までには処理計画を相談し、平成２６年１２月までに処分の委託契

約を締結してください。 
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１．搬出までの保管について・PCB特措法に基づく届出 

 

（１）保管基準の遵守【参考資料１「６．保管の基準」（P14-15）参照】 

 PCB 保管事業者は PCB 廃棄物が搬出されるまで、環境省令で定める技術上の基準に従い、保管しな

ければなりません。 

 

 ● 保管施設の周囲には囲いを設置してください。 

● 保管場所に周囲から見やすいよう掲示板を設置してください。 

● PCB 廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散を防止してください。 

● 他の物質が混入するおそれのないよう仕切りを設けるなど必要な措置を講じてください。 

● 密封等の揮発防止措置、高温にさらされないための必要な措置及び腐食防止措置を講じてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）PCB特措法に基づく届出 

 保管している全ての PCB 廃棄物の処理が完了するまで、毎年６月３０日までに PCB 特措法に基づく

保管及び処分状況等届出書（以下「PCB 特措法届出書」という。）を各府県・政令市へ提出してください。

【「行政区域・問い合わせ窓口一覧」参照】 

 

 

（３）紛失の防止 

 PCB 廃棄物を他の廃棄物と混同して保管していると、保管場所の工事・清掃等の際に誤って他の廃棄

物と共に廃棄される恐れがあります。そのような紛失の恐れのある際は、現場に直接立ち会う等十分に

注意して管理してください。 

 また、PCB 特措法届出書についても、毎年、保管している全ての PCB 廃棄物に関して現状の保管状

況を必ず確認した上で、作成し提出してください。 

 

 

【保管例】 

周囲には囲いを設置 

見やすい個所に

掲示板を設置 

（縦・横 60cm以上） 

特別管理産業廃棄物特別管理産業廃棄物特別管理産業廃棄物特別管理産業廃棄物    

ＰＣＢ廃棄物保管場所ＰＣＢ廃棄物保管場所ＰＣＢ廃棄物保管場所ＰＣＢ廃棄物保管場所    

    

関係者以外の立入を禁止する。関係者以外の立入を禁止する。関係者以外の立入を禁止する。関係者以外の立入を禁止する。    

    

特別管理産業廃棄物管理責任者特別管理産業廃棄物管理責任者特別管理産業廃棄物管理責任者特別管理産業廃棄物管理責任者    

○○○○○○○○○○○○○○○○    

連絡先連絡先連絡先連絡先((((△△△△△△△△△△△△))))△△△△△△△△△△△△－△△△△－△△△△－△△△△－△△△△    

転倒防止の措置 

飛散・流出・地下浸透

防止の措置 
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（４）既に漏洩している PCB廃棄物の適正保管 

 PCB 廃棄物から PCB の漏洩を発見した場合、PCB をウエス等で拭き取り、拭き取った後は使用した

ウエス等を含め金属製の容器等で保管し、流出防止の措置を講じてください。PCB の漏洩を防止するた

めに PCB 廃棄物をコンクリートや樹脂等で固化すると、JESCO では処理できなくなってしまいます。

固化する前に、JESCO又は各府県・政令市に相談してください。 

 漏洩している PCB 廃棄物の処理については、現在検討されているところです。当面は継続して保管し

てください。 

 

 

（５）消防法に基づく危険物の表示 

 消防法で定める危険物に該当する PCB 廃棄物は、消防法の定める表示を各機器に貼付する必要があり

ます。表示の主な内容は以下のとおりです。 

 

 ● 危険物の品名・危険等級及び化学名、危険物の数量、「火気厳禁」 

（※ 機械で荷役する構造を有する容器については、下記の表示も必要です。） 

製造年月日及び製造者の名称、最大総重量、２０度の温度における内容積、運搬容器の自重 

 

【トランス類の表示例】 

危険物の品名   ：第四類第三石油類（PCB を含む油） 

危険物の等級   ：危険等級Ⅲ 

危険物の数量   ：      Ｌ ［銘板に「油量」記載があれば不要］ 

注意事項   ：火気厳禁 

製造年月   ：１９○○／○○／○○ ［銘板に「製造年月日」記載があれば不要］ 

製造者    ：△△△△株式会社 ［銘板に「製造者」記載があれば不要］ 

最大総重量   ：      Ｋｇ ［銘板に「総重量」記載があれば不要］ 

２０度の温度における内容積 ：      Ｌ  ［危険物の数量と同じものを記載］ 

電気機械器具の自重  ：      Ｋｇ  

     ［銘板の「総重量」－銘板の「油量」×１．５（絶縁油の比重）］ 

 

 

【コンデンサ類の表示例】 

危険物の品名   ：第四類第三石油類（PCB を含む油） 

危険物の等級   ：危険等級Ⅲ 

危険物の数量   ：      Ｌ ［銘板記載の「総重量」×０．３］ 

注意事項   ：火気厳禁 

製造年月   ：１９○○／○○／○○ ［銘板に「製造年月日」記載があれば不要］ 

製造者    ：△△△△株式会社 ［銘板に「製造者」記載があれば不要］ 

最大総重量   ：      Ｋｇ ［銘板に「総重量」記載があれば不要］ 

２０度の温度における内容積 ：      Ｌ ［危険物の数量と同じものを記載］ 

電気機械器具の自重  ：      Ｋｇ ［最大総重量×０．５５］ 
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２．処理申込 

 

■ 「早期登録・調整協力割引制度」に登録済又は「PCB機器等調査票」提出済の方 

  処理申込は完了しています。JESCOよりの処理時期の連絡を待ってください。 

 

■ 「PCB機器等調査票」未提出の方（これから新規に機器登録をされる方） 

  処理申込には、重量・寸法等の情報を「調査票記入要領」に沿って「PCB 機器等調査票」に記入して

JESCO へ提出する必要があります。使用中の機器等についての登録も可能です。 

  JESCO での処理を進めるためには、まず「PCB 機器等調査票」を提出することから始まります。 

 

（１）JESCOにおいて処理対象となる PCB機器 

 ○ 高濃度の１０kg以上のトランス類・コンデンサ類（使用中のものも含む） 

 ○ 高濃度の PCB 油類 

 

  ● 低濃度 PCB 機器、安定器、汚泥・ウエス等の PCB 汚染物は対象外です。 

    対象外の PCB 廃棄物等の処理方法、処理体制については、環境省において検討しているところ

です。当面は継続して保管してください。 

 

  ● 高濃度 PCB 機器とは、PCB を意図的に絶縁油として使用したもので、トランスで PCB 濃度が

５０～６０％(500,000～600,000mg/kg)、コンデンサで１００％(1,000,000mg/kg)といわれてい

ます。低濃度PCB機器とはPCBを意図的に絶縁油として使用せずに製造されたにもかかわらず、

何らかの原因によりＰＣＢが混入したものをいいます。 

 

  ● PCB が漏れている機器について、処理申込は可能ですが、現在 JESCO にて受け入れはできませ

ん。漏洩（漏れ・滲み）の有無について必ず確認してください。 

漏洩している PCB 廃棄物の処理については、現在検討しているところです。当面は継続して保

管してください。 

 

 

（２）PCB機器等情報の提出 

 〔必要書類〕①「PCB 機器等調査票（総括票）」 

②「PCB 機器等調査票（トランス類・コンデンサ類）様式－１」 

③「PCB 機器等調査票（PCB 油類）様式－２」 

④「PCB 機器等調査票（PCB に汚染された保管容器）様式－３」 

⑤ 保管場所、PCB 機器等の写真 

 

  ①～④の必要書類を記入の上、⑤の写真を添えて JESCO 機器情報登録担当へ送付してください。

（JESCOのホームページにて書式をダウンロードの上、エクセル形式で作成してください。） 

  必要書類は原則、紙ベースで提出してください。ただし、処理登録対象となる PCB 廃棄物等が多量

の場合、②～④の「PCB 機器等調査票（様式－１、様式－２、様式－３）」は、電子媒体（フロッピー

ディスク、コンパクトディスク等）として提出することもできます。 
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  書類作成時に、登録した PCB 廃棄物についてのリスト等を作成してください。 

  JESCO にて登録入力完了後、「登録確認書」が届きます。 

 

 ○ 登録内容に変更が生じた場合、速やかに JESCO まで連絡してください。 

 ○ 「登録確認書」及び「登録 PCB 廃棄物等リスト」は大切に保管してください。 

 

  ● PCB 機器等調査票送付先 

    〒１０５－００１４  東京都港区芝一丁目７番１７号（住友不動産芝ビル３号館４階） 

    日本環境安全事業株式会社 営業部 機器情報登録担当 

問い合わせ電話番号 ０３－５７６５－１９３５  URL：http://www.jesconet.co.jp/ 

 

 

（３）処理時期の連絡 

 処理時期の約５～６ヶ月前に、JESCOより処理に関する説明会の案内があります。説明会は処理時期

の約４～５ヶ月前に開催され、説明会にて大まかな処理時期の連絡があります。 

 予算の関係等の都合上、早期に連絡をもらいたい場合は相談に応じることができます。 

 

 

（４）処理料金 

 PCB 廃棄物の処理料金は JESCOのホームページに掲載されています。 

 （URL：http://www.jesconet.co.jp/customer/discount_01.html） 

 

 

（５）収集運搬業者の確認【参考資料１「２．運搬・処分の委託先」（P11-12）参照】 

 PCB 廃棄物の収集運搬を委託する場合、積込む場所（保管事業場）における行政区域と、積下す場所

（JESCO）における行政区域（大阪市）の両方で特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を得た収集運搬

業者に委託しなければなりません。 

 保管事業場における行政区域【「行政区域・問い合わせ窓口一覧」参照】と大阪市の両方で許可を得た

収集運搬業者の確認をしてください。 

 JESCO 大阪事業所に PCB 廃棄物を搬入できる収集運搬業者は JESCO のホームページに掲載され、

随時更新されています。（URL：http://www.jesconet.co.jp/facility/osaka/acceptance/list.html） 

 

 また、少量の PCB 廃棄物保管事業者を対象として、１回の収集運搬で複数の保管事業者の PCB 廃棄

物を回収する効率的なルート回収を、JESCO と関係行政が連携して検討しています。 
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３．中小企業者等軽減制度 

 

（１）中小企業者等軽減制度の概要【参考資料３（P19-20）参照】 

 中小企業者などの小規模保管事業者の方々が保管する PCB 廃棄物の処理費用は、独立行政法人環境再

生保全機構が運用するPCB廃棄物処理基金及び国からの国庫補助金による軽減制度の適用対象となりま

す。なお、適用を受けるには申し込みが必要です。 

 （収集運搬料金には適用されません。JESCOの処理料金のみの適用となります。） 

 

 

（２）対象となる PCB廃棄物 

 ● １０kg以上のトランス類・コンデンサ類 

  ※ PCB 油類、安定器等及び小型電器部品等は対象外です。 

 

 

（３）対象となる方 

 中小企業者・学校法人等・過去に中小企業者等であった個人（解散又は事業を廃止した中小企業等か

ら軽減対象廃棄物を承継して保管している個人）が対象となります。 

 

 

（４）軽減される額 

 処理料金（処理委託契約締結時点）の７０％が軽減されます。 

 

 ● 中小企業者等の早期登録･調整協力割引、負担軽減措置の計算方法について 

トランス類、コンデンサ類の処理料金表から算出した金額（A）をもとに、 

  ① 中小企業等の負担軽減措置のみが適用される場合には、金額（A）の３０％の額（1 円未満の端

数は切り捨て。）となります。 

② 中小企業等の負担軽減措置と早期登録･調整協力割引の両方が適用される場合には、金額（A）の

２５％の額（１円未満の端数は切り捨て。）となります。 

 

 

（５）申込方法 

 申し込みにあたっては JESCO 指定の申込書を利用してください。 

 申し込みの時期・方法につきましては、処理委託契約の直前に個別に案内があります（対象者のみ）。 

 また、中小企業者等軽減制度の適用判定から９０日以内に処分委託契約を締結しなければなりません。 
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４．処理委託契約締結 

 

 契約を締結するのは PCB 廃棄物を搬出する予定日の約２ヶ月前となります。 

 

 ○ 平成１８年３月３１日で受付終了した「早期登録・調整協力割引制度」に登録済みの保管事業者の

処理希望を優先することを原則として、当面は早期登録済みの保管事業者とのみ契約することとな

っています。 

 

 ○ PCB 廃棄物の処理委託にあたっての手順 

  ● JESCO より大まかな処理時期の連絡（処理時期の約４～５ヶ月前） 

  ● 中小企業者等軽減制度の申し込み（対象者のみ） 

  ● PCB 廃棄物の処分業者（JESCO）、収集運搬業者と書面で委託契約締結（処理時期の約２ヶ月前） 

  ● JESCO・収集運搬業者・保管事業者の３者により搬出日時を決定（処理時期の約１ヶ月前） 

  ● 契約した収集運搬業者に PCB 廃棄物を引渡す際、産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」と

いう。）を発行（マニフェストについては、P8-9 参照） 

  ● 処分状況について、必要事項を記載した帳簿の作成（帳簿については、P9 参照） 

 

  ※ 委託契約は、口頭で行われることによって産業廃棄物の処理責任が曖昧にされることを防止する

趣旨から、書面により行わなければなりません。 

  ※ マニフェスト制度とは、産業廃棄物の処理を委託する際に、受託者に対して管理票を交付し、処

理終了後に受託者からその旨を記載した管理票の写しの送付を受けることにより、契約どおりに

産業廃棄物が処理されたことを確認し、適正な処理を確保する制度です。 

    （委託契約とマニフェストはそれぞれ趣旨が異なる別個の制度です。） 

 

 

（１）収集運搬業者の選定 

 保管事業場における行政区域で許可を得た収集運搬業者から選定してください。 

 

 

（２）収集運搬委託契約・処分委託契約【参考様式１（P21-23）、参考様式２（P24-26）参照】 

 PCB 廃棄物の搬出日が決定すると、処分業者（JESCO）と処分委託契約を締結します。処分委託契約

の締結と同時期に、収集運搬業者と収集運搬委託契約を締結することになります（処理委託契約書のひ

な形は JESCOが提供します）。委託契約書は５年間保存しなければなりません。 

 

 ● 契約締結の前に、保管事業者は処分業者や運搬業者に対して、PCB 廃棄物の種類、数量、性状、荷

姿及び取り扱う際に注意すべき事項を文書で通知しなければなりません。 

 

 ● JESCOへの処理料金の支払いは、原則として PCB 廃棄物の搬出前となっています。 

 

 

（３）委託基準の遵守【参考資料１「３．運搬・処分の委託基準」（P12）参照】 

 PCB 廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければなりません。 



 - 7 - 

５．搬出日までにすべきこと 

 

（１）搬出作業場の選定・搬出通路の確保 

 ● 搬出作業場は保管事業場内から選定することになりますが、収集運搬車が保管事業場に入ることが

できない場合は収集運搬業者と調整することになります。また、搬出時に速やかに PCB 廃棄物を

運び出せるよう、PCB 廃棄物保管場所から搬出作業場までの通路を確保してください。 

 

 ● 収集運搬車が保管事業場に入ることができず、機械による荷役を必要としない PCB 廃棄物であれ

ば、近隣の作業可能である場所まで移動してから作業することとなります。搬出作業場が確保でき

ない場合は、収集運搬業者との調整が必要となります。 

 

 

（２）PCB廃棄物についての表示 

 PCB 廃棄物の収集運搬を行う場合には、PCB 廃棄物収集・運搬ガイドラインに従い、運搬容器に「PCB」

及び収集運搬に係わる PCB 廃棄物の種類を表示しなければなりません。 

 

PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン 「２．３ 表示・標識」 

収集・運搬を行う場合には、運搬容器に「PCB」及び収集・運搬に係る PCB廃棄物の種類を表

示し、運搬車に「PCB」と表示しなければならない。 

 

 ● PCB 廃棄物には「個体管理シール」と「消防法に基づく危険物の表示（P2 参照）」を貼付する必要

があります。 

（個体管理シールは搬出日前週に JESCOが発券し、搬出日当日に収集運搬業者が持参しますので、

当該 PCB 廃棄物に貼付してください。） 

 

  ※ 個体管理シールとは JESCO が発券するバーコード付きのシールです。個体管理シールのバーコ

ードにより、搬出する全ての PCB 廃棄物に個別の管理番号が与えられます。個体管理シールは、

当該 PCB 廃棄物に貼付し、保管事業場からの搬出時と JESCO への搬入時にバーコードを読み

取ることによって、収集されたものと同じ管理番号情報を持った PCB 廃棄物が、全量 JESCO

に引き渡されているかを確認するためのものです。 
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６．搬出日当日の立会 

 

（１）積込みの立会い 

 PCB 廃棄物の積込みをする場合には、PCB 廃棄物収集・運搬ガイドラインに従い、保管事業者の特別

管理産業廃棄物管理責任者又はその職務を代行する者が立ち会う必要があります。 

 

PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン 「２．２．３ 積込み、積下し時の立会」 

PCB廃棄物の積込み、積下しをする場合には、保管事業者の特別管理産業廃棄物管理責任者又

はその職務を代行する者、収集運搬業者の運行管理責任者又はその職務を代行する者、処理施設

の設置者又はその職務を代行する者がそれぞれの行為に応じて立ち会う必要がある。 

 

 ● 漏洩等がないか、適切な荷役（吊り・固縛等）が行われているか、個体管理シールが貼付されてい

るか、委託契約書の内容と相違がないか等を確認してください。 

 

 

（２）雨天時の場合 

 搬出作業場が屋内であったとしても、雨天及び雨天が予想される場合は原則搬出中止となります。運

搬途中の天候変化による急な降雨の場合は、JESCO では受け入れることができます（但し、保管容器等

に防水処置がなされていること）。保管容器等に水滴が付着している場合は受け入れることはできません。 

 

 

（３）マニフェストの交付 

【参考資料１「４．産業廃棄物管理票（マニフェスト）」（P12）、参考様式３（P27）参照】 

 当日搬出する PCB 廃棄物とマニフェストの内容を確認して担当者の署名捺印の上発行し、収集運搬業

者に渡してください。 

（マニフェストは個体管理シール同様、JESCOが発券し、搬出日当日に収集運搬業者が持参します。） 

 

 ● PCB 廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、PCB 廃棄物の引渡しと同時に運搬の受託

者（処分のみ委託する場合は処分の受託者）にマニフェストを交付しなければなりません。 

 

● マニフェストには、委託する PCB 廃棄物の種類、数量、運搬又は処分の受託者の氏名又は名称そ

の他環境省令で定める事項を記載しなければなりません。 

 

● マニフェストは複写式で、運搬又は処分の終了後、運搬受託者又は処分受託者により運搬・処分年

月日等環境省令で定める事項が記載され、１０日以内に交付者に写しが回付されることになってい

ます。交付者はこれにより PCB 廃棄物が適正に運搬又は処分されていることを確認し、５年間保

存しなければなりません。 

 

● 上記の写しが交付の日から６０日以内に回付されない場合には、交付者は受託者に対して直ちに連

絡、確認等により運搬又は処分の状況把握を行うとともに、期間経過後３０日以内に報告書を各府

県・政令市へ提出しなければなりません。最終処分業者からの写し（Ｅ票）が１８０日以内に回付

されない場合も、上記と同様の措置が必要となります。 
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７．搬出・処理完了 

 

（１）マニフェストの保存 

 マニフェストのＢ２票（運搬完了）・Ｄ票（中間処理完了）・Ｅ票（最終処分完了）の返却により、PCB

廃棄物が適正に運搬・処分されていることを確認してください。マニフェストは５年間保存しなければ

なりません。 

 

 

（２）帳簿（記録等）の作成・保存 

 PCB 廃棄物を生じる事業者は処分状況を正確に記載した帳簿を作成することが廃棄物処理法で定めら

れています。 

 

 ● 帳簿の記載事項、記載期限については、次のように定められています。また、帳簿の様式について

は定めておりませんので、決められた記載事項を満たしていれば独自の様式で帳簿を作成すること

が可能です。帳簿は５年間保存しなければなりません。 

 

 

【帳簿記載事項・記載期限】 

区分 記載事項 記載期限 

運搬 

１．運搬年月日 

２．運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 

３．積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所 

ごとの搬出量 

前月分を 

毎月末まで 

運搬の委託 

１．委託年月日 

２．受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 

３．運搬先ごとの委託量 

前月分を 

毎月末まで 

処分 

１．処分年月日 

２．処分方法ごとの処分量 

３．処分（埋立処分〔及び海洋投入処分〕を除く。）後の廃棄 

物の持出先ごとの持出量 

前月分を 

毎月末まで 

処分の委託 

１．委託年月日 

２．受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 

３．受託者ごとの委託の内容及び委託量 

前月分を 

毎月末まで 
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８．PCB特措法届出書の提出終了 

 

（１）PCB特措法に基づく届出 

 PCB 廃棄物を処理した場合、翌年度の６月３０日までに PCB 特措法届出書「⑥ 前年度中に処分を委

託したポリ塩化ビフェニル廃棄物」へ処理した PCB 廃棄物について記入し、マニフェストの写しを添付

した上で各府県・政令市へ提出してください。 

 また、平成２０年度より、全ての事業者に対して、毎年６月３０日までに前年度のマニフェスト交付

状況についての産業廃棄物管理票交付等状況報告書（以下「報告書」という。）を提出することが義務付

けられます。ＰＣＢ廃棄物を処理した翌年度には、マニフェストの写しを添付したＰＣＢ特措法届出書

と報告書を各府県・政令市へ提出してください。 

 保管している全ての PCB 廃棄物の処理が完了すると、翌年度の PCB 特措法届出書が最後の提出とな

ります。 

 

 



 - 11 - 

廃棄物処理法について 

 

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）は、廃棄物全般について適正な処理を確保する

ための一般法であり、同法の収集運搬、処分、保管等に関する規定が PCB 廃棄物（分類については１

のとおり）にも適用されます。一方、PCB 特別措置法は、PCB 廃棄物の確実かつ適正な処理を確保す

るための特別法であり、保管状況等の届出、期間内の処分の義務付け等の規制がされています。 

 

１．廃棄物の分類 

・PCB廃棄物は、廃棄物処理法（以下、「法」という。）では産業廃棄物のうち人の健康又は生活環境

に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして「特別管理産業廃棄物」に分類されてい

ます。（法第２条第５項） 

 

１ 廃ポリ塩化ビフェニル等（廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。

以下同じ。） 

２ ポリ塩化ビフェニル汚染物（次に掲げるものをいう。以下同じ。） 

（１） 汚泥（事業活動に伴って生じたもの及び法第２条第４項第２号に掲げる廃棄物*のうち

日常生活に伴って生じたもの（以下、「事業活動等発生物」という。）に限る。）のうち、ポ

リ塩化ビフェニルが染み込んだもの（環境省令で定める基準に適合しないものに限る。） 

*輸入された廃棄物 

（２） 紙くず（事業活動等発生物に限る。）のうち、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染

み込んだもの 

（３） 木くず（事業活動等発生物に限る。）のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの 

（４） 繊維くず（事業活動等発生物に限る。）のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの 

（５） 廃プラスチック類（事業活動等発生物に限る。）のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、

又は封入されたもの 

（６） 金属くず（事業活動等発生物に限る。）のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封

入されたもの 

（７） 陶磁器くず（事業活動等発生物に限る。）のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの 

（８） 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不

要物（事業活動等発生物に限る。）のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの 

３ ポリ塩化ビフェニル処理物（廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分す

るために処理したもの（環境省令で定める基準に適合しないものに限る。）をいう。） 

 

 

２．運搬・処分の委託先 

（１） PCB廃棄物の運搬を他人に委託する場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた

者に委託しなければなりません。（法第１２条の２第３項） 

 

・PCB廃棄物の収集運搬業を営むには、PCB廃棄物の積む場所と卸す場所を管轄する都道府県

知事（政令市にあっては市長。以下同じ。）の許可が必要です。（法第１４条の４第１項） 

・収集運搬業者が許可を受けているかどうかは、許可証で確認することができます。 

 

（２） PCB廃棄物の処分を他人に委託する場合は、特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けた者に

委託しなければなりません。（法第１２条の２第３項） 

参考資料１ 
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・PCB 廃棄物の処分業を営むには、処分業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可

が必要です。（法第１４条の４第６項） 

・処分業者が許可を受けているかどうかは、許可証で確認することができます。 

 

 

３．運搬・処分の委託基準 

・PCB廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければなりません。 

（法第１２条の２第４項） 

 

●委託基準（概要） 

① PCB 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、当該

委託しようとする PCB 廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通

知すること。 

② PCB廃棄物の運搬にあっては、他人の PCB廃棄物の運搬を業として行うことができる者で

あって委託しようとする PCB 廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託するこ

と。 

③ PCB廃棄物の処分又は再生にあっては、他人の PCB廃棄物の処分又は再生を業として行う

ことができる者であって委託しようとする PCB 廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含

まれるものに委託すること。 

④ 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含ま

れ、かつ、環境省令で定める書面*が添付されていること。 

*収集運搬業者・処分業者の許可証の写し等 

イ 委託する PCB廃棄物の種類及び数量 

ロ PCB廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地 

ハ PCB 廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処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その処分又は再生に係る施設の処理能力 

ニ PCB廃棄物の処分（最終処分（法第１２条第３項に規定する最終処分をいう。以下同じ。）

を除く。）を委託するときは、当該 PCB廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の

方法及び最終処分に係る施設の処理能力 

ホ その他環境省令で定める事項 

⑤ 前項に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から５年間保存すること。 

 

 

４．産業廃棄物管理票（マニフェスト） 

・PCB 廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、PCB 廃棄物の引渡しと同時に運搬の受託

者（処分のみ委託する場合は処分の受託者）に産業廃棄物管理票を交付しなければなりません。（法

第１２条の３第１項） 

・産業廃棄物管理票には、委託する PCB 廃棄物の種類、数量、運搬又は処分の受託者の氏名又は名

称その他環境省令で定める事項を記載しなければなりません。 

・産業廃棄物管理票は複写式で、運搬又は処分の終了後、運搬受託者又は処分受託者により運搬・処

分年月日等環境省令で定める事項が記載され、１０日以内に交付者に写しが回付されることになっ

ています。交付者はこれにより PCB 廃棄物が適正に運搬又は処分されていることを確認し、５年

間保存しなければなりません。（法第１２条の３第５項） 
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５．収集・運搬の基準 

・事業者が自らその PCB 廃棄物を運搬する場合には、政令で定める収集・運搬の基準に従わなけれ

ばなりません。（法第１２条の２第１項） 

・収集運搬業者が他人から委託を受けて PCB廃棄物を収集・運搬する場合も同様です。（法第１４条

の４第１２項） 

 

●収集運搬基準（概要） 

① PCB廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。 

② 収集運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な

措置を講ずること。 

③ 収集運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生じるおそれのないよ

うに必要な措置を講ずること。 

④ PCB廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。 

⑤ PCB 廃棄物が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。ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境

省令で定める場合は、この限りでない。 

⑥ 運搬車及び運搬容器は、PCB 廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれの

ないものであること。 

⑦ PCB 廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬す

ること。 

⑧ PCB 廃棄物を収納する運搬容器は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有す

るものであること。 

⑨ 運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、特別管理産業廃棄物の収集又は運

搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環

境省令で定める書面*を備え付けておくこと。 

*事業者が自ら運搬する場合は、運搬する PCB廃棄物の種類・数量等を記載 

 

・環境省では、廃棄物処理法に基づく PCB 廃棄物の収集・運搬の基準を遵守するために必要となる

技術的な事項について明確化した「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」を平成１６年３月に定め

ています。（環境省ホームページに掲載されています。） 

 

「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」の構成 

・総則 

・収集・運搬（事前調査、委託契約、漏洩防止措置、積込み・積卸しの方法、液抜き、表示・

標識、携行書類等） 

・運搬容器（運搬容器の基準、種類、選定、維持管理等） 

・安全管理及び運行管理（安全管理体制、作業従事者の教育等） 

・緊急時の対策（応急措置設備・器具、緊急連絡体制等） 

・また、消防法の危険物に該当する PCB 廃棄物を収集・運搬する場合には、消防法の定める

ところにより、当該 PCB 廃棄物を運搬するための容器に必要な表示及び運搬車に必要な標

識を付すこととされています。 
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６．保管の基準 

（１） 事業者は PCB 廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準に従い、生活

環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければなりません。（法第１２条の２第２項） 

 

●保管基準 

① 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 

イ 周囲に囲い（保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合

にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。）が設けられていること。 

ロ 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。 

（１） 縦及び横それぞれ６０cm以上であること。 

（２） 次に掲げる事項を表示したものであること。 

（イ） 特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨 

（ロ） 保管する特別管理産業廃棄物の種類 

（ハ） 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先 

（ニ） 屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、次

号ロに規定する高さのうち最高のもの 

② 保管の場所から特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発

散しないように次に掲げる措置を講ずること。 

イ 特別管理産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水に

よる公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けると

ともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。 

ロ 屋外において特別管理産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げら

れた特別管理産業廃棄物の高さが、保管の場所の各部分について次の（１）及び（２）に掲

げる場合に応じ、当該（１）及び（２）に定める高さを超えないようにすること。 

（１） 保管の場所の囲いに保管する特別管理産業廃棄物の荷重が直接かかる構造である部

分（以下、この条において「直接負荷部分」という。）がない場合当該保管の場所の

任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端（当

該下端が地盤面に接していない場合にあっては、当該下端を鉛直方向に延長した面と

地盤面との交線）を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面との交

点（当該点が二以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの）までの高さ 

（２） 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合次の（イ）及び（ロ）に掲げる部分に

応じ、当該（イ）及び（ロ）に定める高さ 

（イ） 直接負荷部分の上端から下方に垂直距離五十センチメートルの線（直接負荷部分

に係る囲いの高さが五十センチメートルに満たない場合にあっては、その下端）（以

下、この条において「基準線」という。）から当該保管の場所の側に水平距離二メ

ートル以内の部分当該二メートル以内の部分の任意の点ごとに、次の（ｉ）に規定

する高さ（当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあって

は、（ｉ）又は（ⅱ）に規定する高さのうちいずれか低いもの） 

（ⅰ） 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準

線を通る水平面との交点までの高さ 

（ⅱ） （１）に規定する高さ 

（ロ） 基準線から当該保管の場所の側に水平距離二メートルを超える部分当該二メート

ルを超える部分内の任意の点ごとに、次の（ｉ）に規定する高さ（当該保管の場所

の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあっては、（ｉ）又は（ⅱ）に規定
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する高さのうちいずれか低いもの） 

（ｉ） 当該点から、当該点を通る鉛直線と、基準線から当該保管の場所の側に水平距

離二メートルの線を通り水平面に対し上方に五十パーセントの勾配を有する面

との交点（当該交点が二以上ある場合にあっては、最も地盤面に近いもの）まで

の高さ 

（ⅱ） （１）に規定する高さ 

ハ その他必要な措置 

③ 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。 

④ 特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な

措置を講ずること。 

⑤ 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、次に掲げる措置を講ずること。 

イ ポリ塩化ビフェニル汚染物にあっては、容器に入れ密封することその他の当該ポリ塩化ビ

フェニル汚染物に係るポリ塩化ビフェニルの揮発の防止のために必要な措置及び当該ポリ

塩化ビフェニル汚染物が高温にさらされないために必要な措置 

ハ ポリ塩化ビフェニル汚染物にあっては、当該ポリ塩化ビフェニル汚染物の腐食の防止のた

めに必要な措置 

 

（２） 特別管理産業廃棄物を生じる事業場には、事業場ごとに、特別管理産業廃棄物の処理を適切

に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。（法第１２条の

２第６項） 

特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定める資格を有していなければなりません。

（法第１２条の２第７項）（資格については各府県・政令市に問い合わせてください。） 

 

 

７．罰則 

・主な罰則は、以下のとおりとなっています。（法第２５条～第３３条） 

対象者 罰則 

みだりに PCB廃棄物を捨てた者（未遂を含 

む。）（法第１６条違反） 

５年以下の懲役若しくは１，０００万円以下

の罰金、又はこれを併科（法人に対しては１

億円以下の罰金） 

PCB 廃棄物の運搬又は処分を無許可の収集

運搬業者又は処分業者に委託した者（法第１

２条の２第３項違反） 

５年以下の懲役若しくは１，０００万円以下

の罰金、又はこれを併科（法人に対しては１，

０００万円以下の罰金） 

PCB 廃棄物の運搬又は処分の委託の基準に

従わずに他人に運搬又は処分を委託した者

（法第１２条の２第４項違反） 

３年以下の懲役若しくは３００万円以下の

罰金、又はこれを併科（法人に対しては３０

０万円以下の罰金） 

産業廃棄物管理票を交付しなかった者（法第

１２条の３第１項違反） 

６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金（法

人に対しては５０万円以下の罰金） 

特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなか

った者（法第１２条の２第６項違反） 

３０万円以下の罰金（法人に対しては３０万

円以下の罰金） 
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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について 

 

１．目的 

PCBが難分解性の性状で、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であり、我が

国において PCBが長期にわたり処分されていない状況にかんがみ、PCB廃棄物の保管、処分等につい

て必要な規制等を行うとともに、PCB廃棄物の処理のための必要な体制を速やかに整備することにより、

その確実かつ適正な処理を推進し、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とし

ています。 

PCB廃棄物の処理については、本法のほか廃棄物処理法に定めるところによります。 

 

２．PCB廃棄物の定義（第２条関係） 

PCB廃棄物： PCB、PCBを含む油、PCBが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物

が廃棄物となったもの 

（ただし、上記のものを処分するために処理したものであって環境省令で定める基準に適合するもの

は、環境に影響を及ぼすおそれが少ないものとして PCB廃棄物の定義から除外されています。） 

 

省令の基準 

① 廃油    試料１㎏につき PCB含有量０．５mg以下 

② 廃酸又は廃アルカリ   試料１Lにつき PCB含有量０．０３mg以下 

③ 廃プラスチック類又は金属くず PCBが付着していない、又は封入されていないこと 

④ 陶磁器くず    PCBが付着していないこと 

⑤ その他の廃棄物検液   １Lにつき PCB含有量０．００３mg以下 

 

３．事業者、製造者等、国及び地方公共団体の責務（第３条、４条、５条関係） 

（１）事業者：PCB廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理しなければなりません。 

（２）PCB製造者等：国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければなりません。 

（３）国：PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するための体制の整備その他の必要な措置を講ず

るよう努めなければなりません。 

（４）都道府県：区域内における PCB 廃棄物の状況を把握するとともに、確実かつ適正な処理が行

われるように必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。 

（５）国・都道府県・市町村：国民・事業者・製造者等の理解を深めるよう努めなければなりません。 

 

４．PCB廃棄物処理基本計画及び処理計画（第６条、７条関係） 

（１）環境大臣は、PCB廃棄物処理基本計画を定めなければなりません。 

策定状況： 平成１５年４月策定（環境省 HPで閲覧可） 

内容： ① ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み 

② ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備、その他ポリ塩化ビフェニル廃棄

物の確実かつ適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項 

③ その他、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関し必要な

事項 

（２）都道府県、政令で定める市は、国の基本計画に即して区域内の「処理計画」を定め公表しなけ

ればなりません。 

 

 

参考資料２ 
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５．保管等及び承継の届出（第８条、１２条関係） 

（１）PCB廃棄物の保管事業者及び処分業者は、毎年度、保管及び処分の状況を都道府県知事（政令

市にあっては市長とする。以下同じ。）に届け出なければなりません。（毎年度、前年度における

保管・処分の状況を６月３０日までに届出） 

 

保管事業者 

又は 

処分業者 

毎 年 度 都道府県知事 

又は 

政令市の長 

保管・処分状況届出書の提出 

 

PCB廃棄物を保管する事業場に変更があったときは、その変更のあった日から１０日以内に、変更

前後の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません。 

 

（２）相続、合併、分割があった場合において、事業者の地位を承継した者は、その承継があった日

から３０日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。 

 

事業者の地位を 

承継した者 

３０日以内 都道府県知事 

又は 

政令市の長 

承継届出書の提出 

 

６．譲渡し及び譲受けの制限（第１１条関係） 

環境省令で定める場合のほか、PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはなりません。 

 

環境省令で定める場合 

① 地方公共団体に譲り渡す場合（が譲り受ける場合） 

② PCB 廃棄物の処理技術試験研究等の目的で、都道府県知事が認めた場合及び日本環境安全

事業㈱に譲り渡す場合（が譲り受ける場合） 

③ PCB 廃棄物の保管事業者が確実かつ適正に保管できなくなったと都道府県知事が認めた場

合であって、当該 PCB廃棄物を確実かつ適正に処理する十分な意思と能力を有する者として

都道府県知事が認める者に譲り渡す場合（が譲り受ける場合） 

 

７．保管等の状況の公表（第９条関係） 

都道府県知事は、毎年度、PCB廃棄物の保管及び処分の状況を公表しなければなりません。（届出書

副本及び添付書類を縦覧） 

 

８．期間内の処分（第１０条関係） 

事業者は、政令で定める期間内（平成２８年７月１４日まで）に、その PCB 廃棄物を自ら処分し、

又は処分を他人に委託しなければなりません。 

 

９．改善命令（第１６条関係） 

環境大臣又は都道府県知事は、事業者に対し、期限を定めて、PCB廃棄物の処分その他必要な措置を

講ずべきことを命ずることができます。 
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１０．報告の徴収（第１７条関係） 

環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、事業者等に対し、必要な報告

を求めることができます。 

 

１１．立入検査等（第１８条関係） 

環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者等の事務

所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において PCB

廃棄物を無償で収去させることができます。 

 

１２．罰則（第２４条、２５条、２６条関係） 

 

法違反事項 罰則 

・PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けた者 

・期間内に処分する改善命令に違反した者 

３年以下の懲役若しくは１，０００

万円以下の罰金、又はその併科 

・保管・処分の届出をせず、又は虚偽の届出を

した者 

６月以下の懲役又は５０万円以下 

の罰金 

・承継の届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

・保管又は処分に関し報告をせず、又は虚偽の

報告をした者 

・検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 

３０万円以下の罰金 

 

 

施行期日 

 平成１３年７月１５日 
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中小企業者等の処理費用負担軽減について 

 

PCB廃棄物の処理費用は高額となることから、費用負担能力の低い中小企業者等の処理費用の負担を

軽減し、早期処理を推進するため、独立行政法人環境再生保全機構（旧環境事業団）にポリ塩化ビフェ

ニル廃棄物処理基金が設置されています。 

基金は、国・都道府県からの補助金及び産業界（PCB 製造者、PCB 使用製品製造者）等民間からの

出捐金で造成されています。国・都道府県からの補助金は中小企業者等の処理費用負担軽減のために、

産業界等からの出捐金は PCB廃棄物処理の研究・研修等の促進のために使用されます。 

基金からは、PCB廃棄物の処理を確実かつ適正に行うことができると認められるものとして環境大臣

が指定する者（処理業者）に対し、中小企業等の保管している PCB 廃棄物の処理に要する費用で環境

省令で定める範囲のものについて助成金を交付することになっています。 

また、日本環境安全事業株式会社が PCB 廃棄物処理施設を整備するための費用について国から補助

金が交付されることになっています。 

従って、中小企業者等が負担する処理費用は、基金からの助成金及び国からの施設整備費補助金の分

だけ軽減されることになります。 

 

 

○ 助成対象物 

１０kg以上のトランス類・コンデンサ類（※ PCB油類、安定器等及び小型電器部品等は対象外） 

 

 

○ 助成対象者 

● 中小企業者 

① 表１において主たる業種毎に定められるＡ又はＢの基準を満たす会社（ただし、大企業者（中

小企業者以外の会社）が保有する株式数又は出資額が、当該会社の発行済み株式総数又は出資の

総額の１／２以上を占めている会社は対象外となります。） 

② 表１において主たる業種毎に定められるＢの基準を満たす個人事業主 

③ 表２に定められる中小企業団体等 

 

● 学校法人等 

常時使用する従業員の数が１００人以下の学校法人、医療法人、社会福祉法人、宗教法人 

 

● 過去に中小企業者等であった個人 

中小企業者等が解散または事業の廃止により中小企業者でなくなった後に軽減の対象となる PCB

廃棄物を保管することとなった個人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料３ 
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表１ 

主たる業種 Ａ．資本金又は出資の総額 Ｂ．常時使用する従業員数 

製造業 ３億円以下 ３００人以下 

卸売業 １億円以下 １００人以下 

サービス業 ５，０００万円以下 １００人以下 

小売業 ５，０００万円以下 ５０人以下 

ゴム製品製造業 ３億円以下 ９００人以下 

ソフトウェア業又は情報処理サービス業 ３億円以下 ３００人以下 

旅館業 ５，０００万円以下 ２００人以下 

その他 ３億円以下 ３００人以下 

 

表２ 

中小企業団体の基準 

中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体（事業協同組合、事業協同小組合、火災共済

協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会） 

特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員の２／３以上

が表１のいずれかに該当する者であるもの（農業協同組合、漁業協同組合等） 

 

 

○ 助成率 

処理料金（処理委託契約締結時点）の７０％ 

 

 

○ 処理費用の軽減についての概要 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業者等の保管事業者 

 

日本環境安全事業株式会社 

国 

環境再生保全機構  ＰＣＢ基金 

都 道 府 県 

PCB基金に対する拠出等 

助成 

料金割引 契約時に処理料金から補助金と基金助成金相当額を割引 

設備整備費国庫補助金交付 
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）収集・運搬委託契約書 

 

平成   年   月   日 

 

排出事業者（甲）  住  所 

 

          氏  名 

 

 

 

収集運搬業者（乙） 住  所   

 

          氏  名   

 

 

 

 上記排出事業者（以下「甲」という。）と収集運搬業者（以下「乙」という。）は、甲の事業場から排出さ

れるポリ塩化ビフェニル廃棄物（以下「ＰＣＢ廃棄物」という。）の収集・運搬について、次のとおり契約を

締結する。 

 

第１条（法の遵守） 

  甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって「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」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関係法令等を遵守するものとする。 

 

第２条（委託内容） 

 1.（乙の事業範囲） 

  ＰＣＢ廃棄物の収集・運搬業務の許可に係る乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を

証するものとして、許可証の写しを本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速

やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。 

  ◎収集運搬に関する事業範囲 

  〔特別管理産業廃棄物〕 

    許可都道府県・政令市：          許可都道府県・政令市：         

    許 可 の 有 効 期 限：          許 可 の 有 効 期 限：         

    事 業 範 囲：          事 業 範 囲：         

    許 可 の 条 件：          許 可 の 条 件：         

    許 可 番 号：          許 可 番 号：         

 2.（排出事業場） 

  甲の排出事業場は、次のとおりとする。 

    名      称：                            

    住      所：                            

 3.（委託するＰＣＢ廃棄物の種類、数量及び単価） 

  甲が、乙に収集・運搬を委託するＰＣＢ廃棄物の種類、数量及び収集・運搬単価は、次のとおりとする。 

    種      類：                            

    数      量：                            

    単      価：                            

 

 

 

 

 

収入印紙 

    

 

参考様式１ 
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 4.（運搬の最終目的地） 

  乙は、甲から委託された前項のＰＣＢ廃棄物を、甲の指定する次の最終目的地に搬入する。 

    氏 名：                            

    （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

    住 所：                            

    許可都道府県・政令市：                            

    許可の有効期限：                            

    事 業 の 区 分：                            

    産業廃棄物の種類：                            

    許 可 の 条 件：                            

    許 可 番 号：                            

    事 業 場 の 名 称：                            

    所 在 地：                            

 5.（積替保管） 

  乙は、甲から委託されたＰＣＢ廃棄物の積替えを行わない。 

 

第３条（適正処理に必要な情報の提供） 

 1. 甲は、ＰＣＢ廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しな

ければならない。 

   ① ＰＣＢ廃棄物の性状及び荷姿に関する事項 

   ② 通常の保管状況の下での腐食、揮発等ＰＣＢ廃棄物の性状の変化に関する事項 

   ③ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 

   ④ その他ＰＣＢ廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 

 2. 甲は、委託契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託するＰＣＢ廃棄物

の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知す

る。 

 3. 甲は、委託するＰＣＢ廃棄物の産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）の記載事項は正確

にもれなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙はＰＣＢ廃棄物の引き取りを一時停止

しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、ＰＣＢ廃棄物を引き取ることとする。 

 

第４条（甲乙の責任範囲） 

 1. 乙は、甲から委託されたＰＣＢ廃棄物を、その積み込み作業の開始から、第２条第４項に規定する運搬

の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。 

 2. 乙は甲に対し、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、または過失によって甲又は第三

者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。 

 3. 乙が第１項の業務の過程において、乙又は第三者に損害が発生した場合に、乙に過失がない場合は甲に

おいて賠償し、乙に負担させない。 

 

第５条（再委託の禁止） 

  乙は、甲から委託されたＰＣＢ廃棄物の収集・運搬業務を他人に委託してはならない。 

 

第６条（義務の譲渡等） 

  乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を

得た場合にはこの限りではない。 

 

第７条（委託業務終了報告） 

  乙は甲から委託されたＰＣＢ廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。

ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、マニフェストＢ２票で代えることができる。 
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第８条（業務の一時停止） 

  乙は、やむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合

には、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるよう努力する。 

 

第９条（報酬・消費税・支払い） 

 1. 甲の委託するＰＣＢ廃棄物の収集・運搬業務に関する報酬は、第２条第３項にて定める単価に基づき算

出する。 

 2. 報酬の額が経済情勢の変化及び第３条第２項等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこ

れを改定することができる。 

 3. 甲の委託するＰＣＢ廃棄物の収集・運搬業務に対する報酬についての消費税は、甲が負担する。 

 4. 甲は、乙から業務終了報告書を受け取った後、乙に対して処理の報酬を支払う。ただし、具体的な支払

方法について別途支払条件の定めのある場合にはそれによる。 

 

第１０条（内容の変更） 

  甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価

又を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定

めるものとする。第３条第２項の場合も同様とする。 

 

第１１条（機密保持） 

  甲、乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機

密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならない。 

 

第１２条（契約の解除） 

  甲及び乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれかに違反したときは、催告の上、この契約を解除する

ことができる。 

  ただし、甲又は乙から契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けたＰＣＢ廃棄

物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。 

   （１）乙の義務違反により甲が解除した場合 

     イ 乙は、解除された後も、そのＰＣＢ廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任

は免れないことを承知し、その残っているＰＣＢ廃棄物についての収集・運搬の業務を自ら実

行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせな

ければならない。 

     ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときには、乙は

その旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。 

     ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにあ

る未処理のＰＣＢ廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、その負担した費用を、乙に対し

て償還を請求することができる。 

   （２）甲の義務違反により乙が解除した場合 

      乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の

ＰＣＢ廃棄物を、甲の費用をもって当該ＰＣＢ廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙自ら

甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。 

 

第１３条（協議） 

  この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令にしたがい、

その都度甲、乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。 
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託契約書 

 

平成   年   月   日 

 

排出事業者（甲） 住  所 

 

         氏  名 

 

 

 

処分業者（乙）  住  所   

 

   氏  名   

 

 

 

上記排出事業者（以下「甲」という。）と処分業者（以下「乙」という。）は、甲の事業場から排出される

ポリ塩化ビフェニル廃棄物（以下「ＰＣＢ廃棄物」という。）の処理について、次のとおり契約（以下「本契

約」という。）を締結する。 

 

（法令遵守） 

第１条 甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって「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」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関係法令等を遵守するものとする。 

（委託内容） 

第２条 ＰＣＢ廃棄物の処分業の許可に係る乙の事業範囲は次のとおりであり、乙はこの事業範囲を証する

ものとして、許可証の写しを本契約書に添付する。許可事項に変更があったときは、乙は遅滞なくその旨

を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に送付するものとする。 

特別管理産業廃棄物処分業の許可 

許可都道府県・政令市           大阪市                

許 可 の 有 効 期 限                     許可証のとおり           

事 業 区 分                                   中間処理（内容は許可証のとおり）  

Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 の 種 類          廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物

又はポリ塩化ビフェニル処理物        

許 可 の 条 件                           許可証のとおり       

許 可 番 号                             第６６７０１１４３８１号       

２ 排出事業場 

甲の排出事業場は、次のとおりとする。 

名     称  

住     所  

３ ＰＣＢ廃棄物の種類、数量、処理料金等 

（１）甲が、乙に処理を委託するＰＣＢ廃棄物の種類、数量及び処理料金は、別表１に定めるものとする。 

 （２）別表１に定めるＰＣＢ廃棄物以外の物は、乙は、甲の費用をもって返還することができる。 

４ 搬入者 

別表１のＰＣＢ廃棄物の収集運搬は、乙が定める「大阪ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設への入門を

許可する収集運搬事業者に係る入門許可要綱」に基づき、乙が許可した収集運搬業者が行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

収入印紙 

    

 

参考様式２ 
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５ 処分又は再生の場所、方法及び施設の処理能力 

      乙が、甲から処理を委託されたＰＣＢ廃棄物を処分する場所（以下「処理施設」という。）、方法及び処

理能力は、次のとおりとする。 

 事  業  場  名 日本環境安全事業株式会社 大阪事業所  

 所  在  地 大阪市此花区北港白津２丁目４番１３号（洗浄・分離施設） 

大阪市此花区北港白津２丁目３番３５号（分解施設） 

 方     法 洗浄又は分離、分解 

 

 処 理 能 力     
洗浄施設：１６ t／日（２４時間）（解体前洗浄装置）、 

     １．５t／日（２４時間）（洗浄装置） 

分離施設：５．６t／日（２４時間） 

分解施設：２．０t／日（２４時間）                    

６ 最終処分（再生を含む。以下同じ。）場所、方法及び処理能力 

（１）乙が、甲から処理を委託されたＰＣＢ廃棄物を中間処理後に最終処分する場所、方法及びその処理

能力は、別表２のとおりとする。 

（２）乙は、別表２に変更があったときは、遅滞なくその旨を甲に通知するとともに、甲及び乙は変更後

の別表２を本契約書に添付するものとする。 

（義務と責任） 

第３条 適正処理に必要な情報の提供 

（１）甲は、ＰＣＢ廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、処理施設に搬入する前に乙に提供

するものとする。 

①ＰＣＢ廃棄物の性状及び荷姿に関する事項 

②通常の保管状況の下での腐食、揮発等ＰＣＢ廃棄物の性状の変化に関する事項 

③他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 

④その他ＰＣＢ廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 

（２）甲は、上記の内容以外にも、乙の求めに応じて、適正処理に必要な情報を、乙に提供するものとす

る。 

（３） 上記（１）及び（２）の情報に変更があったときは、甲は遅滞なくその旨を書面等により乙に通知

するものとする。 

 （４）甲は、処理委託するＰＣＢ廃棄物の産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）の記載事項

に洩れのないようにしなければならない。なお、マニフェストの記載事項に洩れがある場合は、乙は

ＰＣＢ廃棄物の受入を一時停止し、マニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、ＰＣ

Ｂ廃棄物を受け入れるものとする。 

２ 搬入日時の調整 

（１）甲は、ＰＣＢ廃棄物を、甲乙協議して決めた日時に、乙の処理施設に搬入するものとする。 

（２）乙は、ＰＣＢ廃棄物の搬入日時を変更する必要が生じたときは、事前に甲へ連絡した上で、搬入日

時を変更できるものとする。 

３ ＰＣＢ廃棄物の受入開始 

乙は、第４条第１項に定める処理費用等の入金を確認してからＰＣＢ廃棄物の受入を開始するものとし、

入金がなされるまでは甲のＰＣＢ廃棄物の受入を行わないことができるものとする。 

４ 再委託の禁止 

乙は、甲から処理を委託されたＰＣＢ廃棄物の処理を第三者に再委託してはならない。 

５ 権利義務の譲渡禁止 

   甲及び乙は、本契約に基づく権利義務の一切を相手方の事前の書面による承諾なくして、譲渡し、担保

に供し、又は引き受けさせてはならない。 

６ 処理委託業務終了報告 

 乙は、甲から処理を委託されたＰＣＢ廃棄物の中間処理が終了した後、遅滞なく業務終了報告を行うも

のとする。この場合において、業務終了報告書は、マニフェストの写し（Ｄ票）の送付をもって代えるも

のとする。 

７ 業務の一時停止 

乙は、次の場合には、甲に事前に又は事後に通知して、一時業務を停止することができる。 
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（１）第４条第１項に基づく甲からの処理料金の支払いがないとき。 

（２）その他やむを得ない事由があるとき。 

８ 甲乙の責任範囲 

（１）乙は、甲から処理を委託されたＰＣＢ廃棄物を受け入れた時点より、その処理等についてすべて責

任を負うものとする。 

（２）甲の責任範囲は、乙の責任範囲を除くすべてとする。 

（処理料金の支払い、消費税等） 

第４条 甲は、甲が乙に処理を委託する別表１のＰＣＢ廃棄物の処理料金を、乙の請求に基づき、契約締結

から処理施設への搬入日までの乙が指定する期日までに、乙が指定する金融機関の口座への振込みにより

支払うものとする。この場合において、甲は、振込手数料を別途負担するものとする。 

２ 甲は、乙に処理を委託するＰＣＢ廃棄物の処分業務に係る消費税及び地方消費税を負担するものとする。 

（機密保持） 

第５条  甲及び乙は、本契約及びこれに付帯する一切の合意に関連して業務上取得した相手方の一切の機密

情報（相手方から機密である旨明示して開示されたものに限る。）を第三者に開示し、又は漏洩してはな

らない。ただし、相手方の事前の書面による承諾を得て開示する場合、法令若しくは公権力の命令によっ

て開示する場合又は地方公共団体等との協定に基づいて開示する場合は、この限りではない。 

（契約の有効期間） 

第６条 本契約の有効期間は、契約締結から１年間とする。 

２ 前項にかかわらず、第５条（機密保持）は本契約終了後３年間有効とし、第９条（損害賠償）は本契約

終了後も有効とする。 

（契約条項の変更） 

第７条  甲及び乙は、別途協議の上、権限を有する者により適正に署名又は記名捺印された書面によって、

本契約の各条項の内容を変更できるものとする。 

（契約の解除） 

第８条 甲及び乙は、相手方が本契約の条項のいずれかに違反したときは、催告の上、本契約を解除するこ

とができるものとする。 

２ 乙の責に帰すべき事由により、前項に基づき甲が本契約を解除する場合において、乙の処理施設へ搬入

を完了した甲のＰＣＢ廃棄物の処理が未だ終了していないときは、乙は、当該ＰＣＢ廃棄物を自ら処理す

るか、又は甲の承諾を得た上で、甲が指定する保管場所に乙の費用をもって引き渡すものとする。 

３ 甲の責に帰すべき事由により、前項に基づき乙が本契約を解除する場合において、乙の処理施設へ搬入

を完了した甲のＰＣＢ廃棄物の処理が未だ終了していないときは、甲は、当該ＰＣＢ廃棄物を自らの費用

をもって引き取るものとする。 

４ 第２項後段又は前項の場合において、乙は、当該ＰＣＢ廃棄物に係る処理料金として甲が乙に支払った

金額を甲に返還するものとする。 

（損害賠償） 

第９条  甲及び乙は、法令又は本契約に違反し相手方又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償

しなければならない。 

（協議事項） 

第１０条  本契約に定めのない事項又は本契約の各条項に疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、

これを解決するものとする。 

 

 

本契約の成立を証するため本書を２通作成し、甲乙署名又は記名捺印の上、各自１通を保有する。 

 

 

 

 

   別表１ 処理を委託するＰＣＢ廃棄物の種類、数量及び処理料金（第２条３第項関係） 

   別表２ 乙の中間処理後の最終処分（再生を含む。）の場所（第２条６第項関係） 
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 産業廃棄物管理票（マニフェスト）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 交付年月日 

② マニフェスト交付番号は１０桁で予め印刷 

③ 社内で管理しやすい適当な番号を記入 

④ 交付担当者の会社名・氏名 

⑤ 排出事業者の名称・住所 

⑥ 廃棄物を排出した事業所の名称・所在地 

 

 

⑦ 委託する廃棄物の種類・数量 

⑧ 運搬業者の名称・住所 

⑨ 運搬先の事業所の名称・所在地 

⑩ 処分業者の名称・住所 

⑪ 運搬担当者の会社名・氏名（受領時に署名） 

⑫ 「Ｂ２票」「Ｄ票」「Ｅ票」が戻ったときに、 

「Ａ票」のこの欄（照合確認）に日付を記入 

 

 

 

 

 

①①①①    ②②②②    ④④④④    

⑤⑤⑤⑤    ⑥⑥⑥⑥    

⑦⑦⑦⑦    

※※※※    記入不要（二記入不要（二記入不要（二記入不要（二次マニフェストの場合に使用）次マニフェストの場合に使用）次マニフェストの場合に使用）次マニフェストの場合に使用）    

⑧⑧⑧⑧    ⑨⑨⑨⑨    

⑩⑩⑩⑩    

⑪⑪⑪⑪    

⑫⑫⑫⑫    

③③③③    

●●●●    産業廃棄物の種類毎、行き先（処分事業所）毎に交付する産業廃棄物の種類毎、行き先（処分事業所）毎に交付する産業廃棄物の種類毎、行き先（処分事業所）毎に交付する産業廃棄物の種類毎、行き先（処分事業所）毎に交付する    
●●●●    産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付する産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付する産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付する産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に交付する    
●●●●    排出事業者のマニフェスト交付担当者が、産業廃棄物の種類・数量・処理排出事業者のマニフェスト交付担当者が、産業廃棄物の種類・数量・処理排出事業者のマニフェスト交付担当者が、産業廃棄物の種類・数量・処理排出事業者のマニフェスト交付担当者が、産業廃棄物の種類・数量・処理
業者の名称等を正確に記載した上で交付する業者の名称等を正確に記載した上で交付する業者の名称等を正確に記載した上で交付する業者の名称等を正確に記載した上で交付する    

●●●●    処理業者からの写しの送付があるまで、マニフェストの控えを保存する処理業者からの写しの送付があるまで、マニフェストの控えを保存する処理業者からの写しの送付があるまで、マニフェストの控えを保存する処理業者からの写しの送付があるまで、マニフェストの控えを保存する    
●●●●    処理業者から送付された写しを５年間保存する処理業者から送付された写しを５年間保存する処理業者から送付された写しを５年間保存する処理業者から送付された写しを５年間保存する    

参考様式３ 



 

 

 

 

 

 

 行政区域・問い合わせ窓口一覧  

 

府県 市町 管轄自治体 所管課 電話番号 

滋賀県 全市町 滋賀県 資源循環推進課 (077)528-3474 

京都市 京都市 廃棄物指導課 (075)213-0926 
京都府 

上記以外の地域 京都府 循環型社会推進室 (075)414-4730 

大阪市 大阪市 規制指導課 (06)6630-3284 

環境指導課 (072)228-7474 
堺市 堺市 

循環型社会推進室 (072)228-7476 

東大阪市 東大阪市 産業廃棄物対策課 (06)4309-3207 

高槻市 高槻市 産業廃棄物指導課 (072)674-7587 

大阪府 

上記以外の地域 大阪府 事業所指導課 (06)6944-6712 

神戸市 神戸市 事業系ごみ対策課 (078)322-5306 

姫路市 姫路市 産業廃棄物対策課 (079)221-2405 

尼崎市 尼崎市 産業廃棄物対策担当 (06)6489-6310 

西宮市 西宮市 産業廃棄物対策課 (0798)35-3277 

兵庫県 

上記以外の地域 兵庫県 環境整備課 (078)362-3280 

奈良市 奈良市 産業廃棄物対策課 (0742)34-4592 
奈良県 

上記以外の地域 奈良県 廃棄物対策課 (0742)27-8747 

和歌山市 和歌山市 産業廃棄物課 (073)435-1221 
和歌山県 

上記以外の地域 和歌山県 廃棄物対策課 (073)441-2692 

 

 

 

 JESCO問い合わせ窓口  

 

日本環境安全事業株式会社 大阪事業所 (06)6575-5575 

 

 

 


