地下にある廃棄物の種類（当該廃棄物に

棄物が含まれる場合は、その旨を含む。）

石綿含有一般廃棄物又は石綿含有産業廃

地下にある廃棄物の種類（当該廃棄物に

様式第三十五号（第十二条の三十五、第十二条の三十八、第十二条の三十九関係）

石綿含有一般廃棄物、水銀処理物又は石

様式第三十五号（第十二条の三十五、第十二条の三十八、第十二条の三十九関係）

綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、そ
の旨を含む。）
附 則
︵施行期日︶

山本

公一

６

令第六条の五第一項第三号イ挓の環境省
令で定める基準は︑当該産業廃棄物に含ま
れる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物
環境大臣

質ごとに対応する同項の第二欄に掲げると

平成二十九年六月九日

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部を改正する省令

︵新設︶

二欄に掲げるとおりとし︑同号イ挔の鉱さ

に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第

で︑五の項︑六の項及び二三の項の第一欄

に含まれる別表第一の一の項から三の項ま

に係る環境省令で定める基準は当該鉱さい

境省令で定める基準は当該産業廃棄物に含

いを処分するために処理したものに係る環

二欄に掲げるとおりとし︑同号イ挓の鉱さ

に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第

で︑五の項︑六の項及び二三の項の第一欄

に含まれる別表第一の一の項から三の項ま

に係る環境省令で定める基準は当該鉱さい

令第六条の五第一項第三号イ挓の鉱さい

いを処分するために処理したものに係る環

まれる別表第一の一の項から三の項まで︑

６

規定の傍線を付した部分のように改め︑改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重

境省令で定める基準は当該産業廃棄物に含

令第六条の五第一項第三号イ挔の鉱さい

傍線を付した規定︵以下﹁対象規定﹂という︒
︶
は︑当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののよう

まれる別表第一の一の項から三の項まで︑

五の項︑六の項及び二三の項の第一欄に掲

たに追加する︒
改

正

後

改

正

前

削り︑改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは︑これを新

次の表により︑改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる

のように改正する︒

に改め︑改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは︑これを

五の項︑六の項及び二三の項の第一欄に掲

げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄

︵特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る判
︵略︶

︵特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る判

︵略︶

７・８ ︵略︶

に掲げるとおりとする︒
第三条

︵略︶

げる物質ごとに対応する当該各項の第二欄

２〜５

定基準︶

第三条 ︵略︶

定基準︶
２〜５ ︵略︶

８・９

に掲げるとおりとする︒

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令︵昭和四十八年総理府令第五号︶の一部を次

おりとする︒

六条の五第一項第三号の規定に基づき︑金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部

７

を改正する省令を次のように定める︒

号︶の施行に伴い︑及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令︵昭和四十六年政令第三百号︶第

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令︵平成二十七年政令第三百七十六

八第三項第六号及び第四項第三号の規定にかかわらず︑なお従前の例による︒
〇環境省令第十一号

四第三項第六号及び第四項第三号︑第十二条の三十五第二項第八号︑第十二条の三十六第四号︑第十二条の三十八第一項第五号︵規則第十二条の三十九において準用する場合を含む︒︶
並びに第十五条の

合を含む︒
︶
︑第五条の五の二の二︑第五条の十第一項第五号︑第五条の十の二第一項各号列記以外の部分及び第四号︑第五条の十の二の二︑新規則第十二条の十一の二第二項第三号ハ︑第十二条の三十

いて準用する場合及び新規則第十二条の十一第二項において読み替えて準用する場合を含む︒︶︑第五条の五の二第一項第四号及び第二項第四号の二の二︵規則第五条の十の二第二項において準用する場

する廃水銀等を処分するために処理したものについては︑新規則第五条の五第一項第五号及び第二項第五号︵廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則︵以下﹁規則﹂という︒︶
第五条の十第二項にお

３ この省令の施行の際現に埋め立てられている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令による改正後の令第三条第三号ヌに規定する水銀処理物及び令第二条の四第五号ニに規定

関する法律施行規則︵以下﹁新規則﹂という︒
︶
第八条の四の二の規定の適用については︑当該契約の更新までの間は︑なお従前の例による︒

２ この省令の施行の際現に締結されている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令︵以下﹁令﹂という︒︶第六条の二第四号に掲げる委託契約に対するこの省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に

︵経過措置︶

１ この省令は︑平成二十九年十月一日から施行する︒

(号外第 揧揨揨 号)

報
官
金曜日
平成 揨揯 年 揬 月 揯 日
揬揯

令第六条の五第一項第三号ソの同号イ挎
に規定する燃え殻又はばいじんを処分する
ために処理したものに係る環境省令で定め
る基準は別表第六の一の項の第一欄に掲げ
る燃え殻又はばいじんを処分するために処
理したものに含まれる同項の第二欄に掲げ
る物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げ
るとおりとし︑同号ソの同号イ挐に規定す
る汚泥を処分するために処理したものに係
る環境省令で定める基準は︑別表第六の一
の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するため
に処理したものにあつては当該産業廃棄物
に含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごと
に対応する同項の第三欄に掲げるとおりと
し︑同号イ挐の指定下水汚泥を処分するた
めに処理したものにあつては当該産業廃棄
物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に
掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に
掲げるとおりとし︑同号ソの括弧内の環境
省令で定める基準以外の同号ソの環境省令
で定める基準は︑同号イ挎に規定する燃え
殻若しくはばいじん又は当該燃え殻若しく
はばいじんを処分するために処理したもの
で同号ソの括弧内の環境省令で定める基準
に適合しないものを処分するために処理し
たもののうち︑燃え殻又はばいじんである
ものにあつては同号イ挎に規定する燃え殻
又はばいじんに係る環境省令で定める基準
のとおりとし︑燃え殻及びばいじんである
もの以外のものにあつては同号ソの同号イ
挎に規定する燃え殻又はばいじんを処分す
るために処理したものに係る環境省令で定
める基準のとおりとし︑同号イ挐に規定す
る汚泥又は当該汚泥を処分するために処理
したもので同号ソの括弧内の環境省令で定
める基準に適合しないものを処分するため
に処理したもののうち︑汚泥であるものに
あつては同号イ挐に規定する汚泥に係る環
境省令で定める基準のとおりとし︑汚泥で
あるもの以外のものにあつては同号ソの同
号イ挐に規定する汚泥を処分するために処
理したものに係る環境省令で定める基準の
とおりとする︒
９ 令第六条の五第一項第三号タの同号イ挎
に規定する燃え殻又はばいじんを処分する
ために処理したものに係る環境省令で定め
る基準は別表第六の一の項の第一欄に掲げ
る燃え殻又はばいじんを処分するために処
理したものに含まれる同項の第二欄に掲げ
る物質ごとに対応する同項の第三欄に掲げ
るとおりとし︑同号タの同号イ挐に規定す
る汚泥を処分するために処理したものに係
る環境省令で定める基準は︑別表第六の一
の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するため
に処理したものにあつては当該産業廃棄物
に含まれる同項の第二欄に掲げる物質ごと
に対応する同項の第三欄に掲げるとおりと
し︑同号イ挐の指定下水汚泥を処分するた
めに処理したものにあつては当該産業廃棄
物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に
掲げる物質ごとに対応する同項の第二欄に
掲げるとおりとし︑同号タの括弧内の環境
省令で定める基準以外の同号タの環境省令
で定める基準は︑同号イ挎に規定する燃え
殻若しくはばいじん又は当該燃え殻若しく
はばいじんを処分するために処理したもの
で同号タの括弧内の環境省令で定める基準
に適合しないものを処分するために処理し
たもののうち︑燃え殻又はばいじんである
ものにあつては同号イ挎に規定する燃え殻
又はばいじんに係る環境省令で定める基準
のとおりとし︑燃え殻及びばいじんである
もの以外のものにあつては同号タの同号イ
挎に規定する燃え殻又はばいじんを処分す
るために処理したものに係る環境省令で定
める基準のとおりとし︑同号イ挐に規定す
る汚泥又は当該汚泥を処分するために処理
したもので同号タの括弧内の環境省令で定
める基準に適合しないものを処分するため
に処理したもののうち︑汚泥であるものに
あつては同号イ挐に規定する汚泥に係る環
境省令で定める基準のとおりとし︑汚泥で
あるもの以外のものにあつては同号タの同
号イ挐に規定する汚泥を処分するために処
理したものに係る環境省令で定める基準の
とおりとする︒

ものにあつては同号イ挒に規定する汚泥に

るために処理したもののうち︑汚泥である

令で定める基準に適合しないものを処分す

に処理したもので同号ツの括弧内の環境省

規定する汚泥又は当該汚泥を処分するため

ツの環境省令で定める基準は︑同号イ挒に

括弧内の環境省令で定める基準以外の同号

項の第二欄に掲げるとおりとし︑同号ツの

の七の項の第一欄に掲げる物質について同

つては当該産業廃棄物に含まれる別表第一

水汚泥を処分するために処理したものにあ

欄に掲げるとおりとし︑同号イ挒の指定下

の第二欄に掲げる物質について同項の第三

にあつては当該産業廃棄物に含まれる同項

第六の七の項の第一欄に掲げる産業廃棄物

ものに係る環境省令で定める基準は︑別表

に規定する汚泥を処分するために処理した

係る環境省令で定める基準のとおりとし︑

ものにあつては同号イ挒に規定する汚泥に

るために処理したもののうち︑汚泥である

令で定める基準に適合しないものを処分す

に処理したもので同号レの括弧内の環境省

規定する汚泥又は当該汚泥を処分するため

レの環境省令で定める基準は︑同号イ挒に

括弧内の環境省令で定める基準以外の同号

項の第二欄に掲げるとおりとし︑同号レの

の七の項の第一欄に掲げる物質について同

つては当該産業廃棄物に含まれる別表第一

水汚泥を処分するために処理したものにあ

欄に掲げるとおりとし︑同号イ挒の指定下

の第二欄に掲げる物質について同項の第三

にあつては当該産業廃棄物に含まれる同項

第六の七の項の第一欄に掲げる産業廃棄物

ものに係る環境省令で定める基準は︑別表

に規定する汚泥を処分するために処理した

令第六条の五第一項第三号レの同号イ挒

係る環境省令で定める基準のとおりとし︑

レの括弧内の環境省令で定める基準のとお

汚泥であるもの以外のものにあつては同号

令第六条の五第一項第三号ツの同号イ挒

汚泥であるもの以外のものにあつては同号

令第六条の五第一項第三号ソの令第二条

又はばいじんに含まれる同項の第二欄に掲

燃え殻又はばいじんにあつては当該燃え殻

の四第五号チ挓に掲げる廃棄物︵令別表第

燃え殻又はばいじんにあつては当該燃え殻

げる物質について同項の第三欄に掲げると

三の一〇の項に掲げる施設において生じた

又はばいじんに含まれる同項の第二欄に掲

おりとし︑別表第六の二五の項の第一欄に

の四第五号リ挓に掲げる廃棄物︵令別表第

げる物質について同項の第三欄に掲げると

掲げる燃え殻又はばいじんを処分するため

三の一〇の項に掲げる施設において生じた

おりとし︑別表第六の二五の項の第一欄に

に処理したものにあつては当該産業廃棄物

は︑別表第五の二五の項の第一欄に掲げる

掲げる燃え殻又はばいじんを処分するため

に含まれる同項の第二欄に掲げる物質につ

ものを除く︒︶に係る環境省令で定める基準

に処理したものにあつては当該産業廃棄物

ものを除く︒︶に係る環境省令で定める基準

に含まれる同項の第二欄に掲げる物質につ

の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該

の項から二二の項まで︑二四の項及び二五

る環境省令で定める基準は︑別表第五の九

汚泥に含まれる当該各項の第二欄に掲げる

の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては当該

の項から二二の項まで︑二四の項及び二五

る環境省令で定める基準は︑別表第五の九

令第六条の五第一項第三号ツの汚泥に係

汚泥に含まれる当該各項の第二欄に掲げる

令第六条の五第一項第三号ナの汚泥に係

いて同項の第三欄に掲げるとおりとする︒

11
いて同項の第三欄に掲げるとおりとする︒

は︑別表第五の二五の項の第一欄に掲げる

令第六条の五第一項第三号ネの令第二条

りとする︒

ツの括弧内の環境省令で定める基準のとお

10

りとする︒

11
12

13

12

揭揦
(号外第 揧揨揨 号)

報
官
金曜日
平成 揨揯 年 揬 月 揯 日

10

(号外第 揧揨揨 号)

報
官
金曜日
平成 揨揯 年 揬 月 揯 日
揭揧

物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲
げるとおりとし︑指定下水汚泥にあつては
当該指定下水汚泥に含まれる別表第一の九
の項から二二の項まで︑二四の項及び二五
の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ
当該各項の第二欄に掲げるとおりとし︑同
号ナの汚泥を処分するために処理したもの
に係る環境省令で定める基準は︑別表第六
の九の項から二二の項まで︑二四の項及び
二五の項の第一欄に掲げる汚泥を処分する
ために処理したものにあつては当該産業廃
棄物に含まれる当該各項の第二欄に掲げる
物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲
げるとおりとし︑指定下水汚泥を処分する
ために処理したものにあつては当該産業廃
棄物に含まれる別表第一の九の項から二二
の項まで︑二四の項及び二五の項の第一欄
に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第
二欄に掲げるとおりとし︑同号ナの括弧内
の環境省令で定める基準以外の同号ナの環
境省令で定める基準は︑同号ナに規定する
汚泥又は当該汚泥を処分するために処理し
たもので同号ナの括弧内の環境省令で定め
る基準に適合しないものを処分するために
処理したもののうち︑汚泥であるものにあ
つては同号ナに規定する汚泥に係る環境省
令で定める基準のとおりとし︑汚泥である
もの以外のものにあつては同号ナの汚泥を
処分するために処理したものに係る環境省
令で定める基準のとおりとする︒

︵略︶

第 一 欄

︵略︶

第 二 欄

別表第一︵第一条︑第三条関係︶

一〜二五

備考
１ ︵略︶
２ この表の二五の項に掲げる基準は︑
第四条の規定に基づき環境大臣が定め
る方法により令第六条の五第一項第三
号ナに掲げる指定下水汚泥又は指定下
水汚泥を処分するために処理したもの
に含まれるこの表の二五の項の第一欄

︵略︶

第 一 欄

︵略︶

第

二

欄

物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲
げるとおりとし︑指定下水汚泥にあつては
当該指定下水汚泥に含まれる別表第一の九
の項から二二の項まで︑二四の項及び二五
の項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ
当該各項の第二欄に掲げるとおりとし︑同
号ツの汚泥を処分するために処理したもの
に係る環境省令で定める基準は︑別表第六
の九の項から二二の項まで︑二四の項及び
二五の項の第一欄に掲げる汚泥を処分する
ために処理したものにあつては当該産業廃
棄物に含まれる当該各項の第二欄に掲げる
物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲
げるとおりとし︑指定下水汚泥を処分する
ために処理したものにあつては当該産業廃
棄物に含まれる別表第一の九の項から二二
の項まで︑二四の項及び二五の項の第一欄
に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第
二欄に掲げるとおりとし︑同号ツの括弧内
の環境省令で定める基準以外の同号ツの環
境省令で定める基準は︑同号ツに規定する
汚泥又は当該汚泥を処分するために処理し
たもので同号ツの括弧内の環境省令で定め
る基準に適合しないものを処分するために
処理したもののうち︑汚泥であるものにあ
つては同号ツに規定する汚泥に係る環境省
令で定める基準のとおりとし︑汚泥である
もの以外のものにあつては同号ツの汚泥を
処分するために処理したものに係る環境省
令で定める基準のとおりとする︒
別表第一︵第一条︑第三条関係︶

一〜二五

備考
１ ︵略︶
２ この表の二五の項に掲げる基準は︑
第四条の規定に基づき環境大臣が定め
る方法により令第六条の五第一項第三
号ツに掲げる指定下水汚泥又は指定下
水汚泥を処分するために処理したもの
に含まれるこの表の二五の項の第一欄

に掲げる物質を検定した場合における

同項の第二欄に掲げる物質の濃度とし

に掲げる物質を検定した場合における

︵略︶

同項の第二欄に掲げる物質の濃度とし

３

て表示されたものとする︒

︵略︶

て表示されたものとする︒
３

正

前

附 則
︵施行期日︶
１ この省令は︑平成二十九年十月一日から施行する︒
︵廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の一部改正︶
２ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令︵平成十五年環境省令第二
号︶の一部を次のように改正する︒
次の表により︑改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改め︑改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は︑当
該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め︑改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこ
れに対応するものを掲げていないものは︑これを削り︑改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこ
れに対応するものを掲げていないものは︑これを新たに追加する︒

改

︵金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準

後

を定める省令の一部改正に伴う経過措置︶

正

︵金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準

改

を定める省令の一部改正に伴う経過措置︶

第三条 平成十二年一月十五日において現に

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を

は︑次に掲げる方法により処分を行う限り︑

は廃アルカリである場合を除く︒
︶について

処理したもの︵当該処理したものが廃酸又

業場において生じた汚泥を処分するために

え殻又は当該施設を有する工場若しくは事

る施設において生じたばいじん若しくは燃

がされていた令別表第三の一〇の項に掲げ

日において現に設置され︑又は設置の工事

項において同じ︒︶及び平成十二年一月十五

業場において生じたものに限る︒以下この

第十三号に掲げる施設を有する工場又は事

オキシン類対策特別措置法施行令別表第二

工場又は事業場において生じた汚泥︵ダイ

別表第三の一〇の項に掲げる施設を有する

︵以下﹁新判定基準省令﹂という︒︶第三条

産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

第二条の規定による改正後の金属等を含む

は︑
次に掲げる方法により処分を行う限り︑

は廃アルカリである場合を除く︒︶
について

処理したもの︵当該処理したものが廃酸又

業場において生じた汚泥を処分するために

え殻又は当該施設を有する工場若しくは事

る施設において生じたばいじん若しくは燃

がされていた令別表第三の一〇の項に掲げ

日において現に設置され︑又は設置の工事

項において同じ︒︶
及び平成十二年一月十五

業場において生じたものに限る︒以下この

第十三号に掲げる施設を有する工場又は事

オキシン類対策特別措置法施行令別表第二

工場又は事業場において生じた汚泥︵ダイ

別表第三の一〇の項に掲げる施設を有する

設置され︑又は設置の工事がされていた令

平成十二年一月十五日において現に

第三条

定める省令︵以下﹁判定基準省令﹂という︒
︶

第十一項及び第十二項︵ダイオキシン類に

設置され︑又は設置の工事がされていた令

第三条第十二項及び第十三項︵ダイオキシ

係る部分に限る︒以下同じ︒︶
の規定は︑適

一〜三

︵略︶

用しない︒

ン類に係る部分に限る︒以下同じ︒︶
の規定

︵略︶

は︑適用しない︒
一〜三

揭揨
(号外第 揧揨揨 号)

報

げる方法により処分を行う限り︑判定基準

である場合を除く︒
︶
については︑前項に掲

︵当該処理したものが廃酸又は廃アルカリ

らの廃棄物を処分するために処理したもの

場において生じたものに限る︒
︶
並びにこれ

号までに掲げる施設を有する工場又は事業

別措置法施行令別表第二第一号から第十二

規定による改正前のダイオキシン類対策特

︵平成十五年政令第五百十九号︶第一条の

特別措置法施行令等の一部を改正する政令

において生じた汚泥︵ダイオキシン類対策

の項に掲げる施設を有する工場又は事業場

設置の工事がされている令別表第三の四七

びこの省令の施行の際現に設置され︑又は

項に掲げる施設において生じたばいじん及

設置の工事がされている令別表第三の九の

２ この省令の施行の際現に設置され︑又は

は︑適用しない︒

準省令第三条第十一項及び第十二項の規定

げる方法により処分を行う限り︑新判定基

である場合を除く︒
︶
については︑前項に掲

︵当該処理したものが廃酸又は廃アルカリ

らの廃棄物を処分するために処理したもの

場において生じたものに限る︒︶並びにこれ

号までに掲げる施設を有する工場又は事業

別措置法施行令別表第二第一号から第十二

規定による改正前のダイオキシン類対策特

︵平成十五年政令第五百十九号︶第一条の

特別措置法施行令等の一部を改正する政令

において生じた汚泥︵ダイオキシン類対策

の項に掲げる施設を有する工場又は事業場

設置の工事がされている令別表第三の四七

びこの省令の施行の際現に設置され︑又は

項に掲げる施設において生じたばいじん及

設置の工事がされている令別表第三の九の

２ この省令の施行の際現に設置され︑又は

〇環境省令第十二号

三条第十三項の規定は︑適用しない︒

る省令︵昭和四十八年総理府令第五号︶第

等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定め

に掲げる方法により処分を行う限り︑金属

ルカリである場合を除く︒
︶
については︑次

たもの︵当該処理したものが廃酸又は廃ア

三条第十二項の規定は︑適用しない︒

る省令︵昭和四十八年総理府令第五号︶第

等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定め

に掲げる方法により処分を行う限り︑金属

ルカリである場合を除く︒︶
については︑次

たもの︵当該処理したものが廃酸又は廃ア

前

省令第三条第十二項及び第十三項の規定

正

は︑適用しない︒

︵廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等

改

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令︵平成二十七年政令第三百七十六
号︶の施行に伴い︑並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律︵昭和四十五年法律第百三十七号︶第
八条の二第一項第一号︑第八条の三第一項︑第九条第五項︵同法第九条の三第十一項及び第十五条の
二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む︒︶︑第十五条の二第一項第一号並びに第十五条
の二の三第一項の規定に基づき︑一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上
の基準を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める︒
平成二十九年六月九日
環境大臣 山本 公一
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部
を改正する省令
一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令︵昭和五十
二年総理府・厚生省令第一号︶の一部を次のように改正する︒
次の表により︑改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め︑改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定︵以下﹁対象規定﹂という︒︶
は︑当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののよう
に改め︑改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは︑これを
削り︑改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは︑これを新
たに追加する︒

の一部を改正する省令の一部を改正する省令の一部改正︶

後

︵一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の

正

基準︶

改

︵一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の

第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

基準︶
第一条

よる一般廃棄物の最終処分場の技術上の基

該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め︑改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこ

準は︑次のとおりとする︒

︵略︶

よる一般廃棄物の最終処分場︵廃棄物の処

一〜六

理及び清掃に関する法律施行令︵昭和四十

れに対応するものを掲げていないものは︑これを削り︑改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこ

前

という︒︶第八条の二第一項第一号の規定に
正

︵昭和四十五年法律第百三十七号︒以下
﹁法﹂

改

︵昭和四十五年法律第百三十七号︒以下
﹁法﹂

後

れに対応するものを掲げていないものは︑これを新たに追加する︒
正

六年政令第三百号︒以下﹁令﹂という︒︶第
三条第三号ヌ挏に掲げる水銀処理物︵以下

︵経過措置︶
第五条

削除

第五条 削除

条において同じ︒︶
の技術上の基準は︑次の

﹁基準不適合水銀処理物﹂という︒︶の埋立

とおりとする︒

処分の用に供されるものを除く︒以下この
れている令別表第三の四七の項に掲げる施

一〜六

行の際現に設置され︑又は設置の工事がさ
設を有する工場又は事業場において生じた

２ 前項に定めるもののほか︑この省令の施

れている令別表第三の四七の項に掲げる施

汚泥及び当該汚泥を処分するために処理し

行の際現に設置され︑又は設置の工事がさ
設を有する工場又は事業場において生じた

︵略︶

汚泥及び当該汚泥を処分するために処理し

２ 前項に定めるもののほか︑この省令の施

︵経過措置︶

改

という︒︶第八条の二第一項第一号の規定に

る規定の傍線を付した部分のように改め︑改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は︑当

次の表により︑改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ

に改正する︒

の一部を改正する省令の一部を改正する省令︵平成十五年環境省令第三十二号︶の一部を次のよう

３ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等

官
金曜日
平成 揨揯 年 揬 月 揯 日

