揭揨
(号外第 揧揨揨 号)

報

︵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

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

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

この省令の施行の際現に設置され︑又は

である場合を除く︒
︶
については︑前項に掲

準省令第三条第十一項及び第十二項の規定

２

げる方法により処分を行う限り︑判定基準
は︑適用しない︒

２ この省令の施行の際現に設置され︑又は

省令第三条第十二項及び第十三項の規定

後

改

正

前

〇環境省令第十二号
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︒

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
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︶

正

︵一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の

改

基準︶

第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

︵一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の
第一条

改

準は︑次のとおりとする︒

よる一般廃棄物の最終処分場の技術上の基

︵略︶

よる一般廃棄物の最終処分場︵廃棄物の処
六年政令第三百号︒以下﹁令﹂という︒︶第

一〜六

理及び清掃に関する法律施行令︵昭和四十

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

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

基準︶

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

という︒︶
第八条の二第一項第一号の規定に

︵昭和四十五年法律第百三十七号︒以下
﹁法﹂

後

前

という︒︶第八条の二第一項第一号の規定に

正

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

︵経過措置︶

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

﹁基準不適合水銀処理物﹂という︒
︶の埋立
条において同じ︒︶の技術上の基準は︑次の

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

とおりとする︒

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

正

︵昭和四十五年法律第百三十七号︒
以下
﹁法﹂

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

(号外第 揧揨揨 号)

報
官
金曜日
平成 揨揯 年 揬 月 揯 日
揭揩

一〜十一

︵略︶

３ 法第九条第五項︵法第九条の三第十一項
において準用する場合を含む︒︶の規定によ
る一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上
の基準は︑廃棄物が埋め立てられている一
般廃棄物の最終処分場にあつては次のとお
りとし︑廃棄物が埋め立てられていない一
般廃棄物の最終処分場にあつては廃棄物が
埋め立てられていないこととする︒

十八・十九 ︵略︶
二十 埋め立てられた一般廃棄物の種類
︵当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物
が含まれる場合は︑その旨を含む︒︶及び
数量︑最終処分場の維持管理に当たつて
行つた点検︑検査その他の措置︵法第二
十一条の二第一項に規定する応急の措置
を含む︒
︶
の記録並びに石綿含有一般廃棄
物を埋め立てた場合にあつてはその位置
を示す図面を作成し︑当該最終処分場の
廃止までの間︑保存すること︒

２ 法第八条の三第一項の規定による一般廃 ２ 法第八条の三第一項の規定による一般廃
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基
準は︑次のとおりとする︒
準は︑次のとおりとする︒
一〜十六 ︵略︶
一〜十六 ︵略︶
十七 埋立処分が終了した埋立地︵内部仕
十七 埋立処分が終了した埋立地︵内部仕
切設備により区画して埋立処分を行う埋
切設備により区画して埋立処分を行う埋
立地については︑埋立処分が終了した区
立地については︑埋立処分が終了した区
画︒以下この号及び次条第二項第一号ニ
画︒以下この号︑次条第二項第四号及び
において同じ︒
︶
は︑厚さがおおむね五十
第 二 条 第 二 項 第 一 号 ニ に お い て 同 じ︒
︶
センチメートル以上の土砂による覆いそ
は︑厚さがおおむね五十センチメートル
の他これに類する覆いにより開口部を閉
以上の土砂による覆いその他これに類す
鎖すること︒ただし︑前項第五号ニただ
る覆いにより開口部を閉鎖すること︒た
し書に規定する埋立地については︑同号
だし︑前項第五号ニただし書に規定する
イ挎敂から敚までのいずれかの要件を備
埋立地については︑同号イ挎敂から敚ま
えた遮水層に不織布を敷設したものの表
でのいずれかの要件を備えた遮水層に不
面を土砂で覆つた覆い又はこれと同等以
織布を敷設したものの表面を土砂で覆つ
上の遮水の効力︑遮光の効力︑強度及び
た覆い又はこれと同等以上の遮水の効
耐久力を有する覆いにより閉鎖するこ
力︑遮光の効力︑強度及び耐久力を有す
と︒
る覆いにより閉鎖すること︒
十八・十九 ︵略︶
二十 埋め立てられた一般廃棄物の種類
︵当該一般廃棄物に石綿含有一般廃棄物
又は令第三条第三号ヌ挐に掲げる水銀処
理物︵以下﹁基準適合水銀処理物﹂とい
う︒︶
が含まれる場合は︑その旨を含む︒
︶
及び数量︑最終処分場の維持管理に当た
つて行つた点検︑検査その他の措置︵法
第二十一条の二第一項に規定する応急の
措置を含む︒
︶
の記録並びに石綿含有一般
廃棄物又は基準適合水銀処理物を埋め立
てた場合にあつてはその位置を示す図面
を作成し︑当該最終処分場の廃止までの
間︑保存すること︒
３ 法第九条第五項︵法第九条の三第十一項
において準用する場合を含む︒
︶
の規定によ
る一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上
の基準は︑廃棄物が埋め立てられている一
般廃棄物の最終処分場にあつては次のとお
りとし︑廃棄物が埋め立てられていない一
般廃棄物の最終処分場にあつては廃棄物が
埋め立てられていないこととする︒
一〜十一 ︵略︶

十二

基準適合水銀処理物が埋め立てられ

ている場合にあつては当該基準適合水銀
処理物に雨水が浸入しないように必要な
法第八条の二第一項第一号の規

措置が講じられていること︒
第一条の二

定による一般廃棄物の最終処分場︵基準不
適合水銀処理物の埋立処分の用に供される
ものに限る︒以下この条において同じ︒︶の
技術上の基準は︑前条第一項第三号及び第
六号の規定の例によるほか︑次のとおりと

り基準不適合水銀処理物の最終処分場で

入口の見やすい箇所に︑様式第一によ

囲いが設けられていること︒

地に立ち入るのを防止することができる

埋立地の周囲には︑みだりに人が埋立

する︒
一

二

あることを表示する立札その他の設備が
設けられていること︒
埋立地には︑一般廃棄物の投入のため
の開口部を除き︑次の要件を備えた外周

三

日 本 工 業 規 格 Ａ 一 一 〇 八 ︵コ ン ク

仕切設備が設けられていること︒
リートの圧縮強度試験方法︶により測

イ

定した一軸圧縮強度が一平方ミリメー
トルにつき二十五ニュートン以上で︑
水密性を有する鉄筋コンクリートで造
られ︑かつ︑その厚さが三十五センチ
メートル以上であること又はこれと同
前条第一項第四号イに掲げる要件を

等以上の遮断の効力を有すること︒
ロ

埋め立てた一般廃棄物と接する面が

備えていること︒
ハ

遮水の効力及び腐食防止の効力を有す
地表水︑地下水及び土壌の性状に応

る材料で十分に覆われていること︒
じた有効な腐食防止のための措置が講

ニ

目視等により損壊の有無を点検でき

じられていること︒
る構造であること︒

ホ

︵新設︶

︵新設︶

揭揪
(号外第 揧揨揨 号)

報
官
金曜日
平成 揨揯 年 揬 月 揯 日

四 面積が五十平方メートルを超え︑又は

前号の規定により閉鎖した埋立地︵内

閉鎖した区画︶については︑覆いを定期

う埋立地については︑前号の規定により

部仕切設備により区画して埋立処分を行

五

る埋立地は︑前号イからニまでに掲げる

的に点検し︑覆いの損壊又は埋め立てら

埋立容量が二百五十立方メートルを超え
要件を備えた内部仕切設備により︑一区

れた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれ

埋立地︵前項第四号の規定により区画

最終処分場が︑前条第一項第三号及び
第一項第三号に規定する技術上の基準に
前項第四号に規定する覆いにより埋立

適合していないと認められないこと︒

最終処分場に埋め立てられた一般廃棄

地が閉鎖されていること︒

れた外周仕切設備について︑環境大臣の

物又は第一項第三号の規定により設けら
定める措置が講じられていること︒

三

二

一

いないこととする︒

処分場にあつては廃棄物が埋め立てられて

が埋め立てられていない一般廃棄物の最終

定の例によるほか次のとおりとし︑廃棄物

項第二号から第五号まで及び第十一号の規

般廃棄物の最終処分場にあつては前条第三

の基準は︑廃棄物が埋め立てられている一

る一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上

において準用する場合を含む︒
︶の規定によ

法第九条第五項︵法第九条の三第十一項

保存すること︒

作成し︑当該最終処分場の廃止までの間︑

に規定する応急の措置を含む︒︶の記録を

その他の措置︵法第二十一条の二第一項

の維持管理に当たつて行つた点検︑検査

られた水銀処理物の数量及び最終処分場

埋立処分を行つている区画︶に埋め立て

して埋立処分を行う埋立地については︑

六

な措置を講ずること︒

物の保有水の浸出を防止するために必要

覆いの損壊又は埋め立てられた一般廃棄

があると認められる場合には︑速やかに

画の面積がおおむね五十平方メートルを

３

超え︑又は一区画の埋立容量がおおむね
二百五十立方メートルを超えないように
区画すること︒
２ 法第八条の三第一項の規定による一般廃
棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基
準は︑前条第二項第一号から第四号まで︑
第六号︑第十号から第十二号まで︑第十五
号及び第十九号までの規定の例によるほ
か︑次のとおりとする︒
一 前項第一号の規定により設けられた囲
いは︑みだりに人が埋立地に立ち入るの
を防止することができるようにしておく
こと︒
二 埋立地︵内部仕切設備により区画して
埋立処分を行う埋立地については︑埋立
処分を行おうとする区画︶にたまつてい
る水は︑当該埋立地又は区画における埋
立処分開始前に排除すること︒
三 前項第三号の規定により設けられた外
周仕切設備及び同項第四号の規定により
設けられた内部仕切設備を定期的に点検
し︑これらの設備の損壊又は埋め立てら
れた一般廃棄物の保有水の浸出のおそれ
があると認められる場合には︑速やかに
最終処分場への一般廃棄物の搬入及び埋
立処分を中止するとともに︑これらの設
備の損壊又は埋め立てられた一般廃棄物
の保有水の浸出を防止するために必要な
措置を講ずること︒
に前項第三号イからニまでに掲げる要件

四 埋立処分が終了した埋立地は︑速やか
を備えた覆いにより閉鎖すること︒
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︵産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の
︵産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の
基準︶
基準︶
第二条 法第十五条の二第一項第一号の規定 第二条 法第十五条の二第一項第一号の規定
による産業廃棄物の最終処分場の技術上の
による産業廃棄物の最終処分場の技術上の
基準は︑第一条第一項第三号の規定の例に
基準は︑前条第一項第三号の規定の例によ
よるほか︑次のとおりとする︒
るほか︑次のとおりとする︒
一 入口の見やすい箇所に︑様式第二によ
一 入口の見やすい箇所に︑様式第二によ
り産業廃棄物の最終処分場︵令第七条第
り産業廃棄物の最終処分場︵廃棄物の処
十四号イに掲げる産業廃棄物の最終処分
理及び清掃に関する法律施行令︵昭和四
場︵以下﹁遮断型最終処分場﹂という︒
︶
十六年政令第三百号︒以下﹁令﹂という︒
旧
のうち︑令第六条の五第一項第三号イ挎
第七条第十四号イに掲げる産業廃棄物の
から挔までに掲げる特別管理産業廃棄物
最終処分場︵以下﹁遮断型最終処分場﹂
の埋立処分の用に供されるものにあつて
という︒
︶
のうち︑令第六条の五第一項第
は有害な特別管理産業廃棄物の最終処分
三号イ挎から挓までに掲げる特別管理産
場︑当該特別管理産業廃棄物の埋立処分
業廃棄物の埋立処分の用に供されるもの
の用に供されないものにあつては有害な
にあつては有害な特別管理産業廃棄物の
産業廃棄物の最終処分場︶であることを
最終処分場︑当該特別管理産業廃棄物の
表示する立札その他の設備が設けられて
埋立処分の用に供されないものにあつて
いること︒
は有害な産業廃棄物の最終処分場︶であ
ることを表示する立札その他の設備が設
けられていること︒
二 遮断型最終処分場にあつては︑前条第
一項第六号の規定の例によるほか︑次の
要件を備えていること︒
イ ︵略︶
ロ 埋立地には︑産業廃棄物の投入のた
めの開口部を除き︑次の要件を備えた
外周仕切設備が設けられていること︒
挎 ︵略︶
挏 前条第一項第四号イに掲げる要件
を備えていること︒
挐〜挒 ︵略︶
三 令第七条第十四号ロに掲げる産業廃棄
物の最終処分場︵以下﹁安定型最終処分
場﹂という︒
︶
にあつては︑前条第一項第
四号の規定の例によるほか︑次の要件を
備えていること︒
イ〜ハ ︵略︶
四 令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄
物の最終処分場︵以下﹁管理型最終処分
場﹂という︒
︶
にあつては︑前条第一項第
一号及び第四号から第六号までの規定の
例によること︒
二 遮断型最終処分場にあつては︑第一条
第一項第六号の規定の例によるほか︑次
の要件を備えていること︒
イ ︵略︶
ロ 埋立地には︑産業廃棄物の投入のた
めの開口部を除き︑次の要件を備えた
外周仕切設備が設けられていること︒
挎 ︵略︶
挏 第一条第一項第四号イに掲げる要
件を備えていること︒
挐〜挒 ︵略︶
三 令第七条第十四号ロに掲げる産業廃棄
物の最終処分場︵以下﹁安定型最終処分
場﹂という︒
︶
にあつては︑第一条第一項
第四号の規定の例によるほか︑次の要件
を備えていること︒
イ〜ハ ︵略︶
四 令第七条第十四号ハに掲げる産業廃棄
物の最終処分場︵以下﹁管理型最終処分
場﹂という︒
︶
にあつては︑第一条第一項
第一号及び第四号から第六号までの規定
の例によること︒

２

法第十五条の二の三第一項の規定による

法第十五条の二の三第一項の規定による

上の基準は︑前条第二項第一号から第四号

産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術

２

上の基準は︑第一条第二項第一号から第四

まで及び第六号の規定の例によるほか︑次

産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術
号まで及び第六号の規定の例によるほか︑

遮断型最終処分場の維持管理は︑前条

のとおりとする︒

第二項第十号から第十二号まで︑第十五

一

号及び第十九号の規定の例によるほか︑

条第二項第十号から第十二号まで︑第十

遮断型最終処分場の維持管理は︑第一

次のとおりとする︒
一

五号及び第十九号の規定の例によるほ

︵略︶

安定型最終処分場の維持管理は︑前条

この場合において︑同項第二十号中﹁一

の規定の例によるほか︑次によること︒

綿含有一般廃棄物﹂とあるのは﹁石綿含

廃棄物﹂とあるのは﹁産業廃棄物﹂
と︑﹁石

の場合において︑同項第二十号中﹁一般

規定の例によるほか︑次によること︒こ

第二項第七号︑第十九号及び第二十号の

二

イ〜ヘ

次によること︒
︵略︶

か︑次によること︒
イ〜ヘ

安定型最終処分場の維持管理は︑第一

般廃棄物﹂とあるのは﹁産業廃棄物﹂
と︑

条第二項第七号︑第十九号及び第二十号

﹁石綿含有一般廃棄物又は令第三条第三

︵略︶

げる水銀処理物︵以下﹁基準適合水銀処

一般廃棄物又は令第三条第三号ヌ挐に掲

とあるのは﹁産業廃棄物﹂と︑﹁石綿含有

において︑同項第二十号中
﹁一般廃棄物﹂

除く︒︶の規定の例によること︒この場合

てる最終処分場にあつては︑第十六号を

るおそれのない産業廃棄物のみを埋め立

まで︵鉱さい︑ばいじん等ガスを発生す

条第二項第五号及び第七号から第二十号

とあるのは﹁廃石綿等又は石綿含有産業

業廃棄物が﹂と︑﹁石綿含有一般廃棄物を﹂

一般廃棄物が﹂とあるのは﹁石綿含有産

とあるのは﹁産業廃棄物﹂と︑﹁石綿含有

おいて︑同項第二十号中﹁一般廃棄物﹂

く︒︶の規定の例によること︒この場合に

る最終処分場にあつては︑第十六号を除

おそれのない産業廃棄物のみを埋め立て

で︵鉱さい︑ばいじん等ガスを発生する

第二項第五号及び第七号から第二十号ま

管理型最終処分場の維持管理は︑前条

イ〜チ

有産業廃棄物﹂
と読み替えるものとする︒

三

号ヌ挐に掲げる水銀処理物︵以下﹁基準
適合水銀処理物﹂という︒
︶
﹂及び﹁石綿
含有一般廃棄物又は基準適合水銀処理
物﹂とあるのは﹁石綿含有産業廃棄物﹂
と読み替えるものとする︒
︵略︶

理物﹂という︒︶が﹂とあるのは﹁石綿含

廃棄物を﹂と読み替えるものとする︒

管理型最終処分場の維持管理は︑第一

イ〜チ

二

三

有産業廃棄物が﹂と︑﹁石綿含有一般廃棄
物又は基準適合水銀処理物を﹂とあるの
は﹁廃水銀等を処分するために処理した
もの︑廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物
を﹂と読み替えるものとする︒

揭揬
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３ 法第十五条の二の六第三項において準用 ３ 法第十五条の二の六第三項において準用
する法第九条第五項の規定による産業廃棄
する法第九条第五項の規定による産業廃棄
物の最終処分場の廃止の技術上の基準は︑
物の最終処分場の廃止の技術上の基準は︑
廃棄物が埋め立てられている産業廃棄物の
廃棄物が埋め立てられている産業廃棄物の
最終処分場にあつては第一条第三項第二号
最終処分場にあつては前条第三項第二号か
から第四号まで及び第十一号の規定の例に
ら第四号まで及び第十一号の規定の例によ
よるほか︑次のとおりとし︑廃棄物が埋め
るほか︑次のとおりとし︑廃棄物が埋め立
立てられていない産業廃棄物の最終処分場
てられていない産業廃棄物の最終処分場に
にあつては廃棄物が埋め立てられていない
あつては廃棄物が埋め立てられていないこ
こととする︒
ととする︒
一 遮断型最終処分場にあつては︑第一条
一 遮断型最終処分場にあつては︑前条第
第三項第五号の規定の例によるほか︑次
三項第五号の規定の例によるほか︑次に
によること︒
よること︒
イ 最終処分場が︑第一項においてその
イ 最終処分場が︑第一項においてその
例によることとされた第一条第一項第
例によることとされた前条第一項第三
三号及び第一項第二号ロに規定する技
号及び第一項第二号ロに規定する技術
術上の基準に適合していないと認めら
上の基準に適合していないと認められ
れないこと︒
ないこと︒
ロ・ハ ︵略︶
ロ・ハ ︵略︶
二 安定型最終処分場にあつては︑第一条
二 安定型最終処分場にあつては︑前条第
第三項第七号及び第八号の規定の例によ
三項第七号及び第八号の規定の例による
るほか︑次によること︒
ほか︑次によること︒
イ 最終処分場が︑第一項においてその
イ 最終処分場が︑第一項においてその
例によることとされた前条第一項第三
例によることとされた第一条第一項第
号︑第一項第三号においてその例によ
三号︑第一項第三号においてその例に
ることとされた同条第一項第四号及び
よることとされた同条第一項第四号及
第一項第三号ロに規定する技術上の基
び第一項第三号ロに規定する技術上の
準に適合していないと認められないこ
基準に適合していないと認められない
と︒
こと︒
ロ〜ニ ︵略︶
ロ〜ニ ︵略︶
三 管理型最終処分場にあつては︑第一条
三 管理型最終処分場にあつては︑前条第
第三項第五号から第十号まで及び第十二
三項第五号から第十号までの規定の例に
号の規定の例によるほか︑第一項におい
よるほか︑第一項においてその例による
てその例によることとされた同条第一項
こととされた同条第一項第三号及び第一
第三号及び第一項第四号においてその例
項第四号においてその例によることとさ
によることとされた同条第一項第四号か
れた同条第一項第四号から第六号まで
ら第六号まで︵第五号ホ及びヘを除く︒
︶
︵第五号ホ及びヘを除く︒︶に規定する技
に規定する技術上の基準に適合していな
術上の基準に適合していないと認められ
いと認められないこと︒この場合におい
ないこと︒
て︑同条第三項第十二号中﹁基準適合水
銀処理物﹂とあるのは︑﹁廃水銀等を処分
するために処理したもの﹂と読み替える
ものとする︒

様式第二（第二条関係）
備考 １ （略）
２ 遮断型最終処分場のうち、令第
６条の５第１項第３号イ挎から挔
までに掲げる特別管理産業廃棄物
の埋立処分の用に供されるものに
あつては、
「産業廃棄物の最終処分
場」とあるのは「有害な特別管理
産業廃棄物の最終処分場」と、当
該特別管理産業廃棄物の埋立処分
の用に供されないものにあつて
は、
「産業廃棄物の最終処分場」と
あるのは「有害な産業廃棄物の最
終処分場」とする。

様式第二（第二条関係）
備考 １ （略）
２ 遮断型最終処分場のうち、令第
６条の５第１項第３号イ挎から挓
までに掲げる特別管理産業廃棄物
の埋立処分の用に供されるものに
あつては、
「産業廃棄物の最終処分
場」とあるのは「有害な特別管理
産業廃棄物の最終処分場」と、当
該特別管理産業廃棄物の埋立処分
の用に供されないものにあつて
は、
「産業廃棄物の最終処分場」と
あるのは「有害な産業廃棄物の最
終処分場」とする。

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︒
︵経過措置︶
２ 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︶第三条第三号ヌに規定する水銀処理物及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二条の
四第五号ニに規定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︑この省令による改正後
の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︵以下こ
の項において﹁新最終処分基準省令﹂という︒︶
第一条第二項第二十号︵新最終処分基準省令第二条
第二項第三号の規定によりその例によることとされる場合を含む︒︶及び第三項第十二号︵新最終処
分基準省令第二条第三項第三号の規定によりその例によることとされる場合を含む︒︶
︑
第一条の二︑
第二条第一項第一号並びに様式第二備考２の規定にかかわらず︑なお従前の例による︒
〇環境省令第十三号
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︶附則第二条第二項の規定に基づき︑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
政令附則第二条第二項の規定による届出に関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
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附則第二条第二項の規定によ
る届出に関する省令
１ 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︵第九号において﹁改正令﹂と
いう︒︶附則第二条第二項の規定による届出は︑次に掲げる事項を記載した様式第一号による届出書
を提出して行うものとする︒
一 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
二 設置の場所
三 処理する産業廃棄物の種類
四 処理能力
五 施設の位置
六 処理方式︑構造及び設備の概要
七 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法︵排出の方法︵排出口の位置︑排出先等を
含む︒︶を含む︒︶

