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容易，知っておくべき基本事項

難解

特に難解，だが，実際の運用において重要というわけではない。
マニアック，トリビア的な事項も多い。

　難易度は編集委員会にて判定したランクである。一つの目安として活用していた
だきたい。

難易度について

難		解

超		難

基		本
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廃棄物の定義
第1章
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004

廃棄物処理法で規定する「廃棄物」について，次の空欄 a～ cに入る言葉の
組み合わせとして適当なものは⑴～⑸のどれか。
「廃棄物」とは，ごみ，粗大ごみ，燃え殻，汚泥，ふん尿，廃油，廃酸，
廃アルカリ，動物の死体その他の（　a　）であって，（　b　）又は液状
のもの（　c　）及びこれによって汚染された物を除く）をいう。

　a b c
⑴ 廃品 泥状　　　　毒物・劇物
⑵ 汚物又は不要物　　　泥状　　　　放射性物質
⑶ 汚物又は不要物　　　固形状　　　毒物・劇物
⑷ 廃品 泥状　　　　放射性物質
⑸ 汚物又は不要物　　　固形状　　　放射性物質

解		説

法第2条第1項の規定により気体状のもの及び放射性廃棄物は不要であっ

ても廃棄物処理法で定義する「廃棄物」から除かれている。また，次のもの

も施行時の通知により廃棄物処理法の対象となる廃棄物でないとして取り扱

われている。

・港湾，河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの

・�漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって，当該漁業活動

を行った現場附近において排出したもの

・土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

正解　⑸

【法令】法２⑴

Ⅰ-001 第 2条　廃棄物の定義 基		本
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産業廃棄物の定義に関する記述中，下線を付した箇所のうち，誤っている
ものはどれか。
産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物のうち，⑴燃え殻，⑵汚泥，

⑶土砂，⑷廃油，⑸廃酸，廃アルカリ，廃プラスチック類その他政令で定め
る廃棄物をいう。

解		説

産業廃棄物は次のように定義されている。

（定義）

第2条（中略）

4　この法律において「産業廃棄物」とは，次に掲げる廃棄物をいう。

　一�　事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち，燃え殻，汚泥，廃油，廃酸，

廃アルカリ，廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

　二�　輸入された廃棄物（前号に掲げる廃棄物，船舶及び航空機の航行に

伴い生ずる廃棄物（政令で定めるものに限る。第 15条の 4の 5第

1項において「航行廃棄物」という。）並びに本邦に入国する者が携

帯する廃棄物（政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」

という。）を除く。）

したがって，⑶の「土砂」が誤り。

また，「輸入された廃棄物」は事業活動の有無を問わず「産業廃棄物」となる。

なお，第2条第 4項第 1号の「その他政令で定める廃棄物」とは，表1「産

業廃棄物の種類と具体例」に示す20種類である。これらは事業活動に伴っ

て生じた廃棄物が該当し，事業活動を伴わずに生じた廃棄物は「産業廃棄物」

には該当しない。

廃棄物処理法では「産業廃棄物」を具体的に定め，それ以外の廃棄物を「一

般廃棄物」と定義している。

正解　⑶
【法令】法2⑷，政令2

Ⅰ-002 第 2条　廃棄物の定義 基		本
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表 1　産業廃棄物の種類と具体例
区分 種　類 具　体　例

あ
ら
ゆ
る
事
業
活
動
に
伴
う
も
の

⑴燃え殻 石炭殼，焼却炉の残灰，炉清掃排出物，その他の焼却残さ

⑵汚　泥
排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの，活性汚
泥法による余剰汚泥，ビルピット汚泥，カーバイトかす，ベントナイ
ト汚泥，洗車場汚泥，建設汚泥等

⑶廃　油
鉱物性油，動植物性油，潤滑油，絶縁油，洗浄油，切削油，溶剤，ター
ルピッチ等

⑷廃　酸
写真定着廃液，廃硫酸，廃塩酸，各種の有機廃酸類等，すべての酸性
廃液

⑸廃アルカリ
写真現像廃液，廃ソーダ液，金属せっけん廃液等，すべてのアルカリ
性廃液

⑹廃プラスチック
類

合成樹脂くず，合成繊維くず，合成ゴムくず（廃タイヤを含む）等，
固形状・液状のすべての合成高分子系化合物

⑺ゴムくず 生ゴム，天然ゴムくず
⑻金属くず 鉄鋼，非鉄金属の破片，研磨くず，切削くず等
⑼ガラスくず，コン
クリートくず及び
陶磁器くず

ガラス類（板ガラス等），製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず，
インターロッキングブロックくず，レンガくず，廃石膏

こう

ボード，セメ
ントくず，モルタルくず，陶磁器くず等

⑽鉱さい 鋳物廃砂，電気炉等溶解炉かす，ボタ，不良石炭，粉炭かす等

⑾がれき類
工作物の新築，改築又は除去により生じたコンクリート破片，アスファ
ルト破片その他これらに類する不要物

特
定
の
事
業
活
動
に
伴
う
も
の

⑿ばいじん
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設，DXN対策特別措置法に定め
る特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであっ
て集じん施設によって集められたもの

⒀紙くず
建設業に係るもの（工作物の新築，改築又は除去により生じたもの），
パルプ製造業，製紙業，紙加工品製造業，新聞業，出版業，製本業，
印刷物加工業から生ずる紙くず

⒁木くず

建設業に係るもの（範囲は紙くずと同じ），木材又は木製品製造業（家
具製品製造業），パルプ製造業，輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から
生ずる木材片，おがくず，バーク類等
貨物の流通のために使用したパレット等

⒂繊維くず
建設業に係るもの（範囲は紙くずと同じ），衣服その他繊維製品製造業
以外の繊維工業から生ずる木綿くず，羊毛くず等の天然繊維くず

⒃動植物性残さ
食料品，医薬品，香料製造業から生ずるあめかす，のりかす，醸造かす，
発酵かす，魚及び獣のあら等の固形状の不要物

⒄動物系固形不要
物

と畜場において処分した獣畜，食鳥処理場において処理した食鳥

⒅動物のふん尿 畜産農業から排出される牛，馬，豚，めん羊，にわとり等のふん尿
⒆動物の死体 畜産農業から排出される牛，馬，豚，めん羊，にわとり等の死体

⒇以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので，上記の産業廃棄物に該当しな　　いもの（例
えばコンクリート固型化物）
（出典：�平成 21年度産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会テキスト /

財団法人日本産業廃棄物処理振興センター）一部加筆
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次のうち，誤っているものはどれか。
なお，いずれも有価物としての価値はない物体であるものとする。
⑴ リンゴの缶詰製造工場から排出される，原料リンゴの皮は産業廃棄物
である。
⑵ 香料製造工場から排出される，原料のカボスの絞りかすは産業廃棄物
である。
⑶ 旅館業の厨

ちゅう

房
ぼう

から排出される魚の骨は産業廃棄物である。
⑷ 印刷工場から排出されるプラスチックは産業廃棄物である。
⑸ 電化製品製造工場から排出されるガラスくずは産業廃棄物である。

解		説

廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分類され，産業廃棄物は20の種類に

分類されている。

一般廃棄物は法律上の定義としては「産業廃棄物以外の廃棄物」としてい

ることから，廃棄物であって，産業廃棄物でないものは一般廃棄物となる。

産業廃棄物20種類には，排出する業種にかかわらず，事業活動を伴って

排出されれば産業廃棄物になる11種類と，特定の業種（排出形態）から出

た場合だけ産業廃棄物となる9種類がある。

「リンゴの皮」や「カボスの絞りかす」「魚の骨」は，性状からはいずれも

「動植物性残さ」に分類される。

その上で，排出する業種をチェックすると，⑴のリンゴの缶詰製造工場は

食料品製造業，⑵は香料製造業であり，この業種は「動植物性残さ」が産業

廃棄物になる業種（通称「指定業種」）であることから，産業廃棄物である。

しかし，旅館業は宿泊業であり，動植物性残さが産業廃棄物となる業種で

はない。このため，いくら事業活動を伴って排出されていても，この「魚の

骨」は産業廃棄物とならず，従って一般廃棄物である。

⑷の廃プラスチック類，⑸のガラスくずは，業種に関係なく事業活動を伴っ

て排出されれば産業廃棄物となる廃棄物であるので，産業廃棄物である。

正解　⑶

Ⅰ-003 第 2条　廃棄物の定義 基		本
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次のうち，産業廃棄物はどれか。
⑴　綿織物工場から排出される不要となった綿布切れ
⑵　繊維製品製造工場から排出される不要となった麻の布切れ
⑶　家屋において畳の入れ替え時に発生した廃天然畳
⑷　廃梱包用資材（パレットに固定するための麻製のロープ）
⑸　廃オフィスペーパー

解		説

⑴　繊維くずの指定業種であることから，産業廃棄物である。

⑵　繊維製品製造業は，繊維くずが産業廃棄物となる業種（指定業種）から

除外されている。そのため，衣服を製造，縫製しているところから出る繊

維くずは一般廃棄物である。

　【政令第2条第 1項第 3号】（参考）

�　繊維くず（建設業に係るもの（工作物の新築，改築又は除去に伴つて生

じたものに限る），繊維工業（衣服その他の繊維製品製造業を除く）に係

るもの及びポリ塩化ビフェニル（PCB）が染み込んだものに限る）

⑶　天然畳の畳表は編まれていることから繊維くずになるが，繊維くずが産

業廃棄物になるのは建設業の新築，改築，解体工事から排出されるとき等

に限定されている。「畳の入れ替え」はこれにあたらないので，一般廃棄

物となる。

⑷　木製パレットそのものは産業廃棄物になるが，「固定するための麻製の

ロープ」はこれにあたらないことから一般廃棄物である。

⑸　紙くずの指定業種は紙製造業等に限定されていることからオフィスから

排出される紙くずは一般廃棄物である。

なお，業種分類については日本標準産業分類（平成25年 10月改定）に

て確認のこと。

正解　⑴

【法令】政令２⑴㈢

【参照】Ⅰ-003

Ⅰ-004 第 2条　一般廃棄物と産業廃棄物の区分 基		本
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次のうち，産業廃棄物でないものはどれか。なお，すべて不要な物である。
⑴ 旅館業の汚水処理施設から排出される汚泥
⑵ 建築物の解体作業から排出されるコンクリート片
⑶ レストランから出る厨

ちゅうかい

芥類
⑷ 畜産農業から排出される家畜のふん尿
⑸ 市役所，町村役場から排出される廃プラスチック

解		説

産業廃棄物にはその排出事業所の業種が限定されるものがある。この業種

を法定用語ではないが「指定業種」と呼称している。事業活動を伴って排出

される廃棄物であっても，この指定業種が限定されている種類の廃棄物は産

業廃棄物ではなく，一般廃棄物となり，（これも法定用語ではないが）事業

系一般廃棄物と呼称している。

⑴汚泥，⑸廃プラスチック類は指定業種はなく事業活動を伴って排出され

れば産業廃棄物となる。

⑵⑷は指定業種から排出されているので産業廃棄物である。

⑶の「厨芥類」は動植物残さとなるが，この指定業種は食料品製造業等で

あり，飲食店は指定業種ではない。よって，一般廃棄物となる。

正解　⑶

【参照】Ⅰ-003

Ⅰ-005 第 2条　一般廃棄物と産業廃棄物の区分 基		本

廃棄物.indb   9 2020/10/27   16:12

sam
ple



010

次のうち，産業廃棄物にあたるのはどれか。なお，すべて不要な物である。
⑴　金属加工製造業者が製品倉庫を自ら解体して排出された木くず
⑵　畜産農家が自ら排出した紙製の肥料袋
⑶　機械器具製造業者が原材料倉庫を自ら解体して排出されたコンクリー
トの破片
⑷　精密機械製造業者が交換した応接室の古い天然繊維じゅうたん
⑸　産業廃棄物処理業者の飼っていた番犬の死体

解		説

産業廃棄物は，法第 2条第 4項で定義されるものである。このうち木く

ずは政令第 2条第 2号で建設業に係る工作物の新築，改築又は除去に伴っ

て排出されたものや，木材又は木製品の製造業などから排出されたものが

産業廃棄物に該当する。また，紙くずは政令第2条 1号で建設業やパルプ，

紙製造業など，天然繊維じゅうたんの繊維くずも政令第 2条第 3号で建設

業や繊維工業から排出されるものが産業廃棄物に該当する。さらに動物の死

体は畜産農業から排出されたもののみが産業廃棄物に該当し，それ以外のも

のは一般廃棄物となる。

一方，政令第 2条第 9号の工作物の新築，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（いわゆるがれき類）は業種

指定がないので，工作物の新築，改築又は除去が事業活動の一環であれば産

業廃棄物に該当する。

正解　⑶

【法令】法2⑷，政令2㈡，政令2㈠，政令2㈢，政令2㈨

【参照】Ⅰ-010

Ⅰ-006 第 2条　一般廃棄物と産業廃棄物の区分 基		本
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次のうち，道路の改修工事により排出される廃棄物について誤っているも
のはどれか。
⑴　アスファルト・コンクリートは，産業廃棄物の定義にないので，一般
廃棄物である。
⑵　工作物の除去に伴って排出されるレンガ破片は，産業廃棄物のがれき
類に該当する。
⑶　下層にある再生路盤材を除去したものは，産業廃棄物のがれき類に該
当する。
⑷　金属製のガードレールは，産業廃棄物の金属くずに該当する。
⑸　コンクリート製の側溝は，産業廃棄物のがれき類に該当する。

解		説

道路の改修工事は建設業に伴う事業活動であり，主な廃棄物の種類や処理

の方法は「建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について（通知）」（平成

23年 3月 30日環廃産第 110329004号環境省通知）に例示されている。

このうちがれき類については，工作物の新築，改築又は除去に伴って排出さ

れるコンクリートの破片，その他これに類する不要物として，①コンクリー

ト破片，②アスファルト・コンクリート破片，③レンガ破片が例示されている。

正解　⑴

【法令】平成23年 3月 30日環廃産第110329004号環境省通知

【参照】Ⅰ-003

Ⅰ-007 第 2条　一般廃棄物と産業廃棄物の区分 基		本
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次のうち，誤っているものはどれか。
⑴　建築業者が一般住宅の新築工事の際に排出する柱の木片の木くずは産
業廃棄物である。
⑵　建築業者が一般住宅の新築工事の際に排出する塩ビ管のくずは産業廃
棄物である。
⑶　日曜大工で個人が排出するコンクリート破片は産業廃棄物である。
⑷　日曜大工で個人が排出する壁紙の紙くずは一般廃棄物である。
⑸　日曜大工で個人が排出する端材の木くずは一般廃棄物である。

解		説

一般住宅の新築工事は建築業者が行う建設業に伴う事業活動であるが，個

人が行う日曜大工の場合は事業活動ではなく，当該日曜大工から排出した廃

棄物はすべて一般廃棄物に該当する。

正解　⑶

【参照】Ⅰ-003

Ⅰ-008 第 2条　一般廃棄物と産業廃棄物の区分 基		本
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水銀廃棄物に関する記述として，正しいものはどれか。
⑴ 病院から排出される水銀体温計は水銀使用製品産業廃棄物に該当し，
処分に当たっては水銀回収が義務付けられている。
⑵ 水銀使用製品が一般廃棄物となったもので，水銀の含有量が一定以上
のものは，特別管理一般廃棄物となる。
⑶ 一般家庭で水銀使用製品が破損して漏洩した水銀は，特別管理一般廃
棄物に該当する。
⑷ 市町村が住民から回収した廃蛍光管は，特別管理一般廃棄物に該当す
る。
⑸ 小中学校の理科の実験で使用した水銀で不要となったものは，特別管
理産業廃棄物に該当する。

解		説

⑴ 水銀使用製品産業廃棄物は，政令第 6条第 1項第 1号ロに規定され，

省令第7条の 2の 4に定める省令別表第4の水銀使用製品，別表第4の

水銀使用製品を材料又は部品として使用し製造される水銀使用製品（別表

第4�の下欄（編注：右欄）の×印を除く），水銀又はその化合物の使用に

関する表示のある水銀使用製品が規定されている（表 1）。このうち，液

体の金属を含む水銀体温計は別表第4の第 16号に規定されている。

�　また，水銀使用製品産業廃棄物の処理基準は政令第 6条第 1項第 2号

ホに規定されており，すべての水銀使用製品産業廃棄物に共通の基準は「水

銀又はその化合物が大気中に飛散しないよう必要な措置を講ずること」で

あり，また，水銀使用製品産業廃棄物のうち，水銀の回収が義務付けられ

るのは，液体の金属水銀を含む製品である省令第7条の8の3別表第5（表

2）に掲げるものであり，水銀体温計は同表の第 10号に規定され，水銀

の回収が義務付けられている。したがって，⑴が正しい。

⑵ 特別管理一般廃棄物とは，「一般廃棄物のうち，爆発性，毒性，感染性

その他の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

するものとして政令で定めるもの。」である（法第 2条第 3項）。水銀に

関しては，�水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収したものを廃

水銀と定め（政令第 1条第 1号の 2，省令第 1条第 1項），廃水銀を処

Ⅰ-046 第 2条　特別管理廃棄物（水銀廃棄物） 基		本
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分するために処理したもので環境大臣が定める硫化及び固型化の方法の基

準に適合しないものとしている（政令第 1条第 1号の 3，省令第 1条第

2�項，平成 12年 1月 14日厚生省告示 4号）。したがって，「水銀の含

有量が一定以上のもの」は誤りである。

　　なお，「一般廃棄物となったものから回収した廃水銀」の回収とは，「ば

い焼設備により水銀ガスを回収する方法」等の廃棄物処理施設等で回収す

ることであり，例えば保管場所で水銀使用製品の破損により漏洩した廃水

銀を単に「集めた」ものは回収にはあたらない。

⑶ 前述したように，一般家庭で水銀使用製品が破損し漏洩した水銀は特別

管理一般廃棄物には該当しない。

⑷ 家庭から排出される廃蛍光管は水銀使用製品が一般廃棄物となったもの

であり，⑵で示した要件のいずれにも該当しないので，特別管理一般廃棄

物には該当しない。また，廃蛍光管が破損し漏洩した水銀も特別管理一般

廃棄物には該当しない。

⑸ 小中学校は，日本産業分類（平成25年 10月改定）の大分類Oの「教

育，学習支援業」の中分類81の学校教育に該当し，当該教育の事業所で

ある小中学校から排出される廃棄物は政令第 2�条の規定により産業廃棄

物に該当するか判断されるものであり，廃プラスチック類や金属くず等は

産業廃棄物に該当する。しかし，特別管理産業廃棄物に該当する廃水銀等

は省令第 1条の 2で省令別表 1（表 3）に該当する施設から排出された

場合であり，小中学校は省令別表第 1に規定されていないため，通常の

産業廃棄物となる。

ただし，「水銀廃棄物ガイドライン（第2版）」（平成31年3月環境省）では，

特別管理産業廃棄物である廃水銀等と同様に環境上適正に扱うことを求めて

いる。

正解　⑴

【法令】�法 12 ⑴，政令 6 ⑴㈠ロ，省令 7 の 2 の 4，省令 7 の 8 の 3，

省令 1の 2
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表1　�水銀又はその化合物の使用に関する表示の有無に関わらず水銀使用製品産業廃棄物の対象とな
るもの（省令別表第4（第 7条の 2の 4関係））

1 水銀電池

2 空気亜鉛電池

3 スイッチ及びリレー（水銀が目視で確認できるものに限る。） ×

4 蛍光ランプ（冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む。） ×

5 HIDランプ（高輝度放電ランプ） ×

6 放電ランプ（蛍光ランプ及び HIDランプを除く。） ×

7 農薬

8 気圧計

9 湿度計

10 液柱形圧力計

11 弾性圧力計（ダイアフラム式のものに限る。） ×

12 圧力伝送器（ダイアフラム式のものに限る。） ×

13 真空計 ×

14 ガラス製温度計

15 水銀充満圧力式温度計 ×

16 水銀体温計

17 水銀式血圧計

18 温度定点セル

19 顔料 ×

20 ボイラ（二流体サイクルに用いられるものに限る。）

21 灯台の回転装置

22 水銀トリム・ヒール調整装置

23 水銀抵抗原器

24 差圧式流量計

25 傾斜計

26 周波数標準機 ×

27 参照電極

28 握力計

29 医薬品

30 水銀の製剤

31 塩化第一水銀の製剤

32 塩化第二水銀の製剤

33 よう化第二水銀の製剤

34 硝酸第一水銀の製剤

35 硝酸第二水銀の製剤

36 チオシアン酸第二水銀の製剤

37 酢酸フェニル水銀の製剤
備考�　19の項に掲げる水銀使用製品は，水銀使用製品に塗布されるものに限り×印に該当する。
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表 2　�水銀使用製品産業廃棄物のうち水銀回収が義務付けられるもの（省令別表第 5（第 7条の 8
の 3関係））

1 スイッチ及びリレー

2 気圧計

3 湿度計

4 液柱形圧力計

5 弾性圧力計（ダイアフラム式のものに限る。）

6 圧力伝送器（ダイアフラム式のものに限る。）

7 真空計

8 ガラス製温度計

9 水銀充満圧力式温度計

10 水銀体温計

11 水銀式血圧計

表3　廃水銀等の対象となる特定の施設（省令別表第1（第1条の 2関係））

1 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収する施設

2 水銀使用製品の製造の用に供する施設

3 灯台の回転装置が備え付けられた施設

4 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

5 国又は地方公共団体の試験研究機関

6 大学及びその附属試験研究機関

7 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良，考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所

8
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

9 保健所

10 検疫所

11 動物検疫所

12 植物防疫所

13 家畜保健衛生所

14 検査業に属する施設

15 商品検査業に属する施設

16 臨床検査業に属する施設

17 犯罪鑑識施設

12 灯台の回転装置

13 水銀トリム・ヒール調整装置

14 差圧式流量計

15 浮ひょう形密度計

16 傾斜計

17 積算時間計

18 ひずみゲージ式センサ

19 電量計

20 ジャイロコンパス

21 握力計
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水銀廃棄物に関する記述として，誤っているものはどれか。
⑴ 特別管理産業廃棄物である廃水銀等を硫化・固型化したものは，特別
管理産業廃棄物に該当する。
⑵ 水銀含有ばいじん等とは水銀又はその化合物が含まれているばいじ
ん，燃え殻，汚泥，廃酸，廃アルカリであって，水銀が 15mg/kg（廃酸，
廃アルカリの場合は 15mg/L）を超えて含まれるものをいう。
⑶ ばいじんのうち水銀を 1,000mg/kg 以上含むものには，特別管理産業
廃棄物になるものと普通の産業廃棄物になるものがある。
⑷ 水銀使用製品の製造施設において生じた廃水銀や，同施設で製造され
た水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀は，どち
らも特別管理産業廃棄物に該当する。
⑸ 灯台の回転装置が備え付けられた施設から生じる水銀は，特別管理産
業廃棄物となる。

解		説

⑴ 特別管理産業廃棄物である廃水銀等を埋立処分しようとする場合には，

あらかじめ硫化・固型化しなければならない。硫化・固型化した廃水銀等

は政令第 2条の 4第 5号ニに規定する特別管理産業廃棄物の「廃水銀等

を処分するために処理したもの」に該当する。

　　なお，同条において廃水銀等を処分するために処理したもののうち，環

境省令で定める基準に適合しないものを特別管理産業廃棄物に指定してい

る。この環境省令で定める基準とは「水銀の精製設備を用いて行われる精

製に伴って生じた残さである」としており，当該残さ以外のものが特別管

理産業廃棄物である。

　　図 1に水銀関連廃棄物の処理フローを示す。以降，水銀関連廃棄物の

処理については図1を参照されたい。

⑵ 政令第 6条第 1項第 2号ホには水銀含有ばいじん等の定義が置かれ，

省令第 7条の 8の 2においてばいじん，燃え殻，汚泥，鉱さいに水銀が

15mg/kg を超えて含まれるもの，廃酸，廃アルカリにおいては水銀が

15mg/L を超えるものが該当する。

　　ただし，水銀含有ばいじん等には水銀に係る特別管理産業廃棄物（鉱さ

Ⅰ-047 第 2条　特別管理廃棄物（水銀廃棄物） 難		解
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いは除く。）のように施設の限定はない。例えば，水銀精錬に係る焙焼炉

は水銀に係る特別管理産業廃棄物の要件の施設に規定されており，当該施

設の集じん機から生じるばいじん（溶出試験で 0.005mg/L を超える水

銀が含まれるもの）は政令第 2条の 4第 5号チ⑴により特別管理産業廃

棄物となる。一方，産業廃棄物焼却施設は水銀に係る特別管理産業廃棄物

の指定の施設ではないので，当該施設の集じん機から生じるばいじん（含

有量で 15mg/kg を超える水銀が含まれるもの）は普通の産業廃棄物で

ある水銀含有ばいじん等となる。また，水銀含有ばいじん等に係る水銀濃

度は，水銀の大気排出に係る規制を効果的に行う観点から設定されてお

り，焼却処理を行わないことが適当とされている。そのため，水銀含有ば

いじん等の中間処理に係る産業廃棄物処理基準は「水銀又はその化合物が

大気中に飛散しないよう必要な措置を講ずること」（政令第6条第 1項第

2号ホ⑴）とされ，密閉された設備内で処理をする，排気は集じん機や活

性炭フィルターで処理する等が求められている。

　　なお，焼却処理は禁止されていないため，その性状から焼却処理を行う

ことが適切と判断されるケースも出てくるが，その場合は，大気汚染防止

法の水銀の大気排出基準を達成できるバグフィルター，スクラバー（キレー

ト剤添加），活性炭処理等の排出ガス処理設備を有する焼却施設で処分す

ることが求められる。

⑶ 水銀を含むばいじんのうち，政令第 2条の 4第 5号チ⑴に該当するも

のは平成 3年改正から特別管理産業廃棄物に指定されている。これは，

政令別表 3の 2に該当する施設で大気汚染防止法の水銀の精錬の用に供

する施設，水銀の精製の用に供する施設，水銀化合物の製造の用に供する

施設の集じん機から排出されるばいじんであって，「金属等を含む産業廃

棄物に係る判定基準を定める省令」の別表第 1の 1の 3の基準（アルキ

ル水銀化合物が検出されないこと，水銀が溶出試験で 0.005mg/L 以下

であること。）に適合しないものである。

　　これら特別管理産業廃棄物であって水銀を1,000mg/kg 以上含むもの

は処分又は再生を行う場合には，あらかじめ水銀を回収しなければならな

い（政令第6条の 5第 1項第 2号チ）。

　　一方，例えば産業廃棄物焼却施設の集じん機から回収されたばいじんに

水銀が含まれていても特別管理産業廃棄物にはならない。

　　ただし，当該ばいじんに水銀が1,000mg/kg 以上含むものは普通の産

業廃棄物である水銀含有ばいじん等に該当し，処分又は再生する場合は特

別管理産業廃棄物と同様にあらかじめ水銀を回収しなければならない（政
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産業廃棄物 特別管理産業廃棄物

一般廃棄物 特別管理一般廃棄物

埋立禁止

・水銀使用製品廃棄物か
ら回収したもの

・一般廃棄物焼却施設か
ら排出されたもの

図 1　水銀関連廃棄物の処理フロー
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（管理型）

一般廃棄物
最終処分場
（管理型）

産業廃棄物
最終処分場
（管理型）

産業廃棄物
最終処分場
（管理型）

一般廃棄物
最終処分場
（遮断型）

産業廃棄物
最終処分場
（遮断型）

産業廃棄物
最終処分場
（遮断型）

水銀使用製品

水銀使用製品
産業廃棄物

廃水銀等 特定有害産業廃棄物
水銀含有
ばいじん等

基準
不適合

基準
適合

・特定の施設から排出された
廃水銀又はその化合物

・水銀含有ばいじん等から
回収したもの

・水銀使用製品廃棄物から
回収したもの

・鉱さい（基準超のもの）
・特定の施設から排出された
汚泥、ばいじん等（基準超
のもの）

基準
不適合

基準
適合

産業廃棄物
最終処分場
（管理型）

産業廃棄物
最終処分場
（遮断型）

基準
不適合

基準
適合

水銀1000mg/kg
以上は回収義務

水銀1000mg/kg
以上は回収義務

一部は回収義務

廃水銀回収が
望ましい
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令第6条第 1項第 2号ホ⑵）。

⑷ 特定の施設（省令別表第 1の施設。表 3参照）において生じた廃水銀

又は廃水銀化合物であって，水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封

入された廃水銀又は廃水銀化合物を除くものが特別管理産業廃棄物に該当

する。したがって，「水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入され

た廃水銀又は廃水銀化合物」は該当しない。⑷が誤りである。

⑸ ある種の灯台のランプレンズの重量は約200kg もあるが，これを小さ

な力で回転できるようにするために，比重の大きい水銀約 30kg の入っ

た「たらい」のような容器（水銀槽）に浮かべている。これを水銀槽式回

転機械という（図2）。この機械が備え付けられた施設は，省令別表第1（前

掲Ⅰ-046表 3）の 3号の「灯台の回転装置が備え付けられた施設」に該

当し，この施設から生じる水銀は「廃水銀等」に該当するため特別管理産

業廃棄物となる。

正解　⑷

【法令】�政令 6の 5㈢ル，省令1の 2⑹，政令6⑴㈡ホ，省令7の 8の 2，

政令 2の 4㈤チ⑴，政令 6の 5⑴㈡チ，政令 6⑴㈡ホ，省令 7

の 8の 3，政令第 2条の 4，省令 1の 2⑸，省令 1の 2，省令

別表第1

図 2　水銀槽式回転機械（越前岬灯台）

出典：海上保安庁ホームページ
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