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１．改訂の背景と目的
１）建設汚泥の現状

①汚泥排出量は約①汚泥排出量は約850850万ｔ、建廃全体の約１０％万ｔ、建廃全体の約１０％

②内、再資源化量は約②内、再資源化量は約380380万万tt（汚泥全体の約４０％）、（汚泥全体の約４０％）、

脱水等の減量化分は約脱水等の減量化分は約200200万万ttで、で、

汚泥排出量全体の約汚泥排出量全体の約70%70%、、580580万万t t を処理を処理

③しかし、約③しかし、約30%30%に当たるに当たる270270万万t t を 終処分場で処理。を 終処分場で処理。

④④270270万万t t は建廃の総 終処分量は建廃の総 終処分量700700万万ttの約４０％の約４０％

⑤汚泥の排出元は、公共土木工事が７０％で大部分⑤汚泥の排出元は、公共土木工事が７０％で大部分

建築工事・民間土木工事からは３０％建築工事・民間土木工事からは３０％ (H14(H14調べ）調べ）



【【１１..改訂の背景と目的改訂の背景と目的】】

２）課題

①なかなか進まない再生利用

ａ.中間処理施設が少ない（H14現在で全国に219箇所）

；As塊は1,000箇所、Co塊は１,９００箇所

ｂ.発生土との利用競合

発生土の利用率は６５％で、利用拡大が課題

ｃ.制度の未整備と関係者の意識の低さ

②不適正処理の横行

再生利用と称する実態は不法投棄に近いもの

例）H15年度末で不法投棄等残存件数は１５件、

1６万t(全国）

③汚泥原料の再生品の普及の遅れ



２．ガイドライン等の概要とポイント２．ガイドライン等の概要とポイント

１１))通知類の改訂と追加通知類の改訂と追加

①国土交通省（①国土交通省（H18.6.12H18.6.12））

ａａ..建設汚泥の再生利用に関するガイドライン建設汚泥の再生利用に関するガイドライン

ｂｂ..建設汚泥の再生利用に関する実施要領建設汚泥の再生利用に関する実施要領

ｃｃ..建設汚泥処理土利用技術基準建設汚泥処理土利用技術基準

ｄｄ..リサイクル原則化ルールリサイクル原則化ルール

②環境省②環境省

ａａ..建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針に建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針に

ついて（ついて（H17.7.25H17.7.25環産廃発環産廃発050725002050725002号）号）

ｂｂ..建設汚泥の再生利用指定制度の運用における建設汚泥の再生利用指定制度の運用における

考え方について（考え方について（H18.7.4H18.7.4環産廃発環産廃発060704001060704001号）号）



【【２２..ガイドライン等の概要とポイントガイドライン等の概要とポイント】】

２）ガイドライン２）ガイドライン
①目①目 的的

再生利用促進、 終処分量削減、不適正処理防止再生利用促進、 終処分量削減、不適正処理防止

②適用範囲②適用範囲

国交省直轄工事国交省直轄工事((その他工事には準拠を期待）その他工事には準拠を期待）

③定③定 義義

建設汚泥、建設汚泥処理土、建設汚泥製品建設汚泥、建設汚泥処理土、建設汚泥製品

④基本方針④基本方針

｢｢発生抑制」、発生抑制」、｢｢再生利用」、「適正処理」を基本再生利用」、「適正処理」を基本



【【２２..ガイドライン等の概要とポイントガイドライン等の概要とポイント ２）ガイドライン２）ガイドライン】】

⑤具体的実施方針⑤具体的実施方針

ａａ..発生抑制；発生抑制；設計、工法を検討設計、工法を検討してして発生量を抑制発生量を抑制

ｂｂ..再生利用の促進再生利用の促進

発生した汚泥については、原則化ルールの範囲内で、発生した汚泥については、原則化ルールの範囲内で、

以下の順序を基本に、再生利用に取り組む以下の順序を基本に、再生利用に取り組む

・第一に、現場内での再生利用・第一に、現場内での再生利用((自ら利用自ら利用））

・第二に、・第二に、５０Ｋｍ圏内の５０Ｋｍ圏内の現場外再生利用現場外再生利用((自ら利用自ら利用、、

他社工事利用他社工事利用、、再資源化施設を経ての利用再資源化施設を経ての利用））

・第三に、・第三に、 ５０ｋｍ５０ｋｍ圏圏内の再資源化施設（内の再資源化施設（製品製造製品製造

工場工場）へ搬出しての再生利用）へ搬出しての再生利用



【【２２..ガイドライン等の概要とポイントガイドライン等の概要とポイント ２）ガイドライン２）ガイドライン
⑤具体的実施方針⑤具体的実施方針】】

ｃｃ..適正処理の推進適正処理の推進

・ａ・ａ,,ｂｂの方針が適用されなかった汚泥は廃掃法のの方針が適用されなかった汚泥は廃掃法の

基準に従って、基準に従って、縮減して 終処分縮減して 終処分するする

ｄｄ..処理土等再生品の利用促進処理土等再生品の利用促進

・汚泥処理土も・汚泥処理土も発生土と同様に発生土と同様に、、原則化ルール原則化ルール

のもとで、のもとで、工事間利用等による活用工事間利用等による活用を図るを図る

・・発注者は発注者は、利用に当たっては品質基準等を明示、利用に当たっては品質基準等を明示

するとともに、施工状況等についてするとともに、施工状況等について確認する確認する

・・施工者は適切な施工管理施工者は適切な施工管理を行うを行う



【【２．ガイドライン等の概要とポイント２．ガイドライン等の概要とポイント ２）ガイドライン２）ガイドライン】】

⑥再生利用に当たっての手続き等⑥再生利用に当たっての手続き等

ａａ..再生利用の方策の基本的枠組みと現状再生利用の方策の基本的枠組みと現状

ｂｂ..今回示された基本的な方向性今回示された基本的な方向性

・・

・・

自自 らら 利利 用用

再生利用制度再生利用制度
の活用の活用

有有 償償 譲譲 渡渡

一般的な事例、比較的多い一般的な事例、比較的多い

3030年間で約年間で約2020事例事例

経済合理性が確保しにくく、きわめて稀経済合理性が確保しにくく、きわめて稀

「自ら利用」の拡大と発注者関与等の強化「自ら利用」の拡大と発注者関与等の強化

個別指定制度の活用とそのための環境整備個別指定制度の活用とそのための環境整備



発生場所発生場所

利用場所利用場所

発生場所発生場所

利用場所利用場所

公道公道

発生場所発生場所

利用場所利用場所

運搬運搬

ケースａケースａ ケースｂケースｂ ケースｃケースｃ

図２図２..１１ 「自ら利用」（排出工事と利用工事の元請が同一が「自ら利用」（排出工事と利用工事の元請が同一が

条件）における発生場所と利用場所の関係条件）における発生場所と利用場所の関係

ｃ．「自ら利用」を行う際のポイントｃ．「自ら利用」を行う際のポイント
ⅰⅰ..環境部局へは、届出の要否を含めて、環境部局へは、届出の要否を含めて、事前の確認・事前の確認・

情報提供等情報提供等を行うことが適当を行うことが適当
ⅱⅱ..排出側と利用側の発注者間の排出側と利用側の発注者間の情報・認識の共有情報・認識の共有
ⅲⅲ..元請による着工前の元請による着工前の｢｢利用計画書利用計画書」、工事中の実施」、工事中の実施状況の状況の

記録作成・保存記録作成・保存ならびに発注者によるならびに発注者による書類確認書類確認
ⅳⅳ..発注者による適時の発注者による適時の現場確認現場確認



【【２．ガイドライン等の概要とポイント２．ガイドライン等の概要とポイント ２）ガイドライン２）ガイドライン
⑥再生利用に当たっての手続き等⑥再生利用に当たっての手続き等】】

ｄ．再生利用制度の活用ｄ．再生利用制度の活用
〈〈再生指定制度の種類再生指定制度の種類〉〉

・大臣認定制度；高規格堤防築造材が対象・大臣認定制度；高規格堤防築造材が対象
・都道府県知事等の認定制度・都道府県知事等の認定制度

一般指定一般指定((当該区域内で高頻度で排出当該区域内で高頻度で排出))
個別指定個別指定((一般指定ほど高頻度ではない一般指定ほど高頻度ではない))

・・ガイドラインでは、ガイドラインでは、｢｢個別指定制度個別指定制度｣｣のの

活用の普及・拡大を期待活用の普及・拡大を期待
・環境省は活用拡大のための通知を通達・環境省は活用拡大のための通知を通達

（注（注..再生利用制度については、Ｐ再生利用制度については、Ｐ.12.12～～1515、Ｐ、Ｐ.31,32.31,32を参照）を参照）



〈〈参考参考〉〉再生利用制度とは再生利用制度とは

再生利用されることが確実である産業廃棄物のみの処理を業とし再生利用されることが確実である産業廃棄物のみの処理を業とし
て行う者を指定し、処理業の許可を不要とすることができる制度で、て行う者を指定し、処理業の許可を不要とすることができる制度で、
再生利用の促進を目的とする特例制度。再生利用の促進を目的とする特例制度。

大臣認定制度大臣認定制度

知事指定制度知事指定制度

個別指定制度個別指定制度

一般指定制度一般指定制度

知事等の指定のもとに、当該廃棄物の処理に係る業の許可の知事等の指定のもとに、当該廃棄物の処理に係る業の許可の
ない者に、廃掃法の原則である域内（産廃については、都道府ない者に、廃掃法の原則である域内（産廃については、都道府
県等の区域内）で処理と再生利用を実施させる制度。県等の区域内）で処理と再生利用を実施させる制度。

申請に基づき、廃棄物の種類、発生・利用の場申請に基づき、廃棄物の種類、発生・利用の場
所、用途、期間等を限定して、再生利用者を指所、用途、期間等を限定して、再生利用者を指
定するもの。定するもの。

域内で同一形態の取引が多数ある場合に、知域内で同一形態の取引が多数ある場合に、知
事が当該産廃を指定して、知事が指定する者事が当該産廃を指定して、知事が指定する者
にその収集運搬、処分を行にその収集運搬、処分を行わわしめるもの。しめるもの。

域内処理の例外として、許可を受けずに県域等を越えて広域内処理の例外として、許可を受けずに県域等を越えて広
域的に特定産廃の処理を行う者を、申請に基づき、環境大域的に特定産廃の処理を行う者を、申請に基づき、環境大
臣が認定する特例制度。汚泥についてはスーパー堤防のみ。臣が認定する特例制度。汚泥についてはスーパー堤防のみ。

（
再
生
利
用
制
度
）

（
再
生
利
用
制
度
）



【【２．ガイドライン等の概要とポイント２．ガイドライン等の概要とポイント ２）ガイドライン２）ガイドライン
⑥再生利用に当たっての手続き等⑥再生利用に当たっての手続き等】】

e.e.個別指定制度の適用のメリット個別指定制度の適用のメリット

ⅰⅰ..処理業の許可を得ずに一定期間特定された処理業の許可を得ずに一定期間特定された

廃棄物についての処理を行うことができる。廃棄物についての処理を行うことができる。

ⅱⅱ..関係する都道府県知事等の運搬許可を受け関係する都道府県知事等の運搬許可を受け

ればれば行政界を越えて再生利用が可能であり、行政界を越えて再生利用が可能であり、

原則化ルールの効果も 大化が図れる。原則化ルールの効果も 大化が図れる。

ⅲⅲ..法に基づく明確な制度のもとで、利用拡大の法に基づく明確な制度のもとで、利用拡大の

措置・努力を可能とする。措置・努力を可能とする。

ⅳⅳ..中間処理業者を再生活用業者とすることに中間処理業者を再生活用業者とすることに

より、中間処理業の立地促進、再生品の利用より、中間処理業の立地促進、再生品の利用

拡大が期待される。拡大が期待される。



排出事業者排出事業者 利用者利用者
（再生活用業者）（再生活用業者）

利用者利用者

〈〈排出者排出者〉〉 〈〈中間処理者中間処理者〉〉 〈〈利用者利用者〉〉

形態①形態①

排出事業者排出事業者 排出事業者排出事業者
（再生活用業者（再生活用業者))

利用者利用者

排出事業者排出事業者 廃棄物処理業者廃棄物処理業者
（再生活用業者（再生活用業者))

利用者利用者

形態②形態②

形態③形態③

図２図２..２２ ｢｢個別指定制度」を活用した建設汚泥の再生利用の一般的な形態個別指定制度」を活用した建設汚泥の再生利用の一般的な形態

((運搬運搬))

((運搬運搬))

((運搬運搬)) ((運搬運搬))((中間処理業者中間処理業者))



【【２．ガイドライン等の概要とポイント２．ガイドライン等の概要とポイント ２）ガイドライン２）ガイドライン】】

⑦適正処理の確認⑦適正処理の確認

・・発注者は、マニュフェスト、伝票、記録書類等で適正処理の発注者は、マニュフェスト、伝票、記録書類等で適正処理の

確認を必ず行うこと確認を必ず行うこと

⑧関係者の責務・役割⑧関係者の責務・役割

ａａ..発注者の責務と役割発注者の責務と役割

ⅰⅰ..計画・設計段階での十分な検討（発生抑制、再生利用等）計画・設計段階での十分な検討（発生抑制、再生利用等）

ⅱⅱ..適正な積算、施工条件等の明示適正な積算、施工条件等の明示

ⅲⅲ..元請とのコミュニケーションの確保元請とのコミュニケーションの確保

ⅳⅳ..再生品の需要先の確保努力再生品の需要先の確保努力

ⅴⅴ..事前相談等による環境部局とのコミュニケーションの確保事前相談等による環境部局とのコミュニケーションの確保



【【２．ガイドライン等の概要とポイント２．ガイドライン等の概要とポイント ２）ガイドライン２）ガイドライン
⑧関係者の責務と役割⑧関係者の責務と役割】】

ｂｂ..元請業者の責任と役割元請業者の責任と役割

ⅰⅰ..発生抑制、再生利用の促進に向けての発生抑制、再生利用の促進に向けての

積極的取組みの実施積極的取組みの実施

ⅱⅱ..発注者とのコミュニケーションの確保発注者とのコミュニケーションの確保

ⅲⅲ..処理業者を含む業者の的確な選定と処理業者を含む業者の的確な選定と

適正な契約の締結適正な契約の締結



【【２．ガイドライン等の概要とポイント２．ガイドライン等の概要とポイント】】

３）建設汚泥の再生利用に関する実施要領３）建設汚泥の再生利用に関する実施要領

ａａ..特記仕様書への的確な記載特記仕様書への的確な記載

ｂｂ..関係通知類等の遵守関係通知類等の遵守

ｃｃ..書類、伝票の作成・処理・取扱いの要領と様式書類、伝票の作成・処理・取扱いの要領と様式



【【２．ガイドライン等の概要とポイント２．ガイドライン等の概要とポイント】】

４）建設汚泥処理土利用技術基準４）建設汚泥処理土利用技術基準

①位置付①位置付 従来の基準従来の基準（建設汚泥再生利用技術（建設汚泥再生利用技術

基準基準((案）Ｈ案）Ｈ11.3.2911.3.29技調発第技調発第7979号）号）と交替と交替

②主な変更点②主な変更点

ａａ..品質区分判定の準拠試験法名の変更品質区分判定の準拠試験法名の変更

ｂｂ..「生活環境保全上の基準および確認方法」の追加「生活環境保全上の基準および確認方法」の追加

（環境基本法の土壌環境基準（環境基本法の土壌環境基準((溶出量基準）および溶出量基準）および

土壌汚染対策法の特定有害物質の含有量基準の土壌汚染対策法の特定有害物質の含有量基準の

適用が内容）適用が内容）



【【２．ガイドライン等の概要とポイント２．ガイドライン等の概要とポイント
４）建設汚泥処理土利用技術基準４）建設汚泥処理土利用技術基準 ②主な変更点②主な変更点】】

ｃｃ..処理方法と利用用途処理方法と利用用途

処理方法毎に主な利用用途を表示している処理方法毎に主な利用用途を表示している

ｄｄ..適用用途標準適用用途標準

第第22種から第種から第33種処理土について、改良土の種処理土について、改良土の

区分を追加して、発生土利用基準の通知区分を追加して、発生土利用基準の通知

（（H16.3.31H16.3.31 国官技第国官技第341341号）と整合させた号）と整合させた

また、用途にまた、用途に44工種を追加工種を追加

ｅｅ..利用における留意点利用における留意点

従前以上にきめ細かく、環境保全への配慮・従前以上にきめ細かく、環境保全への配慮・

措置を実施義務として規定措置を実施義務として規定



【【２．ガイドライン等の概要とポイント２．ガイドライン等の概要とポイント】】

５）リサイクル原則化ルールの改訂５）リサイクル原則化ルールの改訂

工事現場からの搬出・再生資源の利用において、工事現場からの搬出・再生資源の利用において、

建設汚泥・建設汚泥処理土の利用を建設汚泥・建設汚泥処理土の利用を５０Ｋｍ５０Ｋｍの範の範

囲内で行うことを追加し、改訂囲内で行うことを追加し、改訂

（「公共建設工事における再生資源活用の当面の（「公共建設工事における再生資源活用の当面の

運用について」（運用について」（H18H18．．6.126.12通知）通知）



３．環境省通知について３．環境省通知について((対都道府県等）対都道府県等）

１）１）建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について
(H17.7.25(H17.7.25環産廃発環産廃発050725002050725002号号)()(「判断指針」と略称「判断指針」と略称))
①目的①目的

廃棄物該当性の判断指針を明示して、排出者、地方廃棄物該当性の判断指針を明示して、排出者、地方

自治体等の間の理解を統一し、適正な再生利用を自治体等の間の理解を統一し、適正な再生利用を

推進する。推進する。

②基本的考え方②基本的考え方

ａ．該当性の判断は総合的に行うａ．該当性の判断は総合的に行う

ｂ．ｂ．有償譲渡イコール有用物ではない有償譲渡イコール有用物ではない

((適正な経済合理性の有無を総合的に判断）適正な経済合理性の有無を総合的に判断）

ｃ．具体的用途と再利用先の確保が重要ｃ．具体的用途と再利用先の確保が重要



【【３．環境省通知について３．環境省通知について １）「判断指針」について１）「判断指針」について】】

③③判断の基準となる五つの要素判断の基準となる五つの要素

ａ．物の性状ａ．物の性状

ｂ．排出の性状ｂ．排出の性状

ｃ．通常の取引形態ｃ．通常の取引形態

ｄ．取引価値の有無ｄ．取引価値の有無

ⅰⅰ．有償譲渡．有償譲渡

ⅱⅱ．利用計画における有用性．利用計画における有用性

ｅ．占有者の意思ｅ．占有者の意思



【【３．環境省通知について３．環境省通知について １）「判断指針」について１）「判断指針」について
③判断の基準となる五つの要素③判断の基準となる五つの要素】】

ａａ..物の性状物の性状

以下の２条件を以下の２条件を安定的、継続的安定的、継続的に、ともに満たすことに、ともに満たすこと

ⅰⅰ．当該処理物が再生利用の用途が定める．当該処理物が再生利用の用途が定める要求品質要求品質

を満たしていることを満たしていること

ⅱⅱ．飛散・流出、悪臭の発生等の．飛散・流出、悪臭の発生等の生活環境保全上の生活環境保全上の

支障が生じる恐れがない支障が生じる恐れがないことこと

〈〈関係法令等関係法令等〉〉

・土壌の汚染に係る環境基準・土壌の汚染に係る環境基準

・「建設汚泥再生利用技術基準」・「建設汚泥再生利用技術基準」

((以上、配布資料として添付）以上、配布資料として添付）



【【３．環境省通知について３．環境省通知について １）「判断指針」について１）「判断指針」について
③判断の基準となる五つの要素③判断の基準となる五つの要素】】

ｂ．排出の状況ｂ．排出の状況

適正な再生利用のための、需要に見合った計画的適正な再生利用のための、需要に見合った計画的

な処理物の搬出で、以下の事項等を確認するな処理物の搬出で、以下の事項等を確認する

ⅰⅰ．搬出記録と設計図書の．搬出記録と設計図書の記載の整合記載の整合

ⅱⅱ．搬出に際しての．搬出に際しての定期的品質検査記録定期的品質検査記録

ⅲⅲ．検査記録と要求．検査記録と要求品質の適合品質の適合

ⅳⅳ．搬出の際の．搬出の際の品質管理体制品質管理体制の有無及び妥当性の有無及び妥当性



【【３．環境省通知について３．環境省通知について １）「判断指針」について１）「判断指針」について
③判断の基準となる五つの要素③判断の基準となる五つの要素】】

ｃ．通常の取扱い形態ｃ．通常の取扱い形態

市販されている市販されている再生品再生品として建設汚泥を処理として建設汚泥を処理

する場合は、実際にする場合は、実際に市場が形成市場が形成されていることされていること

等でＯＫ。それ以外は等でＯＫ。それ以外は「ｄ．取引価値の有無」「ｄ．取引価値の有無」でで

判断判断

ｄ．取引価値の有無ｄ．取引価値の有無

ⅰⅰ．．客観的合理性のある有償譲渡客観的合理性のある有償譲渡

ⅱⅱ．．工事利用計画を有する取引工事利用計画を有する取引



【【３．環境省通知について３．環境省通知について １）「判断指針」について１）「判断指針」について
③判断の基準となる五つの要素③判断の基準となる五つの要素 ｄ．取引価値の有無ｄ．取引価値の有無】】

ⅱⅱ．工事利用計画を有する取引．工事利用計画を有する取引

以下の条件を全て満たす以下の条件を全て満たす取引であること取引であること

ｲｲ..当該利用計画が、発注者、施工者当該利用計画が、発注者、施工者((元請元請))から示から示

されるされる設計図書、確認書等で確認設計図書、確認書等で確認できることできること

ﾛﾛ..準拠する準拠する施工指針、技術指針等施工指針、技術指針等と、実際の汚泥と、実際の汚泥

処理物の処理物の品質、数量の適合性の確認品質、数量の適合性の確認できることできること

ﾊﾊ..工事施工記録等の関係図書類で建設資材として工事施工記録等の関係図書類で建設資材として

適正に利用されたことが確認適正に利用されたことが確認できることできること



【【３．環境省通知について３．環境省通知について １）「判断指針」について１）「判断指針」について
③判断の基準となる五つの要素③判断の基準となる五つの要素】】

ｅｅ..占有者の意思占有者の意思

自ら利用しようとする、もしくは有償譲渡しようとする自ら利用しようとする、もしくは有償譲渡しようとする

意思が占有者にあると、社会通念上合理的に認定し意思が占有者にあると、社会通念上合理的に認定し

うることうること



【【３．環境省通知について３．環境省通知について １）「判断指針」について１）「判断指針」について】】

④自ら利用について④自ら利用について

ａａ..｢｢自ら利用自ら利用｣｣についてもについても環境部局の一定の関与環境部局の一定の関与をを

要請要請

ｂｂ..排出事業者の自ら利用と、中間処理業者の自ら利排出事業者の自ら利用と、中間処理業者の自ら利

用を区分して取り扱う用を区分して取り扱う

ｃｃ..排出事業者の自ら利用排出事業者の自ら利用についてはについては前記③の判断基前記③の判断基

準をおおむね準用準をおおむね準用

ｄｄ..中間処理業者の自ら利用については、処理物の中間処理業者の自ら利用については、処理物の

有償譲渡の適否で判断有償譲渡の適否で判断



【【３．環境省通知について３．環境省通知について １）「判断指針」について１）「判断指針」について】】

⑤その他の留意事項⑤その他の留意事項

ａａ..実際の利用形態の確認実際の利用形態の確認

都道府県等の都道府県等の環境部局による実施状況等の確認環境部局による実施状況等の確認

また、そのための、また、そのための、事前相談等事前相談等による、環境部局とによる、環境部局と

発注者、元請との発注者、元請とのコミュケーションの確保コミュケーションの確保を要請を要請

疑いある事案への立ち入り調査等の実施義務付け疑いある事案への立ち入り調査等の実施義務付け



【【３．環境省通知について３．環境省通知について １）「判断指針」について１）「判断指針」について
⑤その他の留意事項⑤その他の留意事項】】

ｂｂ..再生利用に係る認定制度、指定制度の取扱い再生利用に係る認定制度、指定制度の取扱い

ⅰⅰ..再生利用制度とは再生利用制度とは、、 特定の個々の産業廃棄物の特定の個々の産業廃棄物の

収集運搬、または、処分に関する廃掃法の業の収集運搬、または、処分に関する廃掃法の業の

許可を、処理業者でない排出者、利用者等にも与許可を、処理業者でない排出者、利用者等にも与

え、再生利用の促進を図る制度（大臣認定、知事え、再生利用の促進を図る制度（大臣認定、知事

指定の２種）指定の２種）（Ｐ（Ｐ.11.11～～1515を参照）を参照）

ⅱⅱ..大臣認定制度では、大臣認定制度では、有償譲渡でなくとも有償譲渡でなくとも、一定の、一定の

要件を満たすものについては、取引価値（自ら利要件を満たすものについては、取引価値（自ら利

用する用する場合は場合は利用価値利用価値）を有する建設資材として）を有する建設資材として

の取扱いを認めているの取扱いを認めている



【【３．環境省通知について３．環境省通知について １）「判断指針」について１）「判断指針」について
⑤その他の留意事項⑤その他の留意事項 ｂｂ..再生利用に係る認定制度、指定制度再生利用に係る認定制度、指定制度】】

ⅲⅲ..建設汚泥への指定制度の建設汚泥への指定制度の適用は、極めて少ない適用は、極めて少ない

（制度創設から今日までの約３０年間で２０例程度）（制度創設から今日までの約３０年間で２０例程度）

このため、このため、個別指定制度の活用を個別指定制度の活用を

『『建設汚泥の再生利用促進策の柱のひとつ建設汚泥の再生利用促進策の柱のひとつ』』

と位置づけていると位置づけている

〈〈参考参考〉〉根拠法根拠法

知事指定については、廃掃法第１４条第一項知事指定については、廃掃法第１４条第一項

((収集・運搬）、第４項収集・運搬）、第４項((処分）、同施行規則第９条処分）、同施行規則第９条

２号２号,,第１０条の三第２号第１０条の三第２号

大臣認定については、法第１５条の４の２大臣認定については、法第１５条の４の２



【【３．環境省通知について３．環境省通知について】】

２）２）「建設汚泥の再生利用指定制度の運用における「建設汚泥の再生利用指定制度の運用における

考え方について」考え方について」 ((環廃産発環廃産発060704001060704001号号

H18.7.4H18.7.4 環境省産業廃棄物課長通知環境省産業廃棄物課長通知))
①本通知の目的と内容①本通知の目的と内容

建設汚泥の再生利用の促進策として、地方自建設汚泥の再生利用の促進策として、地方自

治体による治体による個別指定制度の運用拡大を目的個別指定制度の運用拡大を目的に、に、

同制度の運用における基本的考え方、要確認同制度の運用における基本的考え方、要確認

事項等に関する、事項等に関する、地方自治法に基づく技術的地方自治法に基づく技術的

助言助言をしめすものをしめすもの



【【３．環境省通知について３．環境省通知について
２）建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方について２）建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方について】】

②個別指定制度とは②個別指定制度とは

ａａ..内内 容容 （Ｐ（Ｐ.11.11～～1515で記述）で記述）

ｂｂ..根拠法根拠法

廃掃法第１４条第一項廃掃法第１４条第一項((収集・運搬）、第四項収集・運搬）、第四項((処分）、処分）、

同施行規則第９条２号同施行規則第９条２号,,第１０条の三第２号第１０条の三第２号

ｃｃ. . 関連通知関連通知

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

第９条の３第２号に基づく再生利用業者の指定第９条の３第２号に基づく再生利用業者の指定

制度について」制度について」 （（HH６６.4.1.4.1 衛産衛産4242号、厚生省）号、厚生省）



〈〈参考参考〉〉 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第９条の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第９条の
３第２号に基づく再生利用業者の指定制度について」３第２号に基づく再生利用業者の指定制度について」
((略称略称｢｢指定制度通知指定制度通知｣｣、、HH６６.4.1.4.1 衛産衛産4242号、厚生省）号、厚生省）

上記通知上記通知 ((略称略称｢｢指定制度通知指定制度通知」」))は、再生輸送業者及び再生活用は、再生輸送業者及び再生活用

業者の個別指定の要件として、以下のような基準を定めている。業者の個別指定の要件として、以下のような基準を定めている。

①対象産業廃棄物の排出者からの直接の委託①対象産業廃棄物の排出者からの直接の委託

②施設、業者の能力が規則第②施設、業者の能力が規則第1010条の該当する基準を満たすこと条の該当する基準を満たすこと

③社会通念に照らして適正な契約であること③社会通念に照らして適正な契約であること

④対象廃棄物の大部分が再生活用されること、④対象廃棄物の大部分が再生活用されること、

⑤その過程で生じる廃棄物の処理が適切に行われること⑤その過程で生じる廃棄物の処理が適切に行われること

⑥再生利用に係る取引が確立されており、継続性があること⑥再生利用に係る取引が確立されており、継続性があること

⑦生活保全上の支障が生じないこと⑦生活保全上の支障が生じないこと

⑧申請者の不適格要件⑧申請者の不適格要件 ((法法77条第条第33項第項第44号）に該当しないこと号）に該当しないこと



【【３．環境省通知について３．環境省通知について
２）建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方について２）建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方について】】

③建設汚泥の再生利用の考え方（図３③建設汚泥の再生利用の考え方（図３..１）１）

建設汚泥処理物建設汚泥処理物

・物の性状・物の性状 ・排出の状況・排出の状況 ・通常の取扱い形態・通常の取扱い形態 ・取引価値の有無・取引価値の有無 ・占有者の意思・占有者の意思

自ら利用自ら利用
((現場内利用等）現場内利用等）

排出者が実施排出者が実施

再生利用制度再生利用制度
（公共工事等での利用）（公共工事等での利用）

有償譲渡有償譲渡
産業廃棄物として処理産業廃棄物として処理

(( 終処分場）終処分場）

知事指定知事指定
((一般指定）一般指定）

知事指定知事指定
((個別指定）個別指定）

大臣認定大臣認定 処分基準遵守処分基準遵守

再生利用再生利用

廃棄物廃棄物

（「判断指針」の五つの基準）（「判断指針」の五つの基準）

((利用価値）利用価値） （取引価値を有するもの）（取引価値を有するもの） ((有価物）有価物）



【【３．環境省通知について３．環境省通知について
２）建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方について２）建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方について】】

④指定制度活用に向けた課題④指定制度活用に向けた課題
〈〈制度運用のための基本的な考え方の整理制度運用のための基本的な考え方の整理〉〉

・指定の範囲の考え方・指定の範囲の考え方
・不具合発生の場合の責任の考え方・不具合発生の場合の責任の考え方
・指定を受ける者・指定を受ける者((申請者申請者))の考え方の考え方

〈〈再生利用が確実であることを確保するための確認事項再生利用が確実であることを確保するための確認事項〉〉
・搬出・利用計画等・搬出・利用計画等
・建設汚泥処理物の利用用途及び品質・建設汚泥処理物の利用用途及び品質
・建設汚泥の処理工程・建設汚泥の処理工程
・建設汚泥及び同処理物の運搬管理・建設汚泥及び同処理物の運搬管理
・施行計画・施行計画
・建設汚泥処理物の保管・建設汚泥処理物の保管

〈〈その他その他〉〉
・手続きの簡素化、期間短縮・手続きの簡素化、期間短縮



【【３．環境省通知について３．環境省通知について
２）建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方について２）建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方について】】

⑤指定制度の運用に当たっての考え方⑤指定制度の運用に当たっての考え方

ａａ..指定の範囲指定の範囲

建設汚泥建設汚泥

発生発生

中間処理中間処理((脱水、セメント脱水、セメント

固化、石灰処理等）固化、石灰処理等）
利用利用

((道路盛土等）道路盛土等）

取
引
価
値
を

取
引
価
値
を

有
す
る
も
の

有
す
る
も
の 施行基準施行基準

((発生現場発生現場)) ((運搬運搬)) ((中間処中間処

理施設理施設))
((運搬運搬)) ((利用現場利用現場))

一般的に考えられる指定の範囲一般的に考えられる指定の範囲

一般的に考えられる審査の範囲一般的に考えられる審査の範囲

図３図３..２一般的な指定の範囲と審査の範囲の概念２一般的な指定の範囲と審査の範囲の概念



【【３．環境省通知について３．環境省通知について ２）建設汚泥の再生利用指定制度の運用２）建設汚泥の再生利用指定制度の運用
における考え方についてにおける考え方について ⑤指定制度の運用に当たっての考え方⑤指定制度の運用に当たっての考え方】】

ｂｂ..指定を受ける者指定を受ける者
従来の解釈に加えて従来の解釈に加えて、、

ⅰⅰ．．排出事業者排出事業者((排出排出側工事の元請）側工事の元請）
ⅱⅱ．．利用事業者利用事業者((利用側工事の元請）利用側工事の元請）

をを指定業者として指定可能指定業者として指定可能としている。としている。

またまた、排出、排出・・利用の利用の各各工事発注者工事発注者は再生利用の確実・は再生利用の確実・
円滑な実施のうえから、円滑な実施のうえから、事前相談などでの事前相談などでの初期段階初期段階
からの関与からの関与が強く求められている。が強く求められている。

〈〈参考参考〉〉従来の解釈；汚泥又は汚泥処理物の収集・運搬、従来の解釈；汚泥又は汚泥処理物の収集・運搬、
または中間処理を行う者または中間処理を行う者



【【３．環境省通知について３．環境省通知について ２）建設汚泥の再生利用指定制度の運用２）建設汚泥の再生利用指定制度の運用
における考え方についてにおける考え方について ⑤指定制度の運用に当たっての考え方⑤指定制度の運用に当たっての考え方】】

ｃｃ..指定にかかる関係者の組み合わせ指定にかかる関係者の組み合わせ

・ポイントは・ポイントは「中間処理を行う者が誰か」「中間処理を行う者が誰か」と言う点と言う点

・・排出事業者、利用事業者、産廃処理業者の３者が排出事業者、利用事業者、産廃処理業者の３者が

考えられる（ｃｆ考えられる（ｃｆ..図２図２..２）２）

・産廃処理業者が中間処理を行う者となる場合には、・産廃処理業者が中間処理を行う者となる場合には、

指定を受ける汚泥と指定を受けない汚泥の区別を指定を受ける汚泥と指定を受けない汚泥の区別を

確実に行うことが不可欠確実に行うことが不可欠



【【３．環境省通知について３．環境省通知について ２）建設汚泥の再生利用指定制度の運用２）建設汚泥の再生利用指定制度の運用
における考え方についてにおける考え方について ⑤指定制度の運用に当たっての考え方⑤指定制度の運用に当たっての考え方】】

ｄｄ..再生利用が確実であることの確認再生利用が確実であることの確認

以下の項目ごとに、以下の項目ごとに、しっかりとした具体的な計画がしっかりとした具体的な計画が、、

事前に作成されている事前に作成されていることがポイントことがポイント

ⅰⅰ..搬出・利用計画等搬出・利用計画等

ⅱⅱ..建設汚泥処理物の利用用途及び品質建設汚泥処理物の利用用途及び品質

ⅲⅲ..建設汚泥の処理工程建設汚泥の処理工程

ⅳⅳ..建設汚泥及び建設汚泥処理物の運搬管理体制建設汚泥及び建設汚泥処理物の運搬管理体制

ⅴⅴ..施工計画施工計画

ⅵⅵ..建設汚泥処理物の保管建設汚泥処理物の保管



【【３．環境省通知について３．環境省通知について ２）建設汚泥の再生利用指定制度２）建設汚泥の再生利用指定制度
の運用における考え方についての運用における考え方について ⑤指定制度の運用に⑤指定制度の運用に
当たっての考え方当たっての考え方 ｄｄ..再生利用が確実であることの確認再生利用が確実であることの確認】】

ⅰⅰ..「搬出・利用計画等「搬出・利用計画等｣｣に係る確認事項に係る確認事項

ｲｲ..再生利用に係る再生利用に係る排出側と利用側の確認書排出側と利用側の確認書

ﾛﾛ..工事間利用調整の確認書工事間利用調整の確認書

ﾊﾊ..法令又は公的機関による法令又は公的機関による認可等工事の証明書類認可等工事の証明書類

ﾆﾆ..工事発注仕様書工事発注仕様書

ﾎﾎ..再生資源利用促進計画書再生資源利用促進計画書

ﾍﾍ..その他、その他、事前協議文書等の行政書類事前協議文書等の行政書類



【【３．環境省通知について３．環境省通知について ２）建設汚泥の再生利用指定制度２）建設汚泥の再生利用指定制度
の運用における考え方についての運用における考え方について ⑤指定制度の運用に⑤指定制度の運用に
当たっての考え方当たっての考え方 ｄｄ..再生利用が確実であることの確認再生利用が確実であることの確認】】

ⅱⅱ..「汚泥処理物の利用用途及び品質「汚泥処理物の利用用途及び品質｣｣に係る確認事項に係る確認事項

ｲｲ..建設汚泥処理物の品質が、国土交通省等が定める建設汚泥処理物の品質が、国土交通省等が定める

技術基準に適合していることの確認技術基準に適合していることの確認

本通知では、本通知では、｢｢建設汚泥処理土の適用用途標準」建設汚泥処理土の適用用途標準」

((国交省建設汚泥処理土利用技術基準国交省建設汚泥処理土利用技術基準))とと、、

「建設汚泥処理土の利用用途ごとの要求品質」「建設汚泥処理土の利用用途ごとの要求品質」を挙を挙

げてげているいる ((本「通知」に添付本「通知」に添付、出典は「国交省建設汚泥再生、出典は「国交省建設汚泥再生

利用指針検討委員会報告書利用指針検討委員会報告書 別添２－２」別添２－２」) ) 

ﾛﾛ..土地造成工事について特段の注意の必要性を指摘土地造成工事について特段の注意の必要性を指摘



【【３３..環境省通知について環境省通知について ２）建設汚泥の再生利用指定制度の運用２）建設汚泥の再生利用指定制度の運用
における考え方についてにおける考え方について ⑤指定制度の運用に当たっての考え方⑤指定制度の運用に当たっての考え方

ｄｄ..再生利用が確実であることの確認再生利用が確実であることの確認】】

ⅲⅲ..｢｢建設汚泥の処理工程建設汚泥の処理工程｣｣に係る確認事項に係る確認事項

〈〈審査時審査時〉〉・汚泥発生量の見込み・汚泥発生量の見込み

・設備の性能・設備の性能((処理量、製品品質、環境安全性処理量、製品品質、環境安全性))

・処理技術・プロセスの妥当性の実証・処理技術・プロセスの妥当性の実証

・施設設備の管理運転体制，ｅｔｃ・施設設備の管理運転体制，ｅｔｃ

〈〈運転時運転時〉〉・申請計画と実施の整合・申請計画と実施の整合

・生活環境保全上の支障の有無・生活環境保全上の支障の有無

・実施時の管理運転体制・実施時の管理運転体制



【【３３..環境省通知について環境省通知について ２）建設汚泥の再生利用指定制度の運用２）建設汚泥の再生利用指定制度の運用
における考え方についてにおける考え方について ⑤指定制度の運用に当たっての考え方⑤指定制度の運用に当たっての考え方

ｄｄ..再生利用が確実であることの確認再生利用が確実であることの確認】】

ⅳⅳ..「汚泥及び処理物の運搬管理体制」に係る確認事項「汚泥及び処理物の運搬管理体制」に係る確認事項

・処理工程排出時、利用先搬入時の品質確認・処理工程排出時、利用先搬入時の品質確認

・運搬計画又は搬出入管理伝票等による運搬管理・運搬計画又は搬出入管理伝票等による運搬管理

ⅴⅴ..施施工工計画計画

・利用工事の発注者、元請からすみやかに施・利用工事の発注者、元請からすみやかに施工工計画計画

の提出を受け、計画と実施を書類・現地で確認するの提出を受け、計画と実施を書類・現地で確認する

（施工計画の変更についても、すみやかな協議が望（施工計画の変更についても、すみやかな協議が望

まれる）まれる）



【【３３..環境省通知について環境省通知について ２）建設汚泥の再生利用指定制度の運用２）建設汚泥の再生利用指定制度の運用
における考え方についてにおける考え方について ⑤指定制度の運用に当たっての考え方⑤指定制度の運用に当たっての考え方

ｄｄ..再生利用が確実であることの確認再生利用が確実であることの確認】】

ⅵⅵ..「建設汚泥処理物の保管」に係る確認事項「建設汚泥処理物の保管」に係る確認事項

・保管場所、保管期間、保管方法、処理物管理体制当・保管場所、保管期間、保管方法、処理物管理体制当

について確認する。について確認する。

・保管時の高さ、のり面勾配の判断の参考値に、・保管時の高さ、のり面勾配の判断の参考値に、｢｢道路道路

土工のり面工・斜面安定工指針」をあげている土工のり面工・斜面安定工指針」をあげている

（（ 密度管理されるものとされないものの差異がある）密度管理されるものとされないものの差異がある）



【【３３..環境省通知について環境省通知について ２）建設汚泥の再生利用指定制度の運用２）建設汚泥の再生利用指定制度の運用
における考え方についてにおける考え方について ⑤指定制度の運用に当たっての考え方⑤指定制度の運用に当たっての考え方】】

ｅｅ..その他その他

ⅰⅰ..利用先への搬入後の考え方利用先への搬入後の考え方

・制度悪用者への姿勢と都道府県等の適切な対応・制度悪用者への姿勢と都道府県等の適切な対応

ⅱⅱ..「指定制度通知」について「指定制度通知」について

・・｢｢指定制度通知指定制度通知｣｣の非営利要件の緩和の非営利要件の緩和

ⅲⅲ..手続きに要する標準期間の提示手続きに要する標準期間の提示

・汚泥再生利用の普及に向けて、使いやすい制度に・汚泥再生利用の普及に向けて、使いやすい制度に

ⅳⅳ..複数の都道府県等にわたる指定制度複数の都道府県等にわたる指定制度

・都道府県等の協力・連携で原則化ルールの活用促進・都道府県等の協力・連携で原則化ルールの活用促進

ⅴⅴ..申請書の様式の追加・修正申請書の様式の追加・修正((第１号様式）第１号様式）



おわりにおわりに

１．今回の措置は環境省と国交省のタッグマッチ１．今回の措置は環境省と国交省のタッグマッチ

２．指定制度の活用と直轄率先の戦略２．指定制度の活用と直轄率先の戦略

３．従来と比べ、中間処理業者の比重増大３．従来と比べ、中間処理業者の比重増大

４．本措置の実績が重要４．本措置の実績が重要

・失敗は許されない・失敗は許されない

・関係者の誠実かつ前向きな対応がポイント・関係者の誠実かつ前向きな対応がポイント

・新たな展望の可能性・新たな展望の可能性



【【配布別添資料配布別添資料】】
〈〈国交省関係国交省関係〉〉
１１..ガイドラインガイドライン
２２..建設汚泥の再生利用に関する実施要領建設汚泥の再生利用に関する実施要領
３３..建設汚泥処理土利用技術基準建設汚泥処理土利用技術基準
４４..リサイクル原則化ルールリサイクル原則化ルール
〈〈環境省関係環境省関係〉〉
１１..建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について
２２..建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方について建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方について
３３..廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第９条第２号及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第９条第２号及び

第１０条の３第２号に基づく再生利用業者の指定制度について第１０条の３第２号に基づく再生利用業者の指定制度について
４４..土壌環境基準土壌環境基準((溶出量基準溶出量基準))ならびに特定有害物質含有量基準ならびに特定有害物質含有量基準

【【参考資料参考資料】】
建設副産物リサイクル広報推進会議建設副産物リサイクル広報推進会議のの機関誌機関誌
「建設リサイクル」（「建設リサイクル」（20062006夏号夏号 ｖｏｌｖｏｌ..３６）３６）

特集特集 「建設汚泥再生利用促進に向けての新たな取組み」「建設汚泥再生利用促進に向けての新たな取組み」



建設副産物リサイクル広報推進会議からのお知らせ建設副産物リサイクル広報推進会議からのお知らせ

１．建設リサイクル技術講習会をアスベスト、汚泥をテーマに１．建設リサイクル技術講習会をアスベスト、汚泥をテーマに

1111月２９日、広島市内で開きます。月２９日、広島市内で開きます。

２．機関誌「建設リサイクル」の全面リニューアルを、本年秋号から２．機関誌「建設リサイクル」の全面リニューアルを、本年秋号から

行いました。行いました。((見本誌贈呈可）見本誌贈呈可）

３．「よくわかる建設リサイクル３．「よくわかる建設リサイクル｣｣((通称通称 小冊子小冊子))のリニューアルのリニューアル

現場の意見をもとに、使いやすく、分かりやすく改訂しました。現場の意見をもとに、使いやすく、分かりやすく改訂しました。

４．４．1010月の３Ｒ月間の建設リサイクル広報ポスターを制作しました。月の３Ｒ月間の建設リサイクル広報ポスターを制作しました。

５．５．1010月から、ニュースメール配信事業を開始します。月から、ニュースメール配信事業を開始します。

配信希望をホームページ上で、受付けています。また、今年度、配信希望をホームページ上で、受付けています。また、今年度、

便利なホームページを目指して、一部リニューアルを行います。便利なホームページを目指して、一部リニューアルを行います。

（ＵＲＬ．（ＵＲＬ．http://www.suishinkaigi.jp/http://www.suishinkaigi.jp/ ））
６．「建設リサイクル法と建設リサイクルの動向」についての６．「建設リサイクル法と建設リサイクルの動向」についての

音声付ＣＤを頒布しています。音声付ＣＤを頒布しています。

http://www.suishinkaigi.jp/
http://www.suishinkaigi.jp/
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