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はじめに 

 

本ガイドラインは、水銀による環境の汚染の防止に関する法律（平成 27 年法律第 42 号。以下

「水銀汚染防止法」といいます。）に基づき、水銀及びその化合物（以下「水銀等」といいます。）

を貯蔵する者（水銀等貯蔵者）が水銀等による環境の汚染を防止するためにとるべき措置と、国

（事業所管省庁）へ定期的に報告する内容について必要な事項を解説するものです。水銀汚染防

止法、関連政省令、水銀汚染防止法Ｑ＆Ａ等と併せてご参照ください。 

主に本制度の報告対象となる事業者向けに記載していますが、制度を運用する国等の関係者が

本制度を理解するために用いることもできます。 

 

 

 

 

 

********************************＜ガイドラインの構成＞******************************** 

 

本ガイドラインは、以下の３つの章と付録で構成されています。 

 

第１章 水銀汚染防止法に基づく水銀等の貯蔵に関する制度の解説 

 制度の背景、概要、他の制度との関係を解説します。 

 

第２章 水銀等の環境上適正な貯蔵の方法 

 「水銀等の貯蔵に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針」に基

づき、貯蔵の際にとるべき措置について解説します。 

 

第３章 水銀等の貯蔵に関する報告方法 

 「水銀等の貯蔵に関する省令」に基づき、水銀等の貯蔵の状況に関する報告方法を解説します。 

 

付録 

水銀等の貯蔵に関する法規、水銀等の貯蔵に関する取組や報告についての連絡・問い合わせ先、

コピーして使える報告書の様式、報告書を提出する際のチェックシートが含まれています。 
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1. 水銀汚染防止法に基づく水銀等の貯蔵に関する制度の解説 

1.1 制度の概要 

11..11..11  水水銀銀汚汚染染防防止止法法のの概概要要  

（１） 背景 

 水銀は、化石燃料の燃焼や廃棄物など様々な排出源から人為的に環境に排出され、地球規模で

循環・蓄積し続けており、産業革命以降の人為的な排出の増加により海洋生物中の水銀濃度が急

激に増加し、魚介類を多食する北極圏の人々などへの影響が懸念されています。我が国では、特

に偏った食生活でない限り、食品からの水銀ばく露による健康影響が懸念される状況にはありま

せんが、将来的に魚介類の水銀濃度が上昇する可能性もあることを踏まえ、地球規模での水銀に

よる環境の汚染の防止に貢献するため、水銀の排出を抑制するための取組を行うことが重要です。 

 こうした状況を踏まえ、水銀による地球規模での環境汚染を防止するため、平成 25 年 10 月に

水銀に関する水俣条約（以下「水俣条約」といいます。）が我が国で採択されました。これを受け

て、水俣条約を国内で実施するための措置や水俣条約よりも踏み込んだ措置を講ずる水銀汚染防

止法が平成 27 年の通常国会において成立し、水俣条約の発効日である平成 29年８月 16日に施行

されます（ただし、水銀使用製品に関する措置の一部については、別に政令で定める日（以下に

記載）から施行されます。）。 

 

（２） 水銀汚染防止法の概要 

 水銀汚染防止法に基づき、以下の措置が実施されます。水銀等貯蔵者は、その貯蔵に係る水銀

等による環境の汚染を防止するために必要な措置をとることが求められます。 

表 1.1 水銀汚染防止法に基づく措置とその対象者 

水銀利用局面 措置の内容（該当条文） 対象者 

掘採 水銀鉱の掘採の禁止（第４条） 

（平成 29年８月 16日施行） 

水銀鉱を掘採しようとする者・掘採

している鉱業権者 

製品等への使

用 

特定水銀使用製品の製造等の禁止（第５～12

条、附則第３条） 

（製品の種類によって、平成 30 年１月１日又

は平成 32年 12 月 31日施行） 

特定水銀使用製品を製造しようと

する者、特定水銀使用製品を部品と

して他の製品の製造に用いようと

する者 

 新用途水銀使用製品の製造等の制限（第 13～15

条） 

（平成 29 年８月 16 日施行） 

新用途水銀使用製品の製造等を行

おうとする事業者 

 水銀使用製品の適正な回収に関する措置（第

16、17 条） 

（平成 28 年 12 月 18 日施行） 

国・市町村 

 水銀使用製品に関する情報提供（第 18 条） 水銀使用製品の製造・輸入事業者 
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水銀利用局面 措置の内容（該当条文） 対象者 

（平成 28 年 12 月 18 日施行） 

 特定の製造工程における水銀等の使用の禁止

（第 19 条） 

（平成 29 年８月 16 日施行） 

特定の製造工程において水銀等を

使用しようとする者 

 水銀等を使用する方法による金の採取の禁止（第

20 条） 

（平成 29 年８月 16 日施行） 

水銀等を使用する方法によって金

の採取を行おうとする者 

貯蔵・管理 水銀等の環境上適正な貯蔵のための措置（第

21、22 条） 

（平成 29 年８月 16 日施行） 

水銀等を貯蔵する者 

 水銀含有再生資源の環境上適正な管理のための

措置（第 23、24 条） 

（平成 29 年８月 16 日施行） 

水銀含有再生資源を管理する者 

 

11..11..22  水水銀銀等等のの環環境境上上適適正正なな貯貯蔵蔵にに関関すするる制制度度のの概概要要  

（１） 背景 

 水俣条約第 10条では、締約国に対し、水俣条約で認められた用途のための水銀等の暫定的保管

が環境上適正な方法で行われることを確保するための措置をとることを求めています。今後、水

俣条約の締約国会議において、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバー

ゼル条約（平成５年条約第７号。以下「バーゼル条約」といいます。）に基づいて作成された関連

する指針その他の関連する手引を考慮して、水銀等の環境上適正な暫定的保管に関する指針を採

択することとされていますが、平成 29年６月時点ではこの指針は作成されていません。 

そこで、我が国においては、水俣条約が参照することとしているバーゼル条約に基づいて作成

された関連する指針（バーゼル条約水銀廃棄物の環境上適正な管理に関する技術ガイドライン）

や、環境保全をその法目的とはしていませんが水銀等の製造、保管等を規制している毒物及び劇

物取締法（昭和 25年法律第 303号）、消防法（昭和 23年法律第 186号）などを参考として、水銀

等の貯蔵に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針（平成 27年総務

省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省

告示第１号。以下「指針」といいます。）が定められました。 

 また、指針に従った貯蔵が行われていることを確認するのみならず、条約の発効による水銀等

の需給バランスの変化により現状では有価物である水銀等が将来的に廃棄物の処理及び清掃に関

する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」といいます。）上の廃棄物に移行する

可能性があることも考慮し、一定量の水銀等を貯蔵する水銀等貯蔵者に対して定期的な報告を求

めることとされました。なお、廃棄物処理法上の廃棄物となった水銀等は、廃棄物処理法に基づ

き、適正に処理する必要があります。 
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（２） 制度の概要 

 １）水銀等の貯蔵の定義 

 水銀等の貯蔵とは、水銀等を現に所持し、販売や製品の製造、試験研究等のためにとっておく

こと又はためておくことを言います。貯蔵を他者に委託した場合は、その相手方が「水銀等貯蔵

者」となります。 

 

 ２）環境上適正な貯蔵が必要な水銀等 

 水銀汚染防止法により、その貯蔵の際に環境の汚染を防止するための措置が必要となる水銀等

の種類は、以下のとおりです。それぞれ他の物と混合している場合には、当該水銀等の含有量が

混合物の全重量の 95％以上の場合に限り対象となります。また、水銀含有再生資源1及び廃棄物処

理法上の廃棄物に該当するものを除きます。 

 

＜対象となる水銀等の種類＞ 

 水銀（水銀以外の金属との合金に含まれる場合を含む。） 

 塩化第一水銀 

 酸化第二水銀 

 硫酸第二水銀 

 硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物 

 硫化水銀（辰砂2に含まれるものを含む。辰砂の場合は含有量にかかわらず対象。） 

 

 ３）環境上適正な貯蔵 

 上記２）に該当する水銀等は指針に基づき、環境上適正な貯蔵を行う必要があります。具体的

には、次のような措置をとることが求められます。 

 

 容器・包装：水銀等が漏れたり流出したりしないよう、水銀等の種類に応じて適切な材

質や構造の容器又は包装で貯蔵する。また、容器・包装を定期的に点検し、破損等があ

った場合には速やかに補修する。 

 表示：容器又は包装及び水銀等を貯蔵する場所（棚や棚が設置されている部屋・倉庫等）

に水銀等の名称を表示する。 

 貯蔵場所：水銀等の盗難・紛失を防ぐため、鍵をかけることのできる保管庫・棚等で貯

蔵するか、鍵をかけることのできる部屋や倉庫に水銀等を貯蔵する棚等を設置し、施錠

する。その場所が特性上鍵をかけることができないものである場合は、周囲に堅固な柵

を設ける。 

 情報提供：水銀等の貯蔵を他者に委託するときには、その相手方において指針に基づく

環境の汚染を防止するための措置及び一定量を超える場合には定期報告が必要となるた

                                                        
1水銀含有再生資源に関する規制措置等詳細については、水銀汚染防止法及び関係省令・告示並びに「水銀による

環境の汚染の防止に関する法律に基づく水銀含有再生資源の管理に関するガイドライン」（平成 29年６月環境省

総合環境政策局環境保健部環境保健企画管理課水銀対策推進室・経済産業省製造産業局化学物質管理課）参照。 

2 辰砂は鉱物の名称として用いており、辰砂鉱石を指しています。 
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め、相手方に対し、貯蔵を委託する水銀等が水銀汚染防止法の規制対象であることにつ

いて、情報を提供する。 

 

 ４）貯蔵に関する定期報告 

 １つの事業所で貯蔵する、上記２）のいずれかの対象物質の最大量が 30kg 以上となった場合、

最大量が 30kg 以上となった対象物質ごとに貯蔵の状況について定期報告を行う必要があります。

この報告は、事業所ごとに毎年度、貯蔵の最大量が 30kg以上となった年度の情報を所定の様式に

記載した報告書を作成し、これをその翌年度の６月末までに国（事業所管省庁）に提出すること

によって行います。年度の途中で、貯蔵していた水銀等の全量を他者に引き渡した場合や、全量

が廃棄物処理法上の廃棄物となった場合でも、その翌年度の提出期間内での報告が必要です。な

お、報告をせず、又は虚偽の報告をした者には 30万円以下の罰金が科されます。 

 

 

1.2 他の関連制度との関係 

11..22..11  毒毒物物及及びび劇劇物物取取締締法法ととのの関関係係  

（法制度の詳細は制度所管省にご確認ください） 

 

（１） 毒物及び劇物取締法における水銀等の位置づけ 

 1.1.2水銀等の環境上適正な貯蔵に関する制度の概要（２）制度の概要２）で示した水銀等（医

薬品及び医薬部外品を除く。）は、毒物及び劇物取締法、毒物及び劇物指定令（昭和 41 年政令第

２号）において次のように位置づけられています。硫化水銀は毒物でも劇物でもありませんが、

塩化第一水銀は劇物、それ以外の水銀等は毒物に規定されています。 

表 1.2 水銀汚染防止法の貯蔵に関する措置の対象となる水銀等の 

毒物及び劇物取締法上の位置づけ 

環境上適正な貯蔵の対象となる水銀等 毒物及び劇物取締法上の位置づけ 

水銀 毒物 

塩化第一水銀 劇物 

酸化第二水銀 毒物（５％以下を含有する製剤は劇物） 

硫酸第二水銀 毒物 

硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物 毒物 

硫化水銀（辰砂を含む） ― 

 

（２） 毒物及び劇物取締法の貯蔵に関連する規定 

 毒物及び劇物取締法の貯蔵に関連する規定として、以下のようなものがあります。下線部は指

針においても規定されているものを示しています。 
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表 1.3 毒物及び劇物取締法における毒物又は劇物の保管に関する規定 

項目 毒物及び劇物取締法における毒物又は劇物の保管に関する規定 

容器 ・飲食物容器の使用禁止（法第 11条） 

・飛散・漏れ・しみ出るおそれのないもの（規則第４条の４） 

・「医薬用外」、「毒物」又は「劇物」の表示（法第 12条） 

・名称・成分・含量・製造者名等の表示（法第 12条） 

保管施設 ・貯蔵場所に鍵をかける設備がある、又は周囲に堅固な柵があること（規則第４

条の４） 

・陳列場所に鍵をかける設備があること（規則第４条の４） 

・盗難・紛失の予防措置（法第 11条） 

・他の物と区分して貯蔵できること（規則第４条の４） 

・貯蔵場所、陳列場所に「医薬用外」「毒物」又は「劇物」の表示（法第 12条） 

管理体制 ・専任の毒物劇物取扱責任者を配置すること（法第７条） 

情報管理 ・名称・数量・年月日・譲受人の氏名/職業/住所/の記録・5年保存（法第 14条） 

事故時の措置 ・飛散、漏れ、流れ出、しみ出があった場合に、保健所、警察署又は消防機関に

届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講

じる（法第 16条の２） 

 

11..22..22  消消防防法法ととのの関関係係  

（法制度の詳細は制度所管省にご確認ください） 

 

（１） 消防法における水銀等の位置づけ 

 消防法において、30kg以上の水銀、酸化第二水銀及びこれを含有する製剤（酸化第二水銀５％

以下を含有するものを除く。）は火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質に

指定されています（消防法第９条の３、危険物の規制に関する政令（昭和 34年政令第 306号）第

１条の 10等）。 

 

（２） 消防法の下での貯蔵に関連する規定 

 火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を一定量以上貯蔵し、又は取り

扱う者は、あらかじめ、所轄消防長又は消防署長に届け出なければならないことになっています

（消防法第９条の３）。 
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2. 水銀等の環境上適正な貯蔵の方法 

2.1 対象となる水銀等 

22..11..11  水水銀銀汚汚染染防防止止法法ににおおいいてて環環境境上上適適正正なな貯貯蔵蔵がが求求めめらられれるる水水銀銀等等  

 1.1.2 水銀等の環境上適正な貯蔵に関する制度の概要（２）で示したように、水銀汚染防止法

の下で環境上適正な貯蔵を求められる水銀等は以下のとおりです。 

 

■環境上適正な貯蔵が求められる水銀等 

 

水銀含有再生資源及び廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものを除く、以下の水銀及び水銀化

合物、またそれらの混合物（水銀又は水銀化合物の含有量が全重量の 95％以上であるもの） 

 水銀（水銀以外の金属との合金に含まれる場合を含む。） 

 塩化第一水銀 

 酸化第二水銀 

 硫酸第二水銀 

 硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物 

 硫化水銀（辰砂に含まれるものを含む。辰砂の場合は含有量にかかわらず対象。） 

 

（参考：水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令（平成 27年政令第 378号）第３条） 

 

 「水銀等の貯蔵」とは、水銀等を現に所持し、販売や製品の製造、試験研究等のためにとって

おくこと又はためておくことを指しているため、水銀等が封入された製品（例：水銀血圧計）を

所持していることは水銀等の貯蔵に該当しません。ただし、水銀等の試薬、顔料については、原

料等としての販売や製品の製造、試験研究等のために蓄えられていると考えられることから、上

記の含有量基準を満たすものであれば水銀等の貯蔵に該当します。 

硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物については、いずれか一方のみを貯蔵している場合でも

水銀等の貯蔵に該当します。また、混合している場合は、硝酸第二水銀と硝酸第二水銀水和物の

合計の含有量が全重量の 95％以上の場合に水銀等貯蔵者に該当します。 

 また、硫化水銀については、辰砂である場合は、硫化水銀の含有量にかかわらず水銀等貯蔵者

に該当します。硫化水銀の含有量が 95％を超える朱肉の所持については、固有の製品形状をもち、

使用中に組成や形状が変化することがない製品であることから水銀等の貯蔵には該当しません。 

 

 

2.2 環境上適正な貯蔵の方法 

22..22..11  水水銀銀汚汚染染防防止止法法でで求求めめらられれるる環環境境上上適適正正なな貯貯蔵蔵のの方方法法  

 指針においては、水銀等貯蔵者に対し、環境の汚染を防止するために以下の措置をとることを

求めています。 
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■水銀等貯蔵者に求められる環境汚染防止措置 

 

１ 水銀等の容器又は包装は、水銀等が飛散し、又は流出するおそれのないものとすること。 

２ 水銀等の容器又は包装に、水銀等の名称（水銀等の混合物（辰砂を除く。）にあっては、水銀

等の名称及び含有量）を表示すること。 

３ 水銀等を貯蔵する場所に、水銀等の名称を表示すること。 

４ 水銀等を貯蔵する場所に、鍵をかける設備を備えること。ただし、その場所が性質上鍵をか

けることができないものであるときは、この限りでない。 

５ 水銀等を貯蔵する場所が性質上鍵をかけることができないものであるときは、その周囲に、

堅固な柵を設けること。 

６ 水銀等の貯蔵を他の者に委託するときは、その相手方に対し、その貯蔵を委託するものが水

銀等である旨の情報を提供すること。 

 

（参考：水銀等の貯蔵に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針） 

 

 

22..22..22  具具体体的的なな貯貯蔵蔵方方法法  

（１） 水銀等の容器又は包装 

 １）容器の材質・形状等 

 水銀は金や銅といった金属と合金を生成しやすい性質があります。水銀の容器に適した材質と

しては、常温では水銀と反応しない炭素鋼又はステンレス鋼が挙げられます。環境上適正な貯蔵

に適した容器としては、例えば、バーゼル条約水銀廃棄物の環境上適正な管理に関する技術ガイ

ドラインにおいては、(1)以前の保管物による破損がなく、それらが水銀と有害な反応をおこさな

いこと、(2)容器の構造的統合性を損なわないこと、(3)過度な腐食がないこと、(4)腐食を防ぐた

めの保護コーティング（塗料）が施されていることなどが望ましいとされています。 

 

 

水銀を貯蔵する容器の例 

（内部がエポキシ塗装された鋼鉄製容器） 
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 また、水銀化合物については、その物性及び反応性を踏まえて、適切な材質を選択する必要が

あります（表２参照）。 

 

 万が一、貯蔵している水銀等が飛散・流出してしまった場合は、速やかに容器・包装からの飛

散・流出を止める措置や飛散・流出した水銀等の回収等の応急措置をとってください。指針に規

定する「水銀等の容器又は包装は、水銀等が飛散し、又は流出するおそれがないものとすること。」

を勘案し、水銀汚染防止法第 21条第２項に基づく環境の汚染を防止するためにとるべき措置につ

いての必要な勧告がなされる可能性があります。指針等に照らして対応に困る場合は事業所管省

庁にご相談ください。 

 

 ２）容器・包装の表示 

 水銀等を貯蔵する容器・包装には、「水銀」、「塩化第一水銀」、「酸化第二水銀」といったように、

貯蔵するものの名称を表示する必要があります。貯蔵しているものが水銀等であることが一見し

て認識できるよう、文字の色・大きさ等により目立ちやすいものとしてください。また、表示場

所については、通常の貯蔵状態で視認可能となるよう表示（例：容器に入れた上で包装する場合

は、包装への表示）することが必要です。 

水銀等の貯蔵量が 30kg以上となる場合は、国（事業所管省庁）に報告する義務がありますので、

名称のほか、貯蔵されている重量も記載しておくと報告の有無が容易に判断できます。 

なお、硫化水銀以外の対象物質については、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）に基づ

く特定化学物質障害予防規則（昭和 47年労働省令第 39号）第 25条第２項の規定により、取扱い

上の注意事項を表示することも必要です。 

 

  

水銀の貯蔵の表示例 水銀化合物の貯蔵の表示例 
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表 2  水銀等の物性及び反応性等 

項目 水銀 塩化第一水銀 酸化第二水銀 硫酸第二水銀 硝酸第二水銀 

物性 常温での形状 液体3 固体（結晶性粉末） 結晶状粉末 固体 固体 

 融点 -38.87℃ 400℃ 500℃ 450 ℃以下で分解 79℃ 

 引火点 データなし データなし 不燃性 不燃性 引火せず 

安定性及

び反応性 

反応性4 アンモニア、ハロゲンと

激しく反応し、火災や爆

発の危険をもたらす。ア

ルミニウム他多くの金属

を侵し、アマルガムを生

成する。 

光の影響下で徐々に

分解し、塩化水銀（Ⅱ）

や水銀を生じる。 

 光にばく露、ある

いは 500℃以上に

加熱すると分解

し、非常に有毒な

ヒューム (水銀な

ど）や酸素を生じ、

火災の危険性を増

大させる。 

 還元剤、塩素、過

酸化水素、マグネ

シウム (加熱した

場合)、塩化硫黄、

リンなどの元素に

より、衝撃に敏感

な化合物を生じ

る。 

光の影響下で 450℃

に加熱すると分解

し、非常に有毒なヒ

ューム(水銀、イオウ

酸化物)を生じる。水

溶液は中程度の強さ

の酸である。ハロゲ

ン化水素と反応す

る。 

 ホスフィン酸、

エタノール、ア

セチレンと、衝

撃に敏感な化合

物を生成する。  

 強力な酸化剤で

あり、可燃性物

質や還元性物質

と激しく反応す

る。  

 光の影響下で分

解する。 

 安定性 加熱すると、有毒なガス

を生じる。 

法規制5に従った保管

及び取扱においては

安定と考えられる。 

法規制6に従った保管

及び取扱においては安

定と考えられる。 

法規制 5 に従った保

管及び取扱において

は安定と考えられ

る。 

法規制 5 に従った保

管及び取扱において

は安定と考えられ

る。 

                                                        
3 常温で揮発する。 

4 GHS 対応モデルラベル・モデル SDS 情報における「反応性」及び「危険有害反応可能性」の欄の情報を統合している。 

5 労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法、海洋汚染防止法、船舶安全法、航空法 

6 労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法、船舶安全法、航空法 
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項目 水銀 塩化第一水銀 酸化第二水銀 硫酸第二水銀 硝酸第二水銀 

 避けるべき条

件 

加熱、燃焼 データなし 粉じんの拡散を防ぐ 光の影響下で加熱 データなし 

 混触危険物質 アジ化物、アセチレン、

アンモニア、金属ナトリ

ウム 

データなし  還元剤 

 塩素、過酸化水素、

マグネシウム、塩

化硫黄、リン 

ハロゲン化水素  可燃性物質、還

元性物質 

 ホスフィン酸、

エタノール、ア

セチレン 

 危険有害な分

解生成物 

 火災時に刺激性、腐

食性又は有毒なヒュ

ームやガスを放出す

る。 

 沸点近くで長時間加

熱すると HgO を生

成する。 

塩化水銀（Ⅱ）、水銀

（光の影響で分解） 

水銀、酸素 非常に有毒なヒュー

ム（水銀、硫黄酸化

物） 

データなし 

参考情報 危険有害性  吸入すると生命に危

険 

 強い眼刺激 

 アレルギー性皮膚反

応を起こすおそれ 

 生殖能又は胎児への

悪影響のおそれ 

 臓器の障害（呼吸器

系、心血管系、腎臓、

肝臓、中枢神経系） 

 長期にわたる、又は

反復ばく露による臓

器の障害(神経系、心

血管系、血液、肝臓、

歯肉） 

 長期継続的影響によ

り水生生物に非常に

 飲み込むと有毒 

 皮膚に接触する

と有害 

 皮膚刺激 

 眼刺激 

 アレルギー性皮

膚反応を引き起

こすおそれ 

 遺伝性疾患のお

それの疑い 

 生殖能又は胎児

への悪影響のお

それの疑い 

 腎臓の障害 

 呼吸器への刺激

のおそれ 

 長期又は反復ば

 飲み込むと生命に

危険 

 皮膚に接触すると

有毒 

 皮膚刺激 

 アレルギー性皮膚

反応を起こすおそ

れ 

 強い眼刺激 

 生殖能又は胎児へ

の悪影響のおそれ 

 中枢神経系、末梢

神経系、腎臓、消

化管の障害 

 長期にわたる、又

は反復ばく露によ

る中枢神経系、腎

 飲み込むと有毒 

 皮膚に接触する

と有毒 

 アレルギー性皮

膚炎を起こすお

それ 

 腎臓の障害 

 長期にわたるま

たは反復ばく露

による中枢神経

系、腎臓の障害 

 水生生物に非常

に強い毒性 

 長期的影響によ

り水生生物に非

常に強い毒性 

 飲み込むと生命

に危険 

 皮膚に接触する

と生命に危険 

 重篤な皮膚の薬

傷 

 重篤な眼の損傷 

 アレルギー性皮

膚反応を引き起

こすおそれ 

 遺伝性疾患のお

それの疑い 

 生殖能又は胎児

への悪影響のお

それの疑い 

 腎臓の障害 

 呼吸器の障害の
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項目 水銀 塩化第一水銀 酸化第二水銀 硫酸第二水銀 硝酸第二水銀 

強い毒性 く露による腎臓、

中枢神経系の障

害 

臓の障害 おそれ 

 長期又は反復ば

く露による腎

臓、中枢神経系

の障害 

 水生生物に非常

に強い毒性 

 長期的影響によ

り水生生物に非

常に強い毒性 

備考：硫化水銀、辰砂についての情報は下記サイトには掲載されていない。出典：厚生労働省職場の安全サイト GHS 対応モデルラベル・モデル SDS 情報 

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND.aspx 
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（２） 貯蔵場所 

 水銀等の貯蔵場所には、貯蔵している物質の名称を表示する必要があります。また、貯蔵場所は、鍵

をかけるか、周囲に堅固な柵を設けることが求められます。 

 

 

 

 

 

 

※左の写真の例のように、すでに毒物及び劇物取

締法等に基づく表示がされていて、指針に規定す

る必要事項の表示がなされている場合は、その表

示を水銀汚染防止法に基づく表示とみなして差し

支えありません。 

 

（３） 他者への委託 

 水銀等の貯蔵を他者に委託する場合には、委託先において上記（１）～（２）の取組が行われること

が必要です。また、貯蔵を委託する水銀等については、委託の相手方において環境の汚染を防止するた

めの取組が必要となるため、委託の相手方に対して、水銀汚染防止法に基づく貯蔵の規制対象となる水

銀等であることを明示的に伝達することが必要です。また、委託の相手方が適切に国（事業所管省庁）

に報告を行えるよう、以下の情報を提供することが望ましいです。情報提供は原則書面で行うこととし、

例えば契約書等に、貯蔵に当たっての指針の遵守及び定期報告義務を履行することについて明記すると

いったことが考えられます。 

 物質の名称、純度、量 

 貯蔵の目的 

 

  

 

 

水銀等の貯蔵場所の例 
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3. 水銀等の貯蔵に関する報告方法 

3.1 対象となる水銀等 

 水銀汚染防止法により貯蔵に関する報告が求められる水銀等は、次のとおりです。 

 

■貯蔵に関する報告が求められる水銀等 

 

水銀含有再生資源及び廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものを除く、以下の水銀及び水銀化合

物、またそれらの混合物（水銀又は水銀化合物の含有量が全重量の 95％以上であるもの）で、当該年

度において事業所で貯蔵した最大量が 30kg以上のもの 

 水銀（水銀以外の金属との合金に含まれる場合を含む。） 

 塩化第一水銀 

 酸化第二水銀 

 硫酸第二水銀 

 硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物 

 硫化水銀（辰砂に含まれるものを含む。辰砂の場合は含有する硫化水銀の量が 30kg 以上の場合。） 

 

（参考：水銀等の貯蔵に関する省令（平成 27 年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水

産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第１号）第２条） 

 

 環境上適正な貯蔵が求められる水銀等については、ある年度において貯蔵した最大量が 30kg 以上と

なった場合（混合物の場合は、混合物の重量が 30kg 以上となった場合）に報告が求められます。貯蔵

した最大量が 30kg以上となっているかどうかの判断は、事業所ごとに行います。「事業所」とは水銀等

の貯蔵に係る事業活動が行われている一単位の場所をいい、原則として、単一の運営主体のもとで、同

一の又は隣接する敷地内において継続的に事業活動を行っているものを指します。ただし、同一の又は

隣接する敷地内にない場合も、道路や河川等を隔てて近接しており、かつ、水銀等の貯蔵が一体として

行われている場合は、一事業所と取り扱って差し支えありません。 

報告については、事業所ごとに、毎年度４月１日から６月 30 日までの間に、定められた様式により

前年度（４月１日から３月 31日まで）の水銀等の貯蔵に関する報告書を提出しなければなりません。 

 

3.2 報告事項 

 水銀汚染防止法に基づき報告が求められる事項は次のとおりです。 

 

■貯蔵に関する報告が求められる事項 

 

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 事業所の名称及び所在地  

三 水銀等貯蔵者において行われる水銀等の貯蔵に係る事業  
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四 年度当初に貯蔵していた水銀等の種類別の量  

五 製造し、又は引渡しを受けた水銀等の種類別の量  

六 使用し、引き渡し、又は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）

第二条第一項に規定する廃棄物となった水銀等の種類別（使用し、又は引き渡した場合にあっては、

水銀等の種類別及び使用又は引渡しの目的別）の量  

七 引き渡し、又は引渡しを受けた場合にあっては、その相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人

にあっては、その代表者の氏名並びに事業所の名称及び所在地  

八 年度末において貯蔵していた水銀等の種類別の量及び貯蔵の目的  

九 法第二十一条第一項に規定する指針に基づき実施した取組その他水銀等の環境上適正な貯蔵の

ために実施した取組 

 

（参考：水銀等の貯蔵に関する省令第４条） 

 

 

3.3 報告書の提出方法 

 水銀等の貯蔵に関する報告を行う事業者は、以下に従って報告書の提出を行います。 

 

（１） 提出期間 

毎年度４月１日から６月 30 日までの間に、前年度の水銀等の貯蔵に関する報告書を提出します。な

お、提出する報告書に記入する報告事項については、前年度の４月１日から３月 31 日までの１年間の

内容が対象です。なお、制度施行初年度においては、施行日から当該施行日の属する年度の年度末まで

の期間が対象です。 

 

（２） 提出先 

報告書は、水銀等の貯蔵に係る事業を所管する省庁の窓口（表 3.2参照）へ持参又は送付してくださ

い。事業者が２つ以上の水銀等の貯蔵に係る事業を行っている場合には、それぞれの事業を所管する省

庁の窓口全てに同一の報告書を持参又は送付してください。 

なお、事業所管省庁の窓口へ提出された報告書は、水銀等の貯蔵に係る主たる事業を所管する事業所

管大臣から環境大臣及び経済産業大臣へその写しが送付されます。また、環境大臣が受理した当該報告

書の写しについては、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物管理票交付等状況報告書との突合等に適宜活用

するため、都道府県等の産業廃棄物担当部局に共有されます。 

 

（３） 提出方法 

水銀等の貯蔵に関する報告は、書面により提出してください。 

提出物及び提出物の記入要領は「3.4書面による提出」をご参照ください。 

 

（４） 提出に関する留意事項 

１）提出物の保管 
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事業所管省庁窓口において受理された後も、国側から報告内容等について問い合わせをさせていただ

くことがありますので、報告書は必ず控えをとり、関連する資料とともに保管しておいてください。 

 

２）報告事項等の記入について 

報告書の作成に際しては、誤りのないようご注意ください。また、報告書の提出前に付録４「チェッ

クシート」で記入事項の最終チェックを行ってください。なお、報告事項は個人情報を除き開示請求の

対象となります。 

 

３）報告書の郵送による提出 

報告書を郵送により提出する場合には、簡易書留を用いてご提出ください。 

 

3.4 書面による提出 

33..44..11  提提出出書書類類  

（１） 提出書類の様式 

書面による提出を行う際に用いる水銀等の貯蔵に関する報告書の様式は図 3.1～図 3.4 に示すとおり

です。この様式は、環境省及び経済産業省のウェブサイト7からダウンロードすることができます。また、

付録３に示すものをコピーして利用することもできます。 

様式の記入要領については、「3.4.2報告書類記入要領」をご参照ください。 

 

（２） 書類の大きさ等 

提出する書類の用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４（縦置き）としてください。また、書類への記入

は、パソコン、ワードプロセッサのほか手書きでも構いませんが、文字は楷書で明瞭に記入してくださ

い。特に、手書きで記入する場合は、消えたりにじんだりしないように黒又は青色のボールペン等の筆

記用具で記入してください。 

 

33..44..22  報報告告書書類類記記入入要要領領  

 水銀等の貯蔵に関する報告書は様式、別紙１、別紙２から構成されています。以下にそれぞれの書類

について、記入要領を示します。 

 

（１） 様式の記入要領 

様式の記入例を図 3.1に示します。 

 

 

 

 

                                                        
7 URL：http://www.env.go.jp/chemi/tmms/law.html（環境省） 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/mercury.html（経済産業省） 

http://www.env.go.jp/chemi/tmms/law.html
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/mercury.html
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様式（第三条関係） 

水銀等貯蔵報告書 

    平成 XX年 X月 XX 日 ① 

環境大臣  

経済産業大臣  殿 ② 

報告者 

住 所 〒XXX-XXXX 

東京都千代田区霞ヶ関○－○－○ 

氏 名 環境株式会社 

代表取締役社長 環境花子 印 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

水銀による環境の汚染の防止に関する法律第 22 条第１項の規定により、次のとおり報告します。 

事業所の名称及び所

在地 

名称：環境株式会社 埼玉事業所 ④－１ 

所在地：埼玉県○○市△△○－○－○ ④－２ 

担当者氏名及 

び連絡先 

部署：環境本部○○係 

氏名：環境次郎（かんきょうじろう） 

電話番号：０３－ＸＸＸＸ－ＸＸＸＸ 

kankyo.jiro@○○○.○○.jp 

水銀等の貯蔵に係る

主たる事業 

産業廃棄物処分業 ⑤ 

水銀等の貯蔵に係る

主たる事業を所管す

る大臣 

環境大臣 ⑥ 

 

前年度の年度末にお

いて貯蔵していた水

銀等の種類別の量 

水銀 300kg ⑦  

塩化第一水銀 30kg 

前年度における水銀

等の貯蔵状況 

別紙２のとおり。⑧ 

指針に基づき実施し

た取組等 
容器：水銀は 99.9％に精製した上で鋼鉄製（内部エポキシ樹脂コーティ

ング）の容器 10本に分けて密閉し、容器ごとに「水銀」「30kg」と記載し

たラベルを貼付した。塩化第一水銀は光を通さない材質の容器２本に封入

し、容器ごとに「塩化第一水銀」、「25kg」及び「5kg」と記載したラベル

を貼付した。 

貯蔵場所：水銀と塩化第一水銀は、鍵のかかる別々の倉庫にそれぞれの名

称と数量を示す表示板をつけて貯蔵した。 

他者への委託：行っていない。 

備考 

１ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

２ 報告者の氏名及び住所、事業所の名称及び所在地の欄については、報告をする年度において変更があった場合は、その変更後のものを記載すること。 

３ 水銀等の貯蔵に係る主たる事業の欄は、日本標準産業分類の細分類に従って事業の名称を記載し、二以上の業種に属する水銀等の貯蔵に係る事業を

行う者にあっては、そのうちの主たる事業を記載するとともに、それ以外の事業について別紙１に記載すること。 

４ 前年度の年度末において貯蔵していた水銀等の種類別の量の欄については、水銀等の貯蔵に関する省令（平成 27 年総務省、財務省、文部科学省、

厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第１号）第２条の要件に該当する水銀等の種類を列記し、その種類別に報告を

する年度の前年度の年度末に貯蔵していた量を記載すること。 

５ 前年度における水銀等の貯蔵状況の欄については、報告をする年度の前年度の状況を水銀等の種類ごとに別紙２に記載すること。 

６ 指針に基づき実施した取組等の欄については、水銀等の貯蔵に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針（平成 27 年総

③ 

④－３ 

⑨ 
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務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第１号）に基づき実施した取組その他水銀等の

環境上適正な貯蔵のために実施した取組について具体的に記載すること。 

７ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

図 3.1 様式の記入例 

 

① 『年月日』 

 様式の事業所管大臣への報告年月日（窓口に持参する場合は提出日、送付の場合には発送日）を記入

します。 

 

②『あて先』 

事業所において行っている水銀等の貯蔵に係る事業を所管している大臣名（表 3.1参照）を記入しま

す。事業者が２つ以上の水銀等の貯蔵に係る事業を行っている場合には、それぞれの事業を所管する大

臣名を連名で記入します。また、事業所において行っている水銀等の貯蔵に係る事業が複数大臣の共管

である場合も大臣名を連名で記入します。「主務大臣」又は「○○○男大臣」（個人名）などとは記入し

ないでください。 

 

③『報告者（住所、氏名、印）』 

報告者は、事業者（企業、団体等）です。事業者（企業、団体等）の登記上の名称を記入します。こ

の欄では提出日（発送日）時点のものを記入します。 

なお、地方公共団体が運営する公営企業、学校等については、当該地方公共団体における知事部局等

とは独立した別事業者として扱います（18ページコラム参照）。 

『住所』：事業者の主たる事務所（本社等）の郵便番号及び住所を記入します。 

『氏名』：事業者名（登記上の名称）及びその代表者の役職名・氏名を記入します。 

また、代表者印（登記されている印鑑）を押印するか、又は代表者の方が署名します。 

なお、報告者は、この報告を水銀等の貯蔵を担当する部署の長など事業者の水銀等の貯蔵に責任を有

する者に報告者の代理人として委任することができます。この場合には、図 3.2 のように記入します。

報告書に委任状を添付する必要はありません。（法人内部で適切な委任行為を行っておいてください。） 

様式（第三条関係） 

水銀等貯蔵報告書 

   平成 XX年 X月 XX日  

環境大臣  

経済産業大臣  殿 

報告者 

住 所 〒XXX-XXXX 

東京都千代田区霞ヶ関○－○－○ 

氏 名 環境株式会社 

代表取締役社長 環境花子  

代理人 環境本部長  環境太郎 印 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

備考：報告者の住所、氏名の下に代理人の役職及び氏名を記入し、代理人の印を押してください。この場合、報告者（代

表者）の押印は必要ありません。なお、代理人についても本人が署名することにより、押印に代えることができます。 

 

図 3.2 報告書の代理人を委任している場合の報告者欄の記入例 
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◆コラム 地方公共団体における知事部局等とは独立した別事業者が報告者となる組織 

 

○地方公営企業 

地方公営企業は、地方公営企業に管理者が設置されている場合には、地方公共団体における知事部

局等とは独立した別事業者として報告します。 

○警察組織 

都道府県警察については、都道府県警察が地方公共団体における知事部局等とは独立した別事業者

として事業所管大臣に報告します。 

○学校等 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 32 条に規定される教育

委員会が管理する学校その他の教育機関については、教育委員会が地方公共団体における知事部局等

とは独立した別事業者として事業所管大臣に報告します。 

○組合 

組合は、地方公営企業に管理者が設置されている場合には、地方公共団体における知事部局等とは

独立した別事業者として報告します。 

○収用委員会 

収用委員会は、地方公営企業に管理者が設置されている場合には、地方公共団体における知事部局

等とは独立した別事業者として報告します。 

 

④－１『事業所の名称』 

事業者が水銀等を貯蔵している場所の事業所名（支店名、営業所名等）を記入します。 

 

④－２『事業所の所在地』 

事業者が水銀等を貯蔵している場所の郵便番号及び所在地（都道府県名から番地等まで）を記入しま

す。 

 

④－３ 『担当者氏名及び連絡先』 

 報告後、行政側から報告内容について問い合わせをさせていただくことがありますので、報告書を作

成した担当者の所属する部署、氏名（ふりがな）、電話番号を記入します。通常の業務時間内（９～17

時）に電話が繋がりにくい場合は、メールアドレスも記入してください。 

 

⑤『水銀等の貯蔵に係る主たる事業』 

 事業所で行われている水銀等の貯蔵に係る事業について、日本標準産業分類の細分類に従って事業名

を記入します。なお、水銀等の貯蔵に係る２つ以上の業種に属する事業を行っている場合は、そのうち

の主たる事業１つのみをこの欄に記入し、それ以外の事業については別紙１に記入します。 

 主たる事業の考え方については、コラム＜主たる事業の考え方＞をご参照ください。 

 日本標準産業分類については、総務省統計局のウェブサイト「政府統計の総合窓口」にある次のペー

ジで確認してください。「細分類」とは、分類コードが４桁の項目名を指します。 

＜URL＞ http://www.e-stat.go.jp/SG1/htoukeib/TopDisp.do?bKind=10 
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⑥『水銀等の貯蔵に係る主たる事業を所管する大臣』 

上記⑤で記入された主たる事業について、当該事業を所管する大臣を記入します。また、上記⑤で記

入された主たる事業が複数大臣の共管である場合、大臣名を連名で記入します。「主務大臣」又は「○

○○男大臣」（個人名）などとは記入しないでください。  

 

⑦『前年度の年度末において貯蔵していた水銀等の種類別の量』 

 前年度の３月 31日の時点で貯蔵していた水銀等の量を、種類別に記入します。記入する単位は kgと

してください。混合物の場合には、水銀又は水銀化合物に換算した重量と混合物の重量の両方を記載し

てください。 

 

⑧『前年度における水銀等の貯蔵状況』 

 別紙２に前年度（４月１日から３月 31日まで）における水銀等の貯蔵状況を記入します。 

 

⑨『指針に基づき実施した取組等』 

 「2．水銀等の環境上適正な貯蔵の方法」に示す取組について、事業所で実施した内容を、「容器」、「貯

蔵場所」、「他者への委託」に分けて、次のように記載します。 

 

 容器：水銀等を入れる容器が、水銀等が飛散し、又は流出するおそれのないものとなっている

こと、名称（混合物の場合は混合されている水銀等の名称及び含有量）を表示していることを

示すため、容器の具体的な材質や形状、表示の内容・方法等を記入します。具体的な状況が分

かるように、補足として写真を貼付しても結構です。 

 貯蔵場所：水銀等を貯蔵する場所に鍵をかける設備を備えているか、周囲に堅固な柵を設けて

いること、また、貯蔵している水銀等の名称を表示していることを示すため、具体的な設備の

状況を記入します。具体的な状況が分かるように、補足として写真を貼付しても結構です。 

 他者への委託：水銀等の貯蔵を他の者に委託するときは、その相手方に対し、その貯蔵を委託

するものが水銀等である旨の情報を提供したこと等を記入します。 

 

◆コラム 主たる事業の考え方 

 

水銀等の貯蔵に係る複数の業種に属する事業を営む事業者では、主たる事業を判断することが必要

です。 

主たる事業の判断に当たっては、事業者全体及び事業所ごとの双方とも、原則として生産高・販売

額等適切な指標によって、主たる事業を決定することになります。なお、この方法が適切でない場合

には、従業員の数又は設備の規模等で判断しても構いません。 

また、地方公共団体において生産高・販売額等での判断が難しい場合には、報告対象となっている

水銀等の貯蔵に係る事業について、従業員数又は設備の規模等で判断しても構いません。地方公共団

体の指標の判断に当たっては、従業員数、設備の規模又はそれ以外の適切な指標のうち、いずれか最

も適当なものを選択してください。 
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（２） 別紙１の記入要領 

事業所において水銀等の貯蔵に係る２つ以上の業種に属する事業を行っている場合は、様式に記載し

た主たる事業以外の事業について、別紙１に事業の名称及び当該事業を所管する大臣を記入します。別

紙１の記入例を図 3.3に示します。 

なお、事業所で行われている水銀等の貯蔵に係る事業が４つ以上ある場合は、欄を追加して記入しま

す。 

本制度における報告については、様式の『主たる事業を所管する大臣』及び別紙１の『当該事業を所

管する大臣』の全てに同一の報告書を提出してください。 

 

別紙１ 

 

１ 

事業の名称 その他の非鉄金属第２次製錬・精製業（非鉄金属合金製造

業を含む） 

当該事業を所管する大臣 経済産業大臣 

 

２ 

事業の名称  

当該事業を所管する大臣  
   

 

図 3.3 別紙１の記入例 

 

（３） 別紙２の記入要領 

前年度における水銀等の貯蔵状況を、水銀等の種類ごとに別紙２に記入します。貯蔵量、製造量など

の数値は kg単位で記入します。別紙２の記入例を図 3.4に示します。 

 

別紙２ 水銀等の種類（ 水銀     ） 

前年度における水銀等の貯蔵状況 

① 年度当初に貯蔵
していた量  

  100 kg 

②製造した量  1,000 kg ②、③の合計（⑧） 

 

 

 1,020 kg 

③引渡しを受けた量 20 kg kg kg 

引き渡した者の住所及び氏

名（法人にあっては、名称

及び代表者の氏名） 

○○商事 

代表取締役社長 

水銀良男 

  

事業所の名称及び所
在地 

○○商事横浜支

店 

神奈川県横浜市

○－○－○ 

  

④使用した量    1 kg kg   kg ④、⑤の合計（⑨） 

 

 

 

 

 711 kg 

使用目的（用途） 環境分析   

⑤引き渡した量  500 kg  210 kg kg 

引渡しの目的（引渡しを受

けた者における用途） 

蛍光ランプ製造 

（A国への輸出） 

試薬製造  

引渡しを受けた者の住所及

び氏名（法人にあっては、

名称及び代表者の氏名） 

○○貿易 

代表取締役社長 

○○○○ 

○○製薬 

代表取締役社

長 
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○○○○ 
事業所の名称及び所
在地 

○○商事△△営

業所 

○○県△△市○

○10－20 

○○製薬△△

工場 

○○県△△町

○○1－1 

 

⑥廃棄物となった量  0 kg 
 

⑦年度末に貯蔵して
いた量 

409 kg 

貯蔵の目的 他者への引渡し（蛍光ランプの製造）208 kg 

他者への引渡し（試薬製造）200kg 

環境分析 1 kg 

備考欄  

備考 

１ 別紙２については水銀等の種類ごとに作成すること。 

２ 記載欄が不足した場合には、欄を追加して記載すること。 

３ 引渡しの目的の欄については、引渡しを受けた者における水銀等の用途を把握している場合には、当該用途も記載すること。 

４ ⑥廃棄物となった量の欄については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第２条第１項に規定する廃

棄物となった量を記載すること。 

５ 貯蔵の目的の欄については、可能な限り、目的別の貯蔵量を記載すること。 

６ 年度末に貯蔵していた量（⑦）が、次の値と異なる場合は、その理由を備考欄に記載すること：⑦＝①＋⑧－⑨－⑥ 

７ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

図 3.4 別紙２の記入例 

 

タイトル 

 別紙２のタイトル「水銀等の種類」の右の（   ）に、水銀又は水銀化合物の名称を記入します。

混合物の場合は、「塩化第一水銀と△△の混合物」と混合物を構成する物質の名称を記入してください。

別紙２は物質ごとに作成することが必要です。 

 

①『年度当初に貯蔵していた量』 

 前年度の４月１日に貯蔵していた量（前回の報告書別紙２の⑦に記載した数値と同じ）を記入します。 

 なお、制度施行初年度においては施行日時点に貯蔵していた量を記入します。 

 

②『製造した量』 

 水銀の場合、当該年度内に水銀含有再生資源又は水銀廃棄物から回収した水銀の総重量を記入します。 

 水銀化合物の場合、当該年度内に水銀から製造した水銀化合物の総重量を記入します。 

 

③『引渡しを受けた量』 

 別紙２のタイトル右の（  ）に記入した水銀等を、他者から引渡し（購入を含む）を受けた場合、

その重量を記入します。また、個人から引渡しを受けた場合は、その個人の住所（都道府県から）及び

氏名を直下の欄に記入します。法人から引渡しを受けた場合は、直下の欄に法人の名称と代表者の氏名

を記入し、その下の欄に引渡しを受けた水銀等が貯蔵されていた事業所（○○支店、○○営業所まで）

の名称及び所在地（都道府県から）を記入します。 

 ４以上の個人又は法人から引渡しを受けた場合は、Ａ４の用紙を使って同様の情報を記載したものを

添付してください。 
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④『使用した量』 

 報告書を作成する事業所において水銀等を使用した場合は、その重量及び使用目的を記入してくださ

い。 

 

⑤『引き渡した量』 

 報告書を作成している事業所から搬出された水銀等の量を記入します（廃棄物として処理するために

搬出されたものを除く。）。その直下の欄に引渡し（売却を含む）の目的（引渡しを受けた者における用

途）を記入し、個人に引き渡した場合は、その個人の住所（都道府県から）及び氏名をその下の欄に記

入します。法人に引き渡した場合は、直下の欄に法人の名称と代表者の氏名を記入し、その下の欄に引

き渡した水銀等が貯蔵された事業所（○○支店、○○営業所まで）の名称及び所在地（都道府県から）

を記入します。 

 海外に輸出した場合には、まず輸出先における使用目的を記入し、その下「（○○国への輸出）」と記

入してください。複数の国に輸出した場合、また同じ国でも使用目的が異なる場合は、それぞれ別の欄

に記入してください。 

 記入欄が不足する場合は、Ａ４の用紙を使って同様の情報を記載したものを添付してください。 

 

⑥『廃棄物となった量』 

 貯蔵していたものが使用されないまま、廃棄物処理法第２条第１項に規定する廃棄物となった量を記

入します。当該年度に廃棄物となったもので、廃棄物として処理するために事業所から搬出された量又

は事業所内で処分した量を記入してください。なお、当該年度に廃棄物となったもので、３月 31 日の

時点で事業所外に搬出されていないものを保管している場合には、その量を合算して記入してください。 

※廃棄物として処分することが予定されていて、３月 31 日の時点で事業所外に搬出されていない又は

事業所内で処分していないものを保管している場合（当該年度に廃棄物となったかは問わない。）は、

備考欄に「廃棄物の排出者による保管 ○kg」と記入してください。 

 

⑦『年度末に貯蔵していた量』 

前年度の３月 31 日に貯蔵していた量を記入します。その値が、次の式から計算される値と異なる場

合は「備考欄」に理由を記入します。 

[⑦＝①＋⑧－⑨－⑥] 

また、貯蔵の目的の欄については、年度末に貯蔵していた水銀等について、可能な限り、目的別の貯

蔵量を記入します。他者への引渡しが予定されている場合は、「他者への引渡し（具体的な使用目的又

は「使用目的未定」）」と記入します。 

 

3.5 報告書提出先 

報告に関する書類の提出先である事業所管大臣については、報告者が行う水銀等の貯蔵に係る事業の

内容によって判断します。 

水銀等の貯蔵に係る複数の事業を行っている場合には、全ての事業所管大臣に提出してください。な

お、複数の大臣が共管する事業を行っている場合も、全ての事業所管大臣に提出してください。 
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各大臣が所管する事業は、おおむね表 3.1に示すとおりです。なお、表中で※印があるものは経済産

業大臣と共管になります。また、下記一覧によっても事業所管大臣が不明のときは、直接各省庁（表 3.2

参照）にお尋ねください。 

表 3.1 事業別所管大臣の一覧 

 

※後日掲載します。 

 

表 3.2 水銀等の貯蔵に関する報告書の提出窓口一覧 

省庁名 担当局部課 所在地 連絡先 

総務省 大臣官房企画課 東京都千代田区霞が関

2-1-2 

TEL: 03-5253-5158 

FAX: 03-5253-5160 

財務省 （通関業） 

関税局業務課 

東京都千代田区霞が関

3-1-1 

TEL: 03-3581-4111 

FAX: 03-5251-2125 

（たばこ又は塩の製

造、売買又は輸出入） 

理財局総務課たばこ塩

事業室 

TEL: 03-3581-4111 

FAX: 03-5251-2239 

（酒の製造、売買又は

輸出入） 

国税庁酒税課 

TEL: 03-3581-4161 

FAX: 03-3593-0406 

文部科学省 各法人等所管課 東京都千代田区霞が関

3-2-2 

各法人等所管課の連絡先が不

明な場合は研究開発局環境エ

ネルギー課にお問い合わせく

ださい。 

TEL: 03-6734-4143 

FAX: 03-6734-4162 

厚生労働省 医政局経済課 東京都千代田区霞が関

1-2-2 

TEL: 03-3595-2421 

FAX: 03-3507-9041 

農林水産省 （動物用医薬品、農薬、

肥料等製造業） 

消費・安全局畜水産安

全管理課 

東京都千代田区霞が関

1-2-1 

TEL: 03-3502-8111(内線：4531) 

FAX: 03-3502-8275 

（上記以外の業種） 

大臣官房政策課環境政

策室 

TEL: 03-3502-8111(内線：3292) 

FAX: 03-3591-6640 

経済産業省 製造産業局化学物質管

理課 

東京都千代田区霞が関

1-3-1 

TEL: 03-3501-0080 

FAX: 03-3580-6347 
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省庁名 担当局部課 所在地 連絡先 

国土交通省 （倉庫業） 

総合政策局参事官（物

流産業）室 

東京都千代田区霞が関

2-1-3 

TEL: 03-5253-8298 

FAX: 03-5253-1559 

（上記以外の業種） 

総合政策局環境政策課   

TEL: 03-5253-8262      

FAX: 03-5253-1550 

環境省 （廃棄物処理業） 

環境再生・資源循環局

廃棄物規制課 

東京都千代田区霞が関

1-2-2 

TEL: 03-5501-3156 

FAX: 03-3593-8264 

（上記以外の業種） 

大臣官房環境保健部環

境保健企画管理課水銀

対策推進室 

TEL: 03-5521-8260 

FAX: 03-3580-3596 

防衛省 大臣官房文書課環境対

策室 

東京都新宿区市谷本村町

5-1 

TEL: 03-5362-4847 

FAX: 03-5229-2134 

※平成 29年７月現在 
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付録１．関連法規 

１．１ 水銀による環境の汚染の防止に関する法律関連 

（１）水銀による環境の汚染の防止に関する法律（平成 27年法律第 42号）（抄） 

第七章 水銀等の貯蔵に関する措置  

（貯蔵の指針等） 

第二十一条 主務大臣は、水銀等（その貯蔵に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定め

るものに限り、水銀含有再生資源及び廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物を除く。以下この

章において同じ。）を貯蔵する者（以下「水銀等貯蔵者」という。）がその貯蔵に係る水銀等による環

境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定め、これを公表するものとする。  

２ 主務大臣は、前項の規定により技術上の指針を公表した場合において環境の汚染を防止するために

必要があると認めるときは、水銀等貯蔵者に対し、その技術上の指針を勘案して、水銀等による環境

の汚染を防止するためにとるべき措置について必要な勧告をすることができる。  

３ 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による勧告の実施に関し、同項の主務大臣に意見を述べ

ることができる。  

（貯蔵に関する報告） 

第二十二条 水銀等貯蔵者であって、その貯蔵する水銀等の量が主務省令で定める要件に該当する者は、

主務省令で定めるところにより、定期的に、水銀等の貯蔵に関し主務省令で定める事項を主務大臣に

報告しなければならない。  

２ 主務大臣は、前項の規定による報告があったときは、速やかに、当該報告に係る書類の写しを環境

大臣及び経済産業大臣に送付するものとする。  

第九章 雑則 

（報告の徴収）  

第二十五条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可製造者、新用途水銀使用製品届

出者、水銀等貯蔵者又は水銀含有再生資源管理者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。  

（立入検査等）  

第二十六条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可製造者、新用途水

銀使用製品届出者、水銀等貯蔵者若しくは水銀含有再生資源管理者の事務所、工場、事業場、店舗若

しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験に必要な

限度において試料を無償で収去させることができる。  

２ 前項の規定により職員が立入検査、質問又は収去をする場合においては、その身分を示す証明書を

携帯し、関係者に提示しなければならない。  

３ 第一項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。 

（資料の提出の要求）  

第二十七条 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、水銀使用製品の

製造、輸出若しくは輸入を業として行う者、水銀等貯蔵者又は水銀含有再生資源管理者に対し、必要

な資料の提出及び説明を求めることができる。 

（主務大臣等）  

第二十八条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。 
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一 （略） 

二 第六条第一項若しくは第九条第一項の許可、第十条の規定による許可の取消し、第九条第二項、

第十一条第二項若しくは第十四条第二項の規定による届出の受理、第十五条、第二十一条第二項若

しくは第二十三条第二項の規定による勧告、第二十二条第一項若しくは第二十四条第一項の規定に

よる報告の受理、第二十五条の規定による報告の徴収又は第二十六条第一項の規定による立入検査、

質問若しくは収去に関する事項については、これらの事項に係る特定水銀使用製品の製造に係る事

業、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業、水銀等貯蔵者の行う事業又は水銀含有再生資源管理

者の行う事業を所管する大臣  

三 第二十一条第一項又は第二十三条第一項の規定による指針の策定及び公表に関する事項につい

ては、環境大臣、経済産業大臣及び水銀等貯蔵者の行う事業又は水銀含有再生資源管理者の行う事

業を所管する大臣  

四 前条の規定による資料の提出及び説明の求めに関する事項については、環境大臣、経済産業大臣

及び当該求めの対象となる者の行う事業を所管する大臣  

２ この法律における主務省令は、次のとおりとする。  

一～三 （略） 

四 第二十二条第一項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣及び水銀等貯蔵者の行う事業

を所管する大臣の発する命令 

五 （略）  

六 次条第一項の主務省令については、同項の主務大臣の発する命令  

（権限の委任） 

第二十九条 第二十二条第一項及び第二項（第二十四条第二項において準用する場合を含む。）、第二

十四条第一項、第二十五条並びに第二十六条第一項の規定による主務大臣の権限は、主務省令で定め

るところにより、地方支分部局の長に委任することができる。  

２ 第二十一条第三項、第二十二条第二項（第二十四条第二項において準用する場合を含む。）及び第

二十三条第三項の規定による環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長

に委任することができる。 

第十章 罰則 

第三十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  

一 （略） 

二  第二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者  

三 （略） 

四  第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

五  第二十六条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の

規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 

第三十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人

の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して

も、各本条の罰金刑を科する。 

２ 前項の規定により第三十一条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の

期間は、同条の罪についての時効の期間による。  
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附 則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。  

 一、二 （略） 

 

（２）水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令（平成 27年政令第 378号）（抄） 

（法第二十一条第一項 の政令で定めるもの）  

第三条 法第二十一条第一項 の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。  

一 水銀（水銀以外の物と混合している場合（水銀以外の金属との合金に含まれる場合を含む。）は、

水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。）  

二 塩化第一水銀（塩化第一水銀以外の物と混合している場合は、塩化第一水銀の含有量が全重量の

九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。）  

三 酸化第二水銀（酸化第二水銀以外の物と混合している場合は、酸化第二水銀の含有量が全重量の

九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。）  

四 硫酸第二水銀（硫酸第二水銀以外の物と混合している場合は、硫酸第二水銀の含有量が全重量の

九十五パーセント以上である混合物に含まれるものに限る。）  

五 硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物（硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物以外の物と混合し

ている場合は、硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物の含有量の合計が全重量の九十五パーセント

以上である混合物に含まれるものに限る。）  

六 硫化水銀（辰砂に含まれるものを含み、硫化水銀以外の物と混合している場合（辰砂に含まれる

場合を除く。）は、硫化水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上である混合物に含まれるも

のに限る。）  

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この政令は、水銀等に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 一～四 （略） 

 

（３）水銀等の貯蔵に関する省令（平成 27年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・

経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第１号） 

 （用語） 

第一条 この省令において使用する用語は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律（以下「法」と

いう。）において使用する用語の例による。  

（報告を要する水銀等貯蔵者の要件） 

第二条 法第二十二条第一項の主務省令で定める要件は、次の各号に掲げる水銀等ごとに、その年度（そ

の年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下同じ。）において事業所ごとに

貯蔵した水銀等の最大量が当該各号に定める数量以上であることとする。  

一 水銀及びその混合物（水銀と水銀以外の金属との合金であるものを含み、水銀の含有量が全重量
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の九十五パーセント以上のものに限る。） 三十キログラム  

二 塩化第一水銀及びその混合物（塩化第一水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに

限る。） 三十キログラム  

三 酸化第二水銀及びその混合物（酸化第二水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに

限る。） 三十キログラム  

四 硫酸第二水銀及びその混合物（硫酸第二水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに

限る。） 三十キログラム  

五 硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物並びにそれらの混合物（硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水

和物の含有量の合計が全重量の九十五パーセント以上のものに限る。） 三十キログラム  

六 硫化水銀及びその混合物（辰砂を除き、硫化水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のも

のに限る。） 三十キログラム  

七 辰砂 含有する硫化水銀の量が三十キログラム  

（貯蔵に関する報告） 

第三条 法第二十二条第一項の規定による報告は、事業所ごとに、毎年度、当該年度の翌年度の六月末

日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。  

（報告事項） 

第四条 法第二十二条第一項の主務省令で定める事項は、当該年度における次の事項とする。  

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 事業所の名称及び所在地  

三 水銀等貯蔵者において行われる水銀等の貯蔵に係る事業  

四 年度当初に貯蔵していた水銀等の種類別の量  

五 製造し、又は引渡しを受けた水銀等の種類別の量  

六 使用し、引き渡し、又は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）

第二条第一項に規定する廃棄物となった水銀等の種類別（使用し、又は引き渡した場合にあっては、

水銀等の種類別及び使用又は引渡しの目的別）の量  

七 引き渡し、又は引渡しを受けた場合にあっては、その相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人

にあっては、その代表者の氏名並びに事業所の名称及び所在地  

八 年度末において貯蔵していた水銀等の種類別の量及び貯蔵の目的  

九 法第二十一条第一項に規定する指針に基づき実施した取組その他水銀等の環境上適正な貯蔵の

ために実施した取組  

附 則 

（施行期日） 

第一条 この省令は、法の施行の日から施行する。  

（経過措置） 

第二条 この省令の施行の日（以下「施行日」という。）の属する年度における第四条の規定の適用に

ついては、同条中「当該年度」とあるのは「施行日から施行日の属する年度の年度末まで」と、同条

第四号中「年度当初」とあるのは「施行日」とする。  

 

様式 （第三条関係） 
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（略） 

※様式（第三条関係）は付録３として掲載。 

 

（４）水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十九条第二項の規定に基づく権限の委任に関する

省令（平成 27年環境省令第 38号） 

水銀による環境の汚染の防止に関する法律（以下「法」という。）第二十一条第三項、第二十二条第

二項（第二十四条第二項において準用する場合を含む。）及び第二十三条第三項の規定による環境大臣

の権限は、水銀等貯蔵者（法第二十一条第一項 に規定する水銀等貯蔵者をいう。）又は水銀含有再生資

源管理者（法第二十三条第一項に規定する水銀含有再生資源管理者をいう。）の事業所の所在地を管轄

する地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が法第二十一条第三項 及び第二十三

条第三項 の権限を自ら行うことを妨げない。  

 

（５）水銀等の貯蔵に係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針（平成 27

年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・

防衛省告示第１号） 

本指針は、水銀等貯蔵者がその貯蔵に係る水銀等（水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十

一条第一項に規定する水銀等をいう。以下同じ。）による環境の汚染を防止するためにとるべき措置を

定めるものである。 

１ 水銀等の容器又は包装は、水銀等が飛散し、又は流出するおそれのないものとすること。 

２ 水銀等の容器又は包装に、水銀等の名称（水銀等の混合物（辰砂を除く。）にあっては、水銀等

の名称及び含有量）を表示すること。 

３ 水銀等を貯蔵する場所に、水銀等の名称を表示すること。 

４ 水銀等を貯蔵する場所に、鍵をかける設備を備えること。ただし、その場所が性質上鍵をかける

ことができないものであるときは、この限りでない。 

５ 水銀等を貯蔵する場所が性質上鍵をかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固

な柵を設けること。 

６ 水銀等の貯蔵を他の者に委託するときは、その相手方に対し、その貯蔵を委託するものが水銀等

である旨の情報を提供すること。 

 

１．２ 毒物及び劇物取締法関連 

（１）毒物及び劇物取締法（昭和 25年法律第 303号）（抄） 

（目的）  

第一条 この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とす

る。 

（定義） 

第二条 この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものを

いう。  

２ この法律で「劇物」とは、別表第二に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 

３ （略） 

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%8e%b5%96%40%8e%6c%93%f1&REF_NAME=%90%85%8b%e2%82%c9%82%e6%82%e9%8a%c2%8b%ab%82%cc%89%98%90%f5%82%cc%96%68%8e%7e%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%8e%b5%96%40%8e%6c%93%f1&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%5c%88%ea%8f%f0%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000003000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%8e%b5%96%40%8e%6c%93%f1&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%88%ea%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000001000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%8e%b5%96%40%8e%6c%93%f1&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%8e%4f%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002300000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002300000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002300000000001000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%8e%b5%96%40%8e%6c%93%f1&REF_NAME=%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%88%ea%8f%f0%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002100000000003000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%8e%b5%96%40%8e%6c%93%f1&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%5c%8e%4f%8f%f0%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002300000000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002300000000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002300000000003000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%93%f1%8e%b5%96%40%8e%6c%93%f1&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%5c%8e%4f%8f%f0%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002300000000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002300000000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002300000000003000000000000000000
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（禁止規定） 

第三条 毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製

造してはならない。 

２ 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入し

てはならない。 

３ 毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若

しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。但し、毒物又は劇物の製造業者

又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を、他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業

者又は販売業者（以下「毒物劇物営業者」という。）に販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、

運搬し、若しくは陳列するときは、この限りでない。 

（営業の登録）  

第四条 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録は、製造所又は営業所ごとに厚生労働大臣が、販売業

の登録は、店舗ごとにその店舗の所在地の都道府県知事（その店舗の所在地が、地域保健法 （昭和

二十二年法律第百一号）第五条第一項の政令で定める市（以下「保健所を設置する市」という。）又

は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第三項、第七条第三項、第十条第一項及び第

二十一条第一項において同じ。）が行う。  

２ 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けようとする者は、製造業者にあつては製造所、輸入

業者にあつては営業所ごとに、その製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て、厚生労働大臣

に申請書を出さなければならない。  

３ 毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする者は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知

事に申請書を出さなければならない。  

４ 製造業又は輸入業の登録は、五年ごとに、販売業の登録は、六年ごとに、更新を受けなければ、そ

の効力を失う。 

（登録基準）  

第五条 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、毒物又は劇物

の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者の設備が、厚生労働省令で定める基準に適合

しないと認めるとき、又はその者が第十九条第二項若しくは第四項の規定により登録を取り消され、

取消の日から起算して二年を経過していないものであるときは、第四条の登録をしてはならない。 

（毒物劇物取扱責任者） 

第七条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒

物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。

ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる製造所、

営業所又は店舗については、この限りでない。 

２ 毒物劇物営業者が毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業のうち二以上を併せ営む場合において、

その製造所、営業所又は店舗が互に隣接しているとき、又は同一店舗において毒物又は劇物の販売業

を二以上あわせて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を

通じて一人で足りる。 

３ 毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、三十日以内に、製造業又は輸入業の登録

を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販



 

32 

売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、その毒物劇物取扱責任者

の氏名を届け出なければならない。毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。 

（毒物劇物取扱責任者の資格） 

第八条 次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。 

一 薬剤師 

二 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者 

三 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者 

２ 次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。 

一 十八歳未満の者 

二 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省

令で定めるもの 

三 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 

四 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は

執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者 

３ 第一項第三号の毒物劇物取扱者試験を分けて、一般毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱

者試験及び特定品目毒物劇物取扱者試験とする。 

４ 農業用品目毒物劇物取扱者試験又は特定品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、それぞれ第四条

の三第一項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは農業

用品目販売業の店舗又は同条第二項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入

業の営業所若しくは特定品目販売業の店舗においてのみ、毒物劇物取扱責任者となることができる。 

５ この法律に定めるもののほか、試験科目その他毒物劇物取扱者試験に関し必要な事項は、厚生労働

省令で定める。 

（届出） 

第十条 毒物劇物営業者は、左の各号の一に該当する場合には、三十日以内に、製造業又は輸入業の登

録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、

販売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、その旨を届け出なけれ

ばならない。 

一 氏名又は住所（法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地）を変更したとき。 

二 毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき。 

三 その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。 

四 当該製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したとき。 

２ 特定毒物研究者は、次の各号の一に該当する場合には、三十日以内に、都道府県知事にその旨を届

け出なければならない。 

一 氏名又は住所を変更したとき。 

二 その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。 

三 当該研究を廃止したとき。 

３ 第一項第四号又は前項第三号の場合において、その届出があつたときは、当該登録又は許可は、そ

の効力を失う。 

（毒物又は劇物の取扱）  
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第十一条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防

ぐのに必要な措置を講じなければならない。  

２ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であ

つて政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、

若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければなら

ない。 

３ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外において

毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ

出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。 

４ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器

として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。 

（毒物又は劇物の表示）  

第十二条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文

字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇

物」の文字を表示しなければならない。  

２ 毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売

し、又は授与してはならない。  

一 毒物又は劇物の名称  

二 毒物又は劇物の成分及びその含量  

三 厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名

称  

四 毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項  

３ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」

の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。 

（毒物又は劇物の譲渡手続）  

第十四条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与したときは、そ

の都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。  

一 毒物又は劇物の名称及び数量  

二 販売又は授与の年月日  

三 譲受人の氏名、職業及び住所（法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地）  

２ 毒物劇物営業者は、譲受人から前項各号に掲げる事項を記載し、厚生労働省令で定めるところによ

り作成した書面の提出を受けなければ、毒物又は劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売し、又は授与

してはならない。  

３ 前項の毒物劇物営業者は、同項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、当

該譲受人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることがで

きる。この場合において、当該毒物劇物営業者は、当該書面の提出を受けたものとみなす。  

４ 毒物劇物営業者は、販売又は授与の日から五年間、第一項及び第二項の書面並びに前項前段に規定

する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人
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の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理

の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。）を保存しなければならない。 

（廃棄）  

第十五条の二 毒物若しくは劇物又は第十一条第二項に規定する政令で定める物は、廃棄の方法につい

て政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。 

（運搬等についての技術上の基準等）  

第十六条 保健衛生上の危害を防止するため必要があるときは、政令で、毒物又は劇物の運搬、貯蔵そ

の他の取扱について、技術上の基準を定めることができる。  

２ 保健衛生上の危害を防止するため特に必要があるときは、政令で、次に掲げる事項を定めることが

できる。  

一 特定毒物が附着している物又は特定毒物を含有する物の取扱に関する技術上の基準  

二 特定毒物を含有する物の製造業者又は輸入業者が一定の品質又は着色の基準に適合するもので

なければ、特定毒物を含有する物を販売し、又は授与してはならない旨  

三 特定毒物を含有する物の製造業者、輸入業者又は販売業者が特定毒物を含有する物を販売し、又

は授与する場合には、一定の表示をしなければならない旨 

（事故の際の措置）  

第十六条の二 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第十一

条第二項に規定する政令で定める物が飛散し、漏れ、流れ出、しみ出、又は地下にしみ込んだ場合

において、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに、

その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必

要な応急の措置を講じなければならない。  

２ 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失し

たときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。  

 

別表第一 

 一～十四 （略） 

十五 水銀 

十六～二十七 （略） 

二十八 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であつ

て政令で定めるもの 

別表第二 

一～八 （略） 

九 塩化第一水銀 

十～九十三 （略） 

九十四 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物であつ

て政令で定めるもの 

 

（２）毒物及び劇物指定令（昭和 40年政令第２号）（抄） 

（毒物）  
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第一条 毒物及び劇物取締法（以下「法」という。）別表第一第二十八号の規定に基づき、次に掲げる

物を毒物に指定する。 

 一～十六の四 （略） 

十七 水銀化合物及びこれを含有する製剤。ただし、次に掲げるものを除く。 

イ アミノ塩化第二水銀及びこれを含有する製剤 

ロ 塩化第一水銀及びこれを含有する製剤 

ハ オレイン酸水銀及びこれを含有する製剤 

ニ 酸化水銀五％以下を含有する製剤 

ホ 沃化第一水銀及びこれを含有する製剤 

ヘ 雷酸第二水銀及びこれを含有する製剤 

ト 硫化第二水銀及びこれを含有する製剤 

 十七の二～三十一 （略） 

第二条 法別表第二第九十四号の規定に基づき、次に掲げる物を劇物に指定する。ただし、毒物である

ものを除く。 

 一～十六の二 （略） 

 十七 塩化第一水銀を含有する製剤 

 十七の二～三十の六 （略） 

 三十一 酸化水銀五％以下を含有する製剤 

 三十一の二～百九 （略） 

２ （略） 

 

（３）毒物及び劇物取締法施行令（昭和 30年政令第 261号）（抄） 

（廃棄の方法）  

第四十条 法第十五条の二の規定により、毒物若しくは劇物又は法第十一条第二項に規定する政令で定

める物の廃棄の方法に関する技術上の基準を次のように定める。  

一 中和、加水分解、酸化、還元、稀釈その他の方法により、毒物及び劇物並びに法第十一条第二項

に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とすること。  

二 ガス体又は揮発性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ放

出し、又は揮発させること。  

三 可燃性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ燃焼させるこ

と。  

四 前各号により難い場合には、地下一メートル以上で、かつ、地下水を汚染するおそれがない地中

に確実に埋め、海面上に引き上げられ、若しくは浮き上がるおそれがない方法で海水中に沈め、又

は保健衛生上危害を生ずるおそれがないその他の方法で処理すること。 

（容器又は被包の使用）  

第四十条の三 （略） 

２ （略） 

３ 毒物（四アルキル鉛を含有する製剤を除く。以下この項において同じ。）又は劇物は、次の各号に

適合する場合でなければ、車両（道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第二条第八号に規定する
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車両をいう。以下同じ。）を使用して、又は鉄道によつて運搬してはならない。  

一 容器又は被包に収納されていること。  

二 ふたをし、弁を閉じる等の方法により、容器又は被包が密閉されていること。  

三 一回につき千キログラム以上運搬する場合には、容器又は被包の外部に、その収納した毒物又は

劇物の名称及び成分の表示がなされていること。  

（積載の態様）  

第四十条の四 （略） 

２、３ （略） 

４ 毒物（四アルキル鉛を含有する製剤並びに弗化水素及びこれを含有する製剤（弗化水素七十パーセ

ント以上を含有するものに限る。）を除く。）又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する

場合には、その積載の態様は、前項第二号及び第三号に定める基準に適合するものでなければならな

い。  

（運搬方法）  

第四十条の五 四アルキル鉛を含有する製剤を鉄道によつて運搬する場合には、有がい貨車を用いなけ

ればならない。  

２ 別表第二に掲げる毒物又は劇物を車両を使用して一回につき五千キログラム以上運搬する場合に

は、その運搬方法は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。  

一 厚生労働省令で定める時間を超えて運搬する場合には、車両一台について運転者のほか交替して

運転する者を同乗させること。  

二 車両には、厚生労働省令で定めるところにより標識を掲げること。  

三 車両には、防毒マスク、ゴム手袋その他事故の際に応急の措置を講ずるために必要な保護具で厚

生労働省令で定めるものを二人分以上備えること。  

四 車両には、運搬する毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに事故の際に講じなければなら

ない応急の措置の内容を記載した書面を備えること。  

（荷送人の通知義務）  

第四十条の六 毒物又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合で、当該運搬を他に委

託するときは、その荷送人は、運送人に対し、あらかじめ、当該毒物又は劇物の名称、成分及びその

含量並びに数量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を交付し

なければならない。ただし、厚生労働省令で定める数量以下の毒物又は劇物を運搬する場合は、この

限りでない。  

２ 前項の荷送人は、同項の規定による書面の交付に代えて、当該運送人の承諾を得て、当該書面に記

載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて

厚生労働省令で定めるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することがで

きる。この場合において、当該荷送人は、当該書面を交付したものとみなす。  

３ 第一項の荷送人は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省

令で定めるところにより、あらかじめ、当該運送人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を

示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。  

４ 前項の規定による承諾を得た荷送人は、当該運送人から書面又は電磁的方法により電磁的方法によ

る提供を受けない旨の申出があつたときは、当該運送人に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁



 

37 

的方法によつてしてはならない。ただし、当該運送人が再び前項の規定による承諾をした場合は、こ

の限りでない。 

 

（４）毒物及び劇物取締法施行規則（昭和 26年厚生省令第４号）（抄） 

（製造所等の設備）  

第四条の四 毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。  

一 毒物又は劇物の製造作業を行なう場所は、次に定めるところに適合するものであること。 

イ コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造とする等その外に毒物又は劇物が飛散し、漏れ、

しみ出若しくは流れ出、又は地下にしみ込むおそれのない構造であること。 

ロ 毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えていること。 

二 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。 

イ 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。 

ロ 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、

又はしみ出るおそれのないものであること。 

ハ 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下

にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。 

ニ 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎ

をかけることができないものであるときは、この限りでない。 

ホ 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周

囲に、堅固なさくが設けてあること。 

三 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。  

四 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであ

ること。  

２ 毒物又は劇物の輸入業の営業所及び販売業の店舗の設備の基準については、前項第二号から第四号

までの規定を準用する。 

 

１．３ 消防法関連 

（１）消防法（昭和 23年法律第 186号）（抄） 

第九条の三 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずる

おそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防

長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯

蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。  

② 前項の規定は、同項の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。 

 

（２）危険物の規制に関する政令（昭和 34年政令第 306号）（抄） 

（届出を要する物質の指定）  

第一条の十 法第九条の三第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の政令で定める物質は、

次の各号に掲げる物質で当該各号に定める数量以上のものとする。 

 一～四 （略） 
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五 毒物及び劇物取締法（昭和二十五年法律第三百三号）第二条第一項に規定する毒物のうち別表第

一の上欄に掲げる物質当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量 

六 （略） 

２ （略） 

 

別表第一 （第一条の十関係） 

 

（一）、（二） （略） 

キログラム 

（略） 

（三） 水銀 三〇 

（四）～（七） （略） （略） 

（八） 前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害

をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で総務省令で定め

るもの 

総務省令で

定める数量 

 

（３）危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定す

る省令（平成１年自治省令第２号）（抄） 

（危険物の規制に関する政令 別表第一の総務省令で定める物質及び数量）  

第一条 危険物の規制に関する政令別表第一の上欄に掲げる総務省令で定める物質は、次の表の上欄に

掲げる物質とし、同令別表第一の下欄に定める総務省令で定める数量は、次の表の下欄に定める数量

とする。 

（一）～（十七） （略） 三〇キログラム 

（十八） 酸化第二水銀及びこれを含有する製剤（酸化第二水銀５％以下を含有す

るものを除く。） 

（十九）～（三十） （略） 

 

 

＜参考＞ 水銀に関する水俣条約（抄） 

第三条 水銀の供給源及び貿易 

１ この条の規定の適用上、 

(a) 「水銀」という場合には、水銀と他の物質との混合物（水銀の合金を含む。）であって、水銀の

濃度が全重量の九十五パーセント以上であるものを含む。 

(b) 「水銀化合物」とは、塩化第一水銀（甘汞と称することもある。）、酸化第二水銀、硫酸第二水銀、

硝酸第二水銀、辰砂及び硫化水銀をいう。 

２ この条の規定は、次のものについては、適用しない。 

(a) 実験室規模の研究のために又は参照の標準として使用される量の水銀又は水銀化合物 

(b) 水銀以外の金属、鉱石若しくは石炭を含む鉱物製品又はこれらの物質から得られる製品に含まれ

る天然の微量の水銀又は水銀化合物及び化学製品に含まれる意図的でない微量の水銀又は水銀化

合物 

(c) 水銀添加製品 

３～13 （略） 
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第十条 水銀廃棄物以外の水銀の環境上適正な暫定的保管 

１ この条の規定は、第三条に定義する水銀及び水銀化合物であって次条に定める水銀廃棄物の定義に

該当しないものの暫定的保管について適用する。 

２ 締約国は、３の規定に従って採択される指針を考慮し、かつ、同規定に従って採択される要件に従

い、この条約によって締約国に許可される用途のための１に規定する水銀及び水銀化合物の暫定的保

管が環境上適正な方法で行われることを確保するための措置をとる。 

３ 締約国会議は、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約に基づい

て作成された関連する指針その他の関連する手引を考慮して、１に規定する水銀及び水銀化合物の環

境上適正な暫定的保管に関する指針を採択する。締約国会議は、暫定的保管に関する要件を第二十七

条の規定に従ってこの条約の追加の附属書において採択することができる。 

４ 締約国は、１に規定する水銀及び水銀化合物の環境上適正な暫定的保管に関する能力形成を促進す

るため、適当な場合には、相互に及び関連する政府間機関その他の主体と協力する。 
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付録２．連絡先・問い合わせ先 

（１）水銀等の貯蔵に関する問い合わせ先 

省庁名 担当局部課 連絡先 

環境省 大臣官房環境保健部 

環境保健企画管理課水銀対策推進室 

TEL: 03-5521-8260 

FAX: 03-3580-3596 

経済産業省 製造産業局化学物質管理課 TEL: 03-3501-0080 

FAX: 03-3580-6347 

 

（２）事業所管官庁の問い合わせ先（平成 29年７月現在） 

省庁名 担当局部課 連絡先 

総務省 大臣官房企画課 TEL: 03-5253-5158 

FAX: 03-5253-5160 

財務省 大臣官房総合政策課政策推進室 TEL: 03-3581-7934 

FAX: 03-5251-2163 

文部科学省 研究開発局環境エネルギー課 TEL: 03-6734-4143 

FAX: 03-6734-4162 

厚生労働省 医政局経済課 TEL: 03-3595-2421 

FAX: 03-3507-9041 

農林水産省 大臣官房政策課環境政策室 TEL: 03-3502-8056 

FAX: 03-3591-6640 

経済産業省 製造産業局化学物質管理課 TEL: 03-3501-0080 

FAX: 03-3580-6347 

国土交通省 総合政策局環境政策課 TEL: 03-5253-8262 

FAX: 03-5253-1550 

環境省 大臣官房環境保健部 

環境保健企画管理課水銀対策推進室 

TEL: 03-5521-8260 

FAX: 03-3580-3596 

防衛省 大臣官房文書課環境対策室  TEL: 03-5362-4847 

FAX: 03-5229-2134 
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付録３．様式 

水銀等貯蔵報告書 

平成    年    月    日 

主務大臣 殿 

                     報告者                   

                      住 所                  

                        氏 名                印 

  （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

水銀による環境の汚染の防止に関する法律第 22条第１項の規定により、次のとおり報告します。 

事業所の名称

及び所在地 

名称： 

所在地： 

担当者氏名及

び連絡先 

部署： 

氏名： 

電話番号： 

水銀等の貯蔵

に係る主たる

事業 
 

水銀等の貯蔵に係

る主たる事業を所

管する大臣 
 

前年度の年度末

において貯蔵し

ていた水銀等の

種類別の量 

 

前年度におけ

る水銀等の貯

蔵状況 

別紙２のとおり。 

指針に基づき

実施した取組

等 

 

備考 

１ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

２ 報告者の氏名及び住所、事業所の名称及び所在地の欄については、報告をする年度において変更が

あった場合は、その変更後のものを記載すること。 

３ 水銀等の貯蔵に係る主たる事業の欄は、日本標準産業分類の細分類に従って事業の名称を記載し、

二以上の業種に属する水銀等の貯蔵に係る事業を行う者にあっては、そのうちの主たる事業を記載す

るとともに、それ以外の事業について別紙１に記載すること。 
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４ 前年度の年度末において貯蔵していた水銀等の種類別の量の欄については、水銀等の貯蔵に関

する省令（平成 27年総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交

通省、環境省、防衛省令第１号）第２条の要件に該当する水銀等の種類を列記し、その種類別に報告

をする年度の前年度の年度末に貯蔵していた量を記載すること。 

５ 前年度における水銀等の貯蔵状況の欄については、報告をする年度の前年度の状況を水銀等の種類

ごとに別紙２に記載すること。 

６ 指針に基づき実施した取組等の欄については、水銀等の貯蔵に係る環境の汚染を防止するためにと

るべき措置に関する技術上の指針（平成 27年総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産

省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省告示第１号）に基づき実施した取組その他水銀等の環

境上適正な貯蔵のために実施した取組について具体的に記載すること。 

７ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
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別紙１  

 

１ 

事業の名称 
 

当該事業を所管す

る大臣  

２ 

事業の名称 
 

当該事業を所管す

る大臣  
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別紙２ 水銀等の種類（           ） 

前年度における水銀等の貯蔵状況 

①年度当初に貯蔵
していた量 kg 

②製造した量 kg 
②、③の合計

（⑧） 

 

 

         

kg 

③引渡しを受けた
量 kg kg kg 
引き渡した者の住所

及び氏名（法人にあっ

ては、名称及び代表者

の氏名） 
    

事業所の名称及び
所在地    

④使用した量 kg  kg  kg  
④、⑤の合計

（⑨） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kg 

使用目的（用途） 

      

⑤引き渡した量 kg  kg  kg  

引渡しの目的（引
渡しを受けた者に
おける用途）       

引渡しを受けた者の

住所及び氏名（法人に

あっては、名称及び代

表者の氏名）    

事業所の名称及び
所在地 

   

⑥廃棄物となった
量 kg 

⑦年度末に貯蔵し
ていた量 kg 

貯蔵の目的 

  

備考欄 
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備考  

１ 別紙２については水銀等の種類ごとに作成すること。 

２ 記載欄が不足した場合には、欄を追加して記載すること。 

３ 引渡しの目的の欄については、引渡しを受けた者における水銀等の用途を把握している場合

には、当該用途も記載すること。 

４ ⑥廃棄物となった量の欄については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第

137 号）第２条第１項に規定する廃棄物となった量を記載すること。 

５ 貯蔵の目的の欄については、可能な限り、目的別の貯蔵量を記載すること。 

６ 年度末に貯蔵していた量（⑦）が、次の値と異なる場合は、その理由を備考欄に記載するこ

と：⑦＝①＋⑧－⑨－⑥ 

７ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
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付録４．チェックシート 

（１）様式記入チェックシート 

 記載事項 確認事項 確認 

１ 年月日 窓口に持参する場合は提出日、送付の場合は発送日を記入しました

か？ 

 

２ 提出先 事業所において行っている水銀等の貯蔵に係る事業(複数ある場合

は、全ての事業)を所管する大臣（23ページ）を、報告書の提出先と

しましたか？ 

 

３ 報告者 

住所、氏名、

印 

報告日時点の「事業者」の住所、代表者名（法人の場合は、事業者名

及び代表者の氏名）を記入し、代表者印を押印しましたか？ 

・「事業者」の主たる事務所（本社等）の住所、郵便番号 

・事業者名（登記上の名称）、代表者の役職名、氏名 

・代表者印、又は代表者の署名 

 

  代理人に委任する場合は、「事業者」の住所、代表者氏名に続き、「代

理人」として代理人の役職、氏名を記入し、代理人印を押印しました

か？代理人が自署の場合は、代理人の押印は不要です。なお、代理人

への委任状の添付は不要です。 

 

４ 事業所の名

称及び所在

地 

事業者が水銀等を貯蔵している場所の事業所名（支店名、営業所名

等）、郵便番号及び所在地（都道府県名から番地等まで）が記入され

ていますか？ 

 

５ 担当者氏名

及び連絡先 

報告書を作成した担当者の所属する部署、氏名（ふりがな）、電話番

号を記入しましたか？また、電話が繋がりにくい場合は、メールアド

レスも記入しましたか？ 

 

６ 水銀等の貯

蔵に係る主

たる事業 

事業所で行われている事業について、日本標準産業分類の細分類に従

って事業名を記入しましたか？ 

 

水銀等の貯蔵に係る２つ以上の業種に属する事業を行っている場合、

主たる事業以外の事業について別紙１に記入しましたか？ 

 

７ 水銀等の貯

蔵に係る主

たる事業を

所管する大

臣 

水銀等の貯蔵に係る主たる事業を所管する大臣を記入しましたか？ 

「主務大臣」又は「○○○男大臣」（個人名）などと記入していませ

んか？ 

 

８ 前年度の年

度末におい

て貯蔵して

いた水銀等

の種類別の

量 

前年度の３月 31日の時点で貯蔵していた水銀等の量を、種類別に記

入しましたか？ 

混合物の場合は、水銀又は水銀化合物に換算した重量と混合物の重量

の両方を記載しましたか？ 

 

 

９ 前年度にお

ける水銀等

別紙２は作成しましたか？（別紙２の記載内容についてのチェックは

（３）参照） 
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 記載事項 確認事項 確認 

の貯蔵状況 

10 指針に基づ

き実施した

取組等 

「2．水銀等の環境上適正な貯蔵の方法」に示す取組について、事業

所で実施した内容を、「容器」、「貯蔵場所」、「他者への委託」に分け

て記載しましたか？ 

具体的な状況がわかる写真がある場合は、補足としてそれらを貼付し

ましたか？ 

 

 

（２）別紙１記入チェックシート 

 記載事項 確認事項 確認 

１ 事業の名称 ２つ以上の業種に属する事業を行っている場合は、様式に記載した主

たる事業以外の全ての事業の名称を記載しましたか？ 

 

２ 当該事業を

所管する大

臣 

上記の事業を所管する全ての大臣を記入しましたか？  

 

（３）別紙２記入チェックシート 

 記載事項 確認事項 確認 

１ 別紙２の枚

数 

貯蔵している水銀等の種類ごとに別紙２を作成しましたか？   

２ 水銀等の種

類 

タイトル「水銀等の種類」の右の（   ）に、水銀、水銀化合物の

名称を記入しましたか？また、混合物の場合は、混合物を構成する物

質の名称を記入しましたか？ 

 

３ 年度当初に

貯蔵してい

た量 

前年度の４月１日に貯蔵していた量（前回の報告書別紙２の⑦に記載

した数値と同じ）を記入しましたか？ 

 

４ 製造した量 水銀の場合、当該年度内に水銀含有再生資源又は水銀廃棄物から回収

した水銀の総重量を記入しましたか？ 

水銀化合物の場合、当該年度内に水銀から製造した水銀化合物の総重

量を記入しましたか？ 

 

５ 引渡しを受

けた量 

他者から水銀等の引渡しを受けた量を、他者別に記入しましたか？ま

た、引き渡した主体が個人の場合は氏名と住所を、法人の場合は名称、

代表者の氏名、引渡しを受けた水銀等が貯蔵されていた事業所の名称

及び所在地を記入しましたか？ 

 

  ４以上の個人又は法人から引渡しを受けた場合、Ａ４の用紙に同様の

情報が記載されたものを添付してありますか？ 

 

６ 製造した量

と引渡しを

受けた量の

合計 

製造した量と引渡しを受けた量の合計を記入しましたか？  
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 記載事項 確認事項 確認 

７ 使用した量 報告書を作成する事業所において水銀等を使用した場合は、その重量

及び使用目的を記入しましたか？ 

 

８ 引き渡した

量 

使用目的、引き渡した主体別に、報告書を作成している事業所から搬

出された水銀等（廃棄物として処理するために搬出されたものを除

く。）の量を記入しましたか？個人に引き渡した場合は、その個人の

住所（都道府県から）及び氏名を、法人に引き渡した場合は、法人の

名称と代表者の氏名、引き渡した水銀等が貯蔵される予定の事業所

（○○支店、○○営業所まで）の名称及び所在地（都道府県から）を

記入しましたか？ 

 

  海外に輸出した場合には、まず輸出先における使用目的を記入し、そ

の下「（○○国への輸出）」と記入しましたか？複数の国に輸出した場

合、また同じ国でも使用目的が異なる場合は、それぞれ別の欄に記入

しましたか？ 

 

  記入欄が不足する場合は、Ａ４の用紙に同様の情報を記載したものを

添付しましたか？ 

 

９ 使用した量

と引き渡し

た量の合計 

使用した量と引き渡した量の合計を記入しましたか？  

10 廃棄物とな

った量 

廃棄物となった量（廃棄物として処理するために事業所から搬出され

た量、事業所内で処分した量。当該年度に廃棄物となったもので、３

月 31日の時点で事業所外に搬出されていないものがある場合にはそ

れも合算。）を記入しましたか？ 

 

11 年度末に貯

蔵していた

量 

前年度の３月 31日に貯蔵していた量を記入しましたか。また、可能

な限り、貯蔵の目的別に貯蔵量を記入しましたか？ 

 

12 備考欄 年度末に貯蔵していた量が、別紙２の項目で次の式から計算される数

値と異なる場合、理由を記入しましたか？ 

⑦＝①＋⑧－⑨－⑥（年度当初に貯蔵していた量＋製造した量＋引渡

しを受けた量－使用した量－引渡した量－廃棄物となった量） 

廃棄物として処分することが予定されていて、３月 31日の時点で事

業所外に搬出されていない又は事業所内で処分していないものを保

管している場合（当該年度に廃棄物となったかは問わない）は、備考

欄に「廃棄物の排出者による保管 ○kg」と記入しましたか？ 

 

 


