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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、水銀含有再生資源の管理者（水銀含有再生資源管理

者）が水銀及びその化合物（以下「水銀等」といいます。）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、関連政省令等、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含有再生資源の管理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 水銀含有再生資源の環境上適正な管理の方法 

 「水銀含有再生資源の管理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、水銀含有再生資源の管理においてとるべき措置について解説します。 

 

第３章 水銀含有再生資源の管理に関する報告方法 

 「水銀含有再生資源の管理に関する省令」に基づき、水銀含有再生資源の管理の状況に関する

報告方法を解説します。 

 

付録 

水銀含有再生資源の管理に関する法規、水銀含有再生資源の管理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、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含有再生資源の管理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。水銀含有再生資源管理者は、その管理

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 
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水銀利用局

面 

措置の内容（該当条文） 対象者 

 水銀使用製品に関する情報提供（第 18 条） 

（平成 28 年 12 月 18 日施行） 

水銀使用製品の製造・輸入事業者 

 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  水水銀銀含含有有再再生生資資源源のの環環境境上上適適正正なな管管理理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 11 条では、締約国に対し、今後水俣条約の締約国会議が採択する追加の附属書の要

件に従い、環境上適正な方法で水銀廃棄物を管理することを求めています。水俣条約の廃棄物の

定義は、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（平成５年条

約第７号。以下「バーゼル条約」といいます。）の関連する定義を引用することとされており、水

俣条約上の水銀廃棄物には、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。以下

「廃棄物処理法」といいます。）上の廃棄物に該当しないものが含まれています（図 1.1 参照）。

これら廃棄物処理法上の廃棄物に該当しない水俣条約上の水銀廃棄物は、水銀汚染防止法におい

て「水銀含有再生資源」として位置づけられ、環境上適正な管理のための措置を担保することと

なりました。水俣条約では、締約国会議がバーゼル条約の関連機関との協力の下に調和のとれた

方法で基準値を定めることとされていますが、当該基準値が定められていない現状においては、

我が国においては国内におけるバーゼル条約対象物の該当基準と整合させることが適当であるこ

とから、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第２条第１項第１号イに規定する物（平

成 10 年環境庁・厚生省・通商産業省告示第１号。以下「バーゼル告示」といいます。）の別表第

３第 27 号に掲げるものに該当するものであって、バーゼル条約附属書 IVＢに掲げる処分作業が

され、又はその処分作業が意図されているもののうち有用なものをその対象としています。なお、

廃棄物処理法上の廃棄物に該当にするものは、廃棄物処理法に基づき、適切に処理する必要があ

ります。 
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図 1.1 水俣条約と廃棄物処理法における廃棄物の定義  

 

 水銀廃棄物は、水俣条約の締約国会議が採択する要件に従って、環境上適正に管理することが

求められていますが、平成 29 年６月時点ではこの要件は採択されていません。 

そこで、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）などを参考として、水銀含有再生資源の管理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 年内閣府・総務省・法務省・外務省・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、指針に従った管理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含有再生資源が将来的に廃棄物処理法上

の廃棄物に移行する可能性があることも考慮し、水銀含有再生資源管理者に対して定期的な報告

を求めることとされました。 

 

（２） 制度の概要 

 １）水銀含有再生資源の定義 

 水銀等又はこれらを含有するもののうち、主務省令で定める水銀の含有量に関する要件に該当

し、かつ水銀の回収等の再生利用が行われるもの（廃棄物処理法上の廃棄物並びに放射性物質及

びこれによって汚染されたものを除く。）であって有用なものをいいます。含有量に関する要件へ
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の該当性の判断に当たっては、成分分析を実施し、基準値を超過しているか否かを確認します。  

 

＜水銀含有再生資源の水銀の含有量に関する要件（一部のみ。詳細はバーゼル告示別表第３第 27

号参照。）＞ 

 水銀、安息香酸第二水銀、塩化エチル水銀等を 0.1 重量パーセント以上含む物  

 核酸水銀、酢酸第一水銀、酢酸フェニル水銀等を１重量パーセント以上含む物 等 

＜水銀含有再生資源に該当しうるものの具体例＞  

 銅、亜鉛等の非鉄金属製錬過程から生じ、資源回収が意図されている水銀含有スラッジ  

 使用済みの水銀使用製品（例：水銀を含有するボタン電池）であって、貴金属等を回収する

業者に売却する意思決定がなされているもの（水銀汚染防止法第２条第２項に基づく「処分

作業が意図されているもの」に該当する）  

 

 ２）水銀含有再生資源の管理 

 「水銀含有再生資源の管理」とは、水銀含有再生資源の所有権を有し、保管、運搬又は処分作

業（再生利用等）を行うことをいいます。水銀含有再生資源の所有者が、その管理を他者に委託

した場合も、その所有権を引き続き有する者である委託した者が「水銀含有再生資源管理者」に

なります。 

 水銀含有再生資源は、指針に基づき、環境上適正な管理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。  

 

 飛散・流出の防止等：水銀含有再生資源が漏れたり流出したりしないよう、水銀含有再

生資源の種類・性状や事業所における取扱い実態に応じて必要な措置をとる。また、水

銀含有再生資源の種類・性状により、悪臭や騒音・振動が発生するおそれがある場合に

は、容器等の密閉化や運搬時の固定など、生活環境の保全上支障が生じないようにする。 

 情報提供（保管、運搬又は処分を委託する場合）：水銀含有再生資源の管理を他者に委託

するときには、委託者である水銀含有再生資源管理者は引き続きその水銀含有再生資源

の管理者として水銀汚染防止法に基づく措置を実施する責任を有し、その委託先におい

て環境の汚染を防止するための措置がとられるようにする責任があるため、相手方に対

し、とるべき措置について情報を提供する。なお、これは受託者が再委託を行う場合も

同様であり、水銀含有再生資源の管理を他者に委託するときには、委託者である水銀含

有再生資源管理者は委託先に対し、再委託にあたって措置すべき事項等の情報を提供す

る。 

 情報提供（譲渡する場合）：水銀含有再生資源を他者に譲渡（所有権の移転を伴う引渡し）

するときは、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定

期報告が必要となるため、相手方に対し、譲渡するもの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。 
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また、保管については、次のような措置をとることが求められます。  

 容器：水銀含有再生資源が漏れたり流出したりしないよう、水銀含有再生資源の種類・

性状に応じて適切な材質や構造の容器で保管する。また、容器を定期的に点検し、破損

等があった場合には速やかに補修する。 

 表示：容器及び保管する場所に、保管しているものが水銀含有再生資源であることがわ

かるよう表示する。  

 保管場所：水銀含有再生資源の盗難・紛失を防ぐため、鍵をかけることのできる保管庫・

棚等で保管するか、鍵をかけることのできる部屋や倉庫に水銀含有再生資源を保管する

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。 

 

 ３）管理に関する定期報告 

 水銀含有再生資源管理者は、水銀含有再生資源の管理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、水銀含有再生資源を管理し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、管理していた水銀含有再生資源の全量を他者に譲り渡し

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。 
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2. 水銀含有再生資源の環境上適正な管理の方法 

2.1 対象となる水銀含有再生資源 

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管管理理がが求求めめらられれるる水水銀銀含含有有再再生生資資源源   

 1.1.2 水銀含有再生資源の環境上適正な管理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管理を求められる水銀含有再生資源は以下のとおりです。 

 

■環境上適正な管理が求められる水銀含有再生資源 

 

水銀等又はこれらを含有する物（特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第２条第１

項第１号イに規定する物（平成 10 年環境庁・厚生省・通商産業省告示第一号）別表第３第 27 号

に掲げるものに限る。）であって、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

ーゼル条約附属書 IVＢに掲げる処分作業がされ、又はその処分作業が意図されているもの（廃棄

物処理法第２条第１項に規定する廃棄物並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除

く。）のうち有用なもの。 

 

＜特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第２条第１項第１号イに規定する物（平成

10 年環境庁・厚生省・通商産業省告示第１号）別表第３第 27 号に掲げるもの＞ 

イ 水銀、安息香酸第二水銀、塩化エチル水銀、塩化第一水銀、塩化第二水銀、塩化第二水銀

アンモニウム、塩化メチル水銀、オキシシアン化第二水銀、オレイン酸第二水銀、グルコン

酸第二水銀、酢酸第二水銀、サリチル酸第一水銀、酸化第二水銀、シアン化第二水銀、シア

ン化第二水銀カリウム、ジエチル水銀、ジメチル水銀、臭化第二水銀、硝酸第一水銀、硝酸

第二水銀、水酸化フェニル水銀、チオシアン酸第二水銀、砒ひ酸第二水銀、よう化第二水銀、

よう化第二水銀カリウム、雷こう、硫化第二水銀、硫酸第一水銀又は硫酸第二水銀を〇・一

重量パーセント（※１）以上含む物 

ロ 核酸水銀、酢酸第一水銀、酢酸フェニル水銀、硝酸フェニル水銀又はチメロサールを一重

量パーセント（※１）以上含む物 

ハ イ及びロに掲げる水銀化合物以外の水銀化合物を含む物  

ニ 条約附属書ⅣのＤ１からＤ４（※２）まで又はＲ10（※３）に掲げる処分作業を行うため

に輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの  

(1) 固形状であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(総水銀又はアルキル水銀に係る

ものに限る。) （※４）に適合しない物 

(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則第六条の二に規定する要件(水銀及びアルキル水

銀その他の水銀化合物又はアルキル水銀化合物に係るものに限る。)（※５）に該当する物 

ホ ニに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次

に掲げるもの 

(1) 固形状であって、産業廃棄物判定基準令別表第三に掲げる基準(アルキル水銀化合物及び
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水銀又はその化合物に係るものに限る。)（※６）に適合しない物 

(2) 液状であって、排水基準令別表第一に掲げる基準(水銀及びアルキル水銀その他の水銀化

合物並びにアルキル水銀化合物に係るものに限る。)（※７）に適合しない物 

 

（※１）バーゼル告示における「重量パーセント」の考え方 

水銀含有再生資源の該当要件であるバーゼル告示における「重量パーセント」の該当性の

判断については、対象となる物の性状に応じて、個別に判断がなされます。水銀スイッチ等

の水銀使用製品が附属した機器については、「重量パーセント」の該当性の判断にあたって

の分母は基本的には構造的に分解可能な最小の製品単位（水銀スイッチ等）の重量となりま

す。なお、水銀使用製品が附属する物には様々な性状があると考えられますので、具体的な

判断方法については、環境省・経済産業省に個別に御相談ください。 

 

（※２）バーゼル条約附属書 IV 処分作業Ａ 

○資源回収、再生利用、回収利用、直接再利用又は代替的利用の可能性に結びつかない作業 

Ｄ１ 地中又は地上への投棄  

Ｄ２ 土壌処理 

Ｄ３ 地中の深部への注入  

Ｄ４ 表面貯留 

 

（※３）バーゼル条約附属書 IV 処分作業Ｂ  

○資源回収、再生利用、回収利用、直接再利用又は代替的利用に結びつく作業  

Ｒ10 農業又は生態系の改良に役立つ土壌処理  

 

（※４）土壌の汚染に係る環境基準について（平成３年環境庁告示第 46 号） 

別表（抜粋） 

項目 環境上の条件  測定方法 

総水銀 検液１L につき 0.0005mg 以

下であること。  

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付

表１に掲げる方法 

アルキル水銀 検液中に検出されないこ

と。 

昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号付

表 2 及び昭和 49 年 9 月環境庁告示第

64 号付表３に掲げる方法 

 

（※５）水質汚濁防止法施行規則（昭和 46 年総理府・通商産業省令第２号）（抄） 

第六条の二 法第八条の環境省令で定める要件は、有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方

法により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該有害物質

が検出されることとする。  
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（※６）金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令  （昭和 48 年総理府令第５号） 

別表第三 （第二条関係）（抜粋） 

 第一欄 第二欄 

一   アルキル水銀化合物  アルキル水銀化合物につき検出されないこと。  

 水銀又はその化合物  検液１リットルにつき水銀 0.0005mg 以下 

 

（※７）排水基準を定める省令（昭和 46 年総理府令第 35 号） 

別表第一（第一条関係）（抜粋） 

有害物質の種類  許容限度 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物   １リットルにつき水銀 0.005mg 

アルキル水銀化合物  検出されないこと。  
 

 

＜バーゼル条約附属書 IV 処分作業Ｂ：資源回収、再生利用、回収利用、直接再利用又は代替

的利用に結びつく作業＞ 

このＢ表は、有害廃棄物であると法的に定義され又は認められている物であって、このＢ表

に掲げる作業が行われなかった場合には、Ａ表に掲げる作業が行われていたはずのものに関す

るすべての作業を含む。 

Ｒ１ 燃料としての利用（直接焼却を除く。）又はエネルギーを得るための他の手段としての

利用 

Ｒ２ 溶剤の回収利用又は再生  

Ｒ３ 溶剤として使用しない有機物の再生利用又は回収利用  

Ｒ４ 金属及び金属化合物の再生利用又は回収利用  

Ｒ５ その他の無機物の再生利用又は回収利用  

Ｒ６ 酸又は塩基の再生 

Ｒ７ 汚染の除去のために使用した成分の回収  

Ｒ８ 触媒からの成分の回収  

Ｒ９ 使用済みの油の精製又はその他の再利用  

Ｒ10 農業又は生態系の改良に役立つ土壌処理 

Ｒ11 Ｒ１からＲ10 までに掲げる作業から得られた残滓の利用 

Ｒ12 Ｒ１からＲ11 までに掲げる作業に提供するための廃棄物の交換 

Ｒ13 このＢ表に掲げるいずれかの作業のための物の集積 

 

（参考：水銀汚染防止法第２条第２項、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第２条第２項

の要件を定める省令（平成 27 年経済産業省・環境省令第 10 号）、特定有害廃棄物等の輸出入等

の規制に関する法律第２条第１項第１号イに規定する物） 

 

 なお、水銀含有再生資源に該当する土壌については、水銀含有再生資源に一般に適用される水
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銀汚染防止法の規定に優先して、土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）の規定が適用されま

す。 

 

 

2.2 環境上適正な管理の方法 

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管管理理のの方方法法   

 指針においては、水銀含有再生資源管理者に対し、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。 

 

■水銀含有再生資源管理者に求められる環境汚染防止措置 

 

第一 管理（保管、運搬又は処分作業の実施）に共通する事項 

１ 水銀含有再生資源が飛散し、又は流出しないようにすること。  

２ 水銀含有再生資源の管理に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じな

いように必要な措置を講ずること。  

３ 水銀含有再生資源の保管、運搬又は処分作業（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附属書 IVＢに掲げる処分作業をいう。）を他の者に委託するとき

は、その委託する相手方において１、２及び本項に掲げる措置と同等の措置及び保管を委託す

る場合にあっては第二に掲げる措置と同等の措置が講じられるよう、その相手方に対し、必要

な情報を提供すること。 

４ 水銀含有再生資源を譲渡するときは、その譲渡する相手方に対し、その譲渡するものが水銀

含有再生資源である旨の情報を提供すること。  

第二 保管に関する事項 

１ 水銀含有再生資源の容器は、水銀含有再生資源が飛散し、又は流出するおそれのないものと

すること。 

２ 水銀含有再生資源の容器及び水銀含有再生資源を保管する場所に、保管するものが水銀含有

再生資源である旨を表示すること。  

３ 水銀含有再生資源を保管する場所に、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。  

４ 水銀含有再生資源を保管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。  

 

（参考：水銀含有再生資源の管理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） 
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22..22..22  具具体体的的なな管管理理方方法法   

（１） 管理（保管、運搬又は処分作業の実施）に共通する事項 

 １）飛散・流出防止 

 水銀含有再生資源の管理に当たっては、水銀含有再生資源が飛散したり、流出したりしないよ

う、水銀含有再生資源の種類・性状や事業者における取扱い実態に応じて必要な措置をとること

が必要です。特に水銀が化合物ではなく、金属水銀として水銀含有再生資源に含まれている場合

には、揮発防止に留意する必要があります。 

 具体的には、次のような措置が考えられます。  

 保管施設・設備について、密閉化や床面を不透水性の材質とする等の必要な措置を講ず

ること。 

 運搬中に容器が落下・転倒することのないように積載すること。 

 運搬の容器や施設・設備を定期的に点検し、破損等があった場合には速やかに補修する

こと。 

 高温にさらされないようにすること。  

 

 万が一、飛散・流出してしまった場合は、速やかに容器からの飛散・流出を止める措置や、飛

散・流出した水銀含有再生資源の回収等の応急措置をとってください。指針に規定する「水銀含

有再生資源が飛散し、又は流出しないようにすること。」を勘案し、水銀汚染防止法第 23 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）悪臭、騒音・振動防止 

 水銀含有再生資源の保管、運搬又は処分作業の実施において、水銀含有再生資源から悪臭が発

生するおそれがある場合には、温度管理や使用する容器及び設備を密閉化してください。また、

運搬時や処分作業の実施時において、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないよ

うに必要な措置をとることも必要です。 

 

 ３）委託先等への情報提供 

 水銀含有再生資源の管理を他者に委託する場合、委託者である水銀含有再生資源管理者は引き

続きその水銀含有再生資源の管理者として水銀汚染防止法に基づく措置を実施する責任を有し、

その委託先において環境の汚染を防止するための措置がとられるようにする責任があるため、相

手方に対し、とるべき措置について情報を提供することが必要です。そのため、委託する前に、

委託先において上記の１）～２）の取組が行われること、また保管を委託する際には、以下の「（２）

保管に関する事項」が確実に実施される施設であることを確認することが必要です。また、委託

の相手方に対して、当該物質が水銀汚染防止法の規制対象となる「水銀含有再生資源」であるこ

と及び必要な措置を明示的に伝達することが必要です。水銀含有再生資源管理者から国（事業所

管省庁）に提出する水銀含有再生資源の管理に関する報告書においては、水銀含有再生資源管理
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者から委託する相手方に十分な情報提供が行われたことを国が確認できる書類を添付する必要が

あります。委託先に対する情報提供が不十分なことによって委託の相手方で必要な取組が行われ

ず、委託元である水銀含有再生資源管理者が国から勧告を受ける場合もありえますので、契約書

等に水銀含有再生資源の管理の内容（本節「2.2.2 具体的な管理方法」参照）について、記載し

ておくことが求められます。また、委託の相手方が再委託する場合についても、委託元である水

銀含有再生資源管理者に水銀含有再生資源による環境の汚染を防止する責任が引き続き残ります

ので、委託先に対し、再委託先に対しても同様の情報提供を行うことを契約書に明記すること等

で徹底させることが必要です。  

管理を委託する水銀含有再生資源については、委託先が適切に管理を行えるよう、以下の情報

を提供することが望まれます。  

 物質の名称、組成、量 

 （処分作業を委託する場合）委託先におけるバーゼル条約附属書 IVＢに掲げる処分作業（資

源回収、再生利用、回収利用、直接再利用又は代替的利用に結びつく作業）の種類及び目的 

 

 ４）譲渡先への情報提供 

 水銀含有再生資源の所有権を他者に譲渡する場合には、譲渡先が、水銀含有再生資源管理者と

して水銀汚染防止法に基づき適切に管理及び定期報告を行えるよう、当該物質が水銀汚染防止法

上の「水銀含有再生資源」に該当し、法に基づく管理と報告が義務付けられていることを伝える

ことが必要です。情報提供が不十分な場合、譲渡先で必要な取組が行われないこともあるため、

譲渡先が国から勧告を受ける可能性がありますので、契約書等に水銀含有再生資源の管理の内容

（本節「2.2.2 具体的な管理方法」参照）について、記載しておくことが求められます。 

譲渡する水銀含有再生資源については、譲渡先が適切に管理を行えるよう、以下の情報を提供

することが望まれます。 

 物質の名称、組成、量  

 

（２） 保管に関する事項 

 １）容器の要件 

 水銀含有再生資源を保管する容器は、水銀含有再生資源が飛散したり、流出したりするおそれ

のないものを選択する必要があります。水銀含有再生資源の含水量、総重量のほか、水銀含有再

生資源に含まれている金属や化学物質の特性を踏まえて、揮発や化学反応（腐食、発熱等）が起

こらない材質・形状とすることが重要です。  

 

 ２）容器の表示 

 水銀含有再生資源を保管する容器に、保管しているものが水銀含有再生資源であることがわか

るよう表示する必要があります。水銀含有再生資源であることがわかるように、文字の色・大き

さ等により目立ちやすいものにしてください。水銀含有再生資源の保管状況は、種類ごとに国（事

業所管省庁）に報告する義務がありますので、例えば水銀含有再生資源の具体的な名称、組成、
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重量もわかるように表示し、目録を作成して管理すると、毎年の定期報告が確実に行えます。 

なお、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）では、水銀、水銀の無機化合物（硫化水銀を除く。）又はアルキル水銀化合

物（アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。）の含有量が１重量パーセントを超える

製剤その他の物について、容器に物質の名称及び取扱い上の注意事項を表示しなければならない

こととされています。  

 

 

水銀含有再生資源を保管する容器の表示例 

 

 ３）保管場所 

 水銀含有再生資源の保管場所には、水銀含有再生資源を保管していることを表示する必要があ

ります。水銀含有再生資源であることが一目でわかるように、文字の色・大きさ等により目立ち

やすいものにしてください。また、保管場所には、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。  

  

水銀含有再生資源の保管場所の例（１）  水銀含有再生資源の保管場所の例（２）  
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3. 水銀含有再生資源の管理に関する報告方法 

3.1 対象となる水銀含有再生資源 

 水銀汚染防止法により管理に関する定期報告が求められる水銀含有再生資源には量についての

要件はありません。事業所において水銀含有再生資源を管理する場合は報告が必要です。「事業所」

とは水銀含有再生資源の管理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、水銀含有再生資源の管理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）の水銀含有再生資源の管理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。 

 

■水銀含有再生資源の管理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  水銀含有再生資源管理者において行われる水銀含有再生資源の管理に係る事業   

四  年度当初において管理していた水銀含有再生資源の種類別の量   

五  生じ、又は譲り受けた水銀含有再生資源の種類別の量   

六  譲り渡し、処分作業（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

ル条約附属書 IVＢに掲げる処分作業をいう。以下同じ。）を行い、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

含有再生資源の種類別（譲り渡し、又は処分作業を行った場合にあっては、水銀含有再生資源

の種類別並びに譲渡しの目的別又は処分作業の種類及び目的別）の量   

七  譲り渡し、又は譲り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  年度末において管理していた水銀含有再生資源の種類別の量及び管理の目的   

九  法第二十三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含有再生資源の環境

上適正な管理のために実施した取組  

十  保管、運搬又は処分作業を委託した場合にあっては、その委託した水銀含有再生資源の種

類別の量及び当該保管、運搬又は処分作業の委託を受けた者（以下本号において「受託者」と
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いう。）に係る以下の事項 

（１） 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  

（２） 受託者が保管、運搬又は処分作業を行った場合にあっては、保管若しくは処分作業を

行った事業所の名称及び所在地又は運搬の経路  

（３） 受託者に処分作業を委託した場合にあっては、委託した処分作業の種類及び目的  

（４） 水銀含有再生資源の環境上適正な保管、運搬又は処分作業のために受託者が実施した

取組 

（参考：水銀含有再生資源の管理に関する命令（平成 27 年内閣府・総務省・法務省・外務省・

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３号）第３条） 

 

 

3.3 報告書の提出方法 

 水銀含有再生資源の管理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、前年度の水銀含有再生資源の管理に関する報告書

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、水銀含有再生資源の管理に係る事業者の事業を所管する省庁の窓口（表 3.3 参照）

へ持参又は送付してください。事業者が２つ以上の水銀含有再生資源の管理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等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、水銀含有再生資源の管理に係る主たる事業

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 

水銀含有再生資源の管理に関する報告は、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含有再生資源の管理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1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」をそれぞれご参照ください。  

 

（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   

 水銀含有再生資源の管理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。  

 

                                                        
1 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（第二条関係） 

水銀含有再生資源管理報告書 

    平成 XX 年 X 月 XX 日 ① 

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 環境金属株式会社 

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 24 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：環境金属株式会社 埼玉事業所 ④－１ 

所在地：〒XXX-XXXX 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 

水銀含有再生資源の

管理に係る主たる事

業 

銅第１次製錬・精製業 ⑤  

水銀含有再生資源の

管理に係る主たる事

業を所管する大臣  

経済産業大臣 ⑥ 

 

前年度の年度末に管

理していた水銀含有

再生資源の種類別の

量 

銅製錬排ガス処理スラッジ 3,000kg ⑦  

 

前年度における水銀

含有再生資源の管理

状況 

別紙２のとおり。⑧  

指針に基づき実施し

た取組等 
水銀含有再生資源管理者が指針に基づき実施した取組その他水

銀含有再生資源の環境上適正な管理のために実施した取組（具体

的に記載）  ⑨－１ 

管理に関する共通事項：水銀回収作業を委託するにあたって、運

搬用の容器（以下の保管容器と同様）に「水銀含有再生資源」

「200kg」と記載したラベルを貼付し、委託先に対し、水銀汚染

防止法上の水銀含有再生資源であること及び水銀含有量・形態、

水銀含有再生資源の環境上適正な管理のための取組を契約書の

仕様書に含めた。また、譲渡先に対しては、水銀汚染防止法上の

水銀含有再生資源であること及び水銀含有量・組成、形態を文書

にして水銀含有再生資源とともに譲渡した。 

④－３ 

③ 
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保管に関する事項：銅製錬排ガス処理スラッジは、二重にした塩

化ビニルの袋に入れてから、ドラム缶に入れて蓋を閉め、「水銀

含有再生資源」と白地に赤の文字で示したラベルを貼付し、鍵の

かかる倉庫に保管した。 

 

その他の取組：社員教育の一環として、水銀含有再生資源の環境

上適正な管理についての研修を行った。 

 水銀含有再生資源管理者が委託を受けた者に対して水銀含有再

生資源の環境上適正な管理のために実施を求めた取組（具体的に

記載） ⑨－２ 

運搬：ドラム缶転倒防止のためのパレット利用及びドラム缶同士

の連結、輸送中の騒音・振動防止のための荷台への衝撃吸収シー

ト整備 

 

処分作業：水銀回収プロセスにおける水銀の大気中排出抑制のた

めの水銀吸着塔の設置・運転、排ガスモニタリング、施設内の環

境モニタリング  

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  水銀含有再生資源の管理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

含有再生資源の管理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  前年度末に管理していた水銀含有再生資源の種類別の量の欄については、水銀含有再生資源の種類を列記し、その種類別に報告をする年

度の前年度の年度末に管理していた量を記載すること。  

５  前年度における水銀含有再生資源の管理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含有再生資源の種類ごとに別紙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、水銀含有再生資源の管理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 年内閣府、総務省、法務省、外務省、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含有再生資源の環境上適正な管理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  水銀含有再生資源管理者が委託を受けた者に対して水銀含有再生資源の環境上適正な管理のための取組の実施を求めたことを確認するこ

とができる書類等を添付すること。  

８  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含有再生資源の管理に係る事業を所管している大臣名（表 3.1
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参照）を記入します。事業者が２つ以上の水銀含有再生資源の管理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

水銀含有再生資源の管理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（19 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、この報告を水銀含有再生資源の管理を担当する部署の長など事業者の水銀含

有再生資源の管理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（第二条関係） 

水銀含有再生資源管理報告書 

   平成 XX 年 X 月 XX 日  

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 環境金属株式会社 

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  

 

 

 

◆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 
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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』 

事業者が水銀含有再生資源を管理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』 

事業者が水銀含有再生資源を管理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『水銀含有再生資源の管理に係る主たる事業』 

 事業所で行われている水銀含有再生資源の管理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、水銀含有再生資源の管理に係る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。  
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＜URL＞ http://www.e-stat.go.jp/SG1/htoukeib/TopDisp.do?bKind=10 

 

⑥『水銀含有再生資源の管理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『前年度末に管理していた水銀含有再生資源の種類別の量』 

 前年度の３月 31 日の時点で管理していた水銀含有再生資源の量を、種類別に記入します。記入

する単位は kg としてください。  

 

⑧『前年度における水銀含有再生資源の管理状況』 

 別紙２に前年度（４月１日から３月 31 日まで）における水銀含有再生資源の管理状況を記入し

ます。 

 

⑨－１『指針に基づき実施した取組等（水銀含有再生資源管理者の取組）』 

 「2．水銀含有再生資源の環境上適正な管理の方法」に基づき実施した取組とその他の取組につ

いて、「管理に関する共通事項」、「保管に関する事項」、「その他の取組」に分けて、表 3.1 に示

す事項について記入します。具体的な状況がわかるように、補足として写真を貼付しても結構で

す。 

 

表 3.1 「指針に基づき実施した取組等」の欄に記入すべき事項  

区分 記入すべき取組事項 

管理に関する共

通事項 

保管、運搬、処分作業において、水銀含有再生資源が飛散し、又は流出しな

いようにするための取組 

 保管、運搬、処分作業において、悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保

全上支障が生じないようにするための取組  

 保管、運搬又は処分作業を他の者に委託した場合、委託の相手方が指針に沿

って管理できるようにするための相手方への情報提供  

 水銀含有再生資源を譲渡した場合、譲渡した相手方に対し、譲渡したものが

水銀含有再生資源である旨の情報提供  

保管に関する事

項 

水銀含有再生資源の保管容器は、水銀含有再生資源が飛散したり、流出した

りするおそれのないものにすること  

 水銀含有再生資源の容器及び水銀含有再生資源を保管する場所に、保管する

ものが水銀含有再生資源である旨の表示  

 水銀含有再生資源を保管する場所に、鍵をかけるか、周囲に堅固な柵を設け
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区分 記入すべき取組事項 

ること 

その他の取組 上記以外の、水銀含有再生資源の保管、運搬、処分作業による、環境への汚

染を防止するために実施した取組。例えば、従業員の教育、緊急時対応計画

の作成等。 

 

⑨－２『指針に基づき実施した取組等（委託先に実施を求めた取組）』 

水銀含有再生資源管理者が委託先に実施を求めた取組を、「保管」、「運搬」、「処分作業」に分け

て記載してください。また、環境上適正な管理のための取組の実施を求めたことを確認すること

ができる書類（例：契約書に添付した仕様書）等を添付してください。 

 

◆コラム 主たる事業の考え方 

水銀含有再生資源の管理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

いる水銀含有再生資源の管理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。  

 

（２） 別紙１の記入要領 

事業所において水銀含有再生資源の管理に係る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含有再生資源の管理に係る事業が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 亜鉛第１次製錬・精製業 

当該事業を所管する大

臣 

経済産業大臣 

 事業の名称  
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２ 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含有再生資源の管理状況を、水銀含有再生資源の種類ごとに別紙２に記入

します。管理していた量、生じた量などの数値は 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 水銀含有再生資源の種類（ 銅製錬排ガス処理スラッジ     ） 

前年度における水銀含有再生資源の管理状況 

① 年度当初に

管 理していた

量  

  1,500 kg    湿重量・乾重量 

②生じた量  10,000 kg ② 、 ③ の 合 計

（⑨） 

 

 

 12,000 kg 

③譲 り受けた

量 

2,000 kg kg kg 

譲渡者の住所及び

氏名（法人にあって

は、名称及び代表者

の氏名）  

○○金属株式会社 

代表取締役社長 

水銀良男 

  

 

事 業所の名称

及び所在地 

○○金属○○製錬

所 

○○県○○市○－

○－○ 

  

④譲 り渡した

量 

   400 kg kg   kg ④ 、 ⑤ の 合 計

（⑩） 

 

 

 

 

 10,000 kg 

譲渡しの目的（譲受

者における用途）  

△△金属の回収   

譲受者の住所及び

氏名（法人にあって

は、名称及び代表者

の氏名）  

△△製錬株式会社 

代表取締役社長 

水銀良子 

  

事 業所の名称

及び所在地 

○○製錬○○工場 

○○県○○市○－

○－○ 

  

⑤処 分作業を

行った量 

9,600 kg kg kg 

処分作業の種類及

び目的（処分作業に

より得られた物の

用途）  

Ｒ４ 金属及び金

属化合物の再生利

用 又 は 回 収 利 用

（水銀は蛍光ラン

プの製造のための

輸出、それ以外は

他の金属の回収） 
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⑥ 廃棄物とな

った量 
500 kg 

⑦保管、運搬又

は 処分作業を

委託した量 

保管：2,000 kg 

運搬：9,600 kg 

処分作業：9,600 kg 
⑧年 度末に管

理していた量 
3,000 kg 

管理の目的 有用金属の回収 3,000kg 

 

備考欄  

 

 

 

【保管、運搬又は処分作業を委託した場合における当該保管、運搬又は処分作業の委託を受けた

者に係る情報】 

保管の委託を受けた者  

 住所及び氏名（法

人にあっては、名

称及び代表者の

氏名）  

□□環境ﾘｻｲｸﾙ株式会社（2,000kg）  

代表取締役社長 〇〇〇 

 

 保管を行った事

業所の名称及び

所在地  

□□環境ﾘｻｲｸﾙ株式会社〇〇事業

所 

千葉県〇〇市〇〇１２３－１ 

 

 環境上適正な保

管のために実施

された取組等  

蓋付ドラム缶に保管し、水銀含有

再生資源の飛散・流出を防止。保

管容器及び保管場所に、水銀含有

再生資源である旨を表示し、保管

場所に施錠（添付写真参照）。 

 

運搬の委託を受けた者  

 住所及び氏名（法

人にあっては、名

称及び代表者の

氏名）  

株式会社環境運輸（5,600kg） 

代表取締役社長 環境一郎 

株式会社日本運輸（4,000kg） 

代表取締役社長 日本和子 

 運搬の経路  

 

 

環境金属株式会社埼玉事業所→首

都高→△△自動車道路→県道○○

号線→水銀回収株式会社 

環境金属株式会社埼玉事業

所→首都高→△△自動車道

路→県道○○号線→水銀回

収株式会社 

 環境上適正な運

搬のために実施

された取組等  

ドラム缶転倒防止のためのパレッ

ト利用及びドラム缶同士の連結、

輸送中の騒音・振動防止のための

荷台への衝撃吸収シート整備 

ドラム缶転倒防止のための

パレット利用及びドラム缶

同士の連結、輸送中の騒音・

振動防止のための荷台への

衝撃吸収シート整備 

処分作業の委託を受けた者  

 住所及び氏名（法

人にあっては、名

称及び代表者の

氏名）  

水銀回収株式会社（9,600kg） 

代表取締役社長 水銀芳江 
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 処分作業を行っ

た事業所の名称

及び所在地  

水銀回収株式会社△△事業所 

○○県△△市□□○―○―○ 

 

 処分作業の種類

及び目的（処分作

業により得られ

た物の用途）  

Ｒ４ 金属及び金属化合物の再生

利用又は回収利用（回収された水

銀は蛍光ランプ製造のため輸出、

その他の回収物は報告者が金属回

収に利用） 

 

 環境上適正な処

分作業のために

実施された取組

等  

水銀回収プロセスにおける水銀の

大気排出抑制のための水銀吸着塔

の設置・運転、排ガスの水銀濃度

測定、施設内の水銀濃度測定 

 

備考  

１  別紙２については水銀含有再生資源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  ①から⑧までの量を湿重量で記載する場合は「湿重量」、乾重量で記載する場合は「乾重量」を○で囲むこと。  

４  譲渡しの目的の欄については、譲受者における用途を把握している場合には、当該用途も記載すること。  

５  ⑤処分作業を行った量、処分作業の種類及び目的並びに処分作業の委託を受けた者の欄については、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（以下「バーゼル条約」という。）附属書ⅣＢに掲げる処分作業に

係る情報を記載するものとし、処分作業の種類及び目的の欄については、バーゼル条約附属書ⅣＢに掲げる処分作業のいず

れに該当するかの別及び可能な限り処分作業により得られた物の用途を記載すること。  

６  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。  

７  管理の目的の欄については、可能な限り、目的別の管理量を記載すること。  

８  年度末に管理していた量（⑧）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：⑧＝①＋⑨－⑩－⑥  

９  環境上適正な保管のために実施された取組等、環境上適正な運搬のために実施された取組等及び環境上適正な処分作業

のために実施された取組等の欄については、水銀含有再生資源管理者が委託を受けた者に対して水銀含有再生資源の環境上

適正な管理のために求めた取組の実施状況を記載し、当該実施状況を確認することができる書類等を添付すること。  

10 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「水銀含有再生資源の種類」の右の（   ）に、報告対象となる水銀含有

再生資源の名称を記入します。  

 

① 『年度当初に管理していた量』 

 前年度の４月１日に管理していた量（前回の報告書別紙２の⑧に記載した数値と同じ）を記入

します。 

①から⑧までの量を湿重量で記載する場合は「湿重量」、乾重量で記載する場合は「乾重量」を

○で囲んでください。①から⑧までの量は全て同じ条件の重量（「湿重量」又は「乾重量」のどち

らか）としてください。 

 なお、制度施行初年度においては、施行日時点において管理していた量を記入します。  

 

② 『生じた量』 

 当該年度内に事業所において発生した、別紙２の報告対象となる水銀含有再生資源の総量を記

入します。複数の水銀含有再生資源が発生する事業所においては、水銀含有再生資源の種類ごと
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に別紙２を作成してください。 

  

③ 『譲り受けた量』 

 別紙２のタイトル右の（  ）に記入した水銀含有再生資源を、他者から譲り受けた（購入を

含む）場合、その重量を記入します。また、個人から譲り受けた場合は、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。法人から譲り受けた場合は、直下の欄に法人の名

称と代表者の氏名を記入し、その下の欄に譲り受けた水銀含有再生資源が管理されていた事業所

（○○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譲り受けた場合は、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。 

 

④ 『譲り渡した量』 

 報告書を作成する事業所において水銀含有再生資源を他の個人又は法人に譲り渡した場合は、

その重量及び譲渡しの目的（譲受者における用途）を記入してください。また、個人に譲り渡し

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。法人に譲り渡し

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、その下の欄に譲り渡した水銀含有再

生資源が管理される事業所（○○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に譲り渡した場合は、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。  

 

⑤ 『処分作業を行った量』 

 バーゼル条約附属書ⅣＢに掲げる処分作業が行われた水銀含有再生資源の量（報告書を作成す

る事業所において行ったものと、他者に委託して行ったものとの合計量）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。）。その直下の欄に処分作業の種類及び目的（処分

作業により得られた物の用途）を記入します。処分作業の種類は次のいずれかを記入してくださ

い。 

 

■「処分作業の種類及び目的」欄に記入する処分作業の種類 

 

Ｒ１ 燃料としての利用（直接焼却を除く。）又はエネルギーを得るための他の手段としての利

用 

Ｒ２ 溶剤の回収利用又は再生  

Ｒ３ 溶剤として使用しない有機物の再生利用又は回収利用  

Ｒ４ 金属及び金属化合物の再生利用又は回収利用  

Ｒ５ その他の無機物の再生利用又は回収利用  

Ｒ６ 酸又は塩基の再生 



 

26 

Ｒ７ 汚染の除去のために使用した成分の回収  

Ｒ８ 触媒からの成分の回収 

Ｒ９ 使用済みの油の精製又はその他の再利用 

Ｒ10 農業又は生態系の改良に役立つ土壌処理 

Ｒ11 Ｒ１からＲ10 までに掲げる作業から得られた残滓の利用 

Ｒ12 Ｒ１からＲ11 までに掲げる作業に提供するための廃棄物の交換 

Ｒ13 このＢ表に掲げるいずれかの作業のための物の集積 

 

（参考：バーゼル条約附属書 IV 処分作業Ｂ：資源回収、再生利用、回収利用、直接再利用又

は代替的利用に結びつく作業） 

 

 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』 

水銀含有再生資源として水銀回収等が行われずに、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『保管、運搬又は処分作業を委託した量』 

 水銀含有再生資源の管理を他者に委託した場合、保管、運搬又は処分作業別に委託した量を記

入します。 

 

【保管、運搬又は処分作業を委託した場合における当該保管、運搬又は処分作業の委託を受けた

者に係る情報】  

保管、運搬、処分作業別に、委託先が個人の場合は住所（都道府県から）及び氏名を、法人の

場合は法人の名称と代表者の氏名を記入します。また、環境上適正な管理のために実施された取

組等の欄には、水銀含有再生資源管理者が委託先に対して水銀含有再生資源の環境上適正な管理

のために求めた取組の実施状況を記入し、その実施状況を確認することができる書類等を添付し

てください。 

保管及び処分作業については、水銀含有再生資源が保管又は処分作業が行われた事業所（○○

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。運搬については、運

搬の経路（報告者の事業所から委託先まで）を可能な限り具体的に記入します。ただし、遠距離
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の運搬等で経路の記載が煩雑になる場合は主な経路に絞って記載することも可能です。処分作業

については、別紙２の「⑤処分作業を行った量」と同様に、バーゼル条約附属書ⅣＢに掲げる処

分作業の種類及び目的（処分作業により得られた物の用途）を記入します。  

保管、運搬、処分作業の委託先が複数ある場合には、水銀含有再生資源を委託した量の多い方

から順に、個人の名前又は法人名の隣に（  ）書きで委託量を記載してください。また、欄が

不足する場合は、「別添参照」と記入して、同様の事項を記載した書類を添付しても結構です。  

 

⑧『年度末に管理していた量』 

前年度の３月 31 日に管理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。 

[⑧＝①＋⑨－⑩－⑥] 

また、管理の目的の欄については、年度末に管理していた水銀含有再生資源について、可能な

限り、目的別の管理量を記入します。他者への譲渡しが予定されている場合は、「他者への譲渡し

（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、報告者が行う水銀含有再生資源の

管理に係る事業の内容によって判断します。  

水銀含有再生資源の管理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。  

各大臣が所管する事業は、おおむね表 3.2 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 3.3 参照）にお尋ねください。  

表 3.2 事業別所管大臣の一覧 

 

※後日掲載します。  

 

 

 

 

表 3.3 水銀含有再生資源の管理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 

内閣府 大臣官房企画調整課 東京都千代田区永田 TEL: 03-6257-1391 
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省庁名 担当局部課 所在地 連絡先 

町 1-6-1 FAX: 03-3581-4839 

警察庁 長官官房総務課 東京都千代田区霞が

関 2-1-2 

TEL: 03-3581-0141（内線 2147） 

FAX: 03-3581-0559 

金融庁 各監督担当課 東京都千代田区霞が

関 3-2-1 

各監督担当課の連絡先が不明

な場合は総務企画局政策課に

お問い合わせください。 

TEL: 03-3506-6021 

FAX: 03-3506-6267 

消費者庁 消費者教育・地方協力

課 

東京都千代田区霞が

関 3-1-1 

TEL: 03-3507-9174 

FAX: 03-3507-7559 

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 

法務省 大臣官房秘書課 東京都千代田区霞が

関 1-1-1 

TEL: 03-3580-4111（内線 2086） 

FAX: 03-5511-7200 

外務省 国際協力局地球環境

課 

東京都千代田区霞が

関 2-2-1 

TEL: 03-3501-3311 

FAX: 03-5501-8245 

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、売買は又輸出入） 

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） 

東京都千代田区霞が

関 1-2-1 

TEL: 03-3502-8111( 内 線 ：

4531) 

TEL:03-3581-0141（内線2147
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省庁名 担当局部課 所在地 連絡先 

消費・安全局畜水産安

全管理課 

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 

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 

 

 

 

 



 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録 
 

 

 

 

 

 

 

 

１．関連法規 

２．連絡先・問い合わせ先 

３．様式 

４．チェックシート 

 

 

 

 



 

31 

付録１．関連法規 

（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） 

第一章 総則 

（定義）  

第二条 （略） 

２ この法律において「水銀含有再生資源」とは、水銀等又はこれらを含有する物（環境

の汚染を防止するための措置をとることが必要なものとして主務省令で定める要件に該当する

ものに限る。）であって、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

条約附属書 IVＢに掲げる処分作業がされ、又はその処分作業が意図されているもの（廃棄物処

理法第二条第一項に規定する廃棄物並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。）

のうち有用なものをいう。 第七章 水銀等の貯蔵に関する措置 

（貯蔵に関する報告） 

第二十二条 （略） 

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。  

第八章 水銀含有再生資源の管理に関する措置  

（管理の指針等） 

第二十三条 主務大臣は、水銀含有再生資源を管理する者（以下「水銀含有再生資源管理者」と

いう。）がその管理に係る水銀含有再生資源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、水銀含有再生資源管理者に対し、その技術上の指針を勘案

して、水銀含有再生資源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。  

（管理に関する報告） 

第二十四条 水銀含有再生資源管理者は、主務省令で定めるところにより、定期的に、水銀含有

再生資源の管理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 第二十二条第二項の規定は、前項の規定による報告について準用する。  

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

http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%8e%b5&REF_NAME=%94%70%8a%fc%95%a8%8f%88%97%9d%96%40%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000
http://kensaku.kudan.hq.admix.go.jp/SOUMU/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%6c%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%8e%b5&REF_NAME=%94%70%8a%fc%95%a8%8f%88%97%9d%96%40%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000001000000000000000000
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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。 

 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 第二条第二項の主務省令については、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令 

二～四 （略） 

五 第二十四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含有再生資源

管理者の行う事業を所管する大臣の発する命令  

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。）
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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、二 （略） 

三  第二十四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 

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。  

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第二条第二項の要件を定める省令（平成 27 年経

済産業省・環境省令第 10 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。）第二条第二項の主務省令で定

める要件は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項第一号イに規定する

物（平成十年環境庁・厚生省・通商産業省告示第一号）別表第三第二十七号に掲げるものに該当

するものであることとする。  

附 則 

この省令は、法の施行の日から施行する。  

 

 

（３）水銀含有再生資源の管理に関する命令（平成 27 年内閣府・総務省・法務省・外務省・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３号） 

（用語） 

第一条 この命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。   

（管理に関する報告）  
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第二条 法第二十四条第一項の規定による報告は、事業所ごとに、毎年度（毎年四月一日から翌

年三月三十一日までをいう。以下同じ。）、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） 

第三条 法第二十四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 水銀含有再生資源管理者において行われる水銀含有再生資源の管理に係る事業   

四 年度当初において管理していた水銀含有再生資源の種類別の量   

五 生じ、又は譲り受けた水銀含有再生資源の種類別の量   

六 譲り渡し、処分作業（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

ル条約附属書ＩＶＢに掲げる処分作業をいう。以下同じ。）を行い、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

水銀含有再生資源の種類別（譲り渡し、又は処分作業を行った場合にあっては、水銀含有再

生資源の種類別並びに譲渡しの目的別又は処分作業の種類及び目的別）の量   

七 譲り渡し、又は譲り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 年度末において管理していた水銀含有再生資源の種類別の量及び管理の目的   

九 法第二十三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含有再生資源の環境

上適正な管理のために実施した取組  

十 保管、運搬又は処分作業を委託した場合にあっては、その委託した水銀含有再生資源の種

類別の量及び当該保管、運搬又は処分作業の委託を受けた者（以下本号において「受託者」

という。）に係る以下の事項  

（１） 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  

（２） 受託者が保管、運搬又は処分作業を行った場合にあっては、保管若しくは処分作業

を行った事業所の名称及び所在地又は運搬の経路  

（３） 受託者に処分作業を委託した場合にあっては、委託した処分作業の種類及び目的  

（４） 水銀含有再生資源の環境上適正な保管、運搬又は処分作業のために受託者が実施し

た取組 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この命令は、法の施行の日から施行する。  

（経過措置） 

第二条 この命令の施行の日（以下「施行日」という。）の属する年度における第三条の規定の適

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。   
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様式 （第二条関係） 

（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）水銀含有再生資源の管理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 年内閣府・総務省・法務省・外務省・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、水銀含有再生資源管理者がその管理に係る水銀含有再生資源（水銀による環境の汚

染の防止に関する法律第二条第二項に規定する水銀含有再生資源をいう。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。  

第一 水銀含有再生資源の管理に共通する事項  

１ 水銀含有再生資源が飛散し、又は流出しないようにすること。  

２ 水銀含有再生資源の管理に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じな

いように必要な措置を講ずること。  

３ 水銀含有再生資源の保管、運搬又は処分作業（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附属書 IVＢに掲げる処分作業をいう。）を他の者に委託するとき

は、その委託する相手方において１、２及び本項に掲げる措置と同等の措置及び保管を委託す

る場合にあっては第二に掲げる措置と同等の措置が講じられるよう、その相手方に対し、必要

な情報を提供すること。 

４ 水銀含有再生資源を譲渡するときは、その譲渡する相手方に対し、その譲渡するものが水銀

含有再生資源である旨の情報を提供すること。  

第二 水銀含有再生資源の保管に関する事項  

１ 水銀含有再生資源の容器は、水銀含有再生資源が飛散し、又は流出するおそれのないものと

すること。 

２ 水銀含有再生資源の容器及び水銀含有再生資源を保管する場所に、保管するものが水銀含有

再生資源である旨を表示すること。  

３ 水銀含有再生資源を保管する場所に、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。  

４ 水銀含有再生資源を保管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

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=
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の周囲に、堅固な柵を設けること。  

 

＜参考＞ 水銀に関する水俣条約（抄）  

第十一条 水銀廃棄物 

１ 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（以下この条にお

いて「バーゼル条約」という。）の関連する定義は、バーゼル条約の締約国に関し、この条約の

対象となる廃棄物について適用する。バーゼル条約の締約国でないこの条約の締約国は、当該

関連する定義をこの条約の対象となる廃棄物について適用する手引として使用する。 

２ この条約の適用上、「水銀廃棄物」とは、締約国会議がバーゼル条約の関連機関との協力の下

に調和のとれた方法で定める適切な基準値を超える量の次の物質又は物体であって、処分がさ

れ、処分が意図され、又は国内法若しくはこの条約の規定により処分が義務付けられているも

のをいう。この定義は、締約国会議が定める基準値を超える水銀又は水銀化合物を含まない限

り、採掘された表土、捨石及び尾鉱（水銀の一次採掘によるものを除く。）を除く。 

(a) 水銀又は水銀化合物から成る物質又は物体 

(b) 水銀又は水銀化合物を含む物質又は物体 

(c) 水銀又は水銀化合物に汚染された物質又は物体 

３ 締約国は、水銀廃棄物が次のように取り扱われるために適当な措置をとる。 

(a) バーゼル条約に基づいて作成された指針を考慮し、かつ、第二十七条の規定に従って締約

国会議が採択する追加の附属書の要件に従い、環境上適正な方法で管理すること。締約国

会議は、要件を策定するに当たり、締約国の廃棄物管理のための規則及び計画を考慮する。 

(b) この条約によって締約国に許可される用途又は(a)の規定に基づく環境上適正な処分のた

めにのみ、回収され、再生利用され、回収利用され、又は直接再利用されること。 

(c) バーゼル条約の締約国については、この条の規定及びバーゼル条約に適合する環境上適正

な処分を目的とする場合を除くほか、国境を越えて輸送されないこと。バーゼル条約が国

境を越える輸送について適用されない場合には、締約国は、関連する国際的な規則、基準

及び指針を考慮した後に限り、このような輸送を許可する。 

４ 締約国会議は、３ (a)に規定する指針を適当な場合には再検討し、及び更新するに当たり、

バーゼル条約の関連する機関と緊密に協力するよう努める。 

５ 締約国は、環境上適正な方法で水銀廃棄物を管理するための世界的な、地域的な及び国内の

能力を開発し、及び維持するため、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

主体と協力することが奨励される。 
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付録２．連絡先・問い合わせ先 

（１）水銀含有再生資源の管理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 

内閣府 大臣官房企画調整課 TEL: 03-6257-1391 

FAX: 03-3581-4839 

警察庁 長官官房総務課 TEL: 03-3581-0141（内線 2147） 

FAX: 03-3581-0559 

金融庁 総務企画局政策課 TEL: 03-3506-6021 

FAX: 03-3506-6267 

消費者庁 消費者政策課 TEL: 03-3507-9186 

FAX: 03-3507-7557 

総務省 大臣官房企画課 TEL: 03-5253-5158 

FAX: 03-5253-5160 

法務省 大臣官房秘書課 TEL: 03-3580-4111（内線 2086） 

FAX: 03-5511-7200 

外務省 国際協力局地球環境課 TEL: 03-3501-3311 

FAX: 03-5501-8245 

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 

TEL:03-3581-0141（内線2147
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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 

防衛省 大臣官房文書課環境対策室 TEL: 03-5362-4847 

FAX: 03-5229-2134 



 

39 

付録３．様式 

水銀含有再生資源管理報告書 

 

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 24 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： 

水銀含有再生資

源の管理に係る

主たる事業 

 

水銀含有再生資

源の管理に係る

主たる事業を所

管する大臣 

 

前年度末に管理

していた水銀含

有再生資源の種

類別の量 

 

前年度における

水銀含有再生資

源の管理状況 

別紙２のとおり。 

指針に基づき

実施した取組

等 

水銀含有再生資源管理者が指針に基づき実施した取組その他水銀含有再生資源

の環境上適正な管理のために実施した取組（具体的に記載） 

 

 

水銀含有再生資源管理者が委託を受けた者に対して水銀含有再生資源の環境上

適正な管理のために実施を求めた取組（具体的に記載） 

 

 

備考 
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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 水銀含有再生資源の管理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含有再生資源の管理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 前年度末に管理していた水銀含有再生資源の種類別の量の欄については、水銀含有再生資源

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管理していた量を記載する

こと。 

５ 前年度における水銀含有再生資源の管理状況の欄については、報告をする年度の前年度の状

況を水銀含有再生資源の種類ごとに別紙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、水銀含有再生資源の管理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 年内閣府、総務省、法務省、外務

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含有再生資源の環境上適正な管理のために実

施した取組について具体的に記載すること。 

７ 水銀含有再生資源管理者が委託を受けた者に対して水銀含有再生資源の環境上適正な管理の

ための取組の実施を求めたことを確認することができる書類等を添付すること。 

８ 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 水銀含有再生資源の種類（         ） 

前年度における水銀含有再生資源の管理状況 

①年度当初に管理
していた量 

kg 湿重量・乾重量 
 

②生じた量 
kg  

②、③の合計（⑨） 
 
 
 
 
 
 

kg 

③譲り受けた量 
kg kg kg  

譲渡者の住所及び氏

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譲り渡した量 
kg  kg  kg  

④、⑤の合計（⑩） 
 
 
 
 
 
 
 

kg 

譲渡しの目的（譲
受者における用
途） 

      

譲受者の住所及び氏

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 

   

⑤処分作業を行っ
た量 kg  kg  kg  

処分作業の種類及び

目的（処分作業により

得られた物の用途） 

      

⑥廃棄物となった
量 kg  

⑦保管、運搬又は処分

作業を委託した量 kg  

⑧年度末に管理し
ていた量 kg     

管理の目的 

  

備考欄 
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 【保管、運搬又は処分作業を委託した場合における当該保管、運搬又は処分作業の委託を受けた

者に係る情報】 

保管の委託を受けた者 

 住 所 及 び 氏 名

（法人にあって

は、名称及び代

表者の氏名） 

  

保管を行った
事業所の名称
及び所在地 

  

環境上適正な
保管のために
実施された取
組等 

  

運搬の委託を受けた者 

 住 所 及 び 氏 名

（法人にあって

は、名称及び代

表者の氏名） 

  

運搬の経路 

  

環境上適正な
運搬のために
実施された取
組等 

  

処分作業の委託を受けた者 

 住 所 及 び 氏 名

（法人にあって

は、名称及び代

表者の氏名） 

  

処分作業を行
った事業所の
名称及び所在
地 

  

処分作業の種類

及び目的（処分

作業により得ら

れた物の用途） 

  

環境上適正な
処分作業のた
めに実施され
た取組等 
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備考  

１ 別紙２については水銀含有再生資源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 ①から⑧までの量を湿重量で記載する場合は「湿重量」、乾重量で記載する場合は「乾重量」

を○で囲むこと。 

４ 譲渡しの目的の欄については、譲受者における用途を把握している場合には、当該用途も記

載すること。 

５ ⑤処分作業を行った量、処分作業の種類及び目的並びに処分作業の委託を受けた者の欄につ

いては、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（以下「バ

ーゼル条約」という。）附属書ⅣＢに掲げる処分作業に係る情報を記載するものとし、処分作業

の種類及び目的の欄については、バーゼル条約附属書ⅣＢに掲げる処分作業のいずれに該当す

るかの別及び可能な限り処分作業により得られた物の用途を記載すること。 

６ 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。 

７ 管理の目的の欄については、可能な限り、目的別の管理量を記載すること。 

８ 年度末に管理していた量（⑧）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：⑧＝①＋⑨－⑩－⑥ 

９ 環境上適正な保管のために実施された取組等、環境上適正な運搬のために実施された取組等

及び環境上適正な処分作業のために実施された取組等の欄については、水銀含有再生資源管理

者が委託を受けた者に対して水銀含有再生資源の環境上適正な管理のために求めた取組の実施

状況を記載し、当該実施状況を確認することができる書類等を添付すること。 

10 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含有再生資源の管理に係る事業（複数

ある場合は、全ての事業）を所管する大臣（27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 

事業者が水銀含有再生資源を管理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 水銀含有再

生資源の管

理に係る主

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？ 

 

水銀含有再生資源の管理に係る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 水銀含有再

生資源の管

理に係る主

たる事業を

所管する大

臣 

水銀含有再生資源の管理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 前年度末に

おいて管理

していた水

銀含有再生

前年度の３月 31日の時点で管理していた水銀含有再生資源の量を、

種類別に記入しましたか？ 
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 記載事項 確認事項 確認 

資源の種類

別の量 

９ 前年度にお

ける水銀含

有再生資源

の管理状況 

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） 

 

10 指針に基づ

き実施した

取組等（水銀

含有再生資

源管理者の

取組） 

「2．水銀含有再生資源の環境上適正な管理の方法」に基づき実施し

た取組と、その他の取組について、「管理に関する共通事項」、「保管

に関する事項」、「その他の取組」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？ 

 

11 指針に基づ

き実施した

取組等（委託

先に実施を

求めた取組） 

水銀含有再生資源の管理を他者に委託した場合、委託先に実施を求め

た取組を、「保管」、「運搬」、「処分作業」に分けて記載してあります

か？ 

また、環境上適正な管理のための取組の実施を求めたことを確認する

ことができる書類（例：契約書に添付した仕様書）等を添付してあり

ますか？ 

 

 

（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、日本標準産業分類の細分類に従

って記載しましたか？ 

 

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 

管理している水銀含有再生資源の種類ごとに別紙２を作成しました

か？  

 

２ 水銀含有再

生資源の種

類 

タイトル「水銀含有再生資源の種類」の右の（   ）に、報告対象

となる水銀含有再生資源の名称を記入しましたか？ 

 

３ 年度当初に

管理してい

前年度の４月１日に管理していた量（前回の報告書別紙２の⑧に記載

した数値と同じ）を記入しましたか？ 
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 記載事項 確認事項 確認 

た量 また、「湿重量」か「乾重量」のどちらかを○で囲んでありますか？

「湿重量」に○をした場合、別紙２に示される水銀含有再生資源の量

は全て湿重量で統一されていますか？「乾重量」に○をした場合、全

て乾重量で統一されていますか？ 

４ 生じた量 当該年度内に事業所において発生した、別紙２の報告対象となる水銀

含有再生資源の総重量を記入しましたか？ 

 

５ 譲り受けた

量 

他者から水銀含有再生資源を譲り受けた量を、他者別に記入しました

か？また、譲り受け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、譲り受けた水銀含有再生資源が管理されてい

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譲り受けた場合、Ａ４の用紙に同様の情報

を記載したものを添付してありますか？ 

 

６ 生じた量と

譲り渡けた

量の合計 

生じた量と譲り受けた量の合計を記入しましたか？  

７ 譲り渡した

量 

報告書を作成する事業所から水銀含有再生資源を他の個人又は法人

に譲り渡した場合は、その重量及び譲渡の目的を記入しましたか？ま

た、個人に譲り渡した場合は、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したか？法人に譲り渡した場合は、直下の

欄に法人の名称と代表者の氏名を記入し、その下の欄に譲り渡した水

銀含有再生資源が管理される事業所（○○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？ 

 

  ４以上の個人又は法人に譲り渡した場合は、Ａ４の用紙に同様の情報

を記載したものを添付してありますか？ 

 

８ 処分作業を

行った量 

バーゼル条約附属書ⅣＢに掲げる処分作業が行われた水銀含有再生

資源の量（報告書を作成している事業所において行った場合、他者に

委託して行った場合の合計量）を記入しましたか？また、処分作業の

種類及び目的（処分作業により得られた物の用途）を記入しました

か？処分作業の種類はバーゼル条約附属書ⅣＢに掲げる処分作業の

いずれかとなっていますか（「R４ 金属及び金属化合物の再生利用

又は回収利用」など）？ 

 

  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

ものを添付しましたか？ 

 

９ 譲り渡した

量と処分作

業を行った

量の合計 

譲り渡した量と処分作業を行っ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 

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 保管、運搬又

は処分作業

を委託した

量 

水銀含有再生資源の管理を他者に委託した場合、保管、運搬又は処分

作業別に委託した量を記入しましたか？ 

 

 

  水銀含有再生資源の保管を他者に委託した場合、【保管、運搬又は処

分作業を委託した場合における当該保管、運搬又は処分作業の委託を

受けた者に係る情報】の「保管の委託を受けた者」の欄に以下の事項

を記入しましたか？ 

 委託先が個人の場合は住所（都道府県から）及び氏名、法人の場

合は法人の名称と代表者の氏名 

 水銀含有再生資源の保管が行われた事業所（○○支店、○○営業

所まで）の名称及び所在地（都道府県から） 

 委託先に対して水銀含有再生資源の環境上適正な保管のために

求めた取組の実施状況（その実施状況を確認することができる書

類等も添付） 

 

  水銀含有再生資源の運搬を他者に委託した場合、【保管、運搬又は処

分作業を委託した場合における当該保管、運搬又は処分作業の委託を

受けた者に係る情報】の「運搬の委託を受けた者」の欄に以下の事項

を記入しましたか？ 

 委託先が個人の場合は住所（都道府県から）及び氏名、法人の場

合は法人の名称と代表者の氏名 

 運搬の経路 

 委託先に対して水銀含有再生資源の環境上適正な運搬のために

求めた取組の実施状況（その実施状況を確認することができる書

類等も添付） 

 

  水銀含有再生資源の処分作業を他者に委託した場合、【保管、運搬又

は処分作業を委託した場合における当該保管、運搬又は処分作業の委

託を受けた者に係る情報】の「処分作業の委託を受けた者」の欄に以

下の事項を記入しましたか？ 

 委託先が個人の場合は住所（都道府県から）及び氏名、法人の場

合は法人の名称と代表者の氏名 

 処分作業を行った事業所の名称及び所在地 

 処分作業の種類（バーゼル条約附属書ⅣＢの処分作業のいずれ
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 記載事項 確認事項 確認 

か）、処分作業の目的（処分作業により得られた物の用途） 

 委託先に対して水銀含有再生資源の環境上適正な処分作業のた

めに求めた取組の実施状況（その実施状況を確認することができ

る書類等も添付） 

12 年度末に管

理していた

量 

報告する年の３月 31日に管理していた量を記入しましたか。また、

可能な限り、管理の目的別に水銀含有再生資源の管理量を記入しまし

たか？ 

 

13 備考欄 年度末に管理していた量が、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？ 

⑧＝①＋⑨－⑩－⑥（年度当初に管理していた量＋生じた量＋譲り受

けた量－譲り渡した量－処分作業を行った量－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？ 

 

 

 


