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１、手続全体の流れ

ＪＥＳＣＯへの登録

ＪＥＳＣＯから処理計画ご提案

中小企業者等軽減制度申請

ＪＥＳＣＯとの処理委託契約締結

処理料金のお支払い

収集運搬事業者から搬出日のご連絡

収集運搬事業者決定
をＪＥＳＣＯに通知

3搬 出

収集運搬事業者の選定

収集運搬事業者と契約

処理委託を進める上で最も重要な手続

中間処理完了後運搬軽減請求（中小限定）



ＪＥＳＣＯへの登録手続き
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登録手続について

トランス類・コンデンサ類
（共に3kg以上）、ＰＣＢ油など

安定器、小型電気機器（3kg未満）ウエス、
（感圧複写紙）、その他汚染物など

機器等登録

①ＰＣＢ機器等登録申込書（総括表）
②ＰＣＢ機器等調査票
③保管場所、ＰＣＢ機器等の写真を
弊社登録担当までご郵送下さい。

「機器等登録」は、ご使用中でも登録可
能です。機器の詳細が不明でも受付可能で
すので、まずは登録をお願いします。

使用中の機器は、感電の恐れがあり大変危
険です。電気主任技術者等の指示・指導等
に従って下さい。

搬入荷姿登録

搬入可能な容器（ドラム缶又はペール缶）に
保管の上、
①搬入荷姿登録申込書（総括表）
②搬入荷姿登録調査票
③保管場所、状況、重量実測風景の写真を
弊社登録担当までご郵送下さい。

「搬入荷姿登録」が難しい場合には、「予備
登録」も可能です（契約までに「搬入荷姿登
録」への移行が必要）。使用中の安定器等でも
予備登録は可能ですので、まずは登録をお願い
します。

○処理委託にあたっては、ＰＣＢ特措法に基づく届出とは別に、ＪＥＳＣＯへの登録が必要です。
○登録前に低濃度ＰＣＢ廃棄物等を必ず取り除くようお願いします。（ＪＥＳＣＯ処理対象量の適正化）

登録様式のダウンロード：https://www.jesconet.co.jp/customer/download.html 5



登録の際の重要なポイント

ＪＥＳＣＯは、「高濃度ＰＣＢ廃棄物」を処理する会社

〇 ＰＣＢ原液が廃棄物となったもの

〇 ＰＣＢを含む油が廃棄物となったもののうち、これに含まれているＰＣＢの割合
が0.5%を超えるもの

〇 ＰＣＢが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったものの

うち、ＰＣＢの濃度が１kgあたり5,000mgを超えるもの
〇 ただし、可燃性の廃棄物（汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラ

類）のうち、ＰＣＢの濃度が１kgあたり100,000（10万）mg以下のもの
は、それらの処理を行うことの出来る無害化処理認定事業者での処理をお願いする場
合があります。

※無害化処理認定事業者とは、低濃度ＰＣＢ等の処理を推進するために環境大臣が認定した事業者
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ＪＥＳＣＯの処理対象物（高濃度ＰＣＢ廃棄物）とは



登録手続について

トランス類・コンデンサ類
（共に3kg以上）、ＰＣＢ油など

安定器、小型電気機器（3kg未満）ウエス、
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使用中の機器は、感電の恐れがあり大変危
険です。電気主任技術者等の指示・指導等
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搬入荷姿登録
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高濃度ＰＣＢ廃棄物の設置箇所・判別方法について①

トランス類・コンデンサ類は、キュービクル、
配電盤周りなどに設置されています。
まず、銘板の記載内容を確認してください。
メーカー・型式・製造年月・表示記号等（不燃性油、ＡＦ式、
ＤＦ式、シバノール等）

日本電機工業会Webサイトで確認
又は

メーカー窓口へ問合わせる

トランス類、コンデンサ類

※ 使用中の機器がある場合、ＰＣＢ使用しているかどうかの調査は計画的に進めてください。
ＪＥＳＣＯでは使用中の高濃度ＰＣＢ機器でも登録可能です。
詳しくは本社「登録」に関する窓口までご相談ください。

※ 日本電機工業会の下記URLをご参照ください。
https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/pcb_hanbetsu.html
銘板の型式等で判別不可の場合、分析会社へ「ＰＣＢ濃度分析」を依頼してください。

高濃度のＰＣＢ
を使用している場合

速やかに「機器等登録」を行い処理を進めていただくようお願いします。
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使用中は感電の恐れがあり大変危険です。
電気主任技術者等の指示、指導等に従ってください。



高濃度ＰＣＢ廃棄物の設置箇所・判別方法について②

トランス類、コンデンサ類

高濃度ＰＣＢを含有するトランス・コンデンサ等は、機器に取り付けられた銘板を確認
することで判別可能。

高圧変圧器 高圧コンデンサ 銘 板

製造年

昭和28年（1953年）～昭和47年（1972年）

型式等

・「不燃性油」、「不燃性絶縁油」、「ＡＦ式」、「ＤＦ式」
・電機メーカーの絶縁油ブランド名称

「シバノール」、「ダイヤクロール」、「ヒタフネン」等
・各電機メーカーがWebサイトに型式等による判別情報を公開
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銘板情報で高濃度と判明した機
器の分析は行わないで下さい。



（参考資料） 登録申込書①、③ 総括表と写真

平成　　　年　　　月　　　日

中間貯蔵・環境安全事業株式会社　　殿
〒      　－

印

　登録約款の内容を確認し、同意した上で、機器等登録に申込いたします。　　

１．保管事業者連絡先

ふりがな

担当者

FAX番号

２．保管事業場（廃棄物等保管場所）

ふりがな

担当者

FAX番号

ふりがな

担当者

FAX番号

４．処理委託希望物

　　別紙「ＰＣＢ機器等調査票（様式－１、様式－２、様式－３、様式－６）」参照

①ＰＣＢ機器（ﾄﾗﾝｽ類・ｺﾝﾃﾞﾝｻ類）

②ＰＣＢ油類                                  

③ＰＣＢに汚染された保管容器　　 

④ＰＣＢ機器（連結ｺﾝﾃﾞﾝｻ類）

５．調査機器等の写真

　　別紙「ＰＣＢ機器等の写真撮影」参照 ※重量を実測した場合は「実測写真」が必要になりますのでご注意下さい。

６．その他特記事項

中間貯蔵・環境安全事業㈱

□　１．保管事業者と同じ（当てはまる場合、□にレ点を記入。当てはまらない場合、以下に記入）

機器等登録申込書　（総括表）

保管事業者住所

保管事業者名

代表者（役職・氏名）

連絡先

担当部署・役職

電話番号

保管事業場名

連絡先

担当部署・役職

電話番号

住　所

〒　  　－　

３．登録確認書等送付先（□にレ点を記入） □　１．保管事業者宛　　　　□　２．保管事業場宛　　　　□　３．その他（送付先を以下に記入）

送付先名  

送付先住所

〒　  　　－　

連絡先

担当部署・役職

電話番号

申込台数（　　　　　　）台

申込台数（　　　　　　）台

申込台数（　　　　　　）台

申込台数（　　　　　　）台

< １台あたり３ｋｇ以上のトランス類・コンデンサ類 及び PCB油類 > 

・　　変形（膨張等）や破損のあるコンデンサは必ず写真をお撮り下さい。

・　　銘板写真は、撮影可能であればお撮りください。

　

・     搬出可否の目安として、保管倉庫全体の写真もお撮りください。

・   「PCB機器等調査票」の何番の機器か分かるように番号をふってください。

・    重量を実測した場合は、必ず実測写真をお撮り下さい。（重量の目盛りが分るもの）

・    写真は、Ａ４サイズの紙に貼ってください。（デジカメの場合、Ａ４用紙に印刷ください。）

ＰＣＢ機器等の写真撮影
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申込書（総括表）

		機器等登録申込書　（総括表） キキ トウ トウロク モウシコミショ ソウカツ ヒョウ





																														平成　　　年　　　月　　　日 ヘイセイ ネン ガツ ニチ

		中間貯蔵・環境安全事業株式会社　　殿 チュウカン チョゾウ カンキョウ アンゼン ジギョウ カブシキガイシャ ドノ

																				〒      　－

																		保管事業者住所 ホカン ジギョウシャ ジュウショ

																		保管事業者名 ホカン ジギョウシャ メイ

																		代表者（役職・氏名） ダイヒョウシャ ヤクショク シメイ												印 イン



		　登録約款の内容を確認し、同意した上で、機器等登録に申込いたします。　　 トウロク ヤッカン ナイヨウ カクニン ドウイ ウエ キキ トウ トウロク モウシコミ



		１．保管事業者連絡先 シャ レンラク サキ

				連絡先 レンラクサキ						担当部署・役職 タントウ ブショ ヤクショク										ふりがな

																				担当者 タントウシャ

										電話番号 デンワ バンゴウ										FAX番号 バンゴウ



		２．保管事業場（廃棄物等保管場所） ハイキブツ トウ														□　１．保管事業者と同じ（当てはまる場合、□にレ点を記入。当てはまらない場合、以下に記入） オナ ア バアイ テン キニュウ ア バアイ イカ キニュウ

				保管事業場名 ホカン ジギョウジョウ メイ

				住　所 ジュウ ショ						〒　  　－　



				連絡先 レンラクサキ						担当部署・役職 タントウ ブショ ヤクショク										ふりがな

																				担当者 タントウシャ

										電話番号 デンワ バンゴウ										FAX番号 バンゴウ



		３．登録確認書等送付先（□にレ点を記入）　 トウロク カクニンショ トウ ソウフサキ														□　１．保管事業者宛　　　　□　２．保管事業場宛　　　　□　３．その他（送付先を以下に記入） ホカン ジギョウシャ アテ ホカン ジギョウジョウ アテ タ ソウフサキ

				送付先名 ソウフサキ メイ						 

				送付先住所 ソウフサキ ジュウショ						〒　  　　－　



				連絡先 レンラクサキ						担当部署・役職 タントウ ブショ ヤクショク										ふりがな

																				担当者 タントウシャ

										電話番号 デンワ バンゴウ										FAX番号 バンゴウ





		４．処理委託希望物 ショリ イタク キボウ ブツ

				　　別紙「ＰＣＢ機器等調査票（様式－１、様式－２、様式－３、様式－６）」参照 ベッシ キキ トウ チョウサヒョウ ヨウシキ ヨウシキ ヨウシキ ヨウシキ サンショウ

						①ＰＣＢ機器（ﾄﾗﾝｽ類・ｺﾝﾃﾞﾝｻ類） キキ ルイ ルイ												申込台数（　　　　　　）台 モウシコ ダイスウ ダイ

						②ＰＣＢ油類                                   アブラ ルイ												申込台数（　　　　　　）台 モウシコ ダイスウ ダイ

						③ＰＣＢに汚染された保管容器　　  オセン ホカン ヨウキ												申込台数（　　　　　　）台 モウシコ ダイスウ ダイ

						④ＰＣＢ機器（連結ｺﾝﾃﾞﾝｻ類） キキ レンケツ ルイ												申込台数（　　　　　　）台 モウシコ ダイスウ ダイ



		５．調査機器等の写真 チョウサ キキ トウ シャシン

				　　別紙「ＰＣＢ機器等の写真撮影」参照 ベッシ キキ トウ シャシン サツエイ サンショウ												※重量を実測した場合は「実測写真」が必要になりますのでご注意下さい。 ジュウリョウ ジッソク バアイ ジッソク シャシン ヒツヨウ チュウイ クダ





		６．その他特記事項 タ トッキ ジコウ

						※該当する箇所に印（レ点）をつけてください。 ガイトウ カショ シルシ テン

						　事業場が所在する地域の処理が始まってから、 ジギョウ ジョウ ショザイ チイキ ショリ ハジ																（JESCO使用欄） シヨウ ラン

						　　																  調　　整 チョウ ヒトシ				JESCO
処理受入施設 ショリ ウケイレ シセツ

								□　早い時期に ハヤ ジキ								□　１回で処理したい カイ ショリ

																						　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成  　　年  　　月～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　　年　 　 月 ヘイセイ ネン ガツ ヘイセイ ネン ガツ

								□　遅い時期に オソ ジキ								□　１年間で処理したい ネン カン ショリ



								□　特に希望なし トク キボウ								□　数年間で処理したい スウネン カン ショリ



						ご希望事項があれば下記欄にご記入ください。 キボウ ジコウ カキ ラン キニュウ







																										中間貯蔵・環境安全事業㈱ チュウカンチョゾウ カンキョウ アンゼン ジギョウ



						※PCB機器を現在使用されている事業者の方も処理希望時期をご明示ください。 キキ ゲンザイ シヨウ ジギョウシャ カタ ショリ キボウ ジキ メイジ
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< １台あたり３ｋｇ以上のトランス類・コンデンサ類　及び　PCB油類 > 



ﾄﾗﾝｽ・ｺﾝﾃﾞﾝｻ類







		PCB機器等調査票 キキ トウ チョウサヒョウ

																		１台あたり３kg以上のトランス類・コンデンサ類 ダイ イジョウ ルイ ルイ

				保管事業者名 ホカン ジギョウシャメイ																														　記入日 ： 平成  　   年       月　  　  日 キニュウ ヒ ヘイセイ ネン ガツ ニチ



				保管事業場名 ホカン ジギョウ バ メイ





																										　　　　　（注）Ｉ：ＰＣＢ表記 チュウ ヒョウキ

				※微量PCB汚染廃電気機器は、JESCOの処理対象外のため登録できませんので、ご注意下さい。 ビリョウ オセン ハイ デンキ キキ ショリ タイショウガイ トウロク チュウイ クダ																								銘板に以下の表記があるかをご確認ください。 メイバン イカ ヒョウキ カクニン

																												１．不燃性油　　２．ＡＦ式　　３．ＤＦ式　　４． シバノール　 ５．ＡＦＰ式　　６．ヒタフネン　　 フネンセイ アブラ シキ

																												７． ○○クロール（富士シンクロール、ダイヤクロール等） フジ トウ

																												　▽以下（６～８）は、トランスの「冷却方式」をご覧下さい イカ レイキャク ホウシキ ラン クダ

												 																８．ＬＮＡＮ(F)　９．ＬＦＡＮ(F)　　１０．ＬＦＷＦ  　　１１．上記表記無し ジョウキ ヒョウキ ナ



				機器番号 キキ バンゴウ		A		Ｂ-１		Ｂ-１		Ｂ-2		C		Ｄ		Ｅ		Ｆ		G		H				I		J								K		L		M		N		Ｏ

						特措法届出番号		料金種別 リョウキン シュベツ		品名		料金種別 リョウキン シュベツ		定格
容量		製造者 セイゾウ シャ		製造年 セイゾウ ドシ		型式		油量
（㍑）　　銘板 アブラ リョウ メイ バン		　機器総重量(kg)
※実測の場合は、計量を証明するもの（写真等）をお示し下さい キキ ソウジュウリョウ ジッソク バアイ ケイリョウ ショウメイ シャシン トウ シメ クダ				（注）
PCB
表記
 チュウ ヒョウキ		寸法（ｃｍ） スンポウ								抜油 ヌ アブラ		漏れ モ		台数 ダイスウ		ＰＣＢに汚染された保管容器の有無
※「有り」の場合、様式－３記入
 オセン ホカン ヨウキ ウム ア バアイ ヨウシキ キニュウ		その他特記事項

※分析している場合
PCB濃度（mg/kg)を記載 タ トッキ ジコウ ブンセキ バアイ ノウド キサイ



						特措法番号が不明な場合、空欄で可 カ								「ｋVA」 又は
「μＦ」 マタ				「月」の記載は不要 ツキ キサイ フヨウ				トランス類のみ記入 ルイ キニュウ		1台当たりの総重量(kg) ダイ ア ソウジュウリョウ		重量
確認方法 ジュウリョウ カクニン ホウホウ				幅 ハバ		奥行き オクユ		缶体の
高さ カン カラダ タカ		ブッシング高さ タカ		トランス類のみ記入 ルイ キニュウ								使用中の機器は　　　「１」　と記入 シヨウ チュウ キキ キニュウ



						１３－１		1		変圧器（トランス）		1		100ｋVA		明電舎		1970		NOKAX		298		1,200		銘板 メイバン		8		150		100		170		0		無し ナ		無し ナ		1		無し ナ		1

						１３－２		0		高圧コンデンサ コウアツ		2		30ｋVA		指月電機		1968		THK6030HRN10		-		30.5

000089: ※小数点第一位がある場合は、その旨をご記入ください。
		実測（※） ジッソク

000090: （注）実測の場合、「実測写真」が必要です。
		3		48		13		55		17		-		にじみ		1		有り ア

				0001

000090: ※すでにＪＥＳＣＯに早期登録等の登録をしている場合は、機器番号は続きの番号（通し番号）にしてください。

				0002

				0003

				0004

				0005

				0006

				0007

				0008

				0009

				0010

				0011
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　　記入例

☆　様式－１

すでにJESCOに登録をしており、機器を「追加」しようとする場合は、同じ機器番号を使わないよう続きの番号（通し番号）にしてください
(例)すでにJESCOに8台の登録がある場合
 　　0001　→　0009　に修正。

☆銘板等の情報をもとに下記項目をご記入ください。
☆登録には必ず写真が必要です。（「写真撮影例」参照）



油類

				

		ＰＣＢ機器等調査票 キキ トウ チョウサヒョウ

		Ｐ Ｃ Ｂ 油 類 ユ ルイ

		※ドラム缶・ペール缶等の容器で保管されているＰＣＢ油。
微量ＰＣＢ油は対象ではありませんのでご注意ください。 ヨウキ ホカン ビリョウ アブラ タイショウ チュウイ

		記入コード キニュウ

		※1  油の種類：　　０．トランス油　 １．コンデンサ油　　２．熱媒体油　　３．試薬　　４．検体（サンプル）　　５．その他（どんなものか記入）　 シヤク ケンタイ

		※2　 容器種類：　０．ドラム缶　１．ペール缶　２．その他（どんなものか記入） ヨウキ シュルイ カン カン タ キニュウ

		※3　 発生工程：　０．トランスから抜油　１．コンデンサから抜油　３．その他（どんなものか記入）　 ハッセイ コウテイ ヌ アブラ ヌ アブラ タ キニュウ

		※４　形態形状：　０．粘着状　　１．流動状・スラッジ（泥状物、沈殿物）なし　　２．流動状・スラッジ（泥状物、沈殿物）有　　３．その他（どんなものか記入） ケイタイ ケイジョウ ネンチャク ジョウ リュウドウ ジョウ ドロ ブツ チンデンブツ リュウドウ ジョウ アリ タ キニュウ

		※５　容器の過去の使用履歴：　０．なし（過去に他の用途で使用歴なし）　　１．再利用（どのような用途か記入）　３．不明　 ヨウキ カコ シヨウ リレキ カコ ホカ ヨウト シヨウ レキ サイリヨウ ヨウト キニュウ フメイ



		保管事業者名： ホカン ジギョウシャ メイ

		保管事業場名： ホカン ジギョウジョウ メイ



				Ａ		Ｂ		Ｃ				Ｄ		Ｅ		Ｆ								Ｇ												H		Ｉ		Ｊ		Ｋ		Ｌ

		機器番号		PCB特措法届出番号		PCB油類の種類
(※1) ユ ルイ シュルイ		容器
(※2) ヨウキ				総重量
（容器込）
（ｋｇ） ソウ ジュウリョウ ヨウキ コミ		発生工程
(※3) ハッセイ コウテイ		抜油機器の型式等 ヌ アブラ キキ カタシキ トウ								ＰＣＢ濃度・その他含有物等 ノウド タ ガンユウ ブツ トウ												引火点
(℃） インカテン		形状
形態
(※４） ケイジョウ ケイタイ		容器の過去の使用履歴
(※５） ヨウキ カコ シヨウ リレキ		容量
数量
（缶） ヨウリョウ スウリョウ カン		その他特記事項等 タ トッキ ジコウ トウ

																																				※灯油等の洗浄液含有の場合や発生工程不明の場合に記載 キサイ

								種類 シュルイ		容器
容量（ｌ） ヨウキ ヨウリョウ		※実測写真を添付下さい。 ジッソク シャシン テンプ クダ				発生した
機器名 ハッセイ キキメイ		機器型式 キキ カタシキ		製造者名 セイゾウシャ メイ		製造年 セイゾウ ネン		①PCB濃度
(mg/kg)		②水分量
（濃度） スイブン リョウ ノウド		③その他 タ				④その他 タ

																												種類 シュルイ		濃度 ノウド		種類 シュルイ		濃度 ノウド

		P999		13-10		トランス油 アブラ		ドラム缶 カン		200		295		トランスから抜油 ヌ アブラ		トランス		ＮＩＫＡＸ		明電舎 メイデンシャ		1968		600,000
mg/kg		10%												流動状、スラッジなし リュウドウ ジョウ		なし		1

		P001

		P002

		P003																																								

		P004

















　☆様式ー２

（記入例）

☆登録には写真が必要です。



保管容器



		PCB機器等調査票　 キキ ナド チョウサヒョウ

		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PCBに汚染された保管容器 オセン タモツ カン カタチ ウツワ

								豊田・大阪・東京事業区域に保管されている事業者様については、金属製及び樹脂製容器は機器等登録となります。
北九州・北海道事業区域に保管されている事業者様については、金属製容器は機器等登録、樹脂製容器は当面、搬入荷姿登録または予備登録となります。 トウメン

																														記入日：平成 　　年 　　月　　 日 キニュウ ヒ ヘイセイ ネン ガツ ニチ







																												　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

				容器
番号 ヨウキ バンゴウ		A－１　						A-2		B				C						D		Ｅ		Ｆ		Ｇ		H		I								Ｊ

						容器の種類						箱の種類		材質 ザイシツ				寸法（cm） スンポウ						板厚 イタ アツ		重量 ジュウリョウ		漏れの度合い モ ドア				台数 ダイスウ		保管容器の中身
※ウエス、ビニール等が含まれないようご注意下さい ナカミ トウ フク チュウイ クダ								備考 ビコウ

												※Aで「３（箱）」と回答した場合のみ記入												（mm）		（ｋｇ）
契約までには実測写真をお願いします。 ケイヤク ジッソク シャシン ネガ				容器の状態 ヨウキ ジョウタイ				機器の
種類		機器番号 キキ バンゴウ

																		幅 ハバ		奥行 オクユキ		高さ タカ

								３（箱） ハコ				０（蓋のない箱） フタ ハコ		0（鉄） テツ				１１０		８０		１２０		3.2		120		0（保管容器内に一部油の付着有り） ホカン ヨウキナイ イチブ アブラ フチャク ア		サビあり				２（コンデンサ類） ルイ		0002		0005



				１





				２





				３





				４







A－１
容器の種類コ-ド

０： トレイ　
１： ２００㍑ドラム缶　
２： ３００㍑ドラム缶　
３： 箱
４： その他
    （どんなものか記入）


　A－２
　箱の種類コ-ド

０：蓋のない箱　
１：蓋を開けることが可能な箱
２：蓋を開けられない箱
３：その他（どんなものか記入）


　B　材質コ-ド

０：鉄　
１：ステンレス
２：アルミ
３：ガラス
４：樹脂製
５：その他（どんなものか記入）

記入例

　F   漏れの度合いコード

０：保管容器の一部に油の付着あり
１：保管容器内で大量の油漏れあり
２：不明
　※その他の場合、状態を記入


      　I：保管容器の中身
　　　　　　　
１： トランス類
２： コンデンサ類


☆　様式－３

☆登録には写真が必要です。（保管倉庫、機器の写真をお撮りください。）



連結ｺﾝﾃﾞﾝｻ類









		PCB機器等調査票 キキ トウ チョウサヒョウ

																		連結型（集合型）コンデンサ類用 レンケツ ガタ シュウゴウ ガタ ルイ ヨウ





				保管事業者名 ホカン ジギョウシャメイ																														　記入日 ： 平成  　   年       月　  　  日 キニュウ ヒ ヘイセイ ネン ガツ ニチ



				保管事業場名 ホカン ジギョウ バ メイ



																												銘板に以下の表記があるかをご確認ください。 メイバン イカ ヒョウキ カクニン

																												１．不燃性油　　２．ＡＦ式　　３．ＤＦ式　　４． シバノール　 ５．ＡＦＰ式　　６．ヒタフネン　　 フネンセイ アブラ シキ

																												７． ○○クロール（富士シンクロール、ダイヤクロール等） フジ トウ

																												　▽以下（６～８）は、トランスの「冷却方式」をご覧下さい イカ レイキャク ホウシキ ラン クダ

																												８．ＬＮＡＮ(F)　９．ＬＦＡＮ(F)　　１０．ＬＦＷＦ  　　１１．上記表記無し ジョウキ ヒョウキ ナ



				機器番号
(#) キキ バンゴウ		A		Ｂ-１		Ｂ-１		Ｂ-2		C		Ｄ		Ｅ		Ｆ		G		H				I		J								K		L		M		N						Ｏ

						PCB特措法届出番号		料金種別 リョウキン シュベツ		品名		料金種別 リョウキン シュベツ		定格
容量		製造者 セイゾウ シャ		製造年月 セイゾウ ネンゲツ		型式		油量
（㍑）　　銘板 アブラ リョウ メイ バン		　機器総重量(kg)
※実測の場合は、計量を証明するもの（写真等）をお示し下さい キキ ソウジュウリョウ ジッソク バアイ ケイリョウ ショウメイ シャシン トウ シメ クダ				（注）
PCB表記
 チュウ ヒョウキ		寸法（ｃｍ） スンポウ								抜油 ヌ アブラ		漏れ モ		台数 ダイスウ		ＰＣＢに汚染された保管容器の有無
※「有り」の場合、様式－３記入
 オセン ホカン ヨウキ ウム ア バアイ ヨウシキ キニュウ		その他
特記事項 タ トッキ ジコウ



														「ｋVA」 又は
「μＦ」 マタ										1台当たりの総重量(kg) ダイ ア ソウジュウリョウ		重量
確認方法 ジュウリョウ カクニン ホウホウ				幅 ハバ		奥行き オクユ		缶体の
高さ カン カラダ タカ		ブッシング高さ タカ										使用中の機器は「１」　と記入 シヨウ チュウ キキ キニュウ

				#0099		13-1		コンデンサ（蓄電器）		（総体）連結コンデンサ ソウタイ レンケツ		コンデンサ類		100KVA		松下電器 マツシタ デンキ		1966		PAO-1				40		銘板 メイバン		1		40		20		30		20		無		無 ナ		1		無し ナ				ｺﾝﾃﾞﾝｻ3台連結

				#0099-1		13-1				（単体）コンデンサ タンタイ		コンデンサ類				松下電器 マツシタ デンキ		1966.						11		実測（※） ジッソク

000090: （注）実測の場合、「実測写真」が必要です。
		1		10		9		11		1		無		無 ナ		1		無し ナ				#99を構成するｺﾝﾃﾞﾝｻ(単体） コウセイ タンタイ

				#0099-2		13-1				（単体）コンデンサ タンタイ		コンデンサ類				松下電器 マツシタ デンキ		1966.						11		実測（※） ジッソク		1		10		9		11		1		無		無 ナ		1		無し ナ				#99を構成するｺﾝﾃﾞﾝｻ(単体） コウセイ タンタイ

				#0099-3		13-1				（単体）コンデンサ タンタイ		コンデンサ類				松下電器 マツシタ デンキ		1966						11		実測（※） ジッソク		1		10		9		11		1		無		無 ナ		1		無し ナ				#99を構成するｺﾝﾃﾞﾝｻ(単体） コウセイ タンタイ

				0001

000090: ※すでにＪＥＳＣＯに早期登録等の登録をしている場合は、機器番号は、続きの番号（通し番号）にしてください。								コンデンサ類





















































































































































































































































































































































　　　　記入例 　※　3連結のコンデンサの場合

☆　様式－６

☆登録には写真が必要です。（保管倉庫、機器の写真をお撮りください。）

すでにＪＥＳＣＯに登録をしており、機器を「追加」しようとする場合は、同じ機器番号を使わないよう続きの番号（通し番号）にしてください
(例)すでにJESCOに8台の登録がある場合
 　　0001　→　0009　に修正。



写真撮影例

		　



		・     搬出可否の目安として、保管倉庫全体の写真もお撮りください。

		・   「PCB機器等調査票」の何番の機器か分かるように番号をふってください。

		・    重量を実測した場合は、必ず実測写真をお撮り下さい。（重量の目盛りが分るもの）

		・    写真は、Ａ４サイズの紙に貼ってください。（デジカメの場合、Ａ４用紙に印刷ください。）

		・　　変形（膨張等）や破損のあるコンデンサは必ず写真をお撮り下さい。 ヘンケイ ボウチョウ トウ ハソン カナラ シャシン ト クダ

		・　　銘板写真は、撮影可能であればお撮りください。 メイバン シャシン サツエイ カノウ ト



    ＰＣＢ機器等の写真撮影例



登録約款

		ＰＣＢ機器等登録約款



		（通則）

		第１条　この約款は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「ＪＥＳＣＯ」という。）が行うポリ塩化
　ビフェニル廃棄物（以下「ＰＣＢ廃棄物」という。）の無害化処理事業に関し、ＰＣＢ廃棄物を保管し
　又はポリ塩化ビフェニルを使用した電気機器（以下「ＰＣＢ使用機器」という。）を使用する事業者
　（以下「事業者」という。）が、ＪＥＳＣＯに対しＰＣＢ廃棄物及び使用中のＰＣＢ使用機器（以下
　「ＰＣＢ機器等」という。）の処理委託申し込みを行うことに関し、必要な事項を定めます。



		（趣旨）

		第２条　ＪＥＳＣＯは、事業者がＪＥＳＣＯに処理委託を行うための条件として、処理委託契約の前に
　事業者が全国に保管するＰＣＢ機器等の内、処理委託対象となるＰＣＢ機器等の情報のＪＥＳＣＯへの
　登録（以下「機器等登録」という）を実施します。



		（対象ＰＣＢ機器等）

		第３条　機器等登録の対象は、事業者が全国に保管する次のＰＣＢ廃棄物及び使用中のＰＣＢ使用機器
　（以下「対象ＰＣＢ機器等」という。）です。
　　一　トランス類・コンデンサ類で３ｋｇ以上のもの（微量ＰＣＢ汚染物は除く）
　　二　ＰＣＢ油類（微量ＰＣＢ汚染物は除く）
　　三　金属製及び樹脂製の保管容器
　　　　（北九州・北海道事業区域に保管されている事業者様については、金属製容器は機器等登録、
　　　　樹脂製容器は当面、搬入荷姿登録または予備登録となります）
２　事業者が、平成１７年４月１日より平成１８年３月３１日までＪＥＳＣＯが行った早期登録・調整
　協力割引にすでに申込み、ＪＥＳＣＯが早期登録証を交付した対象ＰＣＢ機器等は、機器等登録の対象
　にはなりません。 ３ キンゾクセイ オヨ ジュシセイ ホカン ヨウキ



		（登録方法） 

		第４条　機器等登録の方法は、機器等登録を行おうとする事業者がこの約款に定める事項を承諾のうえ、
　別冊の「機器等登録ＰＣＢ機器等調査票記入要領」に従って、所定のＰＣＢ機器等調査票、保管場所・
　ＰＣＢ機器等の写真（以下「調査票等」という。）を作成し、郵送等により機器等登録を行うものとし
　ます。



		（調査票等の取扱い） 

		第５条　調査票等の記入が正しく行われなかったり、写真が添付されていない場合には、登録が受け付け
　られないことがあります。
２　対象ＰＣＢ機器等以外の物の登録や調査票等に不備があった場合については、ＪＥＳＣＯから前条の
　登録申込をした者（以下「申込者」という。）にその旨を連絡しますので、調査票等の変更等を書面に
　より行ってください。
３　提出された調査票等は、返却いたしません。



		（ＰＣＢ機器等登録確認書の交付）

		第６条　ＪＥＳＣＯは、機器等登録手続の完了後、速やかにＰＣＢ機器等登録確認書（以下「登録確認書」
　という。）を郵送により交付します。
２　申込者は、前項で交付した登録確認書の受領後、登録の内容を確認し、誤りがある場合はＪＥＳＣＯに
　申し出てください。
３　登録確認書は対象ＰＣＢ機器等の処理契約の際に必要となる資料ですので、申込者は大切に保管して
　ください。



		（登録事項の変更等） 

		第７条　申込者は、氏名、住所、電話番号、保管場所、機器情報等の登録事項に変更がある場合は、
　ＪＥＳＣＯに連絡の上、「ＰＣＢ廃棄物処理に係る登録内容の変更申請書」（ＪＥＳＣＯホームページ
　より取得可→http://www.jesconet.co.jp/customer/discount_02.html#p09）等の所定の書面により届け
　出てください。
２　申込者が登録事項の変更を届け出なかった場合には、機器等登録の効力の適用の全部又は一部が停止
　されることがあります。  



		（登録の取下げ又は取消） 

		第８条　申込者は、機器等登録の登録を取り下げ、又は取り消そうとするときは、これをＪＥＳＣＯに
　連絡の上、「ＰＣＢ廃棄物処理に係る登録内容の変更申請書」（ＪＥＳＣＯホームページより取得可
　→http://www.jesconet.co.jp/customer/discount_02.html#p09）等の所定の書面により通知してくだ
　さい。



		（機密保持）

		第９条　ＪＥＳＣＯは、ＰＣＢ機器等登録への申込により得られた事業者等の情報について、国及び管轄
　地方自治体に提供する場合等、ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推進に係る業務の目的に利用することが
　ありますが、この目的以外には利用しないことを約します。



		附則　この約款は、平成２６年１２月２４日から実施します。
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申込書（総括表）

		機器等登録申込書　（総括表） キキ トウ トウロク モウシコミショ ソウカツ ヒョウ





																														平成　　　年　　　月　　　日 ヘイセイ ネン ガツ ニチ

		中間貯蔵・環境安全事業株式会社　　殿 チュウカン チョゾウ カンキョウ アンゼン ジギョウ カブシキガイシャ ドノ

																				〒      　－

																		保管事業者住所 ホカン ジギョウシャ ジュウショ

																		保管事業者名 ホカン ジギョウシャ メイ

																		代表者（役職・氏名） ダイヒョウシャ ヤクショク シメイ												印 イン



		　登録約款の内容を確認し、同意した上で、機器等登録に申込いたします。　　 トウロク ヤッカン ナイヨウ カクニン ドウイ ウエ キキ トウ トウロク モウシコミ



		１．保管事業者連絡先 シャ レンラク サキ

				連絡先 レンラクサキ						担当部署・役職 タントウ ブショ ヤクショク										ふりがな

																				担当者 タントウシャ

										電話番号 デンワ バンゴウ										FAX番号 バンゴウ



		２．保管事業場（廃棄物等保管場所） ハイキブツ トウ														□　１．保管事業者と同じ（当てはまる場合、□にレ点を記入。当てはまらない場合、以下に記入） オナ ア バアイ テン キニュウ ア バアイ イカ キニュウ

				保管事業場名 ホカン ジギョウジョウ メイ

				住　所 ジュウ ショ						〒　  　－　



				連絡先 レンラクサキ						担当部署・役職 タントウ ブショ ヤクショク										ふりがな

																				担当者 タントウシャ

										電話番号 デンワ バンゴウ										FAX番号 バンゴウ



		３．登録確認書等送付先（□にレ点を記入）　 トウロク カクニンショ トウ ソウフサキ														□　１．保管事業者宛　　　　□　２．保管事業場宛　　　　□　３．その他（送付先を以下に記入） ホカン ジギョウシャ アテ ホカン ジギョウジョウ アテ タ ソウフサキ

				送付先名 ソウフサキ メイ						 

				送付先住所 ソウフサキ ジュウショ						〒　  　　－　



				連絡先 レンラクサキ						担当部署・役職 タントウ ブショ ヤクショク										ふりがな

																				担当者 タントウシャ

										電話番号 デンワ バンゴウ										FAX番号 バンゴウ





		４．処理委託希望物 ショリ イタク キボウ ブツ

				　　別紙「ＰＣＢ機器等調査票（様式－１、様式－２、様式－３、様式－６）」参照 ベッシ キキ トウ チョウサヒョウ ヨウシキ ヨウシキ ヨウシキ ヨウシキ サンショウ

						①ＰＣＢ機器（ﾄﾗﾝｽ類・ｺﾝﾃﾞﾝｻ類） キキ ルイ ルイ												申込台数（　　　　　　）台 モウシコ ダイスウ ダイ

						②ＰＣＢ油類                                   アブラ ルイ												申込台数（　　　　　　）台 モウシコ ダイスウ ダイ

						③ＰＣＢに汚染された保管容器　　  オセン ホカン ヨウキ												申込台数（　　　　　　）台 モウシコ ダイスウ ダイ

						④ＰＣＢ機器（連結ｺﾝﾃﾞﾝｻ類） キキ レンケツ ルイ												申込台数（　　　　　　）台 モウシコ ダイスウ ダイ



		５．調査機器等の写真 チョウサ キキ トウ シャシン

				　　別紙「ＰＣＢ機器等の写真撮影」参照 ベッシ キキ トウ シャシン サツエイ サンショウ												※重量を実測した場合は「実測写真」が必要になりますのでご注意下さい。 ジュウリョウ ジッソク バアイ ジッソク シャシン ヒツヨウ チュウイ クダ





		６．その他特記事項 タ トッキ ジコウ

						※該当する箇所に印（レ点）をつけてください。 ガイトウ カショ シルシ テン

						　事業場が所在する地域の処理が始まってから、 ジギョウ ジョウ ショザイ チイキ ショリ ハジ																（JESCO使用欄） シヨウ ラン

						　　																  調　　整 チョウ ヒトシ				JESCO
処理受入施設 ショリ ウケイレ シセツ

								□　早い時期に ハヤ ジキ								□　１回で処理したい カイ ショリ

																						　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成  　　年  　　月～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　　年　 　 月 ヘイセイ ネン ガツ ヘイセイ ネン ガツ

								□　遅い時期に オソ ジキ								□　１年間で処理したい ネン カン ショリ



								□　特に希望なし トク キボウ								□　数年間で処理したい スウネン カン ショリ



						ご希望事項があれば下記欄にご記入ください。 キボウ ジコウ カキ ラン キニュウ







																										中間貯蔵・環境安全事業㈱ チュウカンチョゾウ カンキョウ アンゼン ジギョウ



						※PCB機器を現在使用されている事業者の方も処理希望時期をご明示ください。 キキ ゲンザイ シヨウ ジギョウシャ カタ ショリ キボウ ジキ メイジ
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< １台あたり３ｋｇ以上のトランス類・コンデンサ類　及び　PCB油類 > 



ﾄﾗﾝｽ・ｺﾝﾃﾞﾝｻ類







		PCB機器等調査票 キキ トウ チョウサヒョウ

																		１台あたり３kg以上のトランス類・コンデンサ類 ダイ イジョウ ルイ ルイ

				保管事業者名 ホカン ジギョウシャメイ																														　記入日 ： 平成  　   年       月　  　  日 キニュウ ヒ ヘイセイ ネン ガツ ニチ



				保管事業場名 ホカン ジギョウ バ メイ





																										　　　　　（注）Ｉ：ＰＣＢ表記 チュウ ヒョウキ

				※微量PCB汚染廃電気機器は、JESCOの処理対象外のため登録できませんので、ご注意下さい。 ビリョウ オセン ハイ デンキ キキ ショリ タイショウガイ トウロク チュウイ クダ																								銘板に以下の表記があるかをご確認ください。 メイバン イカ ヒョウキ カクニン

																												１．不燃性油　　２．ＡＦ式　　３．ＤＦ式　　４． シバノール　 ５．ＡＦＰ式　　６．ヒタフネン　　 フネンセイ アブラ シキ

																												７． ○○クロール（富士シンクロール、ダイヤクロール等） フジ トウ

																												　▽以下（６～８）は、トランスの「冷却方式」をご覧下さい イカ レイキャク ホウシキ ラン クダ

												 																８．ＬＮＡＮ(F)　９．ＬＦＡＮ(F)　　１０．ＬＦＷＦ  　　１１．上記表記無し ジョウキ ヒョウキ ナ



				機器番号 キキ バンゴウ		A		Ｂ-１		Ｂ-１		Ｂ-2		C		Ｄ		Ｅ		Ｆ		G		H				I		J								K		L		M		N		Ｏ

						特措法届出番号		料金種別 リョウキン シュベツ		品名		料金種別 リョウキン シュベツ		定格
容量		製造者 セイゾウ シャ		製造年 セイゾウ ドシ		型式		油量
（㍑）　　銘板 アブラ リョウ メイ バン		　機器総重量(kg)
※実測の場合は、計量を証明するもの（写真等）をお示し下さい キキ ソウジュウリョウ ジッソク バアイ ケイリョウ ショウメイ シャシン トウ シメ クダ				（注）
PCB
表記
 チュウ ヒョウキ		寸法（ｃｍ） スンポウ								抜油 ヌ アブラ		漏れ モ		台数 ダイスウ		ＰＣＢに汚染された保管容器の有無
※「有り」の場合、様式－３記入
 オセン ホカン ヨウキ ウム ア バアイ ヨウシキ キニュウ		その他特記事項

※分析している場合
PCB濃度（mg/kg)を記載 タ トッキ ジコウ ブンセキ バアイ ノウド キサイ



						特措法番号が不明な場合、空欄で可 カ								「ｋVA」 又は
「μＦ」 マタ				「月」の記載は不要 ツキ キサイ フヨウ				トランス類のみ記入 ルイ キニュウ		1台当たりの総重量(kg) ダイ ア ソウジュウリョウ		重量
確認方法 ジュウリョウ カクニン ホウホウ				幅 ハバ		奥行き オクユ		缶体の
高さ カン カラダ タカ		ブッシング高さ タカ		トランス類のみ記入 ルイ キニュウ								使用中の機器は　　　「１」　と記入 シヨウ チュウ キキ キニュウ



						１３－１		1		変圧器（トランス）		1		100ｋVA		明電舎		1970		NOKAX		298		1,200		銘板 メイバン		8		150		100		170		0		無し ナ		無し ナ		1		無し ナ		1

						１３－２		0		高圧コンデンサ コウアツ		2		30ｋVA		指月電機		1968		THK6030HRN10		-		30.5

000089: ※小数点第一位がある場合は、その旨をご記入ください。
		実測（※） ジッソク

000090: （注）実測の場合、「実測写真」が必要です。
		3		48		13		55		17		-		にじみ		1		有り ア

				0001

000090: ※すでにＪＥＳＣＯに早期登録等の登録をしている場合は、機器番号は続きの番号（通し番号）にしてください。

				0002

				0003

				0004

				0005

				0006

				0007

				0008

				0009

				0010

				0011











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































&P	


　　記入例

☆　様式－１

すでにJESCOに登録をしており、機器を「追加」しようとする場合は、同じ機器番号を使わないよう続きの番号（通し番号）にしてください
(例)すでにJESCOに8台の登録がある場合
 　　0001　→　0009　に修正。

☆銘板等の情報をもとに下記項目をご記入ください。
☆登録には必ず写真が必要です。（「写真撮影例」参照）



油類

				

		ＰＣＢ機器等調査票 キキ トウ チョウサヒョウ

		Ｐ Ｃ Ｂ 油 類 ユ ルイ

		※ドラム缶・ペール缶等の容器で保管されているＰＣＢ油。
微量ＰＣＢ油は対象ではありませんのでご注意ください。 ヨウキ ホカン ビリョウ アブラ タイショウ チュウイ

		記入コード キニュウ

		※1  油の種類：　　０．トランス油　 １．コンデンサ油　　２．熱媒体油　　３．試薬　　４．検体（サンプル）　　５．その他（どんなものか記入）　 シヤク ケンタイ

		※2　 容器種類：　０．ドラム缶　１．ペール缶　２．その他（どんなものか記入） ヨウキ シュルイ カン カン タ キニュウ

		※3　 発生工程：　０．トランスから抜油　１．コンデンサから抜油　３．その他（どんなものか記入）　 ハッセイ コウテイ ヌ アブラ ヌ アブラ タ キニュウ

		※４　形態形状：　０．粘着状　　１．流動状・スラッジ（泥状物、沈殿物）なし　　２．流動状・スラッジ（泥状物、沈殿物）有　　３．その他（どんなものか記入） ケイタイ ケイジョウ ネンチャク ジョウ リュウドウ ジョウ ドロ ブツ チンデンブツ リュウドウ ジョウ アリ タ キニュウ

		※５　容器の過去の使用履歴：　０．なし（過去に他の用途で使用歴なし）　　１．再利用（どのような用途か記入）　３．不明　 ヨウキ カコ シヨウ リレキ カコ ホカ ヨウト シヨウ レキ サイリヨウ ヨウト キニュウ フメイ



		保管事業者名： ホカン ジギョウシャ メイ

		保管事業場名： ホカン ジギョウジョウ メイ



				Ａ		Ｂ		Ｃ				Ｄ		Ｅ		Ｆ								Ｇ												H		Ｉ		Ｊ		Ｋ		Ｌ

		機器番号		PCB特措法届出番号		PCB油類の種類
(※1) ユ ルイ シュルイ		容器
(※2) ヨウキ				総重量
（容器込）
（ｋｇ） ソウ ジュウリョウ ヨウキ コミ		発生工程
(※3) ハッセイ コウテイ		抜油機器の型式等 ヌ アブラ キキ カタシキ トウ								ＰＣＢ濃度・その他含有物等 ノウド タ ガンユウ ブツ トウ												引火点
(℃） インカテン		形状
形態
(※４） ケイジョウ ケイタイ		容器の過去の使用履歴
(※５） ヨウキ カコ シヨウ リレキ		容量
数量
（缶） ヨウリョウ スウリョウ カン		その他特記事項等 タ トッキ ジコウ トウ

																																				※灯油等の洗浄液含有の場合や発生工程不明の場合に記載 キサイ

								種類 シュルイ		容器
容量（ｌ） ヨウキ ヨウリョウ		※実測写真を添付下さい。 ジッソク シャシン テンプ クダ				発生した
機器名 ハッセイ キキメイ		機器型式 キキ カタシキ		製造者名 セイゾウシャ メイ		製造年 セイゾウ ネン		①PCB濃度
(mg/kg)		②水分量
（濃度） スイブン リョウ ノウド		③その他 タ				④その他 タ

																												種類 シュルイ		濃度 ノウド		種類 シュルイ		濃度 ノウド

		P999		13-10		トランス油 アブラ		ドラム缶 カン		200		295		トランスから抜油 ヌ アブラ		トランス		ＮＩＫＡＸ		明電舎 メイデンシャ		1968		600,000
mg/kg		10%												流動状、スラッジなし リュウドウ ジョウ		なし		1

		P001

		P002

		P003																																								

		P004

















　☆様式ー２

（記入例）

☆登録には写真が必要です。



保管容器



		PCB機器等調査票　 キキ ナド チョウサヒョウ

		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PCBに汚染された保管容器 オセン タモツ カン カタチ ウツワ

								豊田・大阪・東京事業区域に保管されている事業者様については、金属製及び樹脂製容器は機器等登録となります。
北九州・北海道事業区域に保管されている事業者様については、金属製容器は機器等登録、樹脂製容器は当面、搬入荷姿登録または予備登録となります。 トウメン

																														記入日：平成 　　年 　　月　　 日 キニュウ ヒ ヘイセイ ネン ガツ ニチ







																												　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

				容器
番号 ヨウキ バンゴウ		A－１　						A-2		B				C						D		Ｅ		Ｆ		Ｇ		H		I								Ｊ

						容器の種類						箱の種類		材質 ザイシツ				寸法（cm） スンポウ						板厚 イタ アツ		重量 ジュウリョウ		漏れの度合い モ ドア				台数 ダイスウ		保管容器の中身
※ウエス、ビニール等が含まれないようご注意下さい ナカミ トウ フク チュウイ クダ								備考 ビコウ

												※Aで「３（箱）」と回答した場合のみ記入												（mm）		（ｋｇ）
契約までには実測写真をお願いします。 ケイヤク ジッソク シャシン ネガ				容器の状態 ヨウキ ジョウタイ				機器の
種類		機器番号 キキ バンゴウ

																		幅 ハバ		奥行 オクユキ		高さ タカ

								３（箱） ハコ				０（蓋のない箱） フタ ハコ		0（鉄） テツ				１１０		８０		１２０		3.2		120		0（保管容器内に一部油の付着有り） ホカン ヨウキナイ イチブ アブラ フチャク ア		サビあり				２（コンデンサ類） ルイ		0002		0005



				１





				２





				３





				４







A－１
容器の種類コ-ド

０： トレイ　
１： ２００㍑ドラム缶　
２： ３００㍑ドラム缶　
３： 箱
４： その他
    （どんなものか記入）


　A－２
　箱の種類コ-ド

０：蓋のない箱　
１：蓋を開けることが可能な箱
２：蓋を開けられない箱
３：その他（どんなものか記入）


　B　材質コ-ド

０：鉄　
１：ステンレス
２：アルミ
３：ガラス
４：樹脂製
５：その他（どんなものか記入）

記入例

　F   漏れの度合いコード

０：保管容器の一部に油の付着あり
１：保管容器内で大量の油漏れあり
２：不明
　※その他の場合、状態を記入


      　I：保管容器の中身
　　　　　　　
１： トランス類
２： コンデンサ類


☆　様式－３

☆登録には写真が必要です。（保管倉庫、機器の写真をお撮りください。）



連結ｺﾝﾃﾞﾝｻ類









		PCB機器等調査票 キキ トウ チョウサヒョウ

																		連結型（集合型）コンデンサ類用 レンケツ ガタ シュウゴウ ガタ ルイ ヨウ





				保管事業者名 ホカン ジギョウシャメイ																														　記入日 ： 平成  　   年       月　  　  日 キニュウ ヒ ヘイセイ ネン ガツ ニチ



				保管事業場名 ホカン ジギョウ バ メイ



																												銘板に以下の表記があるかをご確認ください。 メイバン イカ ヒョウキ カクニン

																												１．不燃性油　　２．ＡＦ式　　３．ＤＦ式　　４． シバノール　 ５．ＡＦＰ式　　６．ヒタフネン　　 フネンセイ アブラ シキ

																												７． ○○クロール（富士シンクロール、ダイヤクロール等） フジ トウ

																												　▽以下（６～８）は、トランスの「冷却方式」をご覧下さい イカ レイキャク ホウシキ ラン クダ

																												８．ＬＮＡＮ(F)　９．ＬＦＡＮ(F)　　１０．ＬＦＷＦ  　　１１．上記表記無し ジョウキ ヒョウキ ナ



				機器番号
(#) キキ バンゴウ		A		Ｂ-１		Ｂ-１		Ｂ-2		C		Ｄ		Ｅ		Ｆ		G		H				I		J								K		L		M		N						Ｏ

						PCB特措法届出番号		料金種別 リョウキン シュベツ		品名		料金種別 リョウキン シュベツ		定格
容量		製造者 セイゾウ シャ		製造年月 セイゾウ ネンゲツ		型式		油量
（㍑）　　銘板 アブラ リョウ メイ バン		　機器総重量(kg)
※実測の場合は、計量を証明するもの（写真等）をお示し下さい キキ ソウジュウリョウ ジッソク バアイ ケイリョウ ショウメイ シャシン トウ シメ クダ				（注）
PCB表記
 チュウ ヒョウキ		寸法（ｃｍ） スンポウ								抜油 ヌ アブラ		漏れ モ		台数 ダイスウ		ＰＣＢに汚染された保管容器の有無
※「有り」の場合、様式－３記入
 オセン ホカン ヨウキ ウム ア バアイ ヨウシキ キニュウ		その他
特記事項 タ トッキ ジコウ



														「ｋVA」 又は
「μＦ」 マタ										1台当たりの総重量(kg) ダイ ア ソウジュウリョウ		重量
確認方法 ジュウリョウ カクニン ホウホウ				幅 ハバ		奥行き オクユ		缶体の
高さ カン カラダ タカ		ブッシング高さ タカ										使用中の機器は「１」　と記入 シヨウ チュウ キキ キニュウ

				#0099		13-1		コンデンサ（蓄電器）		（総体）連結コンデンサ ソウタイ レンケツ		コンデンサ類		100KVA		松下電器 マツシタ デンキ		1966		PAO-1				40		銘板 メイバン		1		40		20		30		20		無		無 ナ		1		無し ナ				ｺﾝﾃﾞﾝｻ3台連結

				#0099-1		13-1				（単体）コンデンサ タンタイ		コンデンサ類				松下電器 マツシタ デンキ		1966.						11		実測（※） ジッソク

000090: （注）実測の場合、「実測写真」が必要です。
		1		10		9		11		1		無		無 ナ		1		無し ナ				#99を構成するｺﾝﾃﾞﾝｻ(単体） コウセイ タンタイ

				#0099-2		13-1				（単体）コンデンサ タンタイ		コンデンサ類				松下電器 マツシタ デンキ		1966.						11		実測（※） ジッソク		1		10		9		11		1		無		無 ナ		1		無し ナ				#99を構成するｺﾝﾃﾞﾝｻ(単体） コウセイ タンタイ

				#0099-3		13-1				（単体）コンデンサ タンタイ		コンデンサ類				松下電器 マツシタ デンキ		1966						11		実測（※） ジッソク		1		10		9		11		1		無		無 ナ		1		無し ナ				#99を構成するｺﾝﾃﾞﾝｻ(単体） コウセイ タンタイ

				0001

000090: ※すでにＪＥＳＣＯに早期登録等の登録をしている場合は、機器番号は、続きの番号（通し番号）にしてください。								コンデンサ類





















































































































































































































































































































































　　　　記入例 　※　3連結のコンデンサの場合

☆　様式－６

☆登録には写真が必要です。（保管倉庫、機器の写真をお撮りください。）

すでにＪＥＳＣＯに登録をしており、機器を「追加」しようとする場合は、同じ機器番号を使わないよう続きの番号（通し番号）にしてください
(例)すでにJESCOに8台の登録がある場合
 　　0001　→　0009　に修正。



写真撮影例

		　



		・     搬出可否の目安として、保管倉庫全体の写真もお撮りください。

		・   「PCB機器等調査票」の何番の機器か分かるように番号をふってください。

		・    重量を実測した場合は、必ず実測写真をお撮り下さい。（重量の目盛りが分るもの）

		・    写真は、Ａ４サイズの紙に貼ってください。（デジカメの場合、Ａ４用紙に印刷ください。）

		・　　変形（膨張等）や破損のあるコンデンサは必ず写真をお撮り下さい。 ヘンケイ ボウチョウ トウ ハソン カナラ シャシン ト クダ

		・　　銘板写真は、撮影可能であればお撮りください。 メイバン シャシン サツエイ カノウ ト



    ＰＣＢ機器等の写真撮影例



登録約款

		ＰＣＢ機器等登録約款



		（通則）

		第１条　この約款は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「ＪＥＳＣＯ」という。）が行うポリ塩化
　ビフェニル廃棄物（以下「ＰＣＢ廃棄物」という。）の無害化処理事業に関し、ＰＣＢ廃棄物を保管し
　又はポリ塩化ビフェニルを使用した電気機器（以下「ＰＣＢ使用機器」という。）を使用する事業者
　（以下「事業者」という。）が、ＪＥＳＣＯに対しＰＣＢ廃棄物及び使用中のＰＣＢ使用機器（以下
　「ＰＣＢ機器等」という。）の処理委託申し込みを行うことに関し、必要な事項を定めます。



		（趣旨）

		第２条　ＪＥＳＣＯは、事業者がＪＥＳＣＯに処理委託を行うための条件として、処理委託契約の前に
　事業者が全国に保管するＰＣＢ機器等の内、処理委託対象となるＰＣＢ機器等の情報のＪＥＳＣＯへの
　登録（以下「機器等登録」という）を実施します。



		（対象ＰＣＢ機器等）

		第３条　機器等登録の対象は、事業者が全国に保管する次のＰＣＢ廃棄物及び使用中のＰＣＢ使用機器
　（以下「対象ＰＣＢ機器等」という。）です。
　　一　トランス類・コンデンサ類で３ｋｇ以上のもの（微量ＰＣＢ汚染物は除く）
　　二　ＰＣＢ油類（微量ＰＣＢ汚染物は除く）
　　三　金属製及び樹脂製の保管容器
　　　　（北九州・北海道事業区域に保管されている事業者様については、金属製容器は機器等登録、
　　　　樹脂製容器は当面、搬入荷姿登録または予備登録となります）
２　事業者が、平成１７年４月１日より平成１８年３月３１日までＪＥＳＣＯが行った早期登録・調整
　協力割引にすでに申込み、ＪＥＳＣＯが早期登録証を交付した対象ＰＣＢ機器等は、機器等登録の対象
　にはなりません。 ３ キンゾクセイ オヨ ジュシセイ ホカン ヨウキ



		（登録方法） 

		第４条　機器等登録の方法は、機器等登録を行おうとする事業者がこの約款に定める事項を承諾のうえ、
　別冊の「機器等登録ＰＣＢ機器等調査票記入要領」に従って、所定のＰＣＢ機器等調査票、保管場所・
　ＰＣＢ機器等の写真（以下「調査票等」という。）を作成し、郵送等により機器等登録を行うものとし
　ます。



		（調査票等の取扱い） 

		第５条　調査票等の記入が正しく行われなかったり、写真が添付されていない場合には、登録が受け付け
　られないことがあります。
２　対象ＰＣＢ機器等以外の物の登録や調査票等に不備があった場合については、ＪＥＳＣＯから前条の
　登録申込をした者（以下「申込者」という。）にその旨を連絡しますので、調査票等の変更等を書面に
　より行ってください。
３　提出された調査票等は、返却いたしません。



		（ＰＣＢ機器等登録確認書の交付）

		第６条　ＪＥＳＣＯは、機器等登録手続の完了後、速やかにＰＣＢ機器等登録確認書（以下「登録確認書」
　という。）を郵送により交付します。
２　申込者は、前項で交付した登録確認書の受領後、登録の内容を確認し、誤りがある場合はＪＥＳＣＯに
　申し出てください。
３　登録確認書は対象ＰＣＢ機器等の処理契約の際に必要となる資料ですので、申込者は大切に保管して
　ください。



		（登録事項の変更等） 

		第７条　申込者は、氏名、住所、電話番号、保管場所、機器情報等の登録事項に変更がある場合は、
　ＪＥＳＣＯに連絡の上、「ＰＣＢ廃棄物処理に係る登録内容の変更申請書」（ＪＥＳＣＯホームページ
　より取得可→http://www.jesconet.co.jp/customer/discount_02.html#p09）等の所定の書面により届け
　出てください。
２　申込者が登録事項の変更を届け出なかった場合には、機器等登録の効力の適用の全部又は一部が停止
　されることがあります。  



		（登録の取下げ又は取消） 

		第８条　申込者は、機器等登録の登録を取り下げ、又は取り消そうとするときは、これをＪＥＳＣＯに
　連絡の上、「ＰＣＢ廃棄物処理に係る登録内容の変更申請書」（ＪＥＳＣＯホームページより取得可
　→http://www.jesconet.co.jp/customer/discount_02.html#p09）等の所定の書面により通知してくだ
　さい。



		（機密保持）

		第９条　ＪＥＳＣＯは、ＰＣＢ機器等登録への申込により得られた事業者等の情報について、国及び管轄
　地方自治体に提供する場合等、ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推進に係る業務の目的に利用することが
　ありますが、この目的以外には利用しないことを約します。



		附則　この約款は、平成２６年１２月２４日から実施します。
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保管事業者名

保管事業場名

　　　　　（注）Ｉ：ＰＣＢ表記

※微量PCB汚染廃電気機器は、JESCOの処理対象外のため登録できませんので、ご注意下さい。 銘板に以下の表記があるかをご確認ください。

１．不燃性油　　２．ＡＦ式　　３．ＤＦ式　　４． シバノール　 ５．ＡＦＰ式　　６．ヒタフネン　　

７． ○○クロール（富士シンクロール、ダイヤクロール等）

　▽以下（６～８）は、トランスの「冷却方式」をご覧下さい

８．ＬＮＡＮ(F)　９．ＬＦＡＮ(F)　　１０．ＬＦＷＦ  　　１１．上記表記無し

A Ｂ C Ｄ Ｅ Ｆ G I K L M N

特措法番号が
不明な場合、
空欄で可

「ｋVA」 又は

「μＦ」
「月」の記載

は不要
トランス類
のみ記入

1台当たり

の総重量
(kg)

重量
確認方法

幅 奥行き
缶体の

高さ

ブッシ
ング高

さ

トランス
類のみ記

入

１３－１ 変圧器（トランス） 100ｋVA 明電舎 1970 NOKAX 298 1,200 銘板 8 150 100 170 0 無し 無し 1 無し 1

１３－２ 高圧コンデンサ 30ｋVA 指月電機 1968 THK6030HRN10 - 30.5 実測（※） 3 48 13 55 17 - にじみ 1 有り

0001

0002

0003

J Ｏ

特措法届
出番号

製造者 漏れ 台数

ＰＣＢに汚
染された
保管容器
の有無
※「有り」
の場合、
様式－３
記入

その他特記事項

※分析している場合
PCB濃度（mg/kg)を記載

PCB機器等調査票
１台あたり３kg以上のトランス類・コンデンサ類

　記入日 ： 平成  　   年       月　  　  日

品名
機器
番号

H

型式
油量
（㍑）
銘板

　機器総重量(kg)
※実測の場合は、計量
を証明するもの（写真
等）をお示し下さい

使用中の機器は
「１」　と記入

寸法（ｃｍ）
定格
容量

製造年

（注）

PCB
表記

抜油

記入例

☆ 様式－１

すでにJESCOに登録をしており、機器を「追加」しようとする場合は、同じ
機器番号を使わないよう続きの番号（通し番号）にしてください
(例)すでにJESCOに8台の登録がある場合

0001 → 0009 に修正。

☆銘板等の情報をもとに下記項目をご記入ください。
☆登録には必ず写真が必要です。（「写真撮影例」参照）

※小数点第一位
がある場合は、そ
の旨をご記入くださ
い。

（注）実測の場合、「実測写
真」が必要です。

※すでにＪＥＳＣＯに早期登録等の登
録をしている場合は、機器番号は続き
の番号（通し番号）にしてください。
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申込書（総括表）

		機器等登録申込書　（総括表） キキトウトウロクモウシコミショソウカツヒョウ

																														平成　　　年　　　月　　　日 ヘイセイネンガツニチ

		中間貯蔵・環境安全事業株式会社　　殿 チュウカンチョゾウカンキョウアンゼンジギョウカブシキガイシャドノ

																				〒      　－

																		保管事業者住所 ホカンジギョウシャジュウショ

																		保管事業者名 ホカンジギョウシャメイ

																		代表者（役職・氏名） ダイヒョウシャヤクショクシメイ												印 イン

		　登録約款の内容を確認し、同意した上で、機器等登録に申込いたします。　　 トウロクヤッカンナイヨウカクニンドウイウエキキトウトウロクモウシコミ

		１．保管事業者連絡先 シャレンラクサキ

				連絡先 レンラクサキ						担当部署・役職 タントウブショヤクショク										ふりがな

																				担当者 タントウシャ

										電話番号 デンワバンゴウ										FAX番号 バンゴウ

		２．保管事業場（廃棄物等保管場所） ハイキブツトウ														□　１．保管事業者と同じ（当てはまる場合、□にレ点を記入。当てはまらない場合、以下に記入） オナアバアイテンキニュウアバアイイカキニュウ

				保管事業場名 ホカンジギョウジョウメイ

				住　所 ジュウショ						〒　  　－　

				連絡先 レンラクサキ						担当部署・役職 タントウブショヤクショク										ふりがな

																				担当者 タントウシャ

										電話番号 デンワバンゴウ										FAX番号 バンゴウ

		３．登録確認書等送付先（□にレ点を記入）　 トウロクカクニンショトウソウフサキ														□　１．保管事業者宛　　　　□　２．保管事業場宛　　　　□　３．その他（送付先を以下に記入） ホカンジギョウシャアテホカンジギョウジョウアテタソウフサキ

				送付先名 ソウフサキメイ

				送付先住所 ソウフサキジュウショ						〒　  　　－　

				連絡先 レンラクサキ						担当部署・役職 タントウブショヤクショク										ふりがな

																				担当者 タントウシャ

										電話番号 デンワバンゴウ										FAX番号 バンゴウ

		４．処理委託希望物 ショリイタクキボウブツ

				　　別紙「ＰＣＢ機器等調査票（様式－１、様式－２、様式－３、様式－６）」参照 ベッシキキトウチョウサヒョウヨウシキヨウシキヨウシキヨウシキサンショウ

						①ＰＣＢ機器（ﾄﾗﾝｽ類・ｺﾝﾃﾞﾝｻ類） キキルイルイ												申込台数（　　　　　　）台 モウシコダイスウダイ

						②ＰＣＢ油類                                   アブラルイ												申込台数（　　　　　　）台 モウシコダイスウダイ

						③ＰＣＢに汚染された保管容器　　  オセンホカンヨウキ												申込台数（　　　　　　）台 モウシコダイスウダイ

						④ＰＣＢ機器（連結ｺﾝﾃﾞﾝｻ類） キキレンケツルイ												申込台数（　　　　　　）台 モウシコダイスウダイ

		５．調査機器等の写真 チョウサキキトウシャシン

				　　別紙「ＰＣＢ機器等の写真撮影」参照 ベッシキキトウシャシンサツエイサンショウ												※重量を実測した場合は「実測写真」が必要になりますのでご注意下さい。 ジュウリョウジッソクバアイジッソクシャシンヒツヨウチュウイクダ

		６．その他特記事項 タトッキジコウ

						※該当する箇所に印（レ点）をつけてください。 ガイトウカショシルシテン

						　事業場が所在する地域の処理が始まってから、 ジギョウジョウショザイチイキショリハジ																（JESCO使用欄） シヨウラン

						　　																調　　整 チョウヒトシ				JESCO
処理受入施設 ショリウケイレシセツ

								□　早い時期に ハヤジキ								□　１回で処理したい カイショリ

																						　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成  　　年  　　月～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　　年　 　 月 ヘイセイネンガツヘイセイネンガツ

								□　遅い時期に オソジキ								□　１年間で処理したい ネンカンショリ

								□　特に希望なし トクキボウ								□　数年間で処理したい スウネンカンショリ

						ご希望事項があれば下記欄にご記入ください。 キボウジコウカキランキニュウ

																										中間貯蔵・環境安全事業㈱ チュウカンチョゾウカンキョウアンゼンジギョウ

						※PCB機器を現在使用されている事業者の方も処理希望時期をご明示ください。 キキゲンザイシヨウジギョウシャカタショリキボウジキメイジ
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< １台あたり３ｋｇ以上のトランス類・コンデンサ類　及び　PCB油類 >



ﾄﾗﾝｽ・ｺﾝﾃﾞﾝｻ類

		

		PCB機器等調査票 キキトウチョウサヒョウ

																		１台あたり３kg以上のトランス類・コンデンサ類 ダイイジョウルイルイ

				保管事業者名 ホカンジギョウシャメイ																														　記入日 ： 平成  　   年       月　  　  日 キニュウヒヘイセイネンガツニチ

				保管事業場名 ホカンジギョウバメイ

																										　　　　　（注）Ｉ：ＰＣＢ表記 チュウヒョウキ

				※微量PCB汚染廃電気機器は、JESCOの処理対象外のため登録できませんので、ご注意下さい。 ビリョウオセンハイデンキキキショリタイショウガイトウロクチュウイクダ																								銘板に以下の表記があるかをご確認ください。 メイバンイカヒョウキカクニン

																												１．不燃性油　　２．ＡＦ式　　３．ＤＦ式　　４． シバノール　 ５．ＡＦＰ式　　６．ヒタフネン　　 フネンセイアブラシキ

																												７． ○○クロール（富士シンクロール、ダイヤクロール等） フジトウ

																												　▽以下（６～８）は、トランスの「冷却方式」をご覧下さい イカレイキャクホウシキランクダ

																												８．ＬＮＡＮ(F)　９．ＬＦＡＮ(F)　　１０．ＬＦＷＦ  　　１１．上記表記無し ジョウキヒョウキナ

				機器番号 キキバンゴウ		A		Ｂ-１		Ｂ		Ｂ-2		C		Ｄ		Ｅ		Ｆ		G		H				I		J								K		L		M		N		Ｏ

						特措法届出番号		料金種別 リョウキンシュベツ		品名		料金種別 リョウキンシュベツ		定格
容量		製造者 セイゾウシャ		製造年 セイゾウドシ		型式		油量
（㍑）　　銘板 アブラリョウメイバン		　機器総重量(kg)
※実測の場合は、計量を証明するもの（写真等）をお示し下さい キキソウジュウリョウジッソクバアイケイリョウショウメイシャシントウシメクダ				（注）
PCB
表記
 チュウヒョウキ		寸法（ｃｍ） スンポウ								抜油 ヌアブラ		漏れ モ		台数 ダイスウ		ＰＣＢに汚染された保管容器の有無
※「有り」の場合、様式－３記入
 オセンホカンヨウキウムアバアイヨウシキキニュウ		その他特記事項

※分析している場合
PCB濃度（mg/kg)を記載 タトッキジコウブンセキバアイノウドキサイ

						特措法番号が不明な場合、空欄で可 カ								「ｋVA」 又は
「μＦ」 マタ				「月」の記載は不要 ツキキサイフヨウ				トランス類のみ記入 ルイキニュウ		1台当たりの総重量(kg) ダイアソウジュウリョウ		重量
確認方法 ジュウリョウカクニンホウホウ				幅 ハバ		奥行き オクユ		缶体の
高さ カンカラダタカ		ブッシング高さ タカ		トランス類のみ記入 ルイキニュウ								使用中の機器は　　　「１」　と記入 シヨウチュウキキキニュウ

						１３－１		1		変圧器（トランス）		1		100ｋVA		明電舎		1970		NOKAX		298		1,200		銘板 メイバン		8		150		100		170		0		無し ナ		無し ナ		1		無し ナ		1

						１３－２		0		高圧コンデンサ コウアツ		2		30ｋVA		指月電機		1968		THK6030HRN10		-		30.5		実測（※） ジッソク		3		48		13		55		17		-		にじみ		1		有り ア

				0001

				0002

				0003

				0004

				0005

				0006

				0007

				0008

				0009

				0010

				0011
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※小数点第一位がある場合は、その旨をご記入ください。

（注）実測の場合、「実測写真」が必要です。

※すでにＪＥＳＣＯに早期登録等の登録をしている場合は、機器番号は続きの番号（通し番号）にしてください。

　　記入例

☆　様式－１

すでにJESCOに登録をしており、機器を「追加」しようとする場合は、同じ機器番号を使わないよう続きの番号（通し番号）にしてください
(例)すでにJESCOに8台の登録がある場合
 　　0001　→　0009　に修正。

☆銘板等の情報をもとに下記項目をご記入ください。
☆登録には必ず写真が必要です。（「写真撮影例」参照）



油類

		

		ＰＣＢ機器等調査票 キキトウチョウサヒョウ

		Ｐ Ｃ Ｂ 油 類 ユルイ

		※ドラム缶・ペール缶等の容器で保管されているＰＣＢ油。
微量ＰＣＢ油は対象ではありませんのでご注意ください。 ヨウキホカンビリョウアブラタイショウチュウイ

		記入コード キニュウ

		※1  油の種類：　　０．トランス油　 １．コンデンサ油　　２．熱媒体油　　３．試薬　　４．検体（サンプル）　　５．その他（どんなものか記入）　 シヤクケンタイ

		※2　 容器種類：　０．ドラム缶　１．ペール缶　２．その他（どんなものか記入） ヨウキシュルイカンカンタキニュウ

		※3　 発生工程：　０．トランスから抜油　１．コンデンサから抜油　３．その他（どんなものか記入）　 ハッセイコウテイヌアブラヌアブラタキニュウ

		※４　形態形状：　０．粘着状　　１．流動状・スラッジ（泥状物、沈殿物）なし　　２．流動状・スラッジ（泥状物、沈殿物）有　　３．その他（どんなものか記入） ケイタイケイジョウネンチャクジョウリュウドウジョウドロブツチンデンブツリュウドウジョウアリタキニュウ

		※５　容器の過去の使用履歴：　０．なし（過去に他の用途で使用歴なし）　　１．再利用（どのような用途か記入）　３．不明　 ヨウキカコシヨウリレキカコホカヨウトシヨウレキサイリヨウヨウトキニュウフメイ

		保管事業者名： ホカンジギョウシャメイ

		保管事業場名： ホカンジギョウジョウメイ

				Ａ		Ｂ		Ｃ				Ｄ		Ｅ		Ｆ								Ｇ												H		Ｉ		Ｊ		Ｋ		Ｌ

		機器番号		PCB特措法届出番号		PCB油類の種類
(※1) ユルイシュルイ		容器
(※2) ヨウキ				総重量
（容器込）
（ｋｇ） ソウジュウリョウヨウキコミ		発生工程
(※3) ハッセイコウテイ		抜油機器の型式等 ヌアブラキキカタシキトウ								ＰＣＢ濃度・その他含有物等 ノウドタガンユウブツトウ												引火点
(℃） インカテン		形状
形態
(※４） ケイジョウケイタイ		容器の過去の使用履歴
(※５） ヨウキカコシヨウリレキ		容量
数量
（缶） ヨウリョウスウリョウカン		その他特記事項等 タトッキジコウトウ

																																				※灯油等の洗浄液含有の場合や発生工程不明の場合に記載 キサイ

								種類 シュルイ		容器
容量（ｌ） ヨウキヨウリョウ		※実測写真を添付下さい。 ジッソクシャシンテンプクダ				発生した
機器名 ハッセイキキメイ		機器型式 キキカタシキ		製造者名 セイゾウシャメイ		製造年 セイゾウネン		①PCB濃度
(mg/kg)		②水分量
（濃度） スイブンリョウノウド		③その他 タ				④その他 タ

																												種類 シュルイ		濃度 ノウド		種類 シュルイ		濃度 ノウド

		P999		13-10		トランス油 アブラ		ドラム缶 カン		200		295		トランスから抜油 ヌアブラ		トランス		ＮＩＫＡＸ		明電舎 メイデンシャ		1968		600,000
mg/kg		10%												流動状、スラッジなし リュウドウジョウ		なし		1

		P001

		P002

		P003

		P004



　☆様式ー２

（記入例）

☆登録には写真が必要です。



保管容器

		

		PCB機器等調査票　 キキナドチョウサヒョウ

		　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PCBに汚染された保管容器 オセンタモツカンカタチウツワ

								豊田・大阪・東京事業区域に保管されている事業者様については、金属製及び樹脂製容器は機器等登録となります。
北海道事業区域に保管されている事業者様については、金属製容器は機器等登録、樹脂製容器は当面、搬入荷姿登録または予備登録となります。 トウメン

																														記入日：平成 　　年 　　月　　 日 キニュウヒヘイセイネンガツニチ

																												　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

				容器
番号 ヨウキバンゴウ		A－１　						A-2		B				C						D		Ｅ		Ｆ		Ｇ		H		I								Ｊ

						容器の種類						箱の種類		材質 ザイシツ				寸法（cm） スンポウ						板厚 イタアツ		重量 ジュウリョウ		漏れの度合い モドア				台数 ダイスウ		保管容器の中身
※ウエス、ビニール等が含まれないようご注意下さい ナカミトウフクチュウイクダ								備考 ビコウ

												※Aで「３（箱）」と回答した場合のみ記入												（mm）		（ｋｇ）
契約までには実測写真をお願いします。 ケイヤクジッソクシャシンネガ				容器の状態 ヨウキジョウタイ				機器の
種類		機器番号 キキバンゴウ

																		幅 ハバ		奥行 オクユキ		高さ タカ

								３（箱） ハコ				０（蓋のない箱） フタハコ		0（鉄） テツ				１１０		８０		１２０		3.2		120		0（保管容器内に一部油の付着有り） ホカンヨウキナイイチブアブラフチャクア		サビあり				２（コンデンサ類） ルイ		0002		0005

				１

				２

				３

				４



A－１
容器の種類コ-ド

０： トレイ　
１： ２００㍑ドラム缶　
２： ３００㍑ドラム缶　
３： 箱
４： その他
    （どんなものか記入）

　A－２
　箱の種類コ-ド

０：蓋のない箱　
１：蓋を開けることが可能な箱
２：蓋を開けられない箱
３：その他（どんなものか記入）

　B　材質コ-ド

０：鉄　
１：ステンレス
２：アルミ
３：ガラス
４：樹脂製
５：その他（どんなものか記入）

記入例

　F   漏れの度合いコード

０：保管容器の一部に油の付着あり
１：保管容器内で大量の油漏れあり
２：不明
　※その他の場合、状態を記入

　I：保管容器の中身
　　　　　　　
１： トランス類
２： コンデンサ類

☆　様式－３

☆登録には写真が必要です。（保管倉庫、機器の写真をお撮りください。）



連結ｺﾝﾃﾞﾝｻ類

		

		PCB機器等調査票 キキトウチョウサヒョウ

																		連結型（集合型）コンデンサ類用 レンケツガタシュウゴウガタルイヨウ

				保管事業者名 ホカンジギョウシャメイ																														　記入日 ： 平成  　   年       月　  　  日 キニュウヒヘイセイネンガツニチ

				保管事業場名 ホカンジギョウバメイ

																												銘板に以下の表記があるかをご確認ください。 メイバンイカヒョウキカクニン

																												１．不燃性油　　２．ＡＦ式　　３．ＤＦ式　　４． シバノール　 ５．ＡＦＰ式　　６．ヒタフネン　　 フネンセイアブラシキ

																												７． ○○クロール（富士シンクロール、ダイヤクロール等） フジトウ

																												　▽以下（６～８）は、トランスの「冷却方式」をご覧下さい イカレイキャクホウシキランクダ

																												８．ＬＮＡＮ(F)　９．ＬＦＡＮ(F)　　１０．ＬＦＷＦ  　　１１．上記表記無し ジョウキヒョウキナ

				機器番号
(#) キキバンゴウ		A		Ｂ-１		Ｂ		Ｂ-2		C		Ｄ		Ｅ		Ｆ		G		H				I		J								K		L		M		N						Ｏ

						PCB特措法届出番号		料金種別 リョウキンシュベツ		品名		料金種別 リョウキンシュベツ		定格
容量		製造者 セイゾウシャ		製造年月 セイゾウネンゲツ		型式		油量
（㍑）　　銘板 アブラリョウメイバン		　機器総重量(kg)
※実測の場合は、計量を証明するもの（写真等）をお示し下さい キキソウジュウリョウジッソクバアイケイリョウショウメイシャシントウシメクダ				（注）
PCB表記
 チュウヒョウキ		寸法（ｃｍ） スンポウ								抜油 ヌアブラ		漏れ モ		台数 ダイスウ		ＰＣＢに汚染された保管容器の有無
※「有り」の場合、様式－３記入
 オセンホカンヨウキウムアバアイヨウシキキニュウ		その他
特記事項 タトッキジコウ

														「ｋVA」 又は
「μＦ」 マタ										1台当たりの総重量(kg) ダイアソウジュウリョウ		重量
確認方法 ジュウリョウカクニンホウホウ				幅 ハバ		奥行き オクユ		缶体の
高さ カンカラダタカ		ブッシング高さ タカ										使用中の機器は「１」　と記入 シヨウチュウキキキニュウ

				#0099		13-1		コンデンサ（蓄電器）		（総体）連結コンデンサ ソウタイレンケツ		コンデンサ類		100KVA		松下電器 マツシタデンキ		1966		PAO-1				40		銘板 メイバン		1		40		20		30		20		無		無 ナ		1		無し ナ				ｺﾝﾃﾞﾝｻ3台連結

				#0099-1		13-1				（単体）コンデンサ タンタイ		コンデンサ類				松下電器 マツシタデンキ		1966.						11		実測（※） ジッソク		1		10		9		11		1		無		無 ナ		1		無し ナ				#99を構成するｺﾝﾃﾞﾝｻ(単体） コウセイタンタイ

				#0099-2		13-1				（単体）コンデンサ タンタイ		コンデンサ類				松下電器 マツシタデンキ		1966.						11		実測（※） ジッソク		1		10		9		11		1		無		無 ナ		1		無し ナ				#99を構成するｺﾝﾃﾞﾝｻ(単体） コウセイタンタイ

				#0099-3		13-1				（単体）コンデンサ タンタイ		コンデンサ類				松下電器 マツシタデンキ		1966						11		実測（※） ジッソク		1		10		9		11		1		無		無 ナ		1		無し ナ				#99を構成するｺﾝﾃﾞﾝｻ(単体） コウセイタンタイ

				0001								コンデンサ類



（注）実測の場合、「実測写真」が必要です。

※すでにＪＥＳＣＯに早期登録等の登録をしている場合は、機器番号は、続きの番号（通し番号）にしてください。

　　　　記入例 　※　3連結のコンデンサの場合

☆　様式－６

☆登録には写真が必要です。（保管倉庫、機器の写真をお撮りください。）

すでにＪＥＳＣＯに登録をしており、機器を「追加」しようとする場合は、同じ機器番号を使わないよう続きの番号（通し番号）にしてください
(例)すでにJESCOに8台の登録がある場合
 　　0001　→　0009　に修正。



写真撮影例

		　

		・     搬出可否の目安として、保管倉庫全体の写真もお撮りください。

		・   「PCB機器等調査票」の何番の機器か分かるように番号をふってください。

		・    重量を実測した場合は、必ず実測写真をお撮り下さい。（重量の目盛りが分るもの）

		・    写真は、Ａ４サイズの紙に貼ってください。（デジカメの場合、Ａ４用紙に印刷ください。）

		・　　変形（膨張等）や破損のあるコンデンサは必ず写真をお撮り下さい。 ヘンケイボウチョウトウハソンカナラシャシントクダ

		・　　銘板写真は、撮影可能であればお撮りください。 メイバンシャシンサツエイカノウト



ＰＣＢ機器等の写真撮影例







登録手続について

トランス類・コンデンサ類
（共に3kg以上）、ＰＣＢ油など

安定器、小型電気機器（3kg未満）ウエス、
（感圧複写紙）、その他汚染物など

機器等登録

①ＰＣＢ機器等登録申込書（総括表）
②ＰＣＢ機器等調査票
③保管場所、ＰＣＢ機器等の写真を
弊社登録担当までご郵送下さい。

「機器等登録」は、ご使用中でも登録可
能です。機器の詳細が不明でも受付可能で
すので、まずは登録をお願いします。

使用中の機器は、感電の恐れがあり大変危
険です。電気主任技術者等の指示・指導等
に従って下さい。

搬入荷姿登録

搬入可能な容器（ドラム缶又はペール缶）に
保管の上、
①搬入荷姿登録申込書（総括表）
②搬入荷姿登録調査票
③保管場所、状況、重量実測風景の写真を
弊社登録担当までご郵送下さい。

「搬入荷姿登録」が難しい場合には、「予備
登録」も可能です（契約までに「搬入荷姿登
録」への移行が必要）。使用中の安定器等でも
予備登録は可能ですので、まずは登録をお願い
します。

○処理委託にあたっては、ＰＣＢ特措法に基づく届出とは別に、ＪＥＳＣＯへの登録が必要です。
○登録前に低濃度ＰＣＢ廃棄物等を必ず取り除くようお願いします。（ＪＥＳＣＯ処理対象量の適正化）

登録様式のダウンロード：https://www.jesconet.co.jp/customer/download.html 12



ＰＣＢ使用安定器を使用した照明器具

〇 昭和32年（1957年）１月～昭和47年（1972年）８月までに製造された、以下の器具
の一部に使用

○ 昭和51年（1976年）10月までに建築・改修された建物には、ＰＣＢ使用安定器が使
用された可能性があり、日本照明工業会は、昭和52年３月までは、対象機器として扱
うことが望ましいとしています。

安定器その１

※日本照明工業会HPより

※ 蛍光灯器具は磁気式安定器が対象です。インバータ（電子）式安定器（表示
「Ｈｆ」）及び一般家庭用のグロースタート式低力率型蛍光灯器具の安定器には
ＰＣＢは使用されていません。

13

ＰＣＢ使用安定器の判別方法について①



日本照明工業会HPで確認
又は

メーカー窓口へ問合わせる

※日本照明工業会HPより

まず、ラベルの内容を確認してください。
メーカー・種類・力率・製造年月など

※ 日本照明工業会の下記URLをご参照ください。
http://www.jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm

高濃度ＰＣＢを

使用している場合

速やかに「搬入荷姿登録」をして処理をお願いします。

14

安定器その２

ＰＣＢ使用安定器の判別方法について②



〇照明更新の際に発見された。
照明をＬＥＤ照明に切り替える際に発見されることがあります。

〇照明器具内に残っているのが発見された。
直管ＬＥＤランプに交換している場合、器具内に古い安定器がそのまま残っていることがあります。

〇天井裏や壁際から発見された。
安定器が天井裏や工場等の壁際に設置されている場合、見逃すことがあるので注意が必要です。

〇建屋工事の際に発見された。
施設耐震工事の際に発見されることがあります。

〇エレベーターから発見された。
エレベーター照明にも安定器は使われています。

建物由来で探すことが重要です。

建物を建築した時期が昭和52年（1977年）３月以前の場合は、安定器に

ＰＣＢが含まれている可能性がありますので、調査の参考にしてくださ

い。

建築時に設置されたＰＣＢ含有安定器の一部が交換されずに残っている

例もありますので、十分注意の上、調査をしてください。

工場等の壁際に設置されている例器具内に古い安定器が残っている例

ＰＣＢ使用安定器の判別方法について③

安定器発見事例

15



保管中の廃安定器の中には、ＰＣＢを使用していない廃安定器が混在している事例が多数見られ

ます。２～３割がＰＣＢを使用していない廃安定器であったという事例も多く、ＰＣＢ使用・不
使用の分別等は処理費用の削減に大きな効果を発揮する可能性があります。

廃安定器を保管している皆さま方には、ぜひとも分別等の作業を実施していただくことを

お勧めします。

ＰＣＢ使用・不使用の分別等を委託する場合は、弊社Webサイトをご参照ください。
https://www.jesconet.co.jp/customer/bunbetsusokushin.html

（※）ＰＣＢ使用安定器であっても、コンデンサが充填材（アスファルト又は樹脂）で固定されていない
「コンデンサ外付け型安定器」で、膨張、腐食、油にじみがないことが目視で確認できる場合には、

コンデンサを取り外すことができる場合があります。

分別作業

ＰＣＢ含有のコンデンサ部分を取り外すこと
ができる廃安定器の取り外し作業

ＰＣＢ使用安定器の判別方法について④

安定器の分別等
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○搬入荷姿登録に必要な写真撮影例

  　　　　　年　　　　月　　　　日

中間貯蔵・環境安全事業株式会社　　殿

印

安定器等・汚染物登録約款の内容を確認し、同意した上で、搬入荷姿登録に申込いたします。　　

１．保管事業者連絡先

２．保管事業場（廃棄物等保管場所） 　□　１．保管事業者と同じ（当てはまる場合、□にレ点を記入。当てはまらない場合、以下に記入）

３．登録確認書等送付先（□にレ点を記入　□　１．保管事業者宛　　　　□　２．保管事業場宛　　　　□　３．その他（送付先を以下に記入）

４．登録区分（以下のいずれかを選択し、選択した方の□にレ点を記入ください）

□新規の搬入荷姿登録申請

□予備登録した廃棄物をすべて搬入荷姿登録へ移行（右欄に予備登録番号を記入） ｂ

□予備登録した廃棄物の一部を搬入荷姿登録へ移行（右欄に予備登録番号を記入）→「様式４ 変更・追加申請用」を提出ください。

５．処理委託希望物

別紙 搬入荷姿登録調査票（安定器等・汚染物）　 様式５ 参照

６．調査機器等の写真

７．その他の注意事項、備考

中間貯蔵・環境安全事業（株）

　・「安定器等・汚染物登録調査票記入要領」の必要書類の記入要領 ２．搬入荷姿登録調査票の記入要領 [３]安定器等・汚染物の写真撮影(14ページ

　  を参照の上撮影いただき、本表提出時に添付願います。

【申込缶数　ドラム缶（　　　　　　）缶　　ペール缶（　　　　　　）缶】　　

連絡先

連絡先

担当部署・役職

電話番号

代表者（役職・氏名）

ふりがな

担当者名

〒　　　　－

ふりがな

担当者名

送付先住所

担当部署・役職

電話番号

搬入荷姿登録申込書（安定器等・汚染物)
（総括表）

〒　  　　－

保管事業者住所

保管事業者名

連絡先
担当部署・役職

担当者名

電話番号 FAX番号

住　所

保管事業場名

〒　　　　－

FAX番号

ふりがな

FAX番号

送付先名

（参考資料） 登録申込書①、③ 総括表と写真
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総括表

		搬入荷姿登録申込書（安定器等・汚染物) ハンニュウニスガタトウロクモウシコミショアンテイキトウオセンブツ

		（総括表）

																																						平成　　　　　年　　　　月　　　　日 ヘイセイネンガツニチ

		中間貯蔵・環境安全事業株式会社　　殿 チュウカンチョゾウカンキョウアンゼンジギョウカブシキガイシャドノ

																												〒　  　　－

																						保管事業者住所 ホカンジギョウシャジュウショ

																						保管事業者名 ホカンジギョウシャメイ

																						代表者（役職・氏名） ダイヒョウシャ																												印 イン

		安定器等・汚染物登録約款の内容を確認し、同意した上で、搬入荷姿登録に申込いたします。　　 アンテイキトウオセンブツハンニュウニスガタ

		１．保管事業者連絡先 シャレンラクサキ

				連絡先 レンラクサキ						担当部署・役職 タントウブショヤクショク																				ふりがな

																														担当者名 タントウシャメイ

										電話番号 デンワバンゴウ																				FAX番号 バンゴウ

		２．保管事業場（廃棄物等保管場所） ハイキブツトウ																　□　１．保管事業者と同じ（当てはまる場合、□にレ点を記入。当てはまらない場合、以下に記入） オナアバアイテンキニュウアバアイイカキニュウ

				保管事業場名 ホカンジギョウジョウメイ

				住　所 ジュウショ						〒　　　　－

				連絡先 レンラクサキ						担当部署・役職 タントウブショヤクショク																				ふりがな

																														担当者名 タントウシャメイ

										電話番号 デンワバンゴウ																				FAX番号 バンゴウ

		３．登録確認書等送付先（□にレ点を記入）　 トウロクカクニンショトウソウフサキ																　□　１．保管事業者宛　　　　□　２．保管事業場宛　　　　□　３．その他（送付先を以下に記入） ホカンジギョウシャアテホカンジギョウジョウアテタソウフサキ

				送付先名 ソウフサキメイ

				送付先住所 ソウフサキジュウショ						〒　　　　－

				連絡先 レンラクサキ						担当部署・役職 タントウブショヤクショク																				ふりがな

																														担当者名 タントウシャメイ

										電話番号 デンワバンゴウ																				FAX番号 バンゴウ

		４．登録区分（以下のいずれかを選択し、選択した方の□にレ点を記入ください） トウロククブンイカセンタクセンタクホウテンキニュウ

				□		新規の搬入荷姿登録申請 シンキハンニュウニスガタトウロクシンセイ

				□		予備登録した廃棄物をすべて搬入荷姿登録へ移行（右欄に予備登録番号を記入） ヨビトウロクハイキブツハンニュウニスガタトウロクイコウミギランヨビトウロクバンゴウキニュウ																										ｂ

				□		予備登録した廃棄物の一部を搬入荷姿登録へ移行（右欄に予備登録番号を記入）→「様式４ 変更・追加申請用」を提出ください。 ヨビトウロクハイキブツイチブハンニュウニスガタトウロクイコウミギランヨビトウロクバンゴウキニュウテイシュツ

						※今回の搬入荷姿登録以外で、今後、追加で搬入荷姿登録に移行する廃棄物がある場合

		５．処理委託希望物 ショリイタクキボウブツ

				別紙 搬入荷姿登録調査票（安定器等・汚染物）　 様式５ 参照 ベッシアンテイキトウヨウシキサンショウ																								【申込缶数　ドラム缶（　　　　　　）缶　　ペール缶（　　　　　　）缶】　　 モウシコミカンスウカンカンカンカン

		６．調査機器等の写真 チョウサキキトウシャシン

				　・「安定器等・汚染物調査票記入要領」の登録必要書類の記入要領３．（３）「安定器等・汚染物の写真撮影」を参照の上撮影して、本表提出時に添付願います。 アンテイキトウオセンブツチョウサヒョウキニュウヨウリョウアンテイキトウオセンブツシャシンサツエイサンショウウエサツエイホンヒョウテイシュツジテンプネガ

		７．その他の注意事項、備考 ビコウ

																																												中間貯蔵・環境安全事業（株） チュウカンチョゾウカンキョウアンゼンジギョウカブ
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仕分け記入フロー

		

		「搬入荷姿登録調査票」（様式５）にご記入をいただく際に、お読みください。 ハンニュウニスガタトウロクチョウサヒョウヨウシキキニュウサイヨ

		　廃安定器の搬入荷姿登録にあたっては、登録しようとする事業場に保管されている廃安定器の登録総重量 ハイアンテイキハンニュウニスガタトウロクトウロクジギョウジョウホカンハイアンテイキトウロクソウジュウリョウ

		５００ｋｇを目安に、「搬入荷姿登録調査票」の記入箇所が異なっております。

		以下のフローをご覧いただき、記入方法を確認していただきますようお願い致します。

		「搬入荷姿登録調査票」（様式５）の記入箇所判別フロー（黄色　　　部分への記入の有無） ハンニュウニスガタトウロクチョウサヒョウキニュウカショハンベツキイロブブンキニュウウム

												事業場で保管している安定器等・汚染物 ジギョウジョウホカンアンテイキトウオセンブツ

																				　　　

												事業場全体での安定器の登録総重量が
500kg未満と見込まれる場合 ジギョウジョウゼンタイトウロクソウジュウリョウミマンミコバアイ												事業場全体での安定器の登録総重量が
500kg以上と見込まれる場合 ジギョウジョウゼンタイアンテイキトウロクソウジュウリョウイジョウミコバアイ

				黄色　　　　部分への記入は不要 フヨウ																				黄色　　　　の記入のご協力をお願いします。
（把握されている情報の記入のみで結構です） キョウリョクハアクジョウホウキニュウケッコウ

		※		廃安定器とは、保管中の「蛍光灯安定器」、「水銀灯用安定器」、「安定器（用途不明）」、「防爆形安定器」、「安定器用コンデンサ」を指すものとし、 ハイアンテイキホカンチュウサ

				「小型電気機器（3kg未満）」、「感圧複写紙」、「ウエス」、「ネオントランス」等は含みません。　　



登録対象に安定器が含まれている場合　

登録対象に安定器が含まれていない場合



調査票

		

				搬入荷姿登録調査票（安定器等・汚染物） ハンニュウニスガタトウロクチョウサヒョウアンテイキトウオセンブツ

				＜注意事項＞ チュウイジコウ																																																								３（対応済） タイオウスミ

				　お持ちの「PCB汚染物等」が、①当面の受入品目「安定器」「小型電気機器（3kg未満）」「感圧複写紙」「ウエス」（北九州事業のみ）である。②天ぶたをした状態で外径30cm以上63cm以下、高さ35cm以上91cm以下の密閉した金属製のオープンヘッドドラム缶又はペール缶に保管されている。③当社への搬入時に荷姿を変更する可能性がない場合は、この「搬入荷姿登録調査票」にご記入ください。 コガタデンキキキミマンカンアツフクシャシキタキュウシュウジギョウバアイハンニュウニスガタトウロクチョウサヒョウキニュウ																																																								４（対応済） タイオウスミ

																																																												０（未対応） ミタイオウ		０（未対応） ミタイオウ

				保管事業場名 ホカンジギョウバメイ																																												　												１（対応済） タイオウスミ		１（対応済） タイオウスミ

																																																												２（不明） フメイ		２（不明） フメイ

				１．廃安定器の仕分け全体概況 ハイアンテイキシワゼンタイガイキョウ																										※「未対応又は不明」及び「外付けなし」以外を選択した場合、下記の記入をお願いします。																																３（なし）

				PCB不使用安定器の
分別				　　□全て分別済　　　□一部分別済　　　□未対応又は不明 イチブフンベツズ																		AとBを記入				　A　PCB不使用安定器の分別台数　　　　　　　　　　　										（　　　　　　）台　				　B　分別したPCB不使用安定器の総重量　　　　　　 フンベツ										（　　　　　　）Kg　

				外付けコンデンサの
取り外し				　　□全て取り外し済　□一部取り外し済　□未対応又は不明　□外付けなし イチブトハズズソトヅ																		CとＤを記入				　C　コンデンサを取り外した後のコンデンサ
　　　外付け型安定器(残部材）の台数										（　　　　　　）台　				　D　コンデンサを取り外した後のコンデンサ外付け型
　　　安定器残部材の総重量										（　　　　　　）Kg　

				２．安定器等・汚染物の搬入荷姿登録 アンテイキトウオセンブツ

				記入コード キニュウ				※（注）　３ｋｇ以上のトランス・コンデンサ等は、この用紙での登録はできません。機器等登録制度をご利用ください。（ネオントランスは安定器と同じのため３ｋｇ以上でもこの用紙でお申込みください。） チュウイジョウトウヨウシトウロクアンテイキオナイジョウヨウシモウシコ

				※1 安定器等・汚染物種類　 アンテイキトウオセンブツ				１．蛍光灯安定器　　２．水銀灯用安定器　３．安定器（用途不明）　　４．防爆形安定器　　５．安定器用コンデンサ　　６．小型電気機器（3kg未満）　７．ネオントランス　　８.　感圧複写紙　　　９．感圧複写紙以外の紙　　 ケイコウトウアンテイキアンテイキヨウトフメイカタアンテイキヨウ

								１０．ウエス　　１１．樹脂製容器（注：北九州／北海道事業区域に限る。その他の事業区域は、『機器等登録』で申し込みください）　　１２．その他（どんなものか記入）　　 クイキタキニュウ

				※２　 含有物　 ガンユウブツ				０．無　　１．水　　２．ガソリン　　３．灯油　　４．ＰＣＢ以外のその他油　　５．ベンゼン　　６．水銀　　７．セレン　　８．鉛　　９．カドミウム　　１０．六価クロム　　１１．有機リン　　１２．シアン　　１３．ヒ素　　１４．強酸　　１５．強アルカリ　　１６．その他（どんなものか記入） ナミズトウユイガイタアブラタキニュウ

				※2　容器種類 ヨウキシュルイ				１．ドラム缶（100L以上）　　２．ペール缶（100L未満） カンイジョウカンミマン

				※3　容器材質 ヨウキザイシツ				１．鋼製 （ステンレスを除く）　　２．ステンレス製　 ※１，２以外の材質（プラスチック等）は搬入不可です。 コウセイノゾセイイガイザイシツナドハンニュウフカ

				※4　容器の状態 ヨウキジョウタイ				０．良好　　１．若干の錆有り　　２．蓋の溶接有り　　３．油溜まり有り　　４．その他（特殊加工等を記入） リョウコウジャッカンサビアタトクシュカコウトウキニュウ

				※5 PCB不使用安定器の分別				０．未対応　１．対応済　　２．不明　※「分別」とは、保管された廃安定器からＰＣＢ不使用安定器を取り除くこと。 ミタイオウタイオウスミフメイフンベツホカンハイアンテイキフシヨウアンテイキトノゾ

				※6 外付けｺﾝﾃﾞﾝｻの取り外し				０．未対応　１．対応済　　２．不明　３．なし　※「取り外し」とは、「ｺﾝﾃﾞﾝｻ外付け型安定器」からJESCO対象物となるｺﾝﾃﾞﾝｻを取り外すこと。 ミタイオウ）トハズソトヅガタアンテイキタイショウブツトハズ

						↓容器単位でご記入下さい。 ヨウキタンイキニュウクダ

				機器
（容器）
番号（x）
※容器単位でご記入ください。 キキヨウキバンゴウヨウキタンイキニュウ		廃棄物情報 ハイキブツジョウホウ																						搬入容器 ハンニュウヨウキ														O（※7）		廃安定器の仕分け ハイアンテイキシワ								S		T

						A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		Ｈ		Ｉ		Ｊ		Ｋ		Ｌ				Ｍ		Ｎ		総重量
（容器込）
(kg)
※蓋を含む。 ソウジュウリョウフタフク		P		Q		R		S		重量確認
方法
（同※６）
実測の場合は実測写真を添付		備　考 ソナエコウ

						特措法番号 トクソホウバンゴウ		安定器等・汚染物種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記入コード※１） アンテイキトウオセンブツ		1台あたりの重量
（ｋｇ） ダイジュウリョウ		台数
※安定器・小型電機機器のみ記入 ダイスウアンテイキコガタデンキキキキニュウ		重量
小計
（ｋｇ） ジュウリョウショウケイ		にじみ・漏れ モ		混載物等 コンサイブツトウ		発生経緯 ハッセイケイイ		PCB分析結果(実施している場合濃度を記入） ケッカジッシ		含有物
(※2）
（含有量も分かれば記入）		重量計
（ｋｇ） ジュウリョウケイ		容器種類
（※2） ヨウキシュルイ		容器
材質
（同※3） ヨウキザイシツドウ		容量（Ｌ） ヨウリョウ		寸法（cｍ） スンポウ				容器の状態
（同※4） ヨウキジョウタイドウ		容器重量（ｋｇ）
※蓋を含む。 ヨウキジュウリョウ				PCB不
使用安定器の分別
(※５） アンテイキ		外付け
ｺﾝﾃﾞﾝｻ
の取り外し
(※６）　 トハズ		仕分け
作業日		実際の
仕分け
作業者名 ジッサイシワサギョウメイ

																																		外径
(蓋を含む） ガイケイフタフク		高さ
(蓋を含む） タカ

				x００９８		13-01		１（蛍光灯安定器）		2.1		60		126.0		なし		ビニールで梱包されていて外せない コンポウハズ								206.0		１（ドラム缶） カン		１（鋼製） コウセイ		200		60		90		良好 リョウコウ		24.0		230		１（対応済）		０（未対応） ミタイオウ		2015"年"7"月"1"日"		〇〇株式会社 カブシキガイシャ		３（1台を実測×個数(容器のみ推定)） ヨウキスイテイ

								２（水銀灯安定器） スイギントウアンテイキ		8.0		10		80.0		なし		なし

				x００９８				５（安定器用コンデンサ） アンテイキヨウ		0.2		75		15.0				ビニールで梱包								15.0		２（ペール缶）		１（鋼製）		27		30		36		良好		7.7		22.7		2(不明）		１（対応済）		2015"年"7"月"1"日"		〇〇株式会社

				x０００１

				x０００２

				x０００３



様式５

記入例

登録には必ず写真が必要です。
（「写真撮影例」をご参照下さい）

※ 重量計測時の数値を正確にご記入下さ い 。重量は少なくとも小数点第一位までご記入ください。小数点が表示されない秤をご利用の場合は、整数で結構です。

記入例

事業場全体での安定器の登録総重量が500kg以上と見込まれる方のみ、搬入荷姿ごとに区分された各行のＰ～Ｓ欄に、廃安定器の仕分け内容をご記入ください。

※7 『総重量（容器込）』の測定は、次のいずれかの方法でお願いします。
　① 容器ごと計量器で実測　　② 1台を実測×個数＋容器重量　　
　③ 複数台をまとめて実測＋容器重量　　
＜注＞・容器重量の実測ができない場合は、カタログの値でも結構です。
・大型のクレーンスケール等10kg以上の刻みでしか測定できない秤の使用は不可となります。

事業場全体での安定器の登録総重量が500kg以上
と見込まれる方のみ記入をお願いします。



調査票 (記入例)

		

				搬入荷姿登録調査票（安定器等・汚染物）　　 ハンニュウニスガタトウロクチョウサヒョウアンテイキトウオセンブツ

				＜注意事項＞ チュウイジコウ

				　お持ちの「PCB汚染物等」が、①当面の受入品目「安定器」「小型電気機器（3kg未満）」「感圧複写紙」「ウエス」（北九州事業のみ）である。②天ぶたをした状態で外径30cm以上63cm以下、高さ35cm以上91cm以下の密閉した金属製のオープンヘッドドラム缶又はペール缶に保管されている。③当社への搬入時に荷姿を変更する可能性がない場合は、この「搬入荷姿登録調査票」にご記入ください。 コガタデンキキキミマンカンアツフクシャシキタキュウシュウジギョウバアイハンニュウニスガタトウロクチョウサヒョウキニュウ

				保管事業場名 ホカンジギョウバメイ																																												　

				１．廃安定器の仕分け全体概況 ハイアンテイキシワゼンタイガイキョウ																										※「未対応又は不明」及び「外付けなし」以外を選択した場合、下記の記入をお願いします。																														２（不明） フメイ		２（不明） フメイ

																																																														３（なし）

				PCB不使用安定器の
分別				　　□全て分別済　　　□一部分別済　　　□未対応又は不明 イチブフンベツズ																		AとBを記入				A　PCB不使用安定器の分別台数　　　　　　　　　　　										（　　１０　）台　				B　分別したPCB不使用安定器の総重量　　　　　　 フンベツ										（　　２５　　）Kg　

				外付けコンデンサの
取り外し				　　□全て取り外し済　□一部取り外し済　□未対応又は不明　□外付けなし イチブトハズズソトヅ																		CとＤを記入				C　コンデンサを取り外した後のコンデンサ
　　外付け型安定器(残部材）の台数										（　　３１　　）台　				D　コンデンサを取り外した後のコンデンサ外付け型
　　安定器残部材の総重量										（　７１．３　）Kg　

				２．安定器等・汚染物の搬入荷姿登録 アンテイキトウオセンブツ

				記入コード キニュウ				※（注）　３ｋｇ以上のトランス・コンデンサ等は、この用紙での登録はできません。機器等登録制度をご利用ください。（ネオントランスは安定器と同じのため３ｋｇ以上でもこの用紙でお申込みください。） チュウイジョウトウヨウシトウロクアンテイキオナイジョウヨウシモウシコ

				※1 安定器等・汚染物種類　 アンテイキトウオセンブツ				１．蛍光灯安定器　　２．水銀灯用安定器　３．安定器（用途不明）　　４．防爆形安定器　　５．安定器用コンデンサ　　６．小型電気機器（3kg未満）　７．ネオントランス　　８.　感圧複写紙　　　９．感圧複写紙以外の紙　　 ケイコウトウアンテイキアンテイキヨウトフメイカタアンテイキヨウ

								１０．ウエス　　１１．樹脂製容器（注：北九州／北海道事業区域に限る。その他の事業区域は、『機器等登録』で申し込みください）　　１２．その他（どんなものか記入）　　 クイキタキニュウ

				※２　 含有物　 ガンユウブツ				０．無　　１．水　　２．ガソリン　　３．灯油　　４．ＰＣＢ以外のその他油　　５．ベンゼン　　６．水銀　　７．セレン　　８．鉛　　９．カドミウム　　１０．六価クロム　　１１．有機リン　　１２．シアン　　１３．ヒ素　　１４．強酸　　１５．強アルカリ　　１６．その他（どんなものか記入） ナミズトウユイガイタアブラタキニュウ

				※2　容器種類 ヨウキシュルイ				１．ドラム缶（100L以上）　　２．ペール缶（100L未満） カンイジョウカンミマン

				※3　容器材質 ヨウキザイシツ				１．鋼製 （ステンレスを除く）　　２．ステンレス製　 ※１，２以外の材質（プラスチック等）は搬入不可です。 コウセイノゾセイイガイザイシツナドハンニュウフカ

				※4　容器の状態 ヨウキジョウタイ				０．良好　　１．若干の錆有り　　２．蓋の溶接有り　　３．油溜まり有り　　４．その他（特殊加工等を記入） リョウコウジャッカンサビアタトクシュカコウトウキニュウ

				※5 PCB不使用安定器の分別				０．未対応　１．対応済　　２．不明　※「分別」とは、保管された廃安定器からＰＣＢ不使用安定器を取り除くこと。 ミタイオウタイオウスミフメイフンベツホカンハイアンテイキフシヨウアンテイキトノゾ

				※6 外付けｺﾝﾃﾞﾝｻの取り外し				０．未対応　１．対応済　　２．不明　３．なし　※「取り外し」とは、「ｺﾝﾃﾞﾝｻ外付け型安定器」からJESCO対象物となるｺﾝﾃﾞﾝｻを取り外すこと。 ミタイオウ）トハズソトヅガタアンテイキタイショウブツトハズ

						↓容器単位でご記入下さい。 ヨウキタンイキニュウクダ

				機器
（容器）
番号（x）
※容器単位でご記入ください。 キキヨウキバンゴウヨウキタンイキニュウ		廃棄物情報 ハイキブツジョウホウ																						搬入容器 ハンニュウヨウキ														O（※7）		廃安定器の仕分け ハイアンテイキシワ								S		T

						A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		Ｈ		Ｉ		Ｊ		Ｋ		Ｌ				Ｍ		Ｎ		総重量
（容器込）
(kg)
※蓋を含む。 ソウジュウリョウフタフク		P		Q		R		S		重量確認
方法
（同※６）
実測の場合は実測写真を添付		備　考 ソナエコウ

						特措法番号 トクソホウバンゴウ		安定器等・汚染物種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記入コード※１） アンテイキトウオセンブツ		1台あたりの重量
（ｋｇ） ダイジュウリョウ		台数
※安定器・小型電機機器のみ記入 ダイスウアンテイキコガタデンキキキキニュウ		重量
小計
（ｋｇ） ジュウリョウショウケイ		にじみ・漏れ モ		混載物等 コンサイブツトウ		発生経緯 ハッセイケイイ		PCB分析結果(実施している場合濃度を記入） ケッカジッシ		含有物
(※2）
（含有量も分かれば記入）		重量計
（ｋｇ） ジュウリョウケイ		容器種類
（※2） ヨウキシュルイ		容器
材質
（同※3） ヨウキザイシツドウ		容量（Ｌ） ヨウリョウ		寸法（cｍ） スンポウ				容器の状態
（同※4） ヨウキジョウタイドウ		容器重量（ｋｇ）
※蓋を含む。 ヨウキジュウリョウ				PCB不
使用安定器の分別
(※５） アンテイキ		外付け
ｺﾝﾃﾞﾝｻ
の取り外し
(※６）　 トハズ		仕分け
作業日		実際の
仕分け
作業者名 ジッサイシワサギョウメイ

																																		外径
(蓋を含む） ガイケイフタフク		高さ
(蓋を含む） タカ

				x００９８		13-01		１（蛍光灯安定器）		2.1		60		126.0		なし		ビニールで梱包されていて外せない コンポウハズ								206.0		１（ドラム缶） カン		１（鋼製） コウセイ		200		60		90		良好 リョウコウ		24.0		230		１（対応済）		０（未対応） ミタイオウ		2015"年"7"月"1"日"		〇〇株式会社 カブシキガイシャ		３（1台を実測×個数(容器のみ推定)） ヨウキスイテイ

								２（水銀灯安定器） スイギントウアンテイキ		8.0		10		80.0		なし		なし

				x００９８				５（安定器用コンデンサ） アンテイキヨウ		0.2		75		15.0				ビニールで梱包								15.0		２（ペール缶）		１（鋼製）		27		30		36		良好		7.7		22.7		2(不明）		１（対応済）		2015"年"7"月"7"日"		〇〇株式会社

				x０００１		13-01		１（蛍光灯安定器）		2.1		70		147.0		なし		ビニールで梱包されていて外せない コンポウハズ								227.0		１（ドラム缶） カン		１（鋼製） コウセイ		200		60		90		良好 リョウコウ		24.0		251.0		１（対応済）		１（対応済）		2017"年"12"月"14"日"		ＸＸ株式会社

								２（水銀灯安定器） スイギントウアンテイキ		8.0		10		80.0		なし		なし

				x０００２		13-01		１（蛍光灯安定器）				100				なし		なし										１（ドラム缶） カン		１（鋼製） コウセイ		200		60		90		良好 リョウコウ		24.0		260.0		１（対応済）		１（対応済）		2017"年"12"月"14"日"		ＸＸ株式会社



様式５

記入例

※ 重量計測時の数値を正確にご記入下さ い 。重量は少なくとも小数点第一位までご記入ください。小数点が表示されない秤をご利用の場合は、整数で結構です。

記入例

※7 『総重量（容器込）』の測定は、次のいずれかの方法でお願いします。
　① 容器ごと計量器で実測　　② 1台を実測×個数＋容器重量　　
　③ 複数台をまとめて実測＋容器重量　　
＜注＞・容器重量の実測ができない場合は、カタログの値でも結構です。
・大型のクレーンスケール等10kg以上の刻みでしか測定できない秤の使用は不可となります。

事業場全体での安定器の登録総重量が500kg以上
と見込まれる方のみ記入をお願いします。

記入例



写真撮影例

				○搬入荷姿登録に必要な写真撮影例 ハンニュウニスガタトウロクヒツヨウシャシンサツエイレイ





様式5 変更・追加申請用

																																						登録情報
変更依頼書				JESCO事業所名								作成日 サクセイビ						平成   　 年   　月 　   日

																																										JESCO担当者 シャ								保管事業者
（確認者・担当者） ホカンジギョウシャカクニンシャタントウシャ

																																																																		０（未対応） ミタイオウ		０（未対応） ミタイオウ

				搬入荷姿登録調査票（安定器等・汚染物） ハンニュウニスガタトウロクチョウサヒョウアンテイキトウオセンブツ																																																														１（対応済） タイオウスミ		１（対応済） タイオウスミ

																																																																		２（不明） フメイ		２（不明） フメイ

				変更区分 ヘンコウクブン		↓　○をしてください。																																																														３（なし）

				　１． 変更　　　２． 取り下げ　　３． 新たな容器で廃棄物を新規登録  ヘンコウトサアラヨウキハイキブツシンキトウロク

				※重量を変更する場合は実測写真が必要となります。 ジュウリョウヘンコウバアイジッソクシャシンヒツヨウ

				保管事業者名 ホカンジギョウシャメイ

				保管事業場名 ホカンジギョウバメイ

				保管事業場住所 ホカンジギョウバジュウショ

				登録番号 トウロクバンゴウ

				１．廃安定器の仕分け全体概況 ハイアンテイキシワゼンタイガイキョウ

				PCB不使用安定器の分別				　　□全て分別済　　　□一部分別済　　　□未対応又は不明														AとBを記入 キニュウ										A　PCB不使用安定器の分別台数　　　　　　　　　　　										（　　　　　　）台　				B　分別したPCB不使用安定器の総重量　　　　　　 フンベツ														（　　　　　　）Kg　

																						　「未対応又は不明」以外
を選択した場合、右欄を記入します。 ミタイオウマタフメイイガイバアイミギランキニュウ

				外付けコンデンサの取り外し				　　□全て取り外し済　□一部取り外し済　□未対応又は不明　□外付けなし ソトヅ														CとＤを記入 キニュウ										C　コンデンサを取り外した後のコンデンサ
　　外付け型安定器(残部材）の台数　　 アトザンブザイダイスウ										（　　　　　　）台　				D　コンデンサを取り外した後のコンデンサ
　　外付け型安定器残部材の総重量														（　　　　　　）Kg　

				２．安定器等・汚染物の搬入荷姿登録 アンテイキトウオセンブツ

				記入コード キニュウ								※（注）　３ｋｇ以上のトランス・コンデンサ等は、この用紙での登録はできません。機器等登録制度をご利用ください。（ネオントランスは安定器と同じのため３ｋｇ以上でもこの用紙でお申込みください。） チュウイジョウトウヨウシトウロクアンテイキオナイジョウヨウシモウシコ

				※1 安定器等・汚染物種類　 アンテイキトウオセンブツ								１．蛍光灯安定器　　２．水銀灯用安定器　３．安定器（用途不明）　　４．防爆形安定器　　５．安定器用コンデンサ　　６．小型電気機器（3kg未満）　７．ネオントランス　　８.　感圧複写紙　　　 ケイコウトウアンテイキアンテイキヨウトフメイカタアンテイキヨウ

												９．感圧複写紙以外の紙　　１０．ウエス　　１１．樹脂製容器（注：北九州／北海道事業区域に限る。その他の事業区域は、『機器等登録』で申し込みください）　　１２．その他（どんなものか記入）　　 タキニュウ

				※２　 含有物　 ガンユウブツ								０．無　　１．水　　２．ガソリン　　３．灯油　　４．ＰＣＢ以外のその他油　　５．ベンゼン　　６．水銀　　７．セレン　　８．鉛　　９．カドミウム　　１０．六価クロム　　１１．有機リン　　１２．シアン　　１３．ヒ素　　１４．強酸　　１５．強アルカリ　　１６．その他（どんなものか記入） ナミズトウユイガイタアブラタキニュウ

				※2　容器種類 ヨウキシュルイ								１．ドラム缶（100L以上）　　２．ペール缶（100L未満）      カンイジョウカンミマン

				※3　容器材質 ヨウキザイシツ								１．鋼製 （ステンレスを除く）　　２．ステンレス製　 ※１，２以外の材質（プラスチック等）は搬入不可です。 コウセイノゾセイイガイザイシツナドハンニュウフカ

				※4　容器の状態 ヨウキジョウタイ								０．良好　　１．若干の錆有り　　２．蓋の溶接有り　　３．油溜まり有り　　４．その他（特殊加工等を記入） リョウコウジャッカンサビアタトクシュカコウトウキニュウ

				※5 PCB不使用安定器の分別								０．未対応　１．対応済　　２．不明　※「分別」とは、保管された廃安定器からＰＣＢ不使用安定器を取り除くこと。 ミタイオウタイオウスミフメイフンベツホカンハイアンテイキフシヨウアンテイキトノゾ

				※6 外付けｺﾝﾃﾞﾝｻの取り外し								０．未対応　１．対応済　　２．不明　　３．なし　※「取り外し」とは、「ｺﾝﾃﾞﾝｻ外付け型安定器」からJESCO対象物となるｺﾝﾃﾞﾝｻを取り外すこと。 ミタイオウ）トハズソトヅガタアンテイキタイショウブツトハズ

										↓容器単位でご記入下さい。 ヨウキタンイキニュウクダ

				変更内容 ヘンコウナイヨウ		個体管理番号 コタイカンリバンゴウ		機器
（容器）
番号（x）
※容器単位でご記入ください。 キキヨウキバンゴウヨウキタンイキニュウ		廃棄物情報 ハイキブツジョウホウ																						搬入容器 ハンニュウヨウキ														O（※7）		廃安定器の仕分け ハイアンテイキシワ										S		T

										A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		Ｈ		Ｉ		Ｊ		Ｋ		Ｌ				Ｍ		Ｎ		総重量
（容器込）
(kg)
※蓋を含む。 ソウジュウリョウフタフク		P		Q		R		S				重量確認
方法
（同※６）
実測の場合は実測写真を添付		備　考 ソナエコウ

										特措法番号 トクソホウバンゴウ		安定器等・汚染物種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記入コード※１） アンテイキトウオセンブツ		1台あたりの重量
（ｋｇ） ダイジュウリョウ		台数
※安定器・小型電機機器のみ記入 ダイスウアンテイキコガタデンキキキキニュウ		重量
小計
（ｋｇ） ジュウリョウショウケイ		にじみ・漏れ モ		混載物等 コンサイブツトウ		発生経緯 ハッセイケイイ		PCB分析結果(実施している場合濃度を記入） ケッカジッシ		含有物
(※2）
（含有量も分かれば記入）		重量計
（ｋｇ） ジュウリョウケイ		容器種類
（※2） ヨウキシュルイ		容器
材質
（同※3） ヨウキザイシツドウ		容量（Ｌ） ヨウリョウ		寸法（cｍ） スンポウ				容器の状態
（同※4） ヨウキジョウタイドウ		容器重量（ｋｇ）
※蓋を含む。 ヨウキジュウリョウ				PCB不
使用安定器の分別
(※５） アンテイキ		外付け
ｺﾝﾃﾞﾝｻ
の取り外し
(※６）　 トハズ		仕分け
作業日		実際の
仕分け
作業者名 ジッサイシワサギョウメイ

																																						外径
(蓋を含む） ガイケイフタフク		高さ
(蓋を含む） タカ

				・変　更
・取り下げ
・新規追加		i010159999		x００９８		13-01		１（蛍光灯安定器）		2.1		60		126.0		なし		ビニールで梱包されていて外せない コンポウハズ								206.0		１（ドラム缶） カン		１（鋼製） コウセイ		200		60		90		良好 リョウコウ		24.0		230		１（対応済）		０（未対応） ミタイオウ		2015"年"7"月"1"日"		〇〇株式会社 カブシキガイシャ				３（1台を実測×個数(容器のみ推定)） ヨウキスイテイ

												２（水銀灯安定器） スイギントウアンテイキ		8.0		10		80.0		なし		なし

				・変　更
・取り下げ
・新規追加				　x

				・変　更
・取り下げ
・新規追加				　x

				・変　更
・取り下げ
・新規追加				　x



※ 重量計測時の数値を正確にご記入下さ い 。重量は少なくとも小数点第一位までご記入ください。小数点が表示されない秤をご利用の場合は、整数で結構です。

記入例

※7 『総重量（容器込）』の測定は、次のいずれかの方法でお願いします。
　① 容器ごと計量器で実測　　② 1台を実測×個数＋容器重量　　
　③ 複数台をまとめて実測＋容器重量　　
＜注＞・容器重量の実測ができない場合は、カタログの値でも結構です。
・大型のクレーンスケール等10kg以上の刻みでしか測定できない秤の使用は不可となります。

　　様式５（変更・追加申請用）

40

84.0

164.0

188.0

記入例

事業場全体での安定器の登録総重量が500kg以上
と見込まれる方のみ記入をお願いします。
また、分別台数、重量などは、今回の数量変更分を
加味して、当該事業場全体の仕分け結果の量を
分かる範囲で算定し、記入をお願いします。

印



様式4 変更・追加申請用

																				登録情報
変更依頼書		JESCO事業所名				作成日 サクセイビ		平成  　 年  　月 　  日 ヘイセイネンガツニチ

																						JESCO担当者 シャ				保管事業者
（確認者・担当者） ホカンジギョウシャカクニンシャタントウシャ

				予備登録調査票（安定器等・汚染物） アンテイキトウ

				変更区分  ↓　○をしてください。 ヘンコウクブン

				　１． 変更　　２． 取り下げ　　３．廃棄物を新規登録  ヘンコウトサハイキブツシンキトウロク

				保管事業者名 ホカンジギョウシャメイ

				保管事業場名 ホカンジギョウバメイ

				保管事業場住所 ホカンジギョウバジュウショ

				登録番号 トウロクバンゴウ

				記入コード キニュウ		※（注）３ｋｇ以上のトランス・コンデンサ等は、この用紙での登録はできません。機器等登録制度をご利用ください。（ネオントランスは安定器と同じもののため３ｋｇ以上でもこの用紙でお申込みください。） チュウイジョウトウヨウシトウロクアンテイキオナイジョウヨウシモウシコ

				※１　PCB汚染物等
　　　　種類　 オセンブツトウタネタグイ				１．蛍光灯安定器　　２．水銀灯用安定器　　３．安定器（用途不明）　　４．防爆形安定器　　５．安定器用コンデンサ　　６．小型コンデンサ等（３ｋｇ未満）　７．ネオントランス　 ケイコウトウアンテイキアンテイキヨウトフメイカタアンテイキヨウコガタトウミマン

								８．感圧複写紙　９．感圧複写紙以外の紙　１０．ウエス　１１．衣類　　１２．シール材　　１３．ビニール　　１４．砂利　　１５．コンクリート　１６．木材　　１７．塗料　１８．汚泥　 トリョウオデイ

								１９．樹脂製容器（注：北九州／北海道事業区域に限る。その他の事業区域は、『機器等登録』で申し込みください）　　　２０．その他（どんなものか記入） ジュシセイヨウキチュウキタキュウシュウホッカイドウジギョウカギタジギョウキキトウトウロクモウコ

				※２　 含有物　 ガンユウブツ				０．無　　１．水　　２．ガソリン　　３．灯油　　４．ＰＣＢ以外のその他油　　５．ベンゼン　　６．水銀　　７．セレン　　８．鉛　　９．カドミウム　　１０．六価クロム　　１１．有機リン　　１２．シアン　　
１３．ヒ素　１４．強酸　　１５．強アルカリ　　１６．その他（どんなものか記入） ナミズトウユイガイタアブラタキニュウ

				変更内容 ヘンコウナイヨウ		個体管理番号 コタイカンリバンゴウ		機器番号（x）
↓X001のように番号を記入		A		B		C		D		E		F		G		I		J		L

										安定器等・汚染物等種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記入コード※１） アンテイキトウオセンブツトウシュルイキニュウ		1台当たりの重量
（ｋｇ） ダイアジュウリョウ		台数
※安定器・小型電機機器のみ記入 ダイカズアンテイキコガタデンキキキキニュウ		総重量
（ｋｇ） ソウジュウリョウ		にじみ・漏れ モ		混載物等 コンサイブツトウ		汚染物の発生経緯 オセンブツ		PCB濃度
(分析している場合濃度を記入） ノウドブンセキ		含有物
（含有率も分かれば記入）(※２） リツ		備考 ビコウ

				・変　更
・取り下げ
・新規追加		i010159999		x０９１		１（蛍光灯安定器）		2.0		45		90.0		なし		なし

				・変　更
・取り下げ
・新規追加

				・変　更
・取り下げ
・新規追加

				・変　更
・取り下げ
・新規追加

				・変　更
・取り下げ
・新規追加



　　様式４（変更・追加申請用）

20

40.0










総括表

		搬入荷姿登録申込書（安定器等・汚染物) ハンニュウニスガタトウロクモウシコミショアンテイキトウオセンブツ

		（総括表）

																																						　　　　　年　　　　月　　　　日 ネンガツニチ

		中間貯蔵・環境安全事業株式会社　　殿 チュウカンチョゾウカンキョウアンゼンジギョウカブシキガイシャドノ

																												〒　  　　－

																						保管事業者住所 ホカンジギョウシャジュウショ

																						保管事業者名 ホカンジギョウシャメイ

																						代表者（役職・氏名） ダイヒョウシャ																												印 イン

		安定器等・汚染物登録約款の内容を確認し、同意した上で、搬入荷姿登録に申込いたします。　　 アンテイキトウオセンブツハンニュウニスガタ

		１．保管事業者連絡先 シャレンラクサキ

				連絡先 レンラクサキ						担当部署・役職 タントウブショヤクショク																				ふりがな

																														担当者名 タントウシャメイ

										電話番号 デンワバンゴウ																				FAX番号 バンゴウ

		２．保管事業場（廃棄物等保管場所） ハイキブツトウ																　□　１．保管事業者と同じ（当てはまる場合、□にレ点を記入。当てはまらない場合、以下に記入） オナアバアイテンキニュウアバアイイカキニュウ

				保管事業場名 ホカンジギョウジョウメイ

				住　所 ジュウショ						〒　　　　－

				連絡先 レンラクサキ						担当部署・役職 タントウブショヤクショク																				ふりがな

																														担当者名 タントウシャメイ

										電話番号 デンワバンゴウ																				FAX番号 バンゴウ

		３．登録確認書等送付先（□にレ点を記入）　 トウロクカクニンショトウソウフサキ																　□　１．保管事業者宛　　　　□　２．保管事業場宛　　　　□　３．その他（送付先を以下に記入） ホカンジギョウシャアテホカンジギョウジョウアテタソウフサキ

				送付先名 ソウフサキメイ

				送付先住所 ソウフサキジュウショ						〒　　　　－

				連絡先 レンラクサキ						担当部署・役職 タントウブショヤクショク																				ふりがな

																														担当者名 タントウシャメイ

										電話番号 デンワバンゴウ																				FAX番号 バンゴウ

		４．登録区分（以下のいずれかを選択し、選択した方の□にレ点を記入ください） トウロククブンイカセンタクセンタクホウテンキニュウ

				□		新規の搬入荷姿登録申請 シンキハンニュウニスガタトウロクシンセイ

				□		予備登録した廃棄物をすべて搬入荷姿登録へ移行（右欄に予備登録番号を記入） ヨビトウロクハイキブツハンニュウニスガタトウロクイコウミギランヨビトウロクバンゴウキニュウ																										ｂ

				□		予備登録した廃棄物の一部を搬入荷姿登録へ移行（右欄に予備登録番号を記入）→「様式４ 変更・追加申請用」を提出ください。 ヨビトウロクハイキブツイチブハンニュウニスガタトウロクイコウミギランヨビトウロクバンゴウキニュウ

		５．処理委託希望物 ショリイタクキボウブツ

				別紙 搬入荷姿登録調査票（安定器等・汚染物）　 様式５ 参照 ベッシアンテイキトウヨウシキサンショウ																								【申込缶数　ドラム缶（　　　　　　）缶　　ペール缶（　　　　　　）缶】　　 モウシコミカンスウカンカンカンカン

		６．調査機器等の写真 チョウサキキトウシャシン

				　・「安定器等・汚染物登録調査票記入要領」の必要書類の記入要領 ２．搬入荷姿登録調査票の記入要領 [３]安定器等・汚染物の写真撮影(14ページ) アンテイキトウオセンブツトウロクチョウサヒョウキニュウヨウリョウハンニュウニスガタトウロクチョウサヒョウキニュウヨウリョウアンテイキトウオセンブツシャシンサツエイ

				　  を参照の上撮影いただき、本表提出時に添付願います。

		７．その他の注意事項、備考 ビコウ

																																												中間貯蔵・環境安全事業（株） チュウカンチョゾウカンキョウアンゼンジギョウカブ
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仕分け記入フロー

		

		「搬入荷姿登録調査票」（様式５）にご記入をいただく際に、お読みください。 ハンニュウニスガタトウロクチョウサヒョウヨウシキキニュウサイヨ

		　廃安定器の搬入荷姿登録にあたっては、登録しようとする事業場に保管されている廃安定器の登録総重量 ハイアンテイキハンニュウニスガタトウロクトウロクジギョウジョウホカンハイアンテイキトウロクソウジュウリョウ

		５００ｋｇを目安に、「搬入荷姿登録調査票」の記入箇所が異なっております。

		以下のフローをご覧いただき、記入方法を確認していただきますようお願い致します。

		「搬入荷姿登録調査票」（様式５）の記入箇所判別フロー（黄色　　　部分への記入の有無） ハンニュウニスガタトウロクチョウサヒョウキニュウカショハンベツキイロブブンキニュウウム

												事業場で保管している安定器等・汚染物 ジギョウジョウホカンアンテイキトウオセンブツ

																				　　　

												事業場全体での安定器の登録総重量が
500kg未満と見込まれる場合 ジギョウジョウゼンタイトウロクソウジュウリョウミマンミコバアイ												事業場全体での安定器の登録総重量が
500kg以上と見込まれる場合 ジギョウジョウゼンタイアンテイキトウロクソウジュウリョウイジョウミコバアイ

				黄色　　　　部分への記入は不要 フヨウ																				黄色　　　　の記入のご協力をお願いします。
（把握されている情報の記入のみで結構です） キョウリョクハアクジョウホウキニュウケッコウ

		※		廃安定器とは、保管中の「蛍光灯安定器」、「水銀灯用安定器」、「安定器（用途不明）」、「防爆形安定器」、「安定器用コンデンサ」を指すものとし、 ハイアンテイキホカンチュウサ

				「小型電気機器（3kg未満）」、「感圧複写紙」、「ウエス」、「ネオントランス」等は含みません。　　



登録対象に安定器が含まれている場合　

登録対象に安定器が含まれていない場合



様式5 搬入荷姿登録調査票

		

				搬入荷姿登録調査票（安定器等・汚染物） ハンニュウニスガタトウロクチョウサヒョウアンテイキトウオセンブツ

				＜注意事項＞ チュウイジコウ																																																								３（対応済） タイオウスミ

				　お持ちの「PCB汚染物等」が、①当面の受入品目「安定器」「小型電気機器（3kg未満）」「感圧複写紙」「ウエス」（北九州事業のみ）である。②天ぶたをした状態で外径30cm以上63cm以下、高さ35cm以上91cm以下の密閉した金属製のオープンヘッドドラム缶又はペール缶に保管されている。③当社への搬入時に荷姿を変更する可能性がない場合は、この「搬入荷姿登録調査票」にご記入ください。 コガタデンキキキミマンカンアツフクシャシキタキュウシュウジギョウバアイハンニュウニスガタトウロクチョウサヒョウキニュウ																																																								４（対応済） タイオウスミ

																																																												０（未対応） ミタイオウ		０（未対応） ミタイオウ

				保管事業場名 ホカンジギョウバメイ																																												　												１（対応済） タイオウスミ		１（対応済） タイオウスミ

																																																												２（不明） フメイ		２（不明） フメイ

				１．廃安定器の仕分け全体概況 ハイアンテイキシワゼンタイガイキョウ																										※「未対応又は不明」及び「外付けなし」以外を選択した場合、下記の記入をお願いします。																																３（なし）

				PCB不使用安定器の
分別				　　□全て分別済　　　□一部分別済　　　□未対応又は不明 イチブフンベツズ																		AとBを記入				　A　PCB不使用安定器の分別台数　　　　　　　　　　　										（　　　　　　）台　				　B　分別したPCB不使用安定器の総重量　　　　　　 フンベツ										（　　　　　　）Kg　

				外付けコンデンサの
取り外し				　　□全て取り外し済　□一部取り外し済　□未対応又は不明　□外付けなし イチブトハズズソトヅ																		CとＤを記入				　C　コンデンサを取り外した後のコンデンサ
　　　外付け型安定器(残部材）の台数										（　　　　　　）台　				　D　コンデンサを取り外した後のコンデンサ外付け型
　　　安定器残部材の総重量										（　　　　　　）Kg　

				２．安定器等・汚染物の搬入荷姿登録 アンテイキトウオセンブツ

				記入コード キニュウ				※（注）　３ｋｇ以上のトランス・コンデンサ等は、この用紙での登録はできません。機器等登録制度をご利用ください。（ネオントランスは安定器と同じのため３ｋｇ以上でもこの用紙でお申込みください。） チュウイジョウトウヨウシトウロクアンテイキオナイジョウヨウシモウシコ

				※1 安定器等・汚染物種類　 アンテイキトウオセンブツ				１．蛍光灯安定器　　２．水銀灯用安定器　３．安定器（用途不明）　　４．防爆形安定器　　５．安定器用コンデンサ　　６．小型電気機器（3kg未満）　７．ネオントランス　　８.　感圧複写紙　　　９．感圧複写紙以外の紙　　 ケイコウトウアンテイキアンテイキヨウトフメイカタアンテイキヨウ

								１０．ウエス　　１１．樹脂製容器（注：北九州／北海道事業区域に限る。その他の事業区域は、『機器等登録』で申し込みください）　　１２．その他（どんなものか記入）　　 クイキタキニュウ

				※２　 含有物　 ガンユウブツ				０．無　　１．水　　２．ガソリン　　３．灯油　　４．ＰＣＢ以外のその他油　　５．ベンゼン　　６．水銀　　７．セレン　　８．鉛　　９．カドミウム　　１０．六価クロム　　１１．有機リン　　１２．シアン　　１３．ヒ素　　１４．強酸　　１５．強アルカリ　　１６．その他（どんなものか記入） ナミズトウユイガイタアブラタキニュウ

				※2　容器種類 ヨウキシュルイ				１．ドラム缶（100L以上）　　２．ペール缶（100L未満） カンイジョウカンミマン

				※3　容器材質 ヨウキザイシツ				１．鋼製 （ステンレスを除く）　　２．ステンレス製　 ※１，２以外の材質（プラスチック等）は搬入不可です。 コウセイノゾセイイガイザイシツナドハンニュウフカ

				※4　容器の状態 ヨウキジョウタイ				０．良好　　１．若干の錆有り　　２．蓋の溶接有り　　３．油溜まり有り　　４．その他（特殊加工等を記入） リョウコウジャッカンサビアタトクシュカコウトウキニュウ

				※5 PCB不使用安定器の分別				０．未対応　１．対応済　　２．不明　※「分別」とは、保管された廃安定器からＰＣＢ不使用安定器を取り除くこと。 ミタイオウタイオウスミフメイフンベツホカンハイアンテイキフシヨウアンテイキトノゾ

				※6 外付けｺﾝﾃﾞﾝｻの取り外し				０．未対応　１．対応済　　２．不明　３．なし　※「取り外し」とは、「ｺﾝﾃﾞﾝｻ外付け型安定器」からJESCO対象物となるｺﾝﾃﾞﾝｻを取り外すこと。 ミタイオウ）トハズソトヅガタアンテイキタイショウブツトハズ

						↓容器単位でご記入下さい。 ヨウキタンイキニュウクダ

				機器
（容器）
番号（x）
※容器単位でご記入ください。 キキヨウキバンゴウヨウキタンイキニュウ		廃棄物情報 ハイキブツジョウホウ																						搬入容器 ハンニュウヨウキ														O（※7）		廃安定器の仕分け ハイアンテイキシワ								S		T

						A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		Ｈ		Ｉ		Ｊ		Ｋ		Ｌ				Ｍ		Ｎ		総重量
（容器込）
(kg)
※蓋を含む。 ソウジュウリョウフタフク		P		Q		R		S		重量確認
方法
（同※６）
実測の場合は実測写真を添付		備　考 ソナエコウ

						特措法番号 トクソホウバンゴウ		安定器等・汚染物種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記入コード※１） アンテイキトウオセンブツ		1台あたりの重量
（ｋｇ） ダイジュウリョウ		台数
※安定器・小型電機機器のみ記入 ダイスウアンテイキコガタデンキキキキニュウ		重量
小計
（ｋｇ） ジュウリョウショウケイ		にじみ・漏れ モ		混載物等 コンサイブツトウ		発生経緯 ハッセイケイイ		PCB分析結果(実施している場合濃度を記入） ケッカジッシ		含有物
(※2）
（含有量も分かれば記入）		重量計
（ｋｇ） ジュウリョウケイ		容器種類
（※2） ヨウキシュルイ		容器
材質
（同※3） ヨウキザイシツドウ		容量（Ｌ） ヨウリョウ		寸法（cｍ） スンポウ				容器の状態
（同※4） ヨウキジョウタイドウ		容器重量（ｋｇ）
※蓋を含む。 ヨウキジュウリョウ				PCB不
使用安定器の分別
(※５） アンテイキ		外付け
ｺﾝﾃﾞﾝｻ
の取り外し
(※６）　 トハズ		仕分け
作業日		実際の
仕分け
作業者名 ジッサイシワサギョウメイ

																																		外径
(蓋を含む） ガイケイフタフク		高さ
(蓋を含む） タカ

				x００９８		13-01		１（蛍光灯安定器）		2.1		60		126.0		なし		ビニールで梱包されていて外せない コンポウハズ								206.0		１（ドラム缶） カン		１（鋼製） コウセイ		200		60		90		良好 リョウコウ		24.0		230		１（対応済）		０（未対応） ミタイオウ		2015"年"7"月"1"日"		〇〇株式会社 カブシキガイシャ		３（1台を実測×個数(容器のみ推定)） ヨウキスイテイ

								２（水銀灯安定器） スイギントウアンテイキ		8.0		10		80.0		なし		なし

				x００９８				５（安定器用コンデンサ） アンテイキヨウ		0.2		75		15.0				ビニールで梱包								15.0		２（ペール缶）		１（鋼製）		27		30		36		良好		1.6		16.6		2(不明）		１（対応済）		2015"年"7"月"1"日"		〇〇株式会社

				x０００１

				x０００２

				x０００３



様式５

記入例

登録には必ず写真が必要です。
（「写真撮影例」をご参照下さい）

※ 重量計測時の数値を正確にご記入下さ い 。重量は少なくとも小数点第一位までご記入ください。小数点が表示されない秤をご利用の場合は、整数で結構です。

記入例

事業場全体での安定器の登録総重量が500kg以上と見込まれる方のみ、搬入荷姿ごとに区分された各行のＰ～Ｓ欄に、廃安定器の仕分け内容をご記入ください。

※7 『総重量（容器込）』の測定は、次のいずれかの方法でお願いします。
　① 容器ごと計量器で実測　　② 1台を実測×個数＋容器重量　　
　③ 複数台をまとめて実測＋容器重量　　
＜注＞・容器重量の実測ができない場合は、カタログの値でも結構です。
・大型のクレーンスケール等10kg以上の刻みでしか測定できない秤の使用は不可となります。

事業場全体での安定器の登録総重量が500kg以上
と見込まれる方のみ記入をお願いします。



調査票 (記入例)

		

				搬入荷姿登録調査票（安定器等・汚染物）　　 ハンニュウニスガタトウロクチョウサヒョウアンテイキトウオセンブツ

				＜注意事項＞ チュウイジコウ

				　お持ちの「PCB汚染物等」が、①当面の受入品目「安定器」「小型電気機器（3kg未満）」「感圧複写紙」「ウエス」（北九州事業のみ）である。②天ぶたをした状態で外径30cm以上63cm以下、高さ35cm以上91cm以下の密閉した金属製のオープンヘッドドラム缶又はペール缶に保管されている。③当社への搬入時に荷姿を変更する可能性がない場合は、この「搬入荷姿登録調査票」にご記入ください。 コガタデンキキキミマンカンアツフクシャシキタキュウシュウジギョウバアイハンニュウニスガタトウロクチョウサヒョウキニュウ

				保管事業場名 ホカンジギョウバメイ																																												　

				１．廃安定器の仕分け全体概況 ハイアンテイキシワゼンタイガイキョウ																										※「未対応又は不明」及び「外付けなし」以外を選択した場合、下記の記入をお願いします。																														２（不明） フメイ		２（不明） フメイ

																																																														３（なし）

				PCB不使用安定器の
分別				　　□全て分別済　　　□一部分別済　　　□未対応又は不明 イチブフンベツズ																		AとBを記入				A　PCB不使用安定器の分別台数　　　　　　　　　　　										（　　１０　）台　				B　分別したPCB不使用安定器の総重量　　　　　　 フンベツ										（　　２５　　）Kg　

				外付けコンデンサの
取り外し				　　□全て取り外し済　□一部取り外し済　□未対応又は不明　□外付けなし イチブトハズズソトヅ																		CとＤを記入				C　コンデンサを取り外した後のコンデンサ
　　外付け型安定器(残部材）の台数										（　　３１　　）台　				D　コンデンサを取り外した後のコンデンサ外付け型
　　安定器残部材の総重量										（　７１．３　）Kg　

				２．安定器等・汚染物の搬入荷姿登録 アンテイキトウオセンブツ

				記入コード キニュウ				※（注）　３ｋｇ以上のトランス・コンデンサ等は、この用紙での登録はできません。機器等登録制度をご利用ください。（ネオントランスは安定器と同じのため３ｋｇ以上でもこの用紙でお申込みください。） チュウイジョウトウヨウシトウロクアンテイキオナイジョウヨウシモウシコ

				※1 安定器等・汚染物種類　 アンテイキトウオセンブツ				１．蛍光灯安定器　　２．水銀灯用安定器　３．安定器（用途不明）　　４．防爆形安定器　　５．安定器用コンデンサ　　６．小型電気機器（3kg未満）　７．ネオントランス　　８.　感圧複写紙　　　９．感圧複写紙以外の紙　　 ケイコウトウアンテイキアンテイキヨウトフメイカタアンテイキヨウ

								１０．ウエス　　１１．樹脂製容器（注：北九州／北海道事業区域に限る。その他の事業区域は、『機器等登録』で申し込みください）　　１２．その他（どんなものか記入）　　 クイキタキニュウ

				※２　 含有物　 ガンユウブツ				０．無　　１．水　　２．ガソリン　　３．灯油　　４．ＰＣＢ以外のその他油　　５．ベンゼン　　６．水銀　　７．セレン　　８．鉛　　９．カドミウム　　１０．六価クロム　　１１．有機リン　　１２．シアン　　１３．ヒ素　　１４．強酸　　１５．強アルカリ　　１６．その他（どんなものか記入） ナミズトウユイガイタアブラタキニュウ

				※2　容器種類 ヨウキシュルイ				１．ドラム缶（100L以上）　　２．ペール缶（100L未満） カンイジョウカンミマン

				※3　容器材質 ヨウキザイシツ				１．鋼製 （ステンレスを除く）　　２．ステンレス製　 ※１，２以外の材質（プラスチック等）は搬入不可です。 コウセイノゾセイイガイザイシツナドハンニュウフカ

				※4　容器の状態 ヨウキジョウタイ				０．良好　　１．若干の錆有り　　２．蓋の溶接有り　　３．油溜まり有り　　４．その他（特殊加工等を記入） リョウコウジャッカンサビアタトクシュカコウトウキニュウ

				※5 PCB不使用安定器の分別				０．未対応　１．対応済　　２．不明　※「分別」とは、保管された廃安定器からＰＣＢ不使用安定器を取り除くこと。 ミタイオウタイオウスミフメイフンベツホカンハイアンテイキフシヨウアンテイキトノゾ

				※6 外付けｺﾝﾃﾞﾝｻの取り外し				０．未対応　１．対応済　　２．不明　３．なし　※「取り外し」とは、「ｺﾝﾃﾞﾝｻ外付け型安定器」からJESCO対象物となるｺﾝﾃﾞﾝｻを取り外すこと。 ミタイオウ）トハズソトヅガタアンテイキタイショウブツトハズ

						↓容器単位でご記入下さい。 ヨウキタンイキニュウクダ

				機器
（容器）
番号（x）
※容器単位でご記入ください。 キキヨウキバンゴウヨウキタンイキニュウ		廃棄物情報 ハイキブツジョウホウ																						搬入容器 ハンニュウヨウキ														O（※7）		廃安定器の仕分け ハイアンテイキシワ								S		T

						A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		Ｈ		Ｉ		Ｊ		Ｋ		Ｌ				Ｍ		Ｎ		総重量
（容器込）
(kg)
※蓋を含む。 ソウジュウリョウフタフク		P		Q		R		S		重量確認
方法
（同※６）
実測の場合は実測写真を添付		備　考 ソナエコウ

						特措法番号 トクソホウバンゴウ		安定器等・汚染物種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記入コード※１） アンテイキトウオセンブツ		1台あたりの重量
（ｋｇ） ダイジュウリョウ		台数
※安定器・小型電機機器のみ記入 ダイスウアンテイキコガタデンキキキキニュウ		重量
小計
（ｋｇ） ジュウリョウショウケイ		にじみ・漏れ モ		混載物等 コンサイブツトウ		発生経緯 ハッセイケイイ		PCB分析結果(実施している場合濃度を記入） ケッカジッシ		含有物
(※2）
（含有量も分かれば記入）		重量計
（ｋｇ） ジュウリョウケイ		容器種類
（※2） ヨウキシュルイ		容器
材質
（同※3） ヨウキザイシツドウ		容量（Ｌ） ヨウリョウ		寸法（cｍ） スンポウ				容器の状態
（同※4） ヨウキジョウタイドウ		容器重量（ｋｇ）
※蓋を含む。 ヨウキジュウリョウ				PCB不
使用安定器の分別
(※５） アンテイキ		外付け
ｺﾝﾃﾞﾝｻ
の取り外し
(※６）　 トハズ		仕分け
作業日		実際の
仕分け
作業者名 ジッサイシワサギョウメイ

																																		外径
(蓋を含む） ガイケイフタフク		高さ
(蓋を含む） タカ

				x００９８		13-01		１（蛍光灯安定器）		2.1		60		126.0		なし		ビニールで梱包されていて外せない コンポウハズ								206.0		１（ドラム缶） カン		１（鋼製） コウセイ		200		60		90		良好 リョウコウ		24.0		230		１（対応済）		０（未対応） ミタイオウ		2015"年"7"月"1"日"		〇〇株式会社 カブシキガイシャ		３（1台を実測×個数(容器のみ推定)） ヨウキスイテイ

								２（水銀灯安定器） スイギントウアンテイキ		8.0		10		80.0		なし		なし

				x００９８				５（安定器用コンデンサ） アンテイキヨウ		0.2		75		15.0				ビニールで梱包								15.0		２（ペール缶）		１（鋼製）		27		30		36		良好		1.6		16.6		2(不明）		１（対応済）		2015"年"7"月"7"日"		〇〇株式会社

				x０００１		13-01		１（蛍光灯安定器）		2.1		70		147.0		なし		ビニールで梱包されていて外せない コンポウハズ								227.0		１（ドラム缶） カン		１（鋼製） コウセイ		200		60		90		良好 リョウコウ		24.0		251.0		１（対応済）		１（対応済）		2017"年"12"月"14"日"		ＸＸ株式会社

								２（水銀灯安定器） スイギントウアンテイキ		8.0		10		80.0		なし		なし

				x０００２		13-01		１（蛍光灯安定器）				100				なし		なし										１（ドラム缶） カン		１（鋼製） コウセイ		200		60		90		良好 リョウコウ		24.0		260.0		１（対応済）		１（対応済）		2017"年"12"月"14"日"		ＸＸ株式会社



様式５

記入例

※ 重量計測時の数値を正確にご記入下さ い 。重量は少なくとも小数点第一位までご記入ください。小数点が表示されない秤をご利用の場合は、整数で結構です。

記入例

※7 『総重量（容器込）』の測定は、次のいずれかの方法でお願いします。
　① 容器ごと計量器で実測　　② 1台を実測×個数＋容器重量　　
　③ 複数台をまとめて実測＋容器重量　　
＜注＞・容器重量の実測ができない場合は、カタログの値でも結構です。
・大型のクレーンスケール等10kg以上の刻みでしか測定できない秤の使用は不可となります。

事業場全体での安定器の登録総重量が500kg以上
と見込まれる方のみ記入をお願いします。

記入例



写真撮影例

				○搬入荷姿登録に必要な写真撮影例 ハンニュウニスガタトウロクヒツヨウシャシンサツエイレイ





様式4 変更・追加申請用

																				登録情報
変更依頼書		JESCO事業所名				作成日 サクセイビ		　 年  　月 　  日 ネンガツニチ

																						JESCO担当者 シャ				保管事業者
（確認者・担当者） ホカンジギョウシャカクニンシャタントウシャ

				予備登録調査票（安定器等・汚染物） アンテイキトウ

				変更区分  ↓　○をしてください。 ヘンコウクブン

				　１． 変更　　２． 取り下げ　　３．廃棄物を新規登録  ヘンコウトサハイキブツシンキトウロク

				保管事業者名 ホカンジギョウシャメイ

				保管事業場名 ホカンジギョウバメイ

				登録番号 トウロクバンゴウ

				記入コード キニュウ		※（注）３ｋｇ以上のトランス・コンデンサ等は、この用紙での登録はできません。機器等登録制度をご利用ください。（ネオントランスは安定器と同じもののため３ｋｇ以上でもこの用紙でお申込みください。） チュウイジョウトウヨウシトウロクアンテイキオナイジョウヨウシモウシコ

				※１　PCB汚染物等
　　　　種類　 オセンブツトウタネタグイ				１．蛍光灯安定器　　２．水銀灯用安定器　　３．安定器（用途不明）　　４．防爆形安定器　　５．安定器用コンデンサ　　６．小型コンデンサ等（３ｋｇ未満）　７．ネオントランス　 ケイコウトウアンテイキアンテイキヨウトフメイカタアンテイキヨウコガタトウミマン

								８．感圧複写紙　９．感圧複写紙以外の紙　１０．ウエス　１１．衣類　　１２．シール材　　１３．ビニール　　１４．砂利　　１５．コンクリート　１６．木材　　１７．塗料　１８．汚泥　 トリョウオデイ

								１９．樹脂製容器（注：北九州／北海道事業区域に限る。その他の事業区域は、『機器等登録』で申し込みください）　　　２０．その他（どんなものか記入） ジュシセイヨウキチュウキタキュウシュウホッカイドウジギョウカギタジギョウキキトウトウロクモウコ

				※２　 含有物　 ガンユウブツ				０．無　　１．水　　２．ガソリン　　３．灯油　　４．ＰＣＢ以外のその他油　　５．ベンゼン　　６．水銀　　７．セレン　　８．鉛　　９．カドミウム　　１０．六価クロム　　１１．有機リン　　１２．シアン　　
１３．ヒ素　１４．強酸　　１５．強アルカリ　　１６．その他（どんなものか記入） ナミズトウユイガイタアブラタキニュウ

				変更内容 ヘンコウナイヨウ		個体管理番号 コタイカンリバンゴウ		機器番号（x）
↓X001のように番号を記入		A		B		C		D		E		F		G		I		J		L

										安定器等・汚染物等種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記入コード※１） アンテイキトウオセンブツトウシュルイキニュウ		1台当たりの重量
（ｋｇ） ダイアジュウリョウ		台数
※安定器・小型電機機器のみ記入 ダイカズアンテイキコガタデンキキキキニュウ		総重量
（ｋｇ） ソウジュウリョウ		にじみ・漏れ モ		混載物等 コンサイブツトウ		汚染物の発生経緯 オセンブツ		PCB濃度
(分析している場合濃度を記入） ノウドブンセキ		含有物
（含有率も分かれば記入）(※２） リツ		備考 ビコウ

				・変　更
・取り下げ
・新規追加		i010159999		x０９１		１（蛍光灯安定器）		2.0		45		90.0		なし		なし

				・変　更
・取り下げ
・新規追加

				・変　更
・取り下げ
・新規追加

				・変　更
・取り下げ
・新規追加

				・変　更
・取り下げ
・新規追加



　　様式４（変更・追加申請用）
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保管事業場名 　

１．廃安定器の仕分け全体概況

（　　１０　）台 （　　２５　　）Kg

（　　３１　　）台 （　７１．３　）Kg

２．安定器等・汚染物の搬入荷姿登録

記入コード

１．蛍光灯安定器　　２．水銀灯用安定器　３．安定器（用途不明）　　４．防爆形安定器　　５．安定器用コンデンサ　　６．小型電気機器（3kg未満）　７．ネオントランス　　８.　感圧複写紙　　　９．感圧複写紙以外の紙　　

１０．ウエス　　１１．樹脂製容器（注：北九州／北海道事業区域に限る。その他の事業区域は、『機器等登録』で申し込みください）　　１２．その他（どんなものか記入）　　

※2　容器種類 １．ドラム缶（100L以上）　　２．ペール缶（100L未満）　　３．容器なし 

※3　容器材質 １．鋼製 （ステンレスを除く）　　２．ステンレス製　 ※１，２以外の材質（プラスチック等）は搬入不可です。

※4　容器の状態 ０．良好　　１．若干の錆有り　　２．蓋の溶接有り　　３．油溜まり有り　　４．その他（特殊加工等を記入）

↓容器単位でご記入下さい。

O（※7） T
A B C D E F G Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｍ Ｎ P Q R S

外径
(蓋を含む）

高さ
(蓋を含む）

１（蛍光灯安定器） 2.1 60 126.0 なし
ビニールで梱包されてい
て外せない

２（水銀灯安定器） 8.0 10 80.0 なし なし

x００９８ ５（安定器用コンデンサ） 0.2 75 15.0 ビニールで梱包 15.0
２（ペー
ル缶）

１（鋼
製）

27 30 36 良好 1.6 16.6 2(不明）
１（対応

済）
2015年7月

7日
〇〇株式会社

１（蛍光灯安定器） 2.1 70 147.0 なし
ビニールで梱包されていて外
せない

２（水銀灯安定器） 8.0 10 80.0 なし なし

１（蛍光灯安定器） 100 なし なし

１（蛍光灯安定器） 2.1 4 8.4 なし なし

A　PCB不使用安定器の分別台数　　　　　　　　　　　 B　分別したPCB不使用安定器の総重量

　　□全て取り外し済　□一部取り外し済　□未対応又は不明　□外付けなし CとＤを記入
C　コンデンサを取り外した後のコンデンサ
　　外付け型安定器(残部材）の台数

D　コンデンサを取り外した後のコンデンサ外付け型
　　安定器残部材の総重量

x０００３
14-

001～004
8.4

３（容器な
し）

１（対応済） １（対応済）
2017年12月

14日
ＸＸ株式会社200 60 90 良好 24.0 260.0

１（対応済）
2017年12月

14日
ＸＸ株式会社

x０００２ 13-01
１（ドラム

缶）
１（鋼製）

60 90 良好 24.0 251.0 １（対応済）

2015年7月
1日

〇〇株式会社

x０００１ 13-01 227.0
１（ドラム

缶）
１（鋼製） 200

90 良好 24.0 230
１（対応

済）
０（未対

応）

外付け
ｺﾝﾃﾞﾝｻ

の取り外し
(※６）

仕分け
作業日

実際の
仕分け

作業者名

x００９８ 13-01 206.0
１（ドラ
ム缶）

１（鋼
製）

200 60

容器
材質

（同※3）
容量（Ｌ）

寸法（cｍ）
容器の
状態

（同※4）

容器重量
（ｋｇ）

※蓋を含
む。

PCB不
使用安定
器の分別

(※５）

備　考特措法番号
安定器等・汚染物種類

（記入コード※１）

1台あた
りの重量

（ｋｇ）

台数
※安定器・
小型電機
機器のみ

記入

重量
小計
（ｋｇ）

にじみ・
漏れ

混載物等

機器
（容器）
番号（x）

※容器単位でご記
入ください。

廃棄物情報 搬入容器 廃安定器の仕分け

Ｌ
総重量

（容器込）
(kg)

※蓋を含
む。

重量計
（ｋｇ）

容器種類
（※2）

※（注）　３ｋｇ以上のトランス・コンデンサ等は、この用紙での登録はできません。機器等登録制度をご利用ください。（ネオントランスは安定器と同じのため３ｋｇ以上でもこの用紙でお申込みください。）

※1 安定器等・汚染物種類　

※5 PCB不使用安定器の分別 ０．未対応　１．対応済　　２．不明　※「分別」とは、保管された廃安定器からＰＣＢ不使用安定器を取り除くこと。

※6 外付けｺﾝﾃﾞﾝｻの取り外し ０．未対応　１．対応済　　２．不明　３．なし　※「取り外し」とは、「ｺﾝﾃﾞﾝｻ外付け型安定器」からJESCO対象物となるｺﾝﾃﾞﾝｻを取り外すこと。

 外付けコンデンサの
取り外し

搬入荷姿登録調査票（安定器等・汚染物）　　

 PCB不使用安定器の
分別

※「未対応又は不明」及び「外付けなし」以外を選択した場合、下記の記入をお願いします。

　　□全て分別済　　　□一部分別済　　　□未対応又は不明 AとBを記入

様式５

記入例

※ 重量計測時の数値を正確にご記入下さ い 。重量は少なくとも小数点第一位までご
記入ください。小数点が表示されない秤をご利用の場合は、整数で結構です。

記入例

※7 『総重量（容器込）』の測定は、次のいずれかの方法でお願いします。

① 容器ごと計量器で実測 ② 1台を実測×個数＋容器重量

③ 複数台をまとめて実測＋容器重量

＜注＞・容器重量の実測ができない場合は、カタログの値でも結構です。

・大型のクレーンスケール等10kg以上の刻みでしか測定できない秤の使用は不可となります。

事業場全体での安定器の登録総重量が500kg以上

と見込まれる方のみ記入をお願いします。

記入例
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総括表

		搬入荷姿登録申込書（安定器等・汚染物) ハンニュウニスガタトウロクモウシコミショアンテイキトウオセンブツ

		（総括表）

																																						　　　　　年　　　　月　　　　日 ネンガツニチ

		中間貯蔵・環境安全事業株式会社　　殿 チュウカンチョゾウカンキョウアンゼンジギョウカブシキガイシャドノ

																												〒　  　　－

																						保管事業者住所 ホカンジギョウシャジュウショ

																						保管事業者名 ホカンジギョウシャメイ

																						代表者（役職・氏名） ダイヒョウシャ																												印 イン

		安定器等・汚染物登録約款の内容を確認し、同意した上で、搬入荷姿登録に申込いたします。　　 アンテイキトウオセンブツハンニュウニスガタ

		１．保管事業者連絡先 シャレンラクサキ

				連絡先 レンラクサキ						担当部署・役職 タントウブショヤクショク																				ふりがな

																														担当者名 タントウシャメイ

										電話番号 デンワバンゴウ																				FAX番号 バンゴウ

		２．保管事業場（廃棄物等保管場所） ハイキブツトウ																　□　１．保管事業者と同じ（当てはまる場合、□にレ点を記入。当てはまらない場合、以下に記入） オナアバアイテンキニュウアバアイイカキニュウ

				保管事業場名 ホカンジギョウジョウメイ

				住　所 ジュウショ						〒　　　　－

				連絡先 レンラクサキ						担当部署・役職 タントウブショヤクショク																				ふりがな

																														担当者名 タントウシャメイ

										電話番号 デンワバンゴウ																				FAX番号 バンゴウ

		３．登録確認書等送付先（□にレ点を記入）　 トウロクカクニンショトウソウフサキ																　□　１．保管事業者宛　　　　□　２．保管事業場宛　　　　□　３．その他（送付先を以下に記入） ホカンジギョウシャアテホカンジギョウジョウアテタソウフサキ

				送付先名 ソウフサキメイ

				送付先住所 ソウフサキジュウショ						〒　　　　－

				連絡先 レンラクサキ						担当部署・役職 タントウブショヤクショク																				ふりがな

																														担当者名 タントウシャメイ

										電話番号 デンワバンゴウ																				FAX番号 バンゴウ

		４．登録区分（以下のいずれかを選択し、選択した方の□にレ点を記入ください） トウロククブンイカセンタクセンタクホウテンキニュウ

				□		新規の搬入荷姿登録申請 シンキハンニュウニスガタトウロクシンセイ

				□		予備登録した廃棄物をすべて搬入荷姿登録へ移行（右欄に予備登録番号を記入） ヨビトウロクハイキブツハンニュウニスガタトウロクイコウミギランヨビトウロクバンゴウキニュウ																										ｂ

				□		予備登録した廃棄物の一部を搬入荷姿登録へ移行（右欄に予備登録番号を記入）→「様式４ 変更・追加申請用」を提出ください。 ヨビトウロクハイキブツイチブハンニュウニスガタトウロクイコウミギランヨビトウロクバンゴウキニュウテイシュツ

		５．処理委託希望物 ショリイタクキボウブツ

				別紙 搬入荷姿登録調査票（安定器等・汚染物）　 様式５ 参照 ベッシアンテイキトウヨウシキサンショウ																								【申込缶数　ドラム缶（　　　　　　）缶　　ペール缶（　　　　　　）缶】　　 モウシコミカンスウカンカンカンカン

																												※容器なし登録がある場合：申込束数（　　　　　　）束　　　　　　

		６．調査機器等の写真 チョウサキキトウシャシン

				　・「安定器等・汚染物登録調査票記入要領」の必要書類の記入要領 ２．搬入荷姿登録調査票の記入要領 [３]安定器等・汚染物の写真撮影(14ページ) アンテイキトウオセンブツトウロクチョウサヒョウキニュウヨウリョウハンニュウニスガタトウロクチョウサヒョウキニュウヨウリョウアンテイキトウオセンブツシャシンサツエイ

				　  を参照の上撮影いただき、本表提出時に添付願います。

		７．その他の注意事項、備考 ビコウ

																																												中間貯蔵・環境安全事業（株） チュウカンチョゾウカンキョウアンゼンジギョウカブ
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仕分け記入フロー

		

		「搬入荷姿登録調査票」（様式５）にご記入をいただく際に、お読みください。 ハンニュウニスガタトウロクチョウサヒョウヨウシキキニュウサイヨ

		　廃安定器の搬入荷姿登録にあたっては、登録しようとする事業場に保管されている廃安定器の登録総重量 ハイアンテイキハンニュウニスガタトウロクトウロクジギョウジョウホカンハイアンテイキトウロクソウジュウリョウ

		５００ｋｇを目安に、「搬入荷姿登録調査票」の記入箇所が異なっております。

		以下のフローをご覧いただき、記入方法を確認していただきますようお願い致します。

		「搬入荷姿登録調査票」（様式５）の記入箇所判別フロー（黄色　　　部分への記入の有無） ハンニュウニスガタトウロクチョウサヒョウキニュウカショハンベツキイロブブンキニュウウム

												事業場で保管している安定器等・汚染物 ジギョウジョウホカンアンテイキトウオセンブツ

																				　　　

												事業場全体での安定器の登録総重量が
500kg未満と見込まれる場合 ジギョウジョウゼンタイトウロクソウジュウリョウミマンミコバアイ												事業場全体での安定器の登録総重量が
500kg以上と見込まれる場合 ジギョウジョウゼンタイアンテイキトウロクソウジュウリョウイジョウミコバアイ

				黄色　　　　部分への記入は不要 フヨウ																				黄色　　　　の記入のご協力をお願いします。
（把握されている情報の記入のみで結構です） キョウリョクハアクジョウホウキニュウケッコウ

		※		廃安定器とは、保管中の「蛍光灯安定器」、「水銀灯用安定器」、「安定器（用途不明）」、「防爆形安定器」、「安定器用コンデンサ」を指すものとし、 ハイアンテイキホカンチュウサ

				「小型電気機器（3kg未満）」、「感圧複写紙」、「ウエス」、「ネオントランス」等は含みません。　　



登録対象に安定器が含まれている場合　

登録対象に安定器が含まれていない場合



様式5 搬入荷姿登録調査票

		

				搬入荷姿登録調査票（安定器等・汚染物） ハンニュウニスガタトウロクチョウサヒョウアンテイキトウオセンブツ

				＜注意事項＞ チュウイジコウ																																																								３（対応済） タイオウスミ

				　お持ちの「PCB汚染物等」が、①当面の受入品目「安定器」「小型電気機器（3kg未満）」「感圧複写紙」「ウエス」（北九州事業のみ）である。②天ぶたをした状態で外径30cm以上63cm以下、高さ35cm以上91cm以下の密閉した金属製のオープンヘッドドラム缶又はペール缶に保管されている。③当社への搬入時に荷姿を変更する可能性がない場合は、この「搬入荷姿登録調査票」にご記入ください。 コガタデンキキキミマンカンアツフクシャシキタキュウシュウジギョウバアイハンニュウニスガタトウロクチョウサヒョウキニュウ																																																								４（対応済） タイオウスミ

																																																												０（未対応） ミタイオウ		０（未対応） ミタイオウ

				保管事業場名 ホカンジギョウバメイ																																												　												１（対応済） タイオウスミ		１（対応済） タイオウスミ

																																																												２（不明） フメイ		２（不明） フメイ

				１．廃安定器の仕分け全体概況 ハイアンテイキシワゼンタイガイキョウ																										※「未対応又は不明」及び「外付けなし」以外を選択した場合、下記の記入をお願いします。																																３（なし）

				PCB不使用安定器の
分別				　　□全て分別済　　　□一部分別済　　　□未対応又は不明 イチブフンベツズ																		AとBを記入				　A　PCB不使用安定器の分別台数　　　　　　　　　　　										（　　　　　　）台　				　B　分別したPCB不使用安定器の総重量　　　　　　 フンベツ										（　　　　　　）Kg　

				外付けコンデンサの
取り外し				　　□全て取り外し済　□一部取り外し済　□未対応又は不明　□外付けなし イチブトハズズソトヅ																		CとＤを記入				　C　コンデンサを取り外した後のコンデンサ
　　　外付け型安定器(残部材）の台数										（　　　　　　）台　				　D　コンデンサを取り外した後のコンデンサ外付け型
　　　安定器残部材の総重量										（　　　　　　）Kg　

				２．安定器等・汚染物の搬入荷姿登録 アンテイキトウオセンブツ

				記入コード キニュウ				※（注）　３ｋｇ以上のトランス・コンデンサ等は、この用紙での登録はできません。機器等登録制度をご利用ください。（ネオントランスは安定器と同じのため３ｋｇ以上でもこの用紙でお申込みください。） チュウイジョウトウヨウシトウロクアンテイキオナイジョウヨウシモウシコ

				※1 安定器等・汚染物種類　 アンテイキトウオセンブツ				１．蛍光灯安定器　　２．水銀灯用安定器　３．安定器（用途不明）　　４．防爆形安定器　　５．安定器用コンデンサ　　６．小型電気機器（3kg未満）　７．ネオントランス　　８.　感圧複写紙　　　９．感圧複写紙以外の紙　　 ケイコウトウアンテイキアンテイキヨウトフメイカタアンテイキヨウ

								１０．ウエス　　１１．樹脂製容器（注：北九州／北海道事業区域に限る。その他の事業区域は、『機器等登録』で申し込みください）　　１２．その他（どんなものか記入）　　 クイキタキニュウ

				※２　 含有物　 ガンユウブツ				０．無　　１．水　　２．ガソリン　　３．灯油　　４．ＰＣＢ以外のその他油　　５．ベンゼン　　６．水銀　　７．セレン　　８．鉛　　９．カドミウム　　１０．六価クロム　　１１．有機リン　　１２．シアン　　１３．ヒ素　　１４．強酸　　１５．強アルカリ　　１６．その他（どんなものか記入） ナミズトウユイガイタアブラタキニュウ

				※2　容器種類 ヨウキシュルイ				１．ドラム缶（100L以上）　　２．ペール缶（100L未満）　　３．容器なし  カンイジョウカンミマンヨウキ

				※3　容器材質 ヨウキザイシツ				１．鋼製 （ステンレスを除く）　　２．ステンレス製　 ※１，２以外の材質（プラスチック等）は搬入不可です。 コウセイノゾセイイガイザイシツナドハンニュウフカ

				※4　容器の状態 ヨウキジョウタイ				０．良好　　１．若干の錆有り　　２．蓋の溶接有り　　３．油溜まり有り　　４．その他（特殊加工等を記入） リョウコウジャッカンサビアタトクシュカコウトウキニュウ

				※5 PCB不使用安定器の分別				０．未対応　１．対応済　　２．不明　※「分別」とは、保管された廃安定器からＰＣＢ不使用安定器を取り除くこと。 ミタイオウタイオウスミフメイフンベツホカンハイアンテイキフシヨウアンテイキトノゾ

				※6 外付けｺﾝﾃﾞﾝｻの取り外し				０．未対応　１．対応済　　２．不明　３．なし　※「取り外し」とは、「ｺﾝﾃﾞﾝｻ外付け型安定器」からJESCO対象物となるｺﾝﾃﾞﾝｻを取り外すこと。 ミタイオウ）トハズソトヅガタアンテイキタイショウブツトハズ

						↓容器単位でご記入下さい。 ヨウキタンイキニュウクダ

				機器
（容器）
番号（x）
※容器単位でご記入ください。 キキヨウキバンゴウヨウキタンイキニュウ		廃棄物情報 ハイキブツジョウホウ																						搬入容器 ハンニュウヨウキ														O（※7）		廃安定器の仕分け ハイアンテイキシワ								S		T

						A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		Ｈ		Ｉ		Ｊ		Ｋ		Ｌ				Ｍ		Ｎ		総重量
（容器込）
(kg)
※蓋を含む。 ソウジュウリョウフタフク		P		Q		R		S		重量確認
方法
（同※６）
実測の場合は実測写真を添付		備　考 ソナエコウ

						特措法番号 トクソホウバンゴウ		安定器等・汚染物種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記入コード※１） アンテイキトウオセンブツ		1台あたりの重量
（ｋｇ） ダイジュウリョウ		台数
※安定器・小型電機機器のみ記入 ダイスウアンテイキコガタデンキキキキニュウ		重量
小計
（ｋｇ） ジュウリョウショウケイ		にじみ・漏れ モ		混載物等 コンサイブツトウ		発生経緯 ハッセイケイイ		PCB分析結果(実施している場合濃度を記入） ケッカジッシ		含有物
(※2）
（含有量も分かれば記入）		重量計
（ｋｇ） ジュウリョウケイ		容器種類
（※2） ヨウキシュルイ		容器
材質
（同※3） ヨウキザイシツドウ		容量（Ｌ） ヨウリョウ		寸法（cｍ） スンポウ				容器の状態
（同※4） ヨウキジョウタイドウ		容器重量（ｋｇ）
※蓋を含む。 ヨウキジュウリョウ				PCB不
使用安定器の分別
(※５） アンテイキ		外付け
ｺﾝﾃﾞﾝｻ
の取り外し
(※６）　 トハズ		仕分け
作業日		実際の
仕分け
作業者名 ジッサイシワサギョウメイ

																																		外径
(蓋を含む） ガイケイフタフク		高さ
(蓋を含む） タカ

				x００９８		13-01		１（蛍光灯安定器）		2.1		60		126.0		なし		ビニールで梱包されていて外せない コンポウハズ								206.0		１（ドラム缶） カン		１（鋼製） コウセイ		200		60		90		良好 リョウコウ		24.0		230		１（対応済）		０（未対応） ミタイオウ		2015"年"7"月"1"日"		〇〇株式会社 カブシキガイシャ		３（1台を実測×個数(容器のみ推定)） ヨウキスイテイ

								２（水銀灯安定器） スイギントウアンテイキ		8.0		10		80.0		なし		なし

				x００９８				５（安定器用コンデンサ） アンテイキヨウ		0.2		75		15.0				ビニールで梱包								15.0		２（ペール缶）		１（鋼製）		27		30		36		良好		1.6		16.6		2(不明）		１（対応済）		2015"年"7"月"1"日"		〇〇株式会社

				x０００１

				x０００２

				x０００３



様式５

記入例

登録には必ず写真が必要です。
（「写真撮影例」をご参照下さい）

※ 重量計測時の数値を正確にご記入下さ い 。重量は少なくとも小数点第一位までご記入ください。小数点が表示されない秤をご利用の場合は、整数で結構です。

記入例

事業場全体での安定器の登録総重量が500kg以上と見込まれる方のみ、搬入荷姿ごとに区分された各行のＰ～Ｓ欄に、廃安定器の仕分け内容をご記入ください。

※7 『総重量（容器込）』の測定は、次のいずれかの方法でお願いします。
　① 容器ごと計量器で実測　　② 1台を実測×個数＋容器重量　　
　③ 複数台をまとめて実測＋容器重量　　
＜注＞・容器重量の実測ができない場合は、カタログの値でも結構です。
・大型のクレーンスケール等10kg以上の刻みでしか測定できない秤の使用は不可となります。

事業場全体での安定器の登録総重量が500kg以上
と見込まれる方のみ記入をお願いします。



調査票 (記入例) 

		

				搬入荷姿登録調査票（安定器等・汚染物）　　 ハンニュウニスガタトウロクチョウサヒョウアンテイキトウオセンブツ

				＜注意事項＞ チュウイジコウ

				　お持ちの「PCB汚染物等」が、①当面の受入品目「安定器」「小型電気機器（3kg未満）」「感圧複写紙」「ウエス」（北九州事業のみ）である。②天ぶたをした状態で外径30cm以上63cm以下、高さ35cm以上91cm以下の密閉した金属製のオープンヘッドドラム缶又はペール缶に保管されている。③当社への搬入時に荷姿を変更する可能性がない場合は、この「搬入荷姿登録調査票」にご記入ください。 コガタデンキキキミマンカンアツフクシャシキタキュウシュウジギョウバアイハンニュウニスガタトウロクチョウサヒョウキニュウ

				保管事業場名 ホカンジギョウバメイ																																												　

				１．廃安定器の仕分け全体概況 ハイアンテイキシワゼンタイガイキョウ																										※「未対応又は不明」及び「外付けなし」以外を選択した場合、下記の記入をお願いします。																														２（不明） フメイ		２（不明） フメイ

																																																														３（なし）

				PCB不使用安定器の
分別				　　□全て分別済　　　□一部分別済　　　□未対応又は不明 イチブフンベツズ																		AとBを記入				A　PCB不使用安定器の分別台数　　　　　　　　　　　										（　　１０　）台　				B　分別したPCB不使用安定器の総重量　　　　　　 フンベツ										（　　２５　　）Kg　

				外付けコンデンサの
取り外し				　　□全て取り外し済　□一部取り外し済　□未対応又は不明　□外付けなし イチブトハズズソトヅ																		CとＤを記入				C　コンデンサを取り外した後のコンデンサ
　　外付け型安定器(残部材）の台数										（　　３１　　）台　				D　コンデンサを取り外した後のコンデンサ外付け型
　　安定器残部材の総重量										（　７１．３　）Kg　

				２．安定器等・汚染物の搬入荷姿登録 アンテイキトウオセンブツ

				記入コード キニュウ				※（注）　３ｋｇ以上のトランス・コンデンサ等は、この用紙での登録はできません。機器等登録制度をご利用ください。（ネオントランスは安定器と同じのため３ｋｇ以上でもこの用紙でお申込みください。） チュウイジョウトウヨウシトウロクアンテイキオナイジョウヨウシモウシコ

				※1 安定器等・汚染物種類　 アンテイキトウオセンブツ				１．蛍光灯安定器　　２．水銀灯用安定器　３．安定器（用途不明）　　４．防爆形安定器　　５．安定器用コンデンサ　　６．小型電気機器（3kg未満）　７．ネオントランス　　８.　感圧複写紙　　　９．感圧複写紙以外の紙　　 ケイコウトウアンテイキアンテイキヨウトフメイカタアンテイキヨウ

								１０．ウエス　　１１．樹脂製容器（注：北九州／北海道事業区域に限る。その他の事業区域は、『機器等登録』で申し込みください）　　１２．その他（どんなものか記入）　　 クイキタキニュウ

				※２　 含有物　 ガンユウブツ				０．無　　１．水　　２．ガソリン　　３．灯油　　４．ＰＣＢ以外のその他油　　５．ベンゼン　　６．水銀　　７．セレン　　８．鉛　　９．カドミウム　　１０．六価クロム　　１１．有機リン　　１２．シアン　　１３．ヒ素　　１４．強酸　　１５．強アルカリ　　１６．その他（どんなものか記入） ナミズトウユイガイタアブラタキニュウ

				※2　容器種類 ヨウキシュルイ				１．ドラム缶（100L以上）　　２．ペール缶（100L未満）　　３．容器なし  カンイジョウカンミマンヨウキ

				※3　容器材質 ヨウキザイシツ				１．鋼製 （ステンレスを除く）　　２．ステンレス製　 ※１，２以外の材質（プラスチック等）は搬入不可です。 コウセイノゾセイイガイザイシツナドハンニュウフカ

				※4　容器の状態 ヨウキジョウタイ				０．良好　　１．若干の錆有り　　２．蓋の溶接有り　　３．油溜まり有り　　４．その他（特殊加工等を記入） リョウコウジャッカンサビアタトクシュカコウトウキニュウ

				※5 PCB不使用安定器の分別				０．未対応　１．対応済　　２．不明　※「分別」とは、保管された廃安定器からＰＣＢ不使用安定器を取り除くこと。 ミタイオウタイオウスミフメイフンベツホカンハイアンテイキフシヨウアンテイキトノゾ

				※6 外付けｺﾝﾃﾞﾝｻの取り外し				０．未対応　１．対応済　　２．不明　３．なし　※「取り外し」とは、「ｺﾝﾃﾞﾝｻ外付け型安定器」からJESCO対象物となるｺﾝﾃﾞﾝｻを取り外すこと。 ミタイオウ）トハズソトヅガタアンテイキタイショウブツトハズ

						↓容器単位でご記入下さい。 ヨウキタンイキニュウクダ

				機器
（容器）
番号（x）
※容器単位でご記入ください。 キキヨウキバンゴウヨウキタンイキニュウ		廃棄物情報 ハイキブツジョウホウ																						搬入容器 ハンニュウヨウキ														O（※7）		廃安定器の仕分け ハイアンテイキシワ								S		T

						A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		Ｈ		Ｉ		Ｊ		Ｋ		Ｌ				Ｍ		Ｎ		総重量
（容器込）
(kg)
※蓋を含む。 ソウジュウリョウフタフク		P		Q		R		S		重量確認
方法
（同※６）
実測の場合は実測写真を添付		備　考 ソナエコウ

						特措法番号 トクソホウバンゴウ		安定器等・汚染物種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記入コード※１） アンテイキトウオセンブツ		1台あたりの重量
（ｋｇ） ダイジュウリョウ		台数
※安定器・小型電機機器のみ記入 ダイスウアンテイキコガタデンキキキキニュウ		重量
小計
（ｋｇ） ジュウリョウショウケイ		にじみ・漏れ モ		混載物等 コンサイブツトウ		発生経緯 ハッセイケイイ		PCB分析結果(実施している場合濃度を記入） ケッカジッシ		含有物
(※2）
（含有量も分かれば記入）		重量計
（ｋｇ） ジュウリョウケイ		容器種類
（※2） ヨウキシュルイ		容器
材質
（同※3） ヨウキザイシツドウ		容量（Ｌ） ヨウリョウ		寸法（cｍ） スンポウ				容器の状態
（同※4） ヨウキジョウタイドウ		容器重量（ｋｇ）
※蓋を含む。 ヨウキジュウリョウ				PCB不
使用安定器の分別
(※５） アンテイキ		外付け
ｺﾝﾃﾞﾝｻ
の取り外し
(※６）　 トハズ		仕分け
作業日		実際の
仕分け
作業者名 ジッサイシワサギョウメイ

																																		外径
(蓋を含む） ガイケイフタフク		高さ
(蓋を含む） タカ

				x００９８		13-01		１（蛍光灯安定器）		2.1		60		126.0		なし		ビニールで梱包されていて外せない コンポウハズ								206.0		１（ドラム缶） カン		１（鋼製） コウセイ		200		60		90		良好 リョウコウ		24.0		230		１（対応済）		０（未対応） ミタイオウ		2015"年"7"月"1"日"		〇〇株式会社 カブシキガイシャ		３（1台を実測×個数(容器のみ推定)） ヨウキスイテイ

								２（水銀灯安定器） スイギントウアンテイキ		8.0		10		80.0		なし		なし

				x００９８				５（安定器用コンデンサ） アンテイキヨウ		0.2		75		15.0				ビニールで梱包								15.0		２（ペール缶）		１（鋼製）		27		30		36		良好		1.6		16.6		2(不明）		１（対応済）		2015"年"7"月"7"日"		〇〇株式会社

				x０００１		13-01		１（蛍光灯安定器）		2.1		70		147.0		なし		ビニールで梱包されていて外せない コンポウハズ								227.0		１（ドラム缶） カン		１（鋼製） コウセイ		200		60		90		良好 リョウコウ		24.0		251.0		１（対応済）		１（対応済）		2017"年"12"月"14"日"		ＸＸ株式会社

								２（水銀灯安定器） スイギントウアンテイキ		8.0		10		80.0		なし		なし

				x０００２		13-01		１（蛍光灯安定器）				100				なし		なし										１（ドラム缶） カン		１（鋼製） コウセイ		200		60		90		良好 リョウコウ		24.0		260.0		１（対応済）		１（対応済）		2017"年"12"月"14"日"		ＸＸ株式会社

				x０００３		14-
001～004		１（蛍光灯安定器）		2.1		4		8.4		なし		なし								8.4		３（容器なし） ヨウキ



様式５

記入例

※ 重量計測時の数値を正確にご記入下さ い 。重量は少なくとも小数点第一位までご記入ください。小数点が表示されない秤をご利用の場合は、整数で結構です。

記入例

※7 『総重量（容器込）』の測定は、次のいずれかの方法でお願いします。
　① 容器ごと計量器で実測　　② 1台を実測×個数＋容器重量　　
　③ 複数台をまとめて実測＋容器重量　　
＜注＞・容器重量の実測ができない場合は、カタログの値でも結構です。
・大型のクレーンスケール等10kg以上の刻みでしか測定できない秤の使用は不可となります。

事業場全体での安定器の登録総重量が500kg以上
と見込まれる方のみ記入をお願いします。

記入例



写真撮影例(容器あり登録の場合）

				写真撮影例：搬入荷姿登録（容器あり登録の場合） シャシンサツエイレイハンニュウニスガタトウロクヨウキバアイ





写真撮影例 (容器なし登録の場合)

				写真撮影例：搬入荷姿登録（容器なし登録の場合） シャシンサツエイレイハンニュウニスガタトウロクヨウキトウロクバアイ





様式4 変更・追加申請用

																				登録情報
変更依頼書		JESCO事業所名				作成日 サクセイビ		　 年  　月 　  日 ネンガツニチ

																						JESCO担当者 シャ				保管事業者
（確認者・担当者） ホカンジギョウシャカクニンシャタントウシャ

				予備登録調査票（安定器等・汚染物） アンテイキトウ

				変更区分  ↓　○をしてください。 ヘンコウクブン

				　１． 変更　　２． 取り下げ　　３．廃棄物を新規登録  ヘンコウトサハイキブツシンキトウロク

				保管事業者名 ホカンジギョウシャメイ

				保管事業場名 ホカンジギョウバメイ

				登録番号 トウロクバンゴウ

				記入コード キニュウ		※（注）３ｋｇ以上のトランス・コンデンサ等は、この用紙での登録はできません。機器等登録制度をご利用ください。（ネオントランスは安定器と同じもののため３ｋｇ以上でもこの用紙でお申込みください。） チュウイジョウトウヨウシトウロクアンテイキオナイジョウヨウシモウシコ

				※１　PCB汚染物等
　　　　種類　 オセンブツトウタネタグイ				１．蛍光灯安定器　　２．水銀灯用安定器　　３．安定器（用途不明）　　４．防爆形安定器　　５．安定器用コンデンサ　　６．小型コンデンサ等（３ｋｇ未満）　７．ネオントランス　 ケイコウトウアンテイキアンテイキヨウトフメイカタアンテイキヨウコガタトウミマン

								８．感圧複写紙　９．感圧複写紙以外の紙　１０．ウエス　１１．衣類　　１２．シール材　　１３．ビニール　　１４．砂利　　１５．コンクリート　１６．木材　　１７．塗料　１８．汚泥　 トリョウオデイ

								１９．樹脂製容器（注：北九州／北海道事業区域に限る。その他の事業区域は、『機器等登録』で申し込みください）　　　２０．その他（どんなものか記入）

				※２　 含有物　 ガンユウブツ				０．無　　１．水　　２．ガソリン　　３．灯油　　４．ＰＣＢ以外のその他油　　５．ベンゼン　　６．水銀　　７．セレン　　８．鉛　　９．カドミウム　　１０．六価クロム　　１１．有機リン　　１２．シアン　　
１３．ヒ素　１４．強酸　　１５．強アルカリ　　１６．その他（どんなものか記入） ナミズトウユイガイタアブラタキニュウ

				変更内容 ヘンコウナイヨウ		個体管理番号 コタイカンリバンゴウ		機器番号（x）
↓X001のように番号を記入		A		B		C		D		E		F		G		I		J		L

										安定器等・汚染物等種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記入コード※１） アンテイキトウオセンブツトウシュルイキニュウ		1台当たりの重量
（ｋｇ） ダイアジュウリョウ		台数
※安定器・小型電機機器のみ記入 ダイカズアンテイキコガタデンキキキキニュウ		総重量
（ｋｇ） ソウジュウリョウ		にじみ・漏れ モ		混載物等 コンサイブツトウ		汚染物の発生経緯 オセンブツ		PCB濃度
(分析している場合濃度を記入） ノウドブンセキ		含有物
（含有率も分かれば記入）(※２） リツ		備考 ビコウ

				・変　更
・取り下げ
・新規追加		i010159999		x０９１		１（蛍光灯安定器）		2.0		45		90.0		なし		なし

				・変　更
・取り下げ
・新規追加

				・変　更
・取り下げ
・新規追加

				・変　更
・取り下げ
・新規追加

				・変　更
・取り下げ
・新規追加



　　様式４（変更・追加申請用）

20

40.0















〒 -

　変更がある箇所のみご記入下さい。
　　＜（※）は必須記入項目＞

s002345678

＜変更内容＞ ↓変更がある箇所のみご記入下さい。

１．保管事業者情報

役職 氏名 役職 氏名

役職 氏名 役職 氏名

TEL FAX TEL FAX

２．保管事業場情報　（PCBを保管している場所）

役職 氏名 役職 氏名

TEL FAX TEL FAX

３．廃棄物情報

　□ 廃棄物の変更・取り消し 　□ 新規廃棄物の追加登録（注１）

　　　　（注１）追加登録の場合は、登録約款に同意の上、廃棄物情報を別紙調査票にご記入いただき、追加機器の写真と一緒にお送り下さい。

４．送付先情報（※） （登録証、機器等登録確認書、その他の必要書類が郵送される宛先）

（注記）下記（１）～（３）記載の届出は、本申請書による日本環境安全事業株式会社への変更申請とは別途、管轄自治体（都道府県・市）の産業廃棄物担当課や
保
        健所等に提出する必要があります。詳細は、管轄自治体（都道府県・市）の産業廃棄物担当課や保健所等の窓口にご相談ください。
　                    （１）ＰＣＢ廃棄物が新たに見つかった場合　　：　「ＰＣＢ廃棄物保管届出」
　                    （２）ＰＣＢの保管場所を変更する場合　 　　 ：  「保管事業場の変更届出」
　                    （３）相続、合併または分割があった場合      ：　「ＰＣＢ廃棄物の承継届出」
　　　                     ※法により、相続、合併または分割による承継を除き、譲渡しと譲受けは原則禁止されています。

別紙参照 別紙参照

〒111　　－　　1234
○○県△△市□□町３－４－５

　TEL

　担当者役職

  会社名等

　住　所

項目 変更前 変更後

株式会社　●×製造所

製造部主任　 ×△知之

保管事業場住所

000-00-1111 FAX 000-000-1112

担当者氏名総務部総務課長 ××　太郎

変更前

保管事業者名
（※）

株式会社　●×製造所

（捺印は必須。原則会社印、ただし担当者印も可）

↑「登録番号」は、ローマ字[s,k,b,c,t,tc,tb]から始まる番号をご記入ください。機器の管理番号(ｉで始まる番号)ではありません。

代表取締役　○○三郎

〒　　　　－

保管事業者住所

株式会社●×製造所

PCB廃棄物処理に係る登録内容の変更申請書
平成　　　年　　　月　　　日

中間貯蔵・環境安全事業株式会社   

PCB廃棄物処理に係る登録内容について、以下の変更がありましたので、登録内容の変更をお願いします。

登録番号（※）

保管事業者名

項目

保管事業場名

東京都△△区□□町３－４－５

〒111－1234
○○県△△市□□町３－４－５

××　太郎

代表者

000-000-0000　 000-000-1111　

担当者（契約手続の際
の連絡先担当者）

連絡先担当
TEL・FAX

000-00-0000  

項目 変更前

　△△宏一

変更後

製造部　課長代理担当者

保管事業場
TEL・FAX

〒111　－1111
○○県△△市□□町１－２－３

○○　総二郎 総務課長

株式会社△△製造所 △△工場

総務課係長

株式会社●×製造所 □□第一工場

000-00-2222  

1234

変更後

○○三郎

住　   　所
（※）

株式会社△△製造所

〒　　　　　－

000

代表取締役社長 ×× 一郎 代表取締役社長

印

記入例： s000123456

記入例

（参考資料） 登録内容の変更申請書

19

（変更申請記入例）
印

変更区分

　・ 変更　　・ 取り下げ　　・ 新規追加 　※廃棄物を新規追加する場合は、「機器等登録」となります。（早期登録への新規追加はできません）

保管事業者名　　  株式会社○○環境

保管事業場名　　　△△工場

登録番号 k000002761

（記入上の注意点） １．不燃性油　２．ＡＦ式（ＡＦＰ式）　３．ＤＦ式　　４． シバノール　

①変更部分は朱書等で色分けしてください。 ５． ○○クロール（富士シンクロール、ダイヤクロール等）

②変更前を取消線で消して変更後を記入。 　▽以下（６～８）は、トランスの「冷却方式」をご覧下さい

③変更機器の特定のため、登録証等のPCB廃棄物等リスト記載の個体管理番号か、機器番号は必ずご記入ください。 ６．ＬＮＡＮ(F)　７．ＬＦＡＮ(F)　　８．ＬＦＷＦ　　９．上記表記なし

A Ｂ C Ｄ Ｅ Ｆ G I K L M N

不明な場合は
空欄でも可

「ｋVA」 又は

「μＦ」
「月」の記載

は不要

トランス
類のみ
記入

1台当たりの

総重量
(kg)

重量確認
方法

幅
奥行
き

缶体
の

高さ

ブッシ
ング高

さ

トランス
類のみ
記入

・変　更

・取り下げ

・新規追加

i115052899 0001 13-1 リアクトル 300ｋVA 日コン 1968 ＸＴＲ－ＳＭＩＤ 2,320 実測
１

120 90 180 30 有り 無 1 有り 1

・変　更

・取り下げ

・新規追加

i115052900 0002 13-2 コンデンサ 50KVA 指月電機 1967 THK6050HN 53.00 銘板 1 69 15 34 19 無 1 無し

・変　更

・取り下げ

・新規追加

i115052901 0003 13-3 コンデンサ 100KVA 日コン 1969 TPE-26100R 85.00 銘板 1 55 15 65 17 無 1 無し

・変　更

・取り下げ

・新規追加

0004 21-1 高圧コンデンサ 100ｋVA 東芝 1969 SRTR-2AR 67 銘板 4 40 20 50 18 無し 1 無し

Ｏ

抜油品名
定格
容量

型式製造年 漏れ

PCB機器等調査票

台数
ＰＣＢに汚染
された保管
容器の有無
※「有り」の
場合、様式
－３記入 使用中の機器は

「１」　と記入

その他
特記事項

J

（注）

PCB表記
寸法（ｃｍ）

製造者

機器総重量(kg)
実測の場合は、計量を証明する
もの（写真等）をお示し下さい

○○○　××

JESCO事業所名

JESCO担当者

（注）Ｉ：ＰＣＢ表記　　銘板に以下の表記があるかをご確認ください。

作成日

保管事業者
（確認者・担当者）

登録情報
変更依頼書

2019年 2月 1日

変更内容

トランス類・コンデンサ類

個体管理番
号

機器番
号

油量
（㍑）
銘板

H

PCB特措
法届出番
号

1965

2,500

65       15        30 20

様式－１（変更・追加申請用）

銘板

連絡先や保管場所の変更

重量の変更や取り下げなど


変更申請書 

		PCB廃棄物処理に係る登録内容の変更申請書　　

																																						平成　　　年　　　月　　　日

				中間貯蔵・環境安全事業株式会社   殿 チュウカンチョゾウ																		住　   　所
（※）						〒		ー

				　変更がある箇所のみご記入下さい。 ヘンコウカショキニュウクダ

				　　＜（※）は必須記入項目＞																		保管事業者名
（※）

																														（捺印は必須。原則会社印、ただし担当者印も可）

				PCB廃棄物処理に係る登録内容について、以下の変更がありましたので、登録内容の変更をお願いします。

				登録番号（※） トウロクバンゴウ

				↑「登録番号」は、ローマ字[s,k,b,c,t,tc,tb]から始まる番号をご記入ください。機器の管理番号(ｉで始まる番号)ではありません。

				（注記）下記（１）～（３）記載の届出は、本申請書による中間貯蔵・環境安全事業株式会社への変更申請とは別途、管轄自治体（都道府県・
　　　　　　　　　　　　市）の産業廃棄物担当課や保健所等に提出する必要があります。詳細は、管轄自治体（都道府県・市）の産業廃棄物担当課や保健所等
　　　　　　　　　　　　の窓口にご相談ください。
　                    （１）ＰＣＢ廃棄物が新たに見つかった場合　　：　「ＰＣＢ廃棄物保管届出」    
　                    （２）ＰＣＢの

				＜変更内容＞ ヘンコウナイヨウ

				１．保管事業者情報 ホカンジギョウシャジョウホウ

				項目 コウモク						変更前 ヘンコウマエ																				変更後 ヘンコウゴ

				保管事業者名 ジギョウ

				保管事業者住所 ホカンジギョウシャ						〒　　　　　－																				〒　　　　　－

				代表者						役職 ヤクショク										氏名 シメイ										役職 ヤクショク										氏名 シメイ

				担当者（契約手続の際の連絡先担当者） タントウシャケイヤクテゾクサイレンラクサキタントウシャ						役職 ヤクショク										氏名 シメイ										役職 ヤクショク										氏名 シメイ

				連絡先担当
TEL・FAX レンラクサキタントウ						TEL										FAX										TEL										FAX

				２．保管事業場情報　（PCBを保管している場所） ホカンジギョウジョウジョウホウ

				項目 コウモク						変更前 ヘンコウマエ																				変更後 ヘンコウゴ

				保管事業場名 ホカンナ

				保管事業場住所 ホカンジギョウジョウ						〒　　　　　－																				〒　　　　　－

				担当者 タントウシャ						役職 ヤクショク										氏名 シメイ										役職 ヤクショク										氏名 シメイ

				保管事業場
TEL・FAX ホカンジギョウジョウ						TEL										FAX										TEL										FAX

				３．廃棄物情報 ハイキブツジョウホウ

				　□ 廃棄物の変更・取り消し ハイキブツヘンコウトケ														　□ 新規廃棄物の追加登録（注１） シンキハイキブツツイカトウロクチュウ

				　　　　（注１）追加登録の場合は、登録約款に同意の上、廃棄物情報を別紙調査票にご記入いただき、追加機器の写真と一緒にお送り下さい。 チュウツイカイッショオククダ

				項目 コウモク						変更前 ヘンコウマエ																				変更後 ヘンコウゴ

				４．送付先情報（※） ソウフサキジョウホウ										（登録証、機器等登録確認書、その他の必要書類が郵送される宛先） キキトウトウロクサキ

				会社名等 カイシャメイトウ

				　住　所 ジュウショ						〒　　　 　  -

				　担当者役職 タントウシャヤクショク																								担当者氏名 タントウシャシメイ

				　TEL																								FAX



&R20181101版

印

記入例： s000123456



変更申請書 (記入例）

		PCB廃棄物処理に係る登録内容の変更申請書　　

																																						平成　　　年　　　月　　　日

				中間貯蔵・環境安全事業株式会社   殿 チュウカンチョゾウ																		住　   　所
（※）						〒		000				-		1234

				　変更がある箇所のみご記入下さい。 ヘンコウカショキニュウクダ																								東京都△△区□□町３－４－５ トウキョウトク

				　　＜（※）は必須記入項目＞																		保管事業者名
（※）						株式会社　●×製造所 カブシキガイシャセイゾウショ

																												代表取締役　○○三郎 ダイヒョウトリシマリヤクサブロウ

																														（捺印は必須。原則会社印、ただし担当者印も可）

				PCB廃棄物処理に係る登録内容について、以下の変更がありましたので、登録内容の変更をお願いします。

				登録番号（※） トウロクバンゴウ						s002345678

				↑「登録番号」は、ローマ字[s,k,b,c,t,tc,tb]から始まる番号をご記入ください。機器の管理番号(ｉで始まる番号)ではありません。

		＜変更内容＞ ヘンコウナイヨウ										↓変更がある箇所のみご記入下さい。 ヘンコウカショキニュウクダ

				１．保管事業者情報 ホカンジギョウシャジョウホウ

				項目 コウモク						変更前 ヘンコウマエ																				変更後 ヘンコウゴ

				保管事業者名 ジギョウ						株式会社△△製造所 セイゾウショ																				株式会社●×製造所 セイゾウショ

				保管事業者住所 ホカンジギョウシャ						〒　　　　　－																				〒　　　　－

				代表者						役職 ヤクショク		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ								氏名 シメイ		×× 一郎 イチロウ								役職 ヤクショク		代表取締役社長 ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ								氏名 シメイ		○○三郎 サブロウ

				担当者（契約手続の際の連絡先担当者） タントウシャケイヤクテゾクサイレンラクサキタントウシャ						役職 ヤクショク		総務課係長								氏名 シメイ		○○　総二郎 ソウジロウ								役職 ヤクショク		総務課長 ソウムカチョウ								氏名 シメイ		××　太郎 タロウ

				連絡先担当
TEL・FAX レンラクサキタントウ						TEL		000-000-0000　								FAX		000-00-0000								TEL		000-000-1111　								FAX		000-00-2222

				２．保管事業場情報　（PCBを保管している場所） ホカンジギョウジョウジョウホウ

				項目 コウモク						変更前 ヘンコウマエ																				変更後 ヘンコウゴ

				保管事業場名 ホカンナ						株式会社△△製造所 △△工場 セイゾウショコウジョウ																				株式会社●×製造所 □□第一工場 ダイイチコウジョウ

				保管事業場住所 ホカンジギョウジョウ						〒111　－1111
○○県△△市□□町１－２－３																				〒111－1234
○○県△△市□□町３－４－５

				担当者 タントウシャ						役職 ヤクショク		製造部主任　								氏名 シメイ		×△知之 トモユキ								役職 ヤクショク		製造部　課長代理								氏名 シメイ		　△△宏一

				保管事業場
TEL・FAX ホカンジギョウジョウ						TEL										FAX										TEL										FAX

				３．廃棄物情報 ハイキブツジョウホウ

				　□ 廃棄物の変更・取り消し ハイキブツヘンコウトケ														　□ 新規廃棄物の追加登録（注１） シンキハイキブツツイカトウロクチュウ

				　　　　（注１）追加登録の場合は、登録約款に同意の上、廃棄物情報を別紙調査票にご記入いただき、追加機器の写真と一緒にお送り下さい。 チュウツイカイッショオククダ

				項目 コウモク						変更前 ヘンコウマエ																				変更後 ヘンコウゴ

										別紙参照 ベッシサンショウ																				別紙参照 ベッシサンショウ

				４．送付先情報（※） ソウフサキジョウホウ										（登録証、機器等登録確認書、その他の必要書類が郵送される宛先） キキトウトウロクサキ

				会社名等 カイシャメイトウ						株式会社　●×製造所

				　住　所 ジュウショ						〒111　　－　　1234
○○県△△市□□町３－４－５

				　担当者役職 タントウシャヤクショク						総務部総務課長 ソウムブソウムカチョウ																		担当者氏名 タントウシャシメイ						××　太郎 タロウ

				　TEL						000-00-1111																		FAX						000-000-1112　

				（注記）下記（１）～（３）記載の届出は、本申請書による日本環境安全事業株式会社への変更申請とは別途、管轄自治体（都道府県・市）の産業廃棄物担当課や保
        健所等に提出する必要があります。詳細は、管轄自治体（都道府県・市）の産業廃棄物担当課や保健所等の窓口にご相談ください。
　                    （１）ＰＣＢ廃棄物が新たに見つかった場合　　：　「ＰＣＢ廃棄物保管届出」    
　                    （２）ＰＣＢの保管場所を変更する場合　 　　 ：  「保管



印

記入例： s000123456

記入例



トランス・コンデンサ

																								登録情報
変更依頼書				JESCO事業所名												作成日 サクセイビ						平成　　　年　　　月　　　　日

																												JESCO担当者 シャ												保管事業者
（確認者・担当者） ホカンジギョウシャカクニンシャタントウシャ												印 イン

		PCB機器等調査票 キキトウチョウサヒョウ

		トランス類・コンデンサ類 ルイルイ

				変更区分  ↓　○をしてください。 ヘンコウクブン

				　・ 変更　　・ 取り下げ　　・ 新規追加 　※廃棄物を新規追加する場合は、機器等登録となります。（早期登録への新規追加はできません） ヘンコウトサシンキツイカソウキトウロクシンキツイカ

				保管事業者名 ホカンジギョウシャメイ

				保管事業場名　 ホカンジギョウバメイ

				保管事業場住所　 ホカンジギョウバジュウショ

				登録番号 トウロクバンゴウ																										（注）Ｉ：ＰＣＢ表記　　銘板に以下の表記があるかをご確認ください。 メイバンイカヒョウキカクニン

				（記入上の注意点） キニュウジョウチュウイテン																										１．不燃性油　２．ＡＦ式（ＡＦＰ式）　３．ＤＦ式　　４． シバノール　 フネンセイアブラシキシキ

				①変更部分は朱書等で色分けしてください。 ヘンコウブブンシュガトウイロワ																										５． ○○クロール（富士シンクロール、ダイヤクロール等） フジトウ

				②変更前を取消線で消して変更後を記入。 ヘンコウマエトリケシセンケヘンコウゴキニュウ																										　▽以下（６～８）は、トランスの「冷却方式」をご覧下さい イカレイキャクホウシキランクダ

				③変更機器の特定のため、登録証等のPCB廃棄物等リスト記載の個体管理番号か機器番号は必ずご記入ください。 ヘンコウキキトクテイトウロクショウトウコタイ																										６．ＬＮＡＮ(F)　７．ＬＦＡＮ(F)　　８．ＬＦＷＦ　　９．上記表記なし ジョウキヒョウキ

				変更
内容 ヘンコウナイヨウ		個体管理番号 コタイカンリバンゴウ		機器番号 キキバンゴウ		A		Ｂ		Ｂ-2		C		Ｄ		Ｅ		Ｆ		G		H				I		J								K		L		M		N		Ｏ

										PCB特措法届出番号		品名 ヒンメイ		料金種別 リョウキンシュベツ		定格
容量		製造者 セイゾウシャ		製造年 セイゾウネン		型式		油量
（㍑）　　銘板 アブラリョウメイバン		機器総重量(kg)
実測の場合は、計量を証明するもの（写真等）をお示し下さい キキソウジュウリョウジッソクバアイケイリョウショウメイシャシントウシメクダ				（注）
PCB
表記
 チュウヒョウキ		寸法（ｃｍ） スンポウ								抜油 ヌアブラ		漏れ モ		台数 ダイスウ		ＰＣＢに汚染された保管容器の有無
※「有り」の場合、様式－３記入
 オセンホカンヨウキウムアバアイヨウシキキニュウ		その他
特記事項 タトッキジコウ

										不明な場合は空欄でも可 フメイバアイクウランカ						「ｋVA」 又は
「μＦ」 マタ				「月」の記載は不要 キサイ				トランス類のみ記入 ルイキニュウ		1台当たりの総重量(kg) ダイアソウジュウリョウ		重量確認方法 ジュウリョウカクニンホウホウ				幅 ハバ		奥行き オクユ		缶体の
高さ カンカラダタカ		ブッシング高さ タカ		トランス類のみ記入 ルイキニュウ								使用中の機器は「１」　と記入 シヨウチュウキキキニュウ

				・変　更

・取り下げ

・新規追加 ヘンサラトサシンキツイカ

				・変　更

・取り下げ

・新規追加 ヘンサラトサシンキツイカ

				・変　更

・取り下げ

・新規追加 ヘンサラトサシンキツイカ

				・変　更

・取り下げ

・新規追加 ヘンサラトサシンキツイカ

				・変　更

・取り下げ

・新規追加 ヘンサラトサシンキツイカ



様式－１　変更・追加申請用



トランス・コンデンサ記入例

		（変更申請記入例）																				登録情報
変更依頼書				JESCO事業所名										作成日 サクセイビ								平成２５ 年７月２３日 ヘイセイネンガツニチ

																										JESCO担当者 シャ										保管事業者
（確認者・担当者） ホカンジギョウシャカクニンシャタントウシャ								○○○　××						印 イン

		PCB機器等調査票 キキトウチョウサヒョウ

																						トランス類・コンデンサ類 ルイルイ

		変更区分 ヘンコウクブン

		　・ 変更　　・ 取り下げ　　・ 新規追加 　※廃棄物を新規追加する場合は、「機器等登録」となります。（早期登録への新規追加はできません） ヘンコウトサシンキツイカソウキトウロクシンキツイカ

		保管事業者名　　  株式会社○○環境 ホカンジギョウシャメイカンキョウ

		保管事業場名　　　△△工場 ホカンジギョウバメイコウジョウ

		保管事業場住所 ホカンジギョウバジュウショ				○○市△△町１－２－３ シチョウ

		登録番号 トウロクバンゴウ				k000002761																								（注）Ｉ：ＰＣＢ表記　　銘板に以下の表記があるかをご確認ください。 メイバンイカヒョウキカクニン

		（記入上の注意点） キニュウジョウチュウイテン																												１．不燃性油　２．ＡＦ式（ＡＦＰ式）　３．ＤＦ式　　４． シバノール　 フネンセイアブラシキシキ

		①変更部分は朱書等で色分けしてください。 ヘンコウブブンシュガトウイロワ																												５． ○○クロール（富士シンクロール、ダイヤクロール等） フジトウ

		②変更前を取消線で消して変更後を記入。 ヘンコウマエトリケシセンケヘンコウゴキニュウ																												　▽以下（６～８）は、トランスの「冷却方式」をご覧下さい イカレイキャクホウシキランクダ

		③変更機器の特定のため、登録証等のPCB廃棄物等リスト記載の個体管理番号か、機器番号は必ずご記入ください。 ヘンコウキキトクテイトウロクショウトウコタイ																												６．ＬＮＡＮ(F)　７．ＬＦＡＮ(F)　　８．ＬＦＷＦ　　９．上記表記なし ジョウキヒョウキ

		変更内容 ヘンコウナイヨウ		個体管理番号 コタイカンリバンゴウ		機器番号 キキバンゴウ		A		Ｂ-１		Ｂ		Ｂ-2		C		Ｄ		Ｅ		Ｆ		G		H				I		J								K		L		M		N		Ｏ

								PCB特措法届出番号		料金種別 リョウキンシュベツ		品名		料金種別 リョウキンシュベツ		定格
容量		製造者 セイゾウシャ		製造年 セイゾウドシ		型式		油量
（㍑）　　銘板 アブラリョウメイバン		機器総重量(kg)
実測の場合は、計量を証明するもの（写真等）をお示し下さい キキソウジュウリョウジッソクバアイケイリョウショウメイシャシントウシメクダ				（注）
PCB表記
 チュウヒョウキ		寸法（ｃｍ） スンポウ								抜油 ヌアブラ		漏れ モ		台数 ダイスウ		ＰＣＢに汚染された保管容器の有無
※「有り」の場合、様式－３記入
 オセンホカンヨウキウムアバアイヨウシキキニュウ		その他
特記事項 タトッキジコウ

								不明な場合は空欄でも可 フメイバアイクウランカ								「ｋVA」 又は
「μＦ」 マタ				「月」の記載は不要 キサイ				トランス類のみ記入 ルイキニュウ		1台当たりの総重量(kg) ダイアソウジュウリョウ		重量確認方法 ジュウリョウカクニンホウホウ				幅 ハバ		奥行き オクユ		缶体の
高さ カンカラダタカ		ブッシング高さ タカ		トランス類のみ記入 ルイキニュウ								使用中の機器は
「１」　と記入 シヨウチュウキキキニュウ

		・変　更

・取り下げ

・新規追加 ヘンサラトサシンキツイカ		i115052899		0001		13-1		1		リアクトル		1		300ｋVA		日コン ヒ		1968		ＸＴＲ－ＳＭＩＤ				2,320		実測 ジッソク		１		120		90		180		30		有り ア		無		1		有り ア		1

		・変　更

・取り下げ

・新規追加 ヘンサラトサシンキツイカ		i115052900		0002		13-2		10		コンデンサ		2		50KVA		指月電機		1967		THK6050HN				53.00		銘板		1		69		15		34		19				無		1		無し ナ

		・変　更

・取り下げ

・新規追加 ヘンサラトサシンキツイカ		i115052901		0003		13-3		10		コンデンサ		2		100KVA		日コン		1969		TPE-26100R				85.00		銘板		1		55		15		65		17				無		1		無し ナ

		・変　更

・取り下げ

・新規追加 ヘンサラトサシンキツイカ				0004		21-1		0		高圧コンデンサ コウアツ		2		100ｋVA		東芝 トウシバ		1969		SRTR-2AR				67		銘板 メイバン		4		40		20		50		18				無し ナ		1		無し ナ



　　1965

2,500

65       15        30　　　20

様式－１（変更・追加申請用）

銘板



（特殊ケース）連結ｺﾝﾃﾞﾝｻ

																										登録情報
変更依頼書				JESCO事業所名												作成日 サクセイビ						平成　　　年　　　月　　　　日

																														JESCO担当者 シャ												保管事業者
（確認者・担当者） ホカンジギョウシャカクニンシャタントウシャ												印 イン

		PCB機器等調査票 キキトウチョウサヒョウ

		連結型（集合型）コンデンサ類用 レンケツガタシュウゴウガタルイヨウ

				保管事業者名 ホカンジギョウシャメイ																										（注）Ｉ：ＰＣＢ表記　　銘板に以下の表記があるかをご確認ください。 チュウヒョウキメイバンイカヒョウキカクニン

				保管事業場名 ホカンジギョウバメイ																										１．不燃性油　　２．ＡＦ式　　３．ＤＦ式　　４． シバノール　 ５．ＡＦＰ式　　６．ヒタフネン　　 フネンセイアブラシキ

				保管事業場住所 ホカンジギョウバジュウショ																										７． ○○クロール（富士シンクロール、ダイヤクロール等） フジトウ

				登録番号 トウロクバンゴウ																										　▽以下（６～８）は、トランスの「冷却方式」をご覧下さい イカレイキャクホウシキランクダ

																														８．ＬＮＡＮ(F)　９．ＬＦＡＮ(F)　　１０．ＬＦＷＦ  　　１１．上記表記無し ジョウキヒョウキナ

				個体管理番号 コタイカンリバンゴウ		機器番号
(#) キキバンゴウ		A		Ｂ-１		Ｂ-１		Ｂ-2		C		Ｄ		Ｅ		Ｆ		G		H				I		J								K		L		M		N						Ｏ

								PCB特措法届出番号		料金種別 リョウキンシュベツ		品名		料金種別 リョウキンシュベツ		定格
容量		製造者 セイゾウシャ		製造年月 セイゾウネンゲツ		型式		油量
（㍑）　　銘板 アブラリョウメイバン		　機器総重量(kg)
※実測の場合は、計量を証明するもの（写真等）をお示し下さい キキソウジュウリョウジッソクバアイケイリョウショウメイシャシントウシメクダ				（注）
PCB表記
 チュウヒョウキ		寸法（ｃｍ） スンポウ								抜油 ヌアブラ		漏れ モ		台数 ダイスウ		ＰＣＢに汚染された保管容器の有無
※「有り」の場合、様式－３記入
 オセンホカンヨウキウムアバアイヨウシキキニュウ		その他
特記事項 タトッキジコウ

																「ｋVA」 又は
「μＦ」 マタ										1台当たりの総重量(kg) ダイアソウジュウリョウ		重量
確認方法 ジュウリョウカクニンホウホウ				幅 ハバ		奥行き オクユ		缶体の
高さ カンカラダタカ		ブッシング高さ タカ										使用中の機器は「１」　と記入 シヨウチュウキキキニュウ

				i005052899		#0099		13-1		コンデンサ（蓄電器）		高圧コンデンサ コウアツ		コンデンサ類		100KVA		松下電器 マツシタデンキ		1966		PAO-1				40		銘板 メイバン		1		40		20		30		20		無		無 ナ		1		無し ナ

						#0099-1		13-1				高圧コンデンサ コウアツ		コンデンサ類				松下電器 マツシタデンキ		1966.						11		実測（※） ジッソク		1		10		9		11		1		無		無 ナ		1		無し ナ				i005052899から分割(1/3) ブンカツ

						#0099-2		13-1				高圧コンデンサ コウアツ		コンデンサ類				松下電器 マツシタデンキ		1966.						11		実測（※） ジッソク		1		10		9		11		1		無		無 ナ		1		無し ナ				i005052899から分割(2/3) ブンカツ

						#0099-3		13-1				高圧コンデンサ コウアツ		コンデンサ類				松下電器 マツシタデンキ		1966						11		実測（※） ジッソク		1		10		9		11		1		無		無 ナ		1		無し ナ				i005052899から分割(3/3) ブンカツ

														コンデンサ類



（注）実測の場合、「実測写真」が必要です。

　　　　記入例 　※　3連結のコンデンサ（40kg）を変更登録する場合

変更申請(連結コンデンサ分割）用



油類

																				登録情報
変更依頼書				JESCO事業所名										作成日 サクセイビ						平成   年  月   日 ヘイセイネンガツニチ

																								JESCO担当者 シャ										保管事業者
（確認者・担当者） ホカンジギョウシャカクニンシャタントウシャ										印 イン

		ＰＣＢ機器等調査票 キキトウチョウサヒョウ

		Ｐ Ｃ Ｂ 油 類 ユルイ

		※ドラム缶・ペール缶等の容器で保管されているＰＣＢ油。
微量ＰＣＢ油は対象ではありませんのでご注意ください。 ヨウキホカンビリョウアブラタイショウチュウイ

		変更区分  ↓　○をしてください。 ヘンコウクブン

		　・ 変更　　・ 取り下げ　　・ 新規追加 　（※油を新規で追加する場合は、「機器等登録」となります。） ヘンコウトサシンキツイカアブラ

		記入コード キニュウ

		※1  油の種類：　　０．トランス油　 １．コンデンサ油　　２．熱媒体油　　３．試薬　　４．検体（サンプル）　　５．その他（どんなものか記入）　 シヤクケンタイ

		※2　 容器種類：　０．ドラム缶　１．ペール缶　２．その他（どんなものか記入） ヨウキシュルイカンカンタキニュウ

		※3　 発生工程：　０．トランスから抜油　１．コンデンサから抜油　３．その他（どんなものか記入）　 ハッセイコウテイヌアブラヌアブラタキニュウ

		※４　形態形状：　０．粘着状　　１．流動状・スラッジ（泥状物、沈殿物）なし　　２．流動状・スラッジ（泥状物、沈殿物）有　　３．その他（どんなものか記入） ケイタイケイジョウネンチャクジョウリュウドウジョウドロブツチンデンブツリュウドウジョウアリタキニュウ

		※５　容器の過去の使用履歴：　０．なし（過去に他の用途で使用歴なし）　　１．再利用（どのような用途か記入）　３．不明　 ヨウキカコシヨウリレキカコホカヨウトシヨウレキサイリヨウヨウトキニュウフメイ

		保管事業者名　： ホカンジギョウシャメイ

		保管事業場名　： ホカンジギョウジョウメイ

		保管事業場住所： ホカンジギョウジョウジュウショ

		登録番号　　　： トウロクバンゴウ

		（記入上の注意点） キニュウジョウチュウイテン

		①変更部分は朱書等で色分けしてください。　②変更前を取消線で消して変更後を記入。　③変更機器の特定のため、登録証等のPCB廃棄物等リスト記載の個体管理番号をご記入ください。 ヘンコウブブンシュガトウイロワ

		変更内容 ヘンコウナイヨウ		個体管理番号 コタイカンリバンゴウ		機器
番号		Ａ		Ｂ		Ｃ				Ｄ		Ｅ		Ｆ								Ｇ								H		Ｉ		Ｊ		Ｋ		Ｌ

								PCB特措法届出番号		PCB油類の種類
(※1) ユルイシュルイ		容器
(※2) ヨウキ				総重量
（容器込）
（ｋｇ） ソウジュウリョウヨウキコミ		発生工程
(※3) ハッセイコウテイ		抜油機器の型式等 ヌアブラキキカタシキトウ								ＰＣＢ濃度・その他含有物等 ノウドタガンユウブツトウ								引火点
(℃） インカテン		形状
形態
(※４） ケイジョウケイタイ		容器の過去の使用履歴
(※５） ヨウキカコシヨウリレキ		容量
数量
（缶） ヨウリョウスウリョウカン		その他特記事項等 タトッキジコウトウ

																																				※灯油等の洗浄液含有の場合や発生工程不明の場合に記載 キサイ

												種類 シュルイ		容器
容量（ｌ） ヨウキヨウリョウ		※実測写真を添付下さい。 ジッソクシャシンテンプクダ				発生した
機器名 ハッセイキキメイ		機器型式 キキカタシキ		製造者名 セイゾウシャメイ		製造年 セイゾウネン		①PCB濃度
(mg/kg)		②水分量
（濃度） スイブンリョウノウド		③その他 タ

																																種類 シュルイ		濃度 ノウド

		・変　更
・取り下げ
・新規追加 ヘンサラトサシンキツイカ		i115052899		001		13－1		トランス油 アブラ		ペール缶 カン		10		31		コンデンサから抜油 ヌアブラ		コンデンサ		KUF		三菱電機 ミツビシデンキ		1667														なし		1

		・変　更
・取り下げ
・新規追加 ヘンサラトサシンキツイカ

		・変　更
・取り下げ
・新規追加 ヘンサラトサシンキツイカ

		・変　更
・取り下げ
・新規追加 ヘンサラトサシンキツイカ

		・変　更
・取り下げ
・新規追加 ヘンサラトサシンキツイカ



（記入例）

様式－２　(変更申請用）

コンデンサ油

２７



保管容器

																												登録情報
変更依頼書				JESCO事業所名						作成日 サクセイビ				平成  　 年 　 月 　  日 ヘイセイネンガツニチ

																																JESCO担当者 シャ						保管事業者
（確認者・担当者） ホカンジギョウシャカクニンシャタントウシャ								印 イン

		PCB機器等調査票　 キキナドチョウサヒョウ

		PCBに汚染された保管容器 オセンタモツカンカタチウツワ

		豊田・大阪・東京事業区域に保管されている事業者様については、金属製及び樹脂製容器は機器等登録となります。
北九州・北海道事業区域に保管されている事業者様については、金属製容器は機器等登録、樹脂製容器は当面、搬入荷姿登録または予備登録となります。 トウメン

				変更区分 ヘンコウクブン		↓　○をしてください。

				　・ 変更　　・ 取り下げ　　・ 新規追加 　（※廃棄物を新規追加する場合は、「機器等登録」となります。） ヘンコウトサシンキツイカ

		保管事業者名： ホカンジギョウシャメイ		保管事業者名　： ホカンジギョウシャメイ

				保管事業場名　： ホカンジギョウジョウメイ

		保管事業場名： ホカンジギョウジョウメイ		保管事業場住所： ホカンジギョウジョウジュウショ

		登録番号 トウロクバンゴウ		登録番号　　　： トウロクバンゴウ

																																　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

				変更
内容 ヘンコウナイヨウ		個体管理
番号 コタイカンリバンゴウ		容器
番号 ヨウキバンゴウ		A－１　						A-2		B				C						D		Ｅ		Ｆ		Ｇ		Ｈ								Ｊ

										容器の種類						箱の種類		材質 ザイシツ				寸法（cm） スンポウ						板厚 イタアツ		重量 ジュウリョウ		漏れの度合い

※漏れがない場合は
登録不要です。 モドアモバアイトウロクフヨウ		容器の状態 ヨウキジョウタイ		保管容器の中身
※ウエス、ビニール等が含まれないようご注意下さい ナカミトウフクチュウイクダ								その他
備考 タビコウ

																※Aで「３（箱）」と回答した場合のみ記入						幅 ハバ		奥行 オクユキ		高さ タカ		（mm）		（ｋｇ）
※契約までには実測写真をお願いします。						機器の
種類		機器番号（＃） キキバンゴウ

				・変　更
・取り下げ
・新規追加				0099		3 (箱） ハコ						1（蓋を開けることが可能な箱） フタアカノウハコ		0(鉄） テツ				１１０		８０		１２０		3.2		120		0（保管容器内に一部付着有り） ホカンヨウキナイイチブフチャクア		サビあり		２（コンデンサ類） ルイ		0002		0005

				・変　更
・取り下げ
・新規追加 ヘンサラトサシンキツイカ

				・変　更
・取り下げ
・新規追加 ヘンサラトサシンキツイカ

				・変　更
・取り下げ
・新規追加 ヘンサラトサシンキツイカ

				・変　更
・取り下げ
・新規追加 ヘンサラトサシンキツイカ



A－１
容器の種類コ-ド

０： トレイ　
１： ２００㍑ドラム缶　
２： ３００㍑ドラム缶　
３： 箱
４： その他（どんなものか記入）

　A－２
　箱の種類コ-ド

０：蓋のない箱　
１：蓋を開けることが可能な箱
２：蓋を開けられない箱
３：その他（どんなものか記入）

　B　材質コ-ド

０：鉄　
１：ステンレス
２：アルミ
３：ガラス
４：樹脂製
５：その他（どんなものか記入）

記入例

　F   漏れの度合いコード

０：保管容器の一部に油の付着あり
１：保管容器内で大量の油漏れあり
２：不明
　※その他の場合、状態を記入

Ｉ：保管容器の中身
　　　　　　　
１： トランス類
２： コンデンサ類
３： PCB油類

様式－３ (変更追加申請用）



搬入荷姿登録調査票

																																						登録情報
変更依頼書				JESCO事業所名								作成日 サクセイビ						平成   　 年   　月 　   日

																																										JESCO担当者 シャ								保管事業者
（確認者・担当者） ホカンジギョウシャカクニンシャタントウシャ

																																																																		０（未対応） ミタイオウ		０（未対応） ミタイオウ

				搬入荷姿登録調査票（安定器等・汚染物） ハンニュウニスガタトウロクチョウサヒョウアンテイキトウオセンブツ																																																														１（対応済） タイオウスミ		１（対応済） タイオウスミ

																																																																		２（不明） フメイ		２（不明） フメイ

				変更区分 ヘンコウクブン		↓　○をしてください。																																																														３（なし）

				　１． 変更　　　２． 取り下げ　　３． 新たな容器で廃棄物を新規登録  ヘンコウトサアラヨウキハイキブツシンキトウロク

				※重量を変更する場合は実測写真が必要となります。 ジュウリョウヘンコウバアイジッソクシャシンヒツヨウ

				保管事業者名 ホカンジギョウシャメイ

				保管事業場名 ホカンジギョウバメイ

				保管事業場住所 ホカンジギョウバジュウショ

				登録番号 トウロクバンゴウ

				１．廃安定器の仕分け全体概況 ハイアンテイキシワゼンタイガイキョウ

				PCB不使用安定器の分別				　　□全て分別済　　　□一部分別済　　　□未対応又は不明														AとBを記入 キニュウ										A　PCB不使用安定器の分別台数　　　　　　　　　　　										（　　　　　　）台　				B　分別したPCB不使用安定器の総重量　　　　　　 フンベツ														（　　　　　　）Kg　

																						　「未対応又は不明」以外
を選択した場合、右欄を記入します。 ミタイオウマタフメイイガイバアイミギランキニュウ

				外付けコンデンサの取り外し				　　□全て取り外し済　□一部取り外し済　□未対応又は不明　□外付けなし ソトヅ														CとＤを記入 キニュウ										C　コンデンサを取り外した後のコンデンサ
　　外付け型安定器(残部材）の台数　　 アトザンブザイダイスウ										（　　　　　　）台　				D　コンデンサを取り外した後のコンデンサ
　　外付け型安定器残部材の総重量														（　　　　　　）Kg　

				２．安定器等・汚染物の搬入荷姿登録 アンテイキトウオセンブツ

				記入コード キニュウ								※（注）　３ｋｇ以上のトランス・コンデンサ等は、この用紙での登録はできません。機器等登録制度をご利用ください。（ネオントランスは安定器と同じのため３ｋｇ以上でもこの用紙でお申込みください。） チュウイジョウトウヨウシトウロクアンテイキオナイジョウヨウシモウシコ

				※1 安定器等・汚染物種類　 アンテイキトウオセンブツ								１．蛍光灯安定器　　２．水銀灯用安定器　３．安定器（用途不明）　　４．防爆形安定器　　５．安定器用コンデンサ　　６．小型電気機器（3kg未満）　７．ネオントランス　　８.　感圧複写紙　　　 ケイコウトウアンテイキアンテイキヨウトフメイカタアンテイキヨウ

												９．感圧複写紙以外の紙　　１０．ウエス　　１１．樹脂製容器（注：北九州／北海道事業区域に限る。その他の事業区域は、『機器等登録』で申し込みください）　　１２．その他（どんなものか記入）　　 タキニュウ

				※２　 含有物　 ガンユウブツ								０．無　　１．水　　２．ガソリン　　３．灯油　　４．ＰＣＢ以外のその他油　　５．ベンゼン　　６．水銀　　７．セレン　　８．鉛　　９．カドミウム　　１０．六価クロム　　１１．有機リン　　１２．シアン　　１３．ヒ素　　１４．強酸　　１５．強アルカリ　　１６．その他（どんなものか記入） ナミズトウユイガイタアブラタキニュウ

				※2　容器種類 ヨウキシュルイ								１．ドラム缶（100L以上）　　２．ペール缶（100L未満）      カンイジョウカンミマン

				※3　容器材質 ヨウキザイシツ								１．鋼製 （ステンレスを除く）　　２．ステンレス製　 ※１，２以外の材質（プラスチック等）は搬入不可です。 コウセイノゾセイイガイザイシツナドハンニュウフカ

				※4　容器の状態 ヨウキジョウタイ								０．良好　　１．若干の錆有り　　２．蓋の溶接有り　　３．油溜まり有り　　４．その他（特殊加工等を記入） リョウコウジャッカンサビアタトクシュカコウトウキニュウ

				※5 PCB不使用安定器の分別								０．未対応　１．対応済　　２．不明　※「分別」とは、保管された廃安定器からＰＣＢ不使用安定器を取り除くこと。 ミタイオウタイオウスミフメイフンベツホカンハイアンテイキフシヨウアンテイキトノゾ

				※6 外付けｺﾝﾃﾞﾝｻの取り外し								０．未対応　１．対応済　　２．不明　　３．なし　※「取り外し」とは、「ｺﾝﾃﾞﾝｻ外付け型安定器」からJESCO対象物となるｺﾝﾃﾞﾝｻを取り外すこと。 ミタイオウ）トハズソトヅガタアンテイキタイショウブツトハズ

										↓容器単位でご記入下さい。 ヨウキタンイキニュウクダ

				変更内容 ヘンコウナイヨウ		個体管理番号 コタイカンリバンゴウ		機器
（容器）
番号（x）
※容器単位でご記入ください。 キキヨウキバンゴウヨウキタンイキニュウ		廃棄物情報 ハイキブツジョウホウ																						搬入容器 ハンニュウヨウキ														O（※7）		廃安定器の仕分け ハイアンテイキシワ										S		T

										A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		Ｈ		Ｉ		Ｊ		Ｋ		Ｌ				Ｍ		Ｎ		総重量
（容器込）
(kg)
※蓋を含む。 ソウジュウリョウフタフク		P		Q		R		S				重量確認
方法
（同※６）
実測の場合は実測写真を添付		備　考 ソナエコウ

										特措法番号 トクソホウバンゴウ		安定器等・汚染物種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記入コード※１） アンテイキトウオセンブツ		1台あたりの重量
（ｋｇ） ダイジュウリョウ		台数
※安定器・小型電機機器のみ記入 ダイスウアンテイキコガタデンキキキキニュウ		重量
小計
（ｋｇ） ジュウリョウショウケイ		にじみ・漏れ モ		混載物等 コンサイブツトウ		発生経緯 ハッセイケイイ		PCB分析結果(実施している場合濃度を記入） ケッカジッシ		含有物
(※2）
（含有量も分かれば記入）		重量計
（ｋｇ） ジュウリョウケイ		容器種類
（※2） ヨウキシュルイ		容器
材質
（同※3） ヨウキザイシツドウ		容量（Ｌ） ヨウリョウ		寸法（cｍ） スンポウ				容器の状態
（同※4） ヨウキジョウタイドウ		容器重量（ｋｇ）
※蓋を含む。 ヨウキジュウリョウ				PCB不
使用安定器の分別
(※５） アンテイキ		外付け
ｺﾝﾃﾞﾝｻ
の取り外し
(※６）　 トハズ		仕分け
作業日		実際の
仕分け
作業者名 ジッサイシワサギョウメイ

																																						外径
(蓋を含む） ガイケイフタフク		高さ
(蓋を含む） タカ

				・変　更
・取り下げ
・新規追加		i010159999		x００９８		13-01		１（蛍光灯安定器）		2.1		60		126.0		なし		ビニールで梱包されていて外せない コンポウハズ								206.0		１（ドラム缶） カン		１（鋼製） コウセイ		200		60		90		良好 リョウコウ		24.0		230		１（対応済）		０（未対応） ミタイオウ		2015"年"7"月"1"日"		〇〇株式会社 カブシキガイシャ				３（1台を実測×個数(容器のみ推定)） ヨウキスイテイ

												２（水銀灯安定器） スイギントウアンテイキ		8.0		10		80.0		なし		なし

				・変　更
・取り下げ
・新規追加				　x

				・変　更
・取り下げ
・新規追加				　x

				・変　更
・取り下げ
・新規追加				　x



※ 重量計測時の数値を正確にご記入下さ い 。重量は少なくとも小数点第一位までご記入ください。小数点が表示されない秤をご利用の場合は、整数で結構です。

記入例

※7 『総重量（容器込）』の測定は、次のいずれかの方法でお願いします。
　① 容器ごと計量器で実測　　② 1台を実測×個数＋容器重量　　
　③ 複数台をまとめて実測＋容器重量　　
＜注＞・容器重量の実測ができない場合は、カタログの値でも結構です。
・大型のクレーンスケール等10kg以上の刻みでしか測定できない秤の使用は不可となります。

　　様式５（変更・追加申請用）

40

84.0

164.0

188.0

記入例

事業場全体での安定器の登録総重量が500kg以上
と見込まれる方のみ記入をお願いします。
また、分別台数、重量などは、今回の数量変更分を
加味して、当該事業場全体の仕分け結果の量を
分かる範囲で算定し、記入をお願いします。

印



予備登録調査票

																				登録情報
変更依頼書		JESCO事業所名				作成日 サクセイビ		平成  　 年  　月 　  日 ヘイセイネンガツニチ

																						JESCO担当者 シャ				保管事業者
（確認者・担当者） ホカンジギョウシャカクニンシャタントウシャ

				予備登録調査票（安定器等・汚染物） アンテイキトウ

				変更区分  ↓　○をしてください。 ヘンコウクブン

				　１． 変更　　２． 取り下げ　　３．廃棄物を新規登録  ヘンコウトサハイキブツシンキトウロク

				保管事業者名 ホカンジギョウシャメイ

				保管事業場名 ホカンジギョウバメイ

				保管事業場住所 ホカンジギョウバジュウショ

				登録番号 トウロクバンゴウ

				記入コード キニュウ		※（注）３ｋｇ以上のトランス・コンデンサ等は、この用紙での登録はできません。機器等登録制度をご利用ください。（ネオントランスは安定器と同じもののため３ｋｇ以上でもこの用紙でお申込みください。） チュウイジョウトウヨウシトウロクアンテイキオナイジョウヨウシモウシコ

				※１　PCB汚染物等
　　　　種類　 オセンブツトウタネタグイ				１．蛍光灯安定器　　２．水銀灯用安定器　　３．安定器（用途不明）　　４．防爆形安定器　　５．安定器用コンデンサ　　６．小型コンデンサ等（３ｋｇ未満）　７．ネオントランス　 ケイコウトウアンテイキアンテイキヨウトフメイカタアンテイキヨウコガタトウミマン

								８．感圧複写紙　９．感圧複写紙以外の紙　１０．ウエス　１１．衣類　　１２．シール材　　１３．ビニール　　１４．砂利　　１５．コンクリート　１６．木材　　１７．塗料　１８．汚泥　 トリョウオデイ

								１９．樹脂製容器（注：北九州／北海道事業区域に限る。その他の事業区域は、『機器等登録』で申し込みください）　　　２０．その他（どんなものか記入）

				※２　 含有物　 ガンユウブツ				０．無　　１．水　　２．ガソリン　　３．灯油　　４．ＰＣＢ以外のその他油　　５．ベンゼン　　６．水銀　　７．セレン　　８．鉛　　９．カドミウム　　１０．六価クロム　　１１．有機リン　　１２．シアン　　
１３．ヒ素　１４．強酸　　１５．強アルカリ　　１６．その他（どんなものか記入） ナミズトウユイガイタアブラタキニュウ

				変更内容 ヘンコウナイヨウ		個体管理番号 コタイカンリバンゴウ		機器番号（x）
↓X001のように番号を記入		A		B		C		D		E		F		G		H		I		J

										安定器等・汚染物等種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（記入コード※１） アンテイキトウオセンブツトウシュルイキニュウ		1台当たりの重量
（ｋｇ） ダイアジュウリョウ		台数
※安定器・小型電機機器のみ記入 ダイカズアンテイキコガタデンキキキキニュウ		総重量
（ｋｇ） ソウジュウリョウ		にじみ・漏れ モ		混載物等 コンサイブツトウ		汚染物の発生経緯 オセンブツ		PCB濃度
(分析している場合濃度を記入） ノウドブンセキ		含有物
（含有率も分かれば記入）(※２） リツ		備考 ビコウ

				・変　更
・取り下げ
・新規追加		i010159999		x０９１		１（蛍光灯安定器）		2.0		45		90.0		なし		なし

				・変　更
・取り下げ
・新規追加

				・変　更
・取り下げ
・新規追加

				・変　更
・取り下げ
・新規追加

				・変　更
・取り下げ
・新規追加



　　様式４（変更・追加申請用）

20

40.0

印



機器登録約款

		PCB機器等登録約款

		（通則）

		第１条　この約款は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「ＪＥＳＣＯ」という。）が行うポリ塩化ビフェニル廃棄物（以下「ＰＣＢ廃棄物」という。）の無害化処理事業に関し、ＰＣＢ廃棄物を保管し又はポリ塩化ビフェニルを使用した電気機器（以下「ＰＣＢ使用機器」という。）を使用する事業者（以下「事業者」という。）が、ＪＥＳＣＯに対しＰＣＢ廃棄物及び使用中のＰＣＢ使用機器（以下「ＰＣＢ機器等」という。）のため必要な情報登録を行うことに関し、必要な事項を定めます。 チュウカンチョゾウ

		（趣旨）

		第２条　ＪＥＳＣＯは、事業者がＪＥＳＣＯに処理委託を行うための条件として、処理委託契約の前に事業者が全国に保管するＰＣＢ機器等の内、処理委託対象となるＰＣＢ機器等の情報のＪＥＳＣＯへの登録（以下「機器等登録」という）を実施します。

		（対象ＰＣＢ機器等）

		第３条　機器等登録の対象は、事業者が全国に保管する次のＰＣＢ廃棄物及び使用中のＰＣＢ使用機器（以下「対象ＰＣＢ機器等」という。）です。

		　　一　トランス類・コンデンサ類で３ｋｇ以上のもの（微量ＰＣＢ汚染物は除く）

		　　二　ＰＣＢ油類（微量ＰＣＢ汚染物は除く）

		２　事業者が、平成１７年４月１日より平成１８年３月３１日までＪＥＳＣＯが行った早期登録・調整協力割引にすでに申込み、ＪＥＳＣＯが早期登録証を交付した対象ＰＣＢ機器等は、機器等登録の対象にはなりません。

		（登録期間）

		第４条　機器等登録は、平成１８年４月１日から平成２６年月３１日までの期間中にＪＥＳＣＯに登録があり（宅配便の場合は平成２６年３月３１日到着まで、郵送の場合は平成２６年３月３１日消印まで有効とします。）、機器等登録された対象ＰＣＢ機器等について適用されます。

		（登録方法）

		第４条　機器等登録の方法は、機器等登録を行おうとする事業者がこの約款に定める事項を承諾のうえ、別冊の「機器等登録ＰＣＢ機器等調査票記入要領」に従って、所定のＰＣＢ機器等調査票、保管場所・ＰＣＢ機器等の写真（以下「調査票等」という。）を作成し、郵送等により機器等登録を行うものとします。

		（調査票等の取扱い）

		第５条　調査票等の記入が正しく行われなかったり、写真が添付されていない場合には、登録が受け付けられないことがあります。

		２　対象ＰＣＢ機器等以外の物の登録や調査票等に不備があった場合については、ＪＥＳＣＯから前条の登録申込をした者（以下「申込者」という。）にその旨を連絡しますので、調査票等の変更等を書面により行ってください。

		３　提出された調査票等は、返却いたしません。

		（ＰＣＢ機器等登録確認書の交付）

		第６条　ＪＥＳＣＯは、機器等登録手続の完了後、速やかにＰＣＢ機器等登録確認書（以下「登録確認書」という。）を郵送により交付します。

		２　申込者は、前項で交付した登録確認書の受領後、登録の内容を確認し、誤りがある場合はＪＥＳＣＯに申し出てください。

		３　登録確認書は対象ＰＣＢ機器等の処理契約の際に必要となる資料ですので、申込者は大切に保管してください。

		（登録事項の変更等）

		第７条　申込者は、氏名、住所、電話番号、保管場所、機器情報等の登録事項に変更がある場合は、ＪＥＳＣＯに連絡の上、「ＰＣＢ廃棄物処理に係る登録内容の変更申請書」（ＪＥＳＣＯホームページより取得可－http://www.jesconet.co.jp/customer/discount_02.html#p08）等の所定の書面により届け出てください。

		２　申込者が登録事項の変更を届け出なかった場合には、機器等登録の効力の適用の全部又は一部が停止されることがあります。

		（登録の取下げ又は取消）

		第８条　申込者は、機器等登録の登録を取り下げ、又は取り消そうとするときは、これをＪＥＳＣＯに連絡の上、「ＰＣＢ廃棄物処理に係る登録内容の変更申請書」（ＪＥＳＣＯホームページより取得可－http://www.jesconet.co.jp/customer/discount_02.html#p08）等の所定の書面により通知してください。

		（機密保持）

		第９条　ＪＥＳＣＯは、ＰＣＢ機器等登録への申込により得られた事業者等の情報について、国及び管轄地方自治体に提供する場合等、ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推進に係る業務の目的に利用することがありますが、この目的以外には利用しないことを約します。 ダイ

		附則　この約款は、平成２６年８月１９日から実施します。





安定器等・汚染物約款

		安定器等・汚染物登録約款 アンテイキトウオセンブツ

		（通則）

		第１条　この約款は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「ＪＥＳＣＯ」という。）が行うポリ塩化ビフェニル汚染物等（以下「安定器等・汚染物」という。）の無害化処理事業に関し、安定器等・汚染物を保管し又は安定器等を使用する事業者（以下「事業者」という。）が、ＪＥＳＣＯに対し安定器等・汚染物及び使用中の安定器等・汚染物の処理委託のため必要な情報登録を行うことに関し、必要な事項を定めます。 チュウカンチョゾウアンテイキトウアンテイキトウアンテイキトウアンテイキトウオセンブツアンテイキトウオセンブツ

		（趣旨）

		第２条　ＪＥＳＣＯは、事業者がＪＥＳＣＯへ処理委託を行うための条件として、処理委託契約の前に事業者が保管する安定器等・汚染物の内、処理委託対象となる安定器等・汚染物情報のＪＥＳＣＯへの登録として、予備登録及び搬入荷姿登録を実施します。 アンテイキトウアンテイキトウオセンブツジョウホウ

		２　搬入荷姿登録とは、次条の対象廃棄物の内、当面受入を行う品目が「受入可能な容器」又は「指定容器」に封入されたもので、ＪＥＳＣＯへの搬入時に荷姿を変更する可能性がないものについて、保管事業者がJESCOに登録するものです。 ハイキブツ

		３　予備登録とは、前項に記載の要件に該当しないものについて、保管事業者がＪＥＳＣＯに登録するものです。

		４　予備登録を行った安定器等・汚染物は、そのままでは処理委託契約はできません。処理委託契約を締結するためには、搬入荷姿登録が必要となります。 アンテイキトウ

		（対象廃棄物） ハイキブツ

		第３条　登録の対象は、事業者が保管する（又は使用中）の高濃度ＰＣＢで汚染された次の安定器等・汚染物になります。 トウロクジギョウシャマタシヨウナカコウノウドオセンアンテイキトウオセンブツ

		　　一　安定器

		　　二　3kg未満の小型機器

		　　三　感圧複写紙

		　　四　ウエス

		　　五　汚泥

		　　六　その他のＰＣＢ汚染物等

		（登録期間）

		第４条　ＰＣＢ汚染物等登録は、平成２１年７月１日から平成２６年３月３１日までの期間中にＪＥＳＣＯに登録があり（宅配便の場合は平成２６年３月３１日到着まで、郵送の場合は平成２６年３月３１日消印まで有効とします。）、ＰＣＢ汚染物等登録された対象ＰＣＢ汚染物等について適用されます。

		（登録方法）

		第４条　安定器等・汚染物の登録の方法は、登録を行おうとする事業者がこの約款に定める事項を承諾のうえ、別冊の「安定器等・ アンテイキトウオセンブツアンテイキトウ

		汚染物調査票記入要領」に従って、所定のＰＣＢ汚染物調査票、保管場所・安定器等・汚染物の写真（以下「調査票等」という。） アンテイキトウオセンブツ

		を作成し、郵送等により登録を行うものとします。

		（調査票等の取扱い）

		第５条　調査票等の記入が正しく行われなかったり、写真が添付されていない場合には、登録が受け付けられないことがあります。

		２　対象となる安定器等・汚染物以外の物の登録や調査票等に不備があった場合については、ＪＥＳＣＯから前条の登録申込をした者（以下「申込者」という。）にその旨を連絡しますので、調査票等の変更等を書面により行ってください。 アンテイキトウオセンブツ

		３　提出された調査票等は、返却いたしません。

		（安定器等・汚染物登録確認書の交付） アンテイキトウオセンブツ

		第６条　ＪＥＳＣＯは、登録手続の完了後、速やかに安定器等・汚染物登録確認書（以下「登録確認書」という。）を郵送により交付します。 アンテイキトウオセン

		２　申込者は、前項で交付した登録確認書の受領後、登録の内容を確認し、誤りがある場合はＪＥＳＣＯに申し出てください。

		３　登録確認書は、処理委託契約の際に必要となる資料ですので、申込者は大切に保管してください。

		（指定容器割引の適用）

		第７条　搬入荷姿登録時に安定器等・汚染物が「指定容器」に封入されている場合、ＪＥＳＣＯは処理委託契約の締結時において適用される料金表等から算出される処理料金から所定の金額を差し引きます。 アンテイキトウオセンブツ

		（登録事項の変更等）

		第８条　申込者は、氏名、住所、電話番号、保管場所、安定器等・汚染物の登録事項に変更がある場合は、ＪＥＳＣＯに連絡の上、「ＰＣＢ廃棄物処理に係る登録内容の変更申請書」（ＪＥＳＣＯホームページより取得可－http://www.jesconet.co.jp/customer/discount_02.html#p08）等の所定の書面により届け出てください。 アンテイキトウオセンブツトドデ

		２　申込者が登録事項の変更を届け出なかった場合には、安定器等・汚染物登録の効力の適用の全部又は一部が停止されることがあります。   アンテイキトウオセンブツ

		（登録の取下げ又は取消）

		第９条　申込者は、登録を取り下げ、又は取り消そうとするときは、これをＪＥＳＣＯに連絡の上、「ＰＣＢ廃棄物処理に係る登録内容の変更申請書」（ＪＥＳＣＯホームページより取得可－http://www.jesconet.co.jp/customer/discount_02.html#p08）等の所定の書面により通知してください。

		２　予備登録を行った安定器等・汚染物の全てについて搬入荷姿登録を行う場合は、過去に予備登録で申請された安定器等・汚染物の登録を前項の書面により取り下げ、搬入荷姿登録の同じ安定器等・汚染物と二重登録とならないようにしてください。 アンテイキトウオセンアンテイキトウオセンブツアンテイキトウ

		（機密保持）

		第１０条　ＪＥＳＣＯは、安定器等・汚染物登録への申込により得られた事業者等の情報について、国及び管轄地方自治体に提供する場合等、ＰＣＢ廃棄物の適正な処理の推進に係る業務の目的に利用することがありますが、この目的以外には利用しないことを約します。 アンテイキトウオセンブツ

		附則　この約款は、平成２２年３月８日から実施します。
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ＪＥＳＣＯへの登録手続きについて

中小企業者等軽減制度について

収集運搬業者の選定について

処理委託契約締結・処理料金のお支払いについて

搬出までの準備について

お問い合わせ先

搬出日当日の留意事項

手続き全体の流れ



１．概要

・ 中小企業者等に該当する保管事業者のＰＣＢ廃棄物処理費用及び収集運搬費用の一部を助成

・ 申請に基づき、独立行政法人環境再生保全機構が運用するＰＣＢ廃棄物処理基金からの助成金
及び国からの国庫補助金による費用負担軽減措置を適用

２．対象となるＰＣＢ廃棄物

① トランス類
② コンデンサ類
③ ＰＣＢ油
④ 安定器等・汚染物
⑤ 保管容器

３．軽減対象者及び軽減率

※ 従来からある処理料金の助成は、早期登録・調整割引、特別登録・調整割引と併用可能

中小企業者等の軽減制度について①
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処理料金及び収集運搬費用の 70％ を軽減

処理料金及び収集運搬費用の 95％ を軽減

① 会社
② 個人事業主
③ 中小企業団体等
④ 会社・中小企業団体を除く法人

⑤ 個人
（破産者（破産管財人）を含む）



助成の仕組み（参考）

中小企業者等の軽減制度について②
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国

都
道
府
県

Ｊ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ

中
小
企
業
者
等補助金と基金助成金相

当額を減額

施設整備費国庫補助金交付

基
金
拠
出

環境再生
保全機構

ＰＣＢ廃棄物処理基金 助
成



① 業種ごとに資本金又は出資の総額又は常時使用す
る従業員数の基準を満たす会社

② 業種ごとに常時使用する従業員数の基準を満たす
個人事業主

③ 中小企業団体中小企業団体等

④ 法人（※会社、中小企業団体を除く）

⑤ 個人

中小企業者等の軽減制度について③
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処理委託契約の締結時点において、①～⑤のいずれかに該当し
ていること。

① 業種ごとに資本金又は出資の総額又は常時使用する従業
員数の基準を満たす会社（次表で業種ごとにＡ又はＢの基
準を満たす会社）

ただし、大企業者（次表において、Ａ、Ｂの基準をいずれも超えている会社）が
保有する株式数又は出資額が、貴社の発行済株式総数又は出資の総額の１／２以上を
占めている会社は大企業者としてみなされ（みなし大企業者）、対象外となります。

また、みなし大企業者による貴社の発行済株式の100％保有又は全額出資による完
全支配関係がないこと。貴社と大企業者との相互間の発行済株式の100％保有又は全
額出資による完全支配関係がないことも条 件となります。

＊ 完全支配関係とは発行済株式又は出資（自己が有する自己の株式又は出資を除く。）の
全部を直接又は間接に保有する関係をいいます。

軽減制度の対象となる方

中小企業者等の軽減制度について④
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中小企業者等の軽減制度について⑤
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主 た る 業 種 Ａ 資本金又は出資の総額 Ｂ 常時使用する従業員数

製造業 ３億円以下 ３００人以下

卸売業 １億円以下 １００人以下

サービス業 ５千万円以下 １００人以下

小売業 ５千万円以下 ５０人以下

ゴム製品製造業 ３億円以下 ９００人以下

ソフトウエア業
又は情報処理サービス業

３億円以下 ３００人以下

旅館業 ５千万円以下 ２００人以下

その他 ３億円以下 ３００人以下



② 業種ごとに常時使用する従業員数の基準（前表Ｂの基
準）を満たす個人事業主

③ 次の中小企業団体等

・ 中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体（事業協同組合、事業
協同小組合、信用協同組合、協同組合連合、企業組合、協業組合、商工組合及び商
工組合連合会）

・ 特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接
の構成員の２／３以上が①のいずれかに該当する者であるもの（農業協同組合、漁
業協同組合等）

中小企業者等の軽減制度について⑥
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④ 法人（※会社、中小企業団体を除く）

・ 常時使用する従業員の数が100人以下の法人

・ 常時使用する従業員の数が前表において、主たる業種毎に定められるＢの基準を
満たす法人

⑤ 個人

・ 事業者が解散又は事業の廃止により事業者でなくなった後に交付の対象となる
ＰＣＢ廃棄物を保管することとなった個人

・ 何らかの理由で、ＰＣＢ廃棄物を保管することとなった個人事業主を除く個人

・ 破産者（破産管財人）

お問い合わせ先 中間貯蔵・環境安全事業㈱ ＰＣＢ処理営業部「中小軽減窓口」
TEL：０１２０－８０８－５３４（フリーダイヤル）

〒105-0014 東京都港区芝一丁目７番17号 住友不動産芝ビル３号館３階

中小企業者等の軽減制度について⑦
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中小企業者等の軽減制度について⑧
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☆ 収集運搬費用の助成（令和２年10月１日以降の契約から対象）

１．助成対象経費

・ 積込み、積み下ろしを含む収集運搬に係る経費

・ 漏えい防止措置等に係る経費

２．助成対象とならない費用 ※業者からの請求書の記載にご注意ください！！

・ 消費税及び地方消費税

・ ドラム缶、ペール缶などの保管容器の購入費用

３．助成の考え方

・ 負担額の税抜き金額に事業者の該当する助成割合を乗じて得た金額若しくは対象と

なる廃棄物の種類ごとに設定する助成限度額のいずれかの額にとなります

・ 助成金は返金方式となりますので、一旦、収集運搬費用全額を支払っていただく必

要があります

※ 早期登録又は特別登録による調整割引の適用はありません



中小企業者等の軽減制度について⑨
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〇 収集運搬費用等の助成限度額

対象となる廃棄物の種類

収 集 運 搬 限 度 額
（積込み・積下し含む）

中小企業等 個 人

変圧器 ３６４,０００円／台 ４９４,０００円／台

コンデンサ １７５,０００円／台 ２３７,５００円／台

ＰＣＢ油類 １７５,０００円／式 ２３７,５００円／式

ドラム缶入りの安定器・汚染物等 １０５,０００円／缶 １４２,５００円／缶

ペール缶入りの安定器・汚染物等 １０２,０００円／缶 １４０,０００円／缶

汚染容器 変圧器若しくはコンデンサの上限額を適用

容器なし登録安定器 ドラム缶の上限額を適用

備考
・対象となる廃棄物が２台（缶・式）以上ある場合は、その種類ごとの助成限度額を合計した額とします
・ＰＣＢ原液及びＰＣＢを含む油類は一申請当たり一式での限度助成額とします。

対象となる措置 限 度 額

漏えい防止措置 ７０,０００円／缶 ９５,０００円／缶

備考
・漏えい防止措置が必要な廃棄物が２缶以上ある場合は、それぞれに助成限度額を適用します



中小企業者等の軽減制度について⑩
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☆ 新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けた方への追加助成

１．助成対象者

・ 中小企業者等で、令和２年２月以降の任意のひと月の間の売上げが前年同月比

30％以上減少していることが確認できた方

・ 個人で、追加助成を希望される方

２．追加助成の対象区分と追加助成額

３．申込み受付期間 ※申込期限にご注意ください！！

令和２年10月１日～令和３年３月31日（当日消印有効）

４．その他

・ 追加の助成制度となるため、既に70％の助成を受けている中小企業者等は、合わせ
て90％の助成、95％の助成を受けている個人は、合わせて99％の助成

対象者区分 追 加 助 成 額

中小企業者等 処理委託費用、収集運搬費用等の20％を乗じて得た金額

個 人 処理委託費用、収集運搬費用等の４％を乗じて得た金額



中小企業者等の軽減制度について⑪
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☆ 助成制度まとめ（中小企業者等）

助 成 区 分
助成率
（％）

備 考

処理料金 70

早期登録 ５

特別登録 ３

収運料金 70 令和２年10月１日以降契約分より開始。

早期登録

特別登録

新型コロナ 20

最大助成率

処理料金＋新型コロナ 90 ～ 95 処理＋（早期or特別）＋コロナ

収運料金＋新型コロナ 90 収運＋コロナ



中小企業者等の軽減制度について⑫
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☆ 助成制度まとめ（個人）

助 成 区 分
助成率
（％）

備 考

処理料金 95

早期登録 ５

特別登録 ３

収運料金 95 令和２年10月１日以降契約分より開始。

早期登録

特別登録

新型コロナ ４

最大助成率

処理料金＋新型コロナ 99 or 100 処理＋コロナ、処理＋（早期or特別）＋コロナ

収運料金＋新型コロナ 99 収運＋（早期or特別）＋コロナ



中小企業者等の軽減制度について⑬
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☆ 東京都の収集運搬費用の助成制度との調整①

〇 令和２年10月１日より国が収集運搬費用の助成を開始
〇 東京都は従来から独自の助成を実施
〇 東京都と国の助成率は異なり、国の助成率が高い

〇 東京都の助成制度を優先して使用
〇 差分を国の助成制度で補填

〇 申請書類の最初の提出先は、ＪＥＳＣＯ
※その後の手続きは、決定通知送付時に同封する資料をご確認ください

〇 助成金の支払いは、東京都及び国（ＪＥＳＣＯ）
〇 返金方式のため、一旦全額を支払う必要があります



中小企業者等の軽減制度について⑭

34

☆ 東京都の収集運搬費用の助成制度との調整②

区 分
中 小 企 業 等 個 人

国
（ＪＥＳＣＯ）

東京都
国

（ＪＥＳＣＯ）
東京都

助成率 70% 50% 95% 95%

区 分

対象となる廃棄物の種類

収 集 運 搬 限 度 額

中 小 企 業 等 個 人

国
（ＪＥＳＣＯ）

東京都
国

（ＪＥＳＣＯ）
東京都

①変圧器 364,000円／台 260,000円／台 494,000円／台 494,000円／台

②コンデンサ 175,000円／台 115,000円／台 237,500円／台 237,500円／台

③ＰＣＢ原液及びＰＣＢを含む油類 175,000円／式 115,000円／式 237,500円／式 237,500円／式

④ドラム缶入りの安定器 105,000円／缶 75,000円／缶 142,500円／缶 142,500円／缶

⑤ペール缶入りの安定器 102,000円／缶 50,000円／缶 140,000円／缶 140,000円／缶

⑥汚染容器 ①又は②の上限額を適用 ①又は②の上限額を適用

⑦容器なし安定器 ④の上限額を適用
100㎏未満を条件に
④の上限額を適用

④の上限額を適用
100㎏未満を条件に
④の上限額を適用

区 分

対象となる廃棄物の種類

限 度 額

中 小 企 業 等 個 人

国
（ＪＥＳＣＯ）

東京都
国

（ＪＥＳＣＯ）
東京都

漏えい防止措置 70,000円／缶 50,000円／缶 95,000円／缶 95,000円／缶

その他の措置 230,000円／缶 437,000円／缶
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添付書類は、申込
書と同様正副２部
ご用意下さい。

必要がある場合は、
追加で書類をご提
出いただくことも
ございます。

添付書類は、中小
企業等軽減制度以
外には使用いたし
ません。

添付書類は返却で
きませんのでご了
承下さい。

中小企業者等の軽減制度について⑮
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中小企業者等の軽減制度について⑯
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中小企業者等の軽減制度について⑰



収運業者の選定
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収集運搬事業者の選定について



処理委託契約締結・処理料金のお支払い
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処理委託契約・処理料金のお支払いについて

ＰＣＢ特別措置法上、ＪＥＳＣＯとの契約締結（処分委託）期限は、
処分期間の末日となります。

処理料金は、契約締結日から搬出日までの間で、各事業所営業課が指
定する期日（請求書に記載）までにお支払い下さい。

41

ＰＣＢ特別措置法で定められた処分期間の末日

○トランス類、コンデンサ類（３㎏以上）
・大阪事業エリア：令和３年（2021年）３月31日（令和２年度末）

・豊田、東京及び北海道事業エリア：令和４年（2022年）３月31日（令和３年度末）

＊北九州事業エリアのトランス類・コンデンサ類はすでに処分期間が終了しています。

○安定器等・汚染物
・北九州、大阪及び豊田事業エリア：令和３年（2021年）３月31日（令和２年度末）

・北海道及び東京事業エリア：令和５年（2023年）３月31日（令和４年度末）

※中小軽減の対象となる方は、審査結果が出てからの契約締結となります。

※審査結果の有効期間は、通知の日から90日間です。この期間中に弊社との処理委託
契約を締結していただく必要があります。



（参考資料）料金表
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搬出までの準備
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○ 収集運搬事業者が決定しましたら、収集運搬事業者名をＪＥＳＣＯ担当までご連絡下
さい。

○ 処理料金の入金が確認されましたら、ＪＥＳＣＯ処理事業所でのマニフェスト（産業
廃棄物管理票）の発行が可能になります。

○ 搬出予定日は収集運搬事業者から皆様にご連絡いたします。

○ 搬出予定の機器は、搬出完了まで引き続き適正な保管をお願いいたします。

契約締結・収集運搬事業者決定後から搬出までの準備について

保管者様 収集運搬事業者 ＪＥＳＣＯ

日程調整
見積り・契約

日程ご連絡
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搬出日当日の留意事項

45

ＪＥＳＣＯへの登録手続きについて

中小企業者等軽減制度について

収集運搬業者の選定について

処理委託契約締結・処理料金のお支払いについて

搬出までの準備について

お問い合わせ先

搬出日当日の留意事項

手続き全体の流れ



○収集運搬当日の作業の流れは、以下の通りです。

搬出日当日の留意事項

運搬 (GPS運行管理)搬出：搬出の立会い
漏れ、異常無きこと

：マニフェストお渡し

搬入：受入基準に則って搬入

○ 搬出当日は、積み出しの立ち合いをお願いします。漏れ、滲み等の異常の有無をご確認の上、
荷積み完了後、マニフェストへのサインをお願いします。

○ 多くの保管者様の高濃度ＰＣＢ廃棄物をまとめて運搬することで、運搬費用の削減を図ること
ができます。そのため、地域ごとに重点的、集中的に搬入する期間を決めて搬入を行っている場
合があります。 ※詳細は、各営業担当までお問い合わせ下さい
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お問い合わせ先

47

ＪＥＳＣＯへの登録手続きについて

中小企業者等軽減制度について

収集運搬業者の選定について

処理委託契約締結・処理料金のお支払いについて

搬出までの準備について

お問い合わせ先

搬出日当日の留意事項

手続き全体の流れ



48

お問い合わせ先、連絡先について



お問い合わせ先

〒105-0014
東京都港区芝一丁目７番17号 （住友不動産芝ビル３号館３階）

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
ＰＣＢ処理営業部 登録担当

TEL 03-5765-1935 FAX 03-5765-1923

49

〒105-0014
東京都港区芝一丁目７番17号 （住友不動産芝ビル３号館３階）

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
ＰＣＢ処理営業部「中小企業者等軽減制度窓口」担当

TEL 03-5765-1920 ・ 0120-808-534 FAX 03-5765-1923

１ 「登録」に関する窓口

２ 「中小企業者等軽減制度」に関する窓口



お問い合わせ先

＜中国・四国・九州（沖縄県を含む）＞
〒802-0001
福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号 ＡＩＭビル８階

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北九州ＰＣＢ処理事業所 営業課（小倉オフィス）

TEL 093-522-8588 FAX 093-522-8590

50

３
「処理時期・契約関係」に関する窓口

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、

佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県



お問い合わせ先

＜トランス類・コンデンサ類＞
〒552-0007
大阪府大阪市港区弁天一丁目２番30号 オークプリオタワーオフィス７階701号

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
大阪ＰＣＢ処理事業所 営業課（弁天事務所）

TEL 06-6575-5575 FAX 06-6575-5576

51

＜安定器等・汚染物＞
〒552-0007
大阪府大阪市港区弁天一丁目２番30号 オークプリオタワーオフィス７階702号

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北九州ＰＣＢ処理事業所 営業課（近畿・東海エリア分室）

TEL 06-6575-5585 FAX 06-6575-5586

４
「処理時期・契約関係」に関する窓口

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県



お問い合わせ先

＜トランス類・コンデンサ類＞
〒552-0007
大阪府大阪市港区弁天一丁目２番30号 オークプリオタワーオフィス７階701号

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
大阪ＰＣＢ処理事業所 営業課（弁天事務所）

TEL 06-6575-5575 FAX 06-6575-5576

52

＜安定器等・汚染物＞
〒552-0007
大阪府大阪市港区弁天一丁目２番30号 オークプリオタワーオフィス７階702号

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北九州ＰＣＢ処理事業所 営業課（近畿・東海エリア分室）

TEL 06-6575-5585 FAX 06-6575-5586

５
「処理時期・契約関係」に関する窓口

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県



お問い合わせ先

＜トランス類・コンデンサ類＞
〒471-0853
愛知県豊田市細谷町三丁目１番地１

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 豊田ＰＣＢ処理事業所 営業課

TEL 0565-25-3405 FAX 0565-24-0543
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＜安定器等・汚染物＞
〒552-0007
大阪府大阪市港区弁天一丁目２番30号 オークプリオタワーオフィス７階702号

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北九州ＰＣＢ処理事業所 営業課（近畿・東海エリア分室）

TEL 06-6575-5585 FAX  06-6575-5586

６
「処理時期・契約関係」に関する窓口

岐阜県、静岡県、愛知県、三重県



お問い合わせ先

＜トランス類・コンデンサ類＞
〒105-0014
東京都港区芝一丁目７番17号（住友不動産芝ビル３号館３階）

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 東京ＰＣＢ処理事業所 営業課

TEL 03-5765-1927 FAX 03-5765-1908
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＜安定器等・汚染物＞
〒105-0014
東京都港区芝一丁目７番17号（住友不動産芝ビル３号館３階）

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北海道ＰＣＢ処理事業所 営業課（東京エリア分室）

TEL 03-5765-1992 FAX 03-5765-1908

７
「処理時期・契約関係」に関する窓口
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県



お問い合わせ先

＜北海道＞
〒050-0087
北海道室蘭市仲町14番地７

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 北海道ＰＣＢ処理事業所 営業課

TEL 0143-23-7007 FAX 0143-22-3001
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＜北海道以外の15県＞
〒105-0014
東京都港区芝一丁目７番17号（住友不動産芝ビル３号館３階）

中間貯蔵・環境安全事業株式会社
北海道ＰＣＢ処理事業所 営業課（東京事務所）

TEL 03-5765-1197 FAX 03-5765-1908

８
「処理時期・契約関係」に関する窓口

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、
新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県
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