
別紙１ 
 
１． Reason for waste export（特定有害廃棄物等の輸出の理由） 
 □ Japan does not have the technical capacity and the necessary facilities, 
     capacity or suitable disposal sites in order to dispose of the wastes in 
     question in an environmentally sound and efficient manner.（輸出される特定有害

廃棄物等を環境の保全上適正かつ効率的な方法で処分するための技術上の能力及び

施設、処分能力又は適当な処分場所を日本が有しないため。） 
 
 □ The wastes in question are required as a raw material for recycling or 
     recovery industries in Taiwan.（輸出される特定有害廃棄物等が台湾において 
     再生利用産業又は回収産業のための原材料として必要とされているため。） 
２． Exporter/Notifier（輸出者/申請者） 
   Name（氏名又は名称）： 
   Address（住所又は所在地）： 
    
   Contact person（連絡責任者）： 

Tel, Fax, Email（電話､ﾌｧｸｼﾐﾘ､電子ﾒｰﾙ）： 
 

３． Notification（事前通告） 
 

 □ Single movement 
    （一回の移動） 
 □ Multiple movement          Total intended number of movement： 
  （複数回の移動）         （予定される総移動回数） 
     
 □ Disposal (no recovery) operation   □ Recovery operation ＊ 
    （処分（非回収）作業）        （回収作業） 
                                        ＊Pre-authorized recovery facility 
                                         (事前認定を受けた回収施設への運搬か)                          
                                         □ yes（はい）  □ no（いいえ） 
 
４． Importer/Consignee（輸入者/処分者） 
   Name（氏名又は名称）： 
    Address（住所又は所在地）： 
 

Contact person（連絡責任者）： 
   Tel, Fax, Email（電話､ﾌｧｸｼﾐﾘ､電子ﾒｰﾙ）： 



５．Waste generator（特定有害廃棄物等の排出者） 
   Name（氏名又は名称）： 
   Address（住所又は所在地）： 
 
   Contact person（連絡責任者）： 

Tel, Fax, Email（電話､ﾌｧｸｼﾐﾘ､電子ﾒｰﾙ）： 
    
   Process and place of generation（排出過程及び排出場所）：  
 

６．Intended carrier（予定される運搬者） 
   Name（氏名又は名称）： 
   Address（住所又は所在地）： 
 
    Contact person（連絡責任者）： 

Tel, Fax, Email（電話､ﾌｧｸｼﾐﾘ､電子ﾒｰﾙ）： 
     
 
７． Disposal/recovery facility（処分施設） 
   Name（氏名又は名称）： 
   Address（住所又は所在地）： 
 
   Contact person（連絡責任者）： 

Tel, Fax, Email（電話､ﾌｧｸｼﾐﾘ､電子ﾒｰﾙ）： 
     Registration No. and limit of validity of pre-authorized recovery 
  （事前認定を受けた回収施設の登録番号及び有効期限） 

８． Code No. of disposal/recovery operation（処分作業のコード番号）： 
   Technology employed（適用される技術）： 

９．Contractual agreement between 
  exporter and importer dated＊： 
  （輸出者と輸入者との契約合意の日付） 
      /            / 
 ＊See the copy of agreement attached. 
  （契約書の写しを添付すること。） 

10．Number of annexes attached： 
（別添資料の数） 



11．Provision for insurance or financial guarantee： □yes＊（有） □no（無）  
   （保険又は金銭的保証の条項の有無） 
  Period of validity（有効期間）： 
  ＊See details attached .（詳細については、資料を添付すること。） 

12．Packaging type（こん包の形態）： 
 

13．Number of packages（こん包の

数）： 
  

14．Means of transport（運搬の手段）： 
 
15．Name, physical characteristics and chemical composition of waste＊： 
  （特定有害廃棄物等の名称、物理的特性、化学的組成） 
 
 
 
  Physical state at 20℃ （20℃における物理的状態） 

□Powder（粉末状） □Solid（固体状）□Paste/Viscous（糊状） □Sludge（泥状）  
□Liquid（液状）   □Gaseous（気体状） □Others（その他）： 

   ＊See details attached.（詳細については、資料を添付すること。） 
 
16．Waste identification code（廃棄物同定コード） 
 □ Basel Annex Ⅷ： 

（バーゼル条約附属書Ⅷ） 
 □ Other（その他） 
 
 
 
17．Special handling instructions（特別な取扱の指示）：□yes ＊（有） □no （無） 
    ＊See details attached.（詳細については、資料を添付すること。） 
 
18．Y  number（Y 番号）： 
 

19．H  number（H 番号）： 
 

20．UN class（国際連合分類区分）： 
 

21．UN number（国際連合番号）： 

22．Quantity in weight and volume（重量及び体積）： 
 

23．Intended date of movement（移動が予定されている日付）： 
                 /          / 



24．Point of entry and exit（輸出入地点） 
Japan（日本） Taiwan（台湾） 

25．Competent authority of Taiwan（台湾の権限ある当局） 
   Name （名称）： 
   Address（所在地）： 
 
   Contact person(連絡責任者)： 

Tel, Fax, Email（電話､ﾌｧｯｸｼﾐﾘ､電子ﾒｰﾙ）： 
   
26．Information transmitted(including technical description of the plant) to the 
    exporter or generator from the disposer of the waste upon which the latter has 
    based his assessment that there was no reason the believe that the wastes will 
    not be managed in an environmentally sound manner in accordance with the laws 

and regulations of Taiwan.（廃棄物の処分者から輸出者又は排出者に送付された情報

（施設に関する技術的な記述を含む。）であって、当該廃棄物が台湾の法令に従って

環境上適正な方法で処理されないと信ずるに足りる理由がないとの処分の評価の根

拠となったもの）  
 

 □ Contractual agreement between exporter and importer（輸出者と輸入者との間の

契約） 
□ Authorization by the competent authority of Taiwan on the disposal of waste  

to be exported.（輸出される特定有害廃棄物等の処分に関する台湾国の権限ある当局

の承認）           
 □ Record of performance of the disposal of wastes to be exported.（輸出される 
   特定有害廃棄物等の処分の実績） 
 □ Others ＊ （その他） 
  ＊See details attached.(詳細については、資料を添付すること。) 
 

27．SUCCESIVE INTENDED CARRIER OR NEW CARRIER IN THE CASE OF 
  FORCE MAJEURE（予定される運搬者又は不可抗力の際の新たな運搬者） 

The box underneath must contain the name, the address, telephone number, fax 
number and email address and the same of the contact person（以下の記入欄には、

運搬者の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号、ファクシミリの番号及び電子メ

ールのアドレス及び連絡責任者の同様の情報が記載されていなければならない。） 



 Name（氏名又は名称）： 
 Address（住所又は所在地）： 
 
 Contact person（連絡責任者）： 

Tel, Fax, Email（電話､ﾌｧｸｼﾐﾘ､電子ﾒｰﾙ）： 
    

 Name（氏名又は名称）： 
 Address（住所又は所在地）： 
 
 Contact person（連絡責任者）： 

Tel, Fax, Email（電話､ﾌｧｸｼﾐﾘ､電子ﾒｰﾙ）： 
    

 Name（氏名又は名称）： 
 Address（住所又は所在地）： 
 
 Contact person（連絡責任者）： 

Tel, Fax, Email（電話､ﾌｧｸｼﾐﾘ､電子ﾒｰﾙ）： 
 
 
28．Exporter’s/Notifier’s declaration（輸出者の申告） 
  On behalf of generators and myself, I certify that the above information is 
   complete and correct to the best of my knowledge.（私は、特定有害廃棄物等の排出

者及び私自身を代表して、私の知る限りにおいて、上記の情報が完全かつ正確である

ことを証明します。） 
 

  Name（氏名又は名称）： 
 
                  Signature（署名）： 
 
    Date（日付）：    /            / 
 

（注）１．※印の欄は記入しないで下さい。 
２．用紙の大きさは、日本工業規格 A４とする。 

   ３．本様式は英文のタイプ印書で記入すること。 


