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第 5 章関係
○建設リサイクル法関係法令
凡例

廃棄物処理法：廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年12月25日法律第137
号、最終改正平成22年５月19日法律第34号）
廃棄物処理法施行令：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年９月23
日政令第300号、最終改正平成22年12月22日政令第248号）
政令：建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令（平成12年11月29日政
令第495号、最終改正平成20年10月16日政令第316号）
施行規則：建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則（平成14年３月
５日国土交通省・環境省令第１号、最終改正平成22年２月９日国土交通省・環
境省令第１号）
分別解体省令：特定建設資材に係る分別解体等に関する省令（平成14年３月５日国
土交通省令第17号、最終改正平成22年２月９日国土交通省令第３号）
登録省令：解体工事業に係る登録等に関する省令（平成13年５月18日国土交通省令
第92号、最終改正平成20年９月１日国土交通省令第77号）

●建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年５月31日法律第104号、最終改正
平成16年12月１日法律第147号）
第１章

総則（第１条・第２条）

第２章

基本方針等（第３条−第８条）

第３章

分別解体等の実施（第９条−第15条）

第４章

再資源化等の実施（第16条−第20条）

第５章

解体工事業（第21条−第37条）

第６章

雑則（第38条−第47条）

第７章

罰則（第48条−第53条）

附則
第１章

総則

（目的）
第１条

この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するた

めの措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生
資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正
な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とす
る。
（定義）
第２条

この法律において「建設資材」とは、土木建築に関する工事（以下「建設工事」とい

う。）に使用する資材をいう。
２

この法律において「建設資材廃棄物」とは、建設資材が廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に
関する法律（昭和45年法律第137号）第２条第１項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。）と
なったものをいう。
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（参考）廃棄物処理法第２条（定義） この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、
燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物
であつて、固形状又は液状のもの（放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。）
をいう。
４ この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、
廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物（前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄
物（政令で定めるものに限る。第15条の４の５第１項において「航行廃棄物」とい
う。）並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物（政令で定めるものに限る。同項に
おいて「携帯廃棄物」という。）を除く。）
５ この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、
感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するも
のとして政令で定めるものをいう。
（参考）廃棄物処理法施行令第２条（産業廃棄物） 法第２条第４項第１号の政令で定める
廃棄物は、次のとおりとする。
一 紙くず（建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限
る。）、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業（新聞巻取紙を使用して印刷発行を
行うものに限る。）、出版業（印刷出版を行うものに限る。）、製本業及び印刷物加工業
に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。）
二 木くず（建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限
る。）、木材又は木製品の製造業（家具の製造業を含む。）、パルプ製造業、輸入木材の
卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット（パレット
への貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。）に係るもの並びにポリ
塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。）
三 繊維くず（建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに
限る。）、繊維工業（衣服その他の繊維製品製造業を除く。）に係るもの及びポリ塩化
ビフェニルが染み込んだものに限る。）
四 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は
植物に係る固形状の不要物
四の二 と畜場法（昭和28年法律第114号）第３条第２項に規定すると畜場においてと
さつし、又は解体した同条第１項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥
検査に関する法律（平成２年法律第70号）第２条第６号に規定する食鳥処理場におい
て食鳥処理をした同条第１号に規定する食鳥に係る固形状の不要物
五 ゴムくず
六 金属くず
七 ガラスくず、コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたもの
を除く。）及び陶磁器くず
八 鉱さい
九 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類す
る不要物
十 動物のふん尿（畜産農業に係るものに限る。）
十一 動物の死体（畜産農業に係るものに限る。）
十二 大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）第２条第２項に規定するばい煙発生施設、
ダイオキシン類対策特別措置法第２条第２項に規定する特定施設（ダイオキシン類
（同条第１項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。）を発生し、及び大気中に
排出するものに限る。）又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじん
であつて、集じん施設によつて集められたもの
イ 燃え殻（事業活動に伴つて生じたものに限る。第２条の４第７号及び第10号、第
３条第３号ヲ並びに別表第１を除き、以下同じ。）
ロ 汚泥（事業活動に伴つて生じたものに限る。第２条の４第５号ロ⑴、第８号及び
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第11号、第３条第２号ホ、第３号ヘ及び第４号イ並びに別表第１を除き、以下同じ。
）
廃油（事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第２号ハ及び別表第５を除
き、以下同じ。）
ニ 廃酸（事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第２号ハを除き、以下同じ。）
ホ 廃アルカリ（事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第２号ハを除き、以下
同じ。）
ヘ 廃プラスチック類（事業活動に伴つて生じたものに限る。第２条の４第５号ロ⑸
を除き、以下同じ。）
ト 前各号に掲げる廃棄物（第１号から第３号まで及び第５号から第９号までに掲げ
る廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。）
十三 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃
棄物（第１号から第３号まで、第５号から第９号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつ
ては、事業活動に伴つて生じたものに限る。）又は法第２条第４項第２号に掲げる廃
棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの
ハ

３

この法律において「分別解体等」とは、次の各号に掲げる工事の種別に応じ、それぞれ当
該各号に定める行為をいう。
一

建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の全部又は一部を解体する建設工
事（以下「解体工事」という。） 建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物を
その種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為

二

建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事（以下「新築工事等」という。） 当該
工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工す
る行為

４

この法律において建設資材廃棄物について「再資源化」とは、次に掲げる行為であって、
分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分（再生することを含む。）に該当
するものをいう。
一

分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について、資材又は原材料として利用するこ
と（建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く。）ができる状態にする行為

二

分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの
又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にする行
為

５

この法律において「特定建設資材」とは、コンクリート、木材その他建設資材のうち、建
設資材廃棄物となった場合におけるその再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図
る上で特に必要であり、かつ、その再資源化が経済性の面において制約が著しくないと認め
られるものとして政令で定めるものをいう。
政令第１条（特定建設資材） 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「法」
という。）第２条第５項のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるもの
は、次に掲げる建設資材とする。
一

コンクリート

二

コンクリート及び鉄から成る建設資材

三

木材

四

アスファルト・コンクリート
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６

この法律において「特定建設資材廃棄物」とは、特定建設資材が廃棄物となったものをい
う。

７

この法律において建設資材廃棄物について「縮減」とは、焼却、脱水、圧縮その他の方法
により建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為をいう。

８

この法律において建設資材廃棄物について「再資源化等」とは、再資源化及び縮減をい
う。

９

この法律において「建設業」とは、建設工事を請け負う営業（その請け負った建設工事を
他の者に請け負わせて営むものを含む。）をいう。

10

この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と
他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をい
い、「発注者」とは、建設工事（他の者から請け負ったものを除く。）の注文者をいい、「元
請業者」とは、発注者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者をいい、「下請負人」
とは、下請契約における請負人をいう。

11

この法律において「解体工事業」とは、建設業のうち建築物等を除却するための解体工事
を請け負う営業（その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。）をい
う。

12

この法律において「解体工事業者」とは、第21条第１項の登録を受けて解体工事業を営む
者をいう。
施行規則第１条（用語） この省令において使用する用語は、建設工事に係る資材の再資
源化等に関する法律（以下「法」という。）において使用する用語の例による。
分別解体省令第１条（用語） この省令において使用する用語は、建設工事に係る資材の
再資源化等に関する法律（以下「法」という。）において使用する用語の例による。

第２章

基本方針等

（基本方針）
第３条

主務大臣は、建設工事に係る資材の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図る

ため、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関す
る基本方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとする。
２

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一

特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の基本的
方向

二

建設資材廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

三

特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標の設定その他特定建設資材廃棄物の再資
源化等の促進のための方策に関する事項

四

特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の促進のための方策に関する事
項

五

環境の保全に資するものとしての特定建設資材に係る分別解体等、特定建設資材廃棄物
の再資源化等及び特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の意義に関する
知識の普及に係る事項

六

その他特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に
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関する重要事項
３

主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ
ればならない。
（実施に関する指針）

第４条

都道府県知事は、基本方針に即し、当該都道府県における特定建設資材に係る分別解

体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針を定めるものとす
る。
２

都道府県知事は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表
しなければならない。
（建設業を営む者の責務）

第５条

建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施

工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、分別解体等及
び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなければならない。
２

建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材（建設資材廃棄物
の再資源化により得られた物を使用した建設資材を含む。次条及び第41条において同じ。）
を使用するよう努めなければならない。
（発注者の責務）

第６条

発注者は、その注文する建設工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源

化等に要する費用の適正な負担、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の使用
等により、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。
（国の責務）
第７条

国は、建築物等の解体工事に関し必要な情報の収集、整理及び活用、分別解体等及び

建設資材廃棄物の再資源化等の促進に資する科学技術の振興を図るための研究開発の推進及
びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
２

国は、教育活動、広報活動等を通じて、分別解体等、建設資材廃棄物の再資源化等及び建
設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の促進に関する国民の理解を深めるととも
に、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

３

国は、建設資材廃棄物の再資源化等を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講
ずるよう努めなければならない。
（地方公共団体の責務）

第８条

都道府県及び市町村は、国の施策と相まって、当該地域の実情に応じ、分別解体等及

び建設資材廃棄物の再資源化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければなら
ない。
第３章

分別解体等の実施

（分別解体等実施義務）
第９条

特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用す

る新築工事等であって、その規模が第３項又は第４項の建設工事の規模に関する基準以上の
もの（以下「対象建設工事」という。）の受注者（当該対象建設工事の全部又は一部につい
て下請契約が締結されている場合における各下請負人を含む。以下「対象建設工事受注者」
という。）又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者（以下単に「自主施工者」とい
う。）は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。
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２

前項の分別解体等は、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別することを確保するため
の適切な施工方法に関する基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならな
い。
施行規則第２条（分別解体等に係る施工方法に関する基準） 法第９条第２項の主務省令
で定める基準は、次のとおりとする。
一 対象建設工事に係る建築物等（以下「対象建築物等」という。）及びその周辺の状
況に関する調査、分別解体等をするために必要な作業を行う場所（以下「作業場所」
という。）に関する調査、対象建設工事の現場からの当該対象建設工事により生じた
特定建設資材廃棄物その他の物の搬出の経路（以下「搬出経路」という。）に関する
調査、残存物品（解体する建築物の敷地内に存する物品で、当該建築物に用いられた
建設資材に係る建設資材廃棄物以外のものをいう。以下同じ。）の有無の調査、吹付
け石綿その他の対象建築物等に用いられた特定建設資材に付着したもの（以下「付着
物」という。）の有無の調査その他対象建築物等に関する調査を行うこと。
二 前号の調査に基づき、分別解体等の計画を作成すること。
三 前号の分別解体等の計画に従い、作業場所及び搬出経路の確保並びに残存物品の搬
出の確認を行うとともに、付着物の除去その他の工事着手前における特定建設資材に
係る分別解体等の適正な実施を確保するための措置を講ずること。
四 第２号の分別解体等の計画に従い、工事を施工すること。
２ 前項第２号の分別解体等の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等である場合においては、工事の種
類
二 前項第１号の調査の結果
三 前項第３号の措置の内容
四 解体工事である場合においては、工事の工程の順序並びに当該工程ごとの作業内容
及び分別解体等の方法並びに当該順序が次項本文、第４項本文及び第５項本文に規定
する順序により難い場合にあってはその理由
五 新築工事等である場合においては、工事の工程ごとの作業内容
六 解体工事である場合においては、対象建築物等に用いられた特定建設資材に係る特
定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる当該対象建築物
等の部分
七 新築工事等である場合においては、当該工事に伴い副次的に生ずる特定建設資材廃
棄物の種類ごとの量の見込み並びに当該工事の施工において特定建設資材が使用され
る対象建築物等の部分及び当該特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる対象建築物等
の部分
八 前各号に掲げるもののほか、分別解体等の適正な実施を確保するための措置に関す
る事項
３ 建築物に係る解体工事の工程は、次に掲げる順序に従わなければならない。ただし、
建築物の構造上その他解体工事の施工の技術上これにより難い場合は、この限りでな
い。
一 建築設備、内装材その他の建築物の部分（屋根ふき材、外装材及び構造耐力上主要
な部分（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第１条第３号に規定する構造耐
力上主要な部分をいう。以下同じ。）を除く。）の取り外し
二 屋根ふき材の取り外し
三 外装材並びに構造耐力上主要な部分のうち基礎及び基礎ぐいを除いたものの取り壊
し
四 基礎及び基礎ぐいの取り壊し
４ 前項第１号の工程において内装材に木材が含まれる場合には、木材と一体となった石
膏ボードその他の建設資材（木材が廃棄物となったものの分別の支障となるものに限
る。）をあらかじめ取り外してから、木材を取り外さなければならない。この場合にお
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いては、前項ただし書の規定を準用する。
建築物以外のもの（以下「工作物」という。）に係る解体工事の工程は、次に掲げる
順序に従わなければならない。この場合においては、第３項ただし書の規定を準用す
る。
一 さく、照明設備、標識その他の工作物に附属する物の取り外し
二 工作物のうち基礎以外の部分の取り壊し
三 基礎及び基礎ぐいの取り壊し
６ 解体工事の工程に係る分別解体等の方法は、次のいずれかの方法によらなければなら
ない。
一 手作業
二 手作業及び機械による作業
７ 前項の規定にかかわらず、建築物に係る解体工事の工程が第３項第１号の工程又は同
項第２号の工程である場合には、当該工程に係る分別解体等の方法は、手作業によらな
ければならない。ただし、建築物の構造上その他解体工事の施工の技術上これにより難
い場合においては、手作業及び機械による作業によることができる。
（参考）建築基準法施行令第１条（用語の定義） この政令において次の各号に掲げる用語
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材（筋かい、
方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。）、床版、屋根版又は横架材（は
り、けたその他これらに類するものをいう。）で、建築物の自重若しくは積載荷重、
積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの
をいう。
５

３

建設工事の規模に関する基準は、政令で定める。

政令第２条（建設工事の規模に関する基準） 法第９条第３項の建設工事の規模に関する
基準は、次に掲げるとおりとする。
一 建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１号に規定する建築物をい
う。以下同じ。）に係る解体工事については、当該建築物（当該解体工事に係る部分
に限る。）の床面積の合計が80平方メートルであるもの
二 建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物（増築の工事にあって
は、当該工事に係る部分に限る。）の床面積の合計が500平方メートルであるもの
三 建築物に係る新築工事等（法第２条第３項第２号に規定する新築工事等をいう。以
下同じ。）であって前号に規定する新築又は増築の工事に該当しないものについては、
その請負代金の額（法第９条第１項に規定する自主施工者が施工するものについて
は、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次号
において同じ。）が１億円であるもの
四 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については、その請負代金の額が
500万円であるもの
２ 解体工事又は新築工事等を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合において
は、これを一の契約で請け負ったものとみなして、前項に規定する基準を適用する。た
だし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
（参考）建築基準法第２条（用語の定義） この法律において次の各号に掲げる用語の意義
は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これ
に類する構造のものを含む。）、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又
は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに
類する施設（鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラ
ットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。）をいい、建築設備を
含むものとする。
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三

建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排
煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

４

都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、特定建設資材廃棄物の再資源化等をするため
の施設及び廃棄物の最終処分場における処理量の見込みその他の事情から判断して前項の基
準によっては当該区域において生じる特定建設資材廃棄物をその再資源化等により減量する
ことが十分でないと認められる区域があるときは、当該区域について、条例で、同項の基準
に代えて適用すべき建設工事の規模に関する基準を定めることができる。
（対象建設工事の届出等）

第10条

対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の７日前までに、主務省

令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一

解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造

二

新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類

三

工事着手の時期及び工程の概要

四

分別解体等の計画

五

解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み

六

その他主務省令で定める事項
分別解体省令第２条（対象建設工事の届出） 法第10条第１項第６号の主務省令で定める
事項は、次のとおりとする。
一 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
二 工事の名称及び場所
三 工事の種類
四 工事の規模
五 請負契約によるか自ら施工するかの別
六 対象建設工事の元請業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表
者の氏名
七 対象建設工事の元請業者が建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の許可
を受けた者である場合においては、次に掲げるもの
イ 当該許可をした行政庁の名称及び許可番号
ロ 当該元請業者が置く同法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者の氏名
八 対象建設工事の元請業者が法第21条第１項の登録を受けた者である場合において
は、次に掲げるもの
イ 当該登録をした行政庁の名称及び登録番号
ロ 当該元請業者が置く法第31条に規定する技術管理者の氏名
九 対象建設工事の元請業者から法第12条第１項の規定による説明を受けた年月日
２ 法第10条第１項の規定による届出は、別記様式第１号による届出書を提出して行うも
のとする。
３ 前項の届出書には、対象建設工事に係る建築物等の設計図又は現状を示す明瞭な写真
を添付しなければならない。

２

前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変
更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の７日前までに、主務省令で定め
るところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
分別解体省令第３条（変更の届出） 法第10条第２項の主務省令で定める事項は、法第10
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条第１項第２号から第５号までに規定する事項並びに前条第１項第１号及び第４号から
第９号までに規定する事項とする。
２ 法第10条第２項の規定による届出は、別記様式第２号による届出書を提出して行うも
のとする。
３

都道府県知事は、第１項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係
る分別解体等の計画が前条第２項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、そ
の届出を受理した日から７日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解
体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。
（国等に関する特例）

第11条

国の機関又は地方公共団体は、前条第１項の規定により届出を要する行為をしようと

するときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
（対象建設工事の届出に係る事項の説明等）
第12条

対象建設工事（他の者から請け負ったものを除く。）を発注しようとする者から直接

当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は、当該発注しようとする者に対し、少なくと
も第10条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について、これらの事項を記載した書面
を交付して説明しなければならない。
２

対象建設工事受注者は、その請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業を営む者に
請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対し、当該対象建設工事について
第10条第１項の規定により届け出られた事項（同条第２項の規定による変更の届出があった
場合には、その変更後のもの）を告げなければならない。
（対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項）

第13条

対象建設工事の請負契約（当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結

されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。）の当事者は、建設
業法（昭和24年法律第100号）第19条第１項に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体
工事に要する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして
相互に交付しなければならない。
（参考）建設業法第19条（建設工事の請負契約の内容） 建設工事の請負契約の当事者は、
前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記
名押印をして相互に交付しなければならない。
１ 工事内容
２ 請負代金の額
３ 工事着手の時期及び工事完成の時期
４ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするとき
は、その支払の時期及び方法
５ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の
中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及
びそれらの額の算定方法に関する定め
６ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関す
る定め
７ 価格等（物価統制令（昭和21年勅令第118号）第２条に規定する価格等をいう。）の
変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
８ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
９ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するとき
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は、その内容及び方法に関する定め
注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引
渡しの時期
11 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
12 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保
険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
13 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他
の損害金
14 契約に関する紛争の解決方法
分別解体省令第４条（対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項）
法第13条第１項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 分別解体等の方法
二 解体工事に要する費用
三 再資源化等をするための施設の名称及び所在地
四 再資源化等に要する費用
10

２

対象建設工事の請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に規定する事項に該当するも
のを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付
しなければならない。

３

対象建設工事の請負契約の当事者は、前２項の規定による措置に代えて、政令で定めると
ころにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情
報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして主務
省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該主務省令で定める措置を
講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
政令第３条（対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法） 対象建設
工事の請負契約の当事者は、法第13条第３項の規定により同項に規定する主務省令で定
める措置（以下この条において「電磁的措置」という。）を講じようとするときは、主
務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、その講じる電磁
的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報
通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの（次項において「電磁的方法」
という。）による承諾を得なければならない。
２ 前項の規定による承諾を得た対象建設工事の請負契約の当事者は、当該契約の相手方
から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があったときは、法第13条
第１項又は第２項の規定による措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、
当該契約の相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
分別解体省令第６条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令（以下「令」
という。）第３条第１項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項
とする。
一 前条第１項に規定する措置のうち対象建設工事の請負契約の当事者が講じるもの
二 ファイルへの記録の方式
分別解体省令第７条 令第３条第１項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とす
る。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の
使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に
係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

─ 225 ─
に記録された法第13条第３項の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該契約
の相手方の閲覧に供し、当該対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計
算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したもの
を交付する方法
２ 前項第１号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の請負契約の当事者の使用に
係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続
した電子情報処理組織をいう。
分別解体省令第５条（対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法）
法第13条第３項の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
イ 対象建設工事の請負契約（当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が
締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。）の当
事者の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と当該契約の相手
方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使
用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
ロ 対象建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に記録された同条第１項に規定する事項又は請負契約の内容で同項に規定する事項
に該当するものの変更の内容（以下「契約事項等」という。）を電気通信回線を通
じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に
備えられたファイルに当該契約事項等を記録する措置
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を
確実に記録しておくことができる物（以下「磁気ディスク等」という。）をもって調
製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置
２ 前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一 当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することが
できるものであること。
二 ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認
することができる措置を講じていること。
３ 第１項第１号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の請負契約の当事者の使用
に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接
続した電子情報処理組織をいう。
（助言又は勧告）
第14条

都道府県知事は、対象建設工事受注者又は自主施工者の分別解体等の適正な実施を確

保するため必要があると認めるときは、第４条第１項の指針を勘案して、当該対象建設工事
受注者又は自主施工者に対し、分別解体等の実施に関し必要な助言又は勧告をすることがで
きる。
（命令）
第15条

都道府県知事は、対象建設工事受注者又は自主施工者が正当な理由がなくて分別解体

等の適正な実施に必要な行為をしない場合において、分別解体等の適正な実施を確保するた
め特に必要があると認めるときは、第４条第１項の指針を勘案して、当該対象建設工事受注
者又は自主施工者に対し、分別解体等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ず
ることができる。
第４章

再資源化等の実施

（再資源化等実施義務）
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第16条

対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再

資源化をしなければならない。ただし、特定建設資材廃棄物でその再資源化について一定の
施設を必要とするもののうち政令で定めるもの（以下この条において「指定建設資材廃棄
物」という。）に該当する特定建設資材廃棄物については、主務省令で定める距離に関する
基準の範囲内に当該指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設が存しない場所で工事
を施工する場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により再資源化をすることには相
当程度に経済性の面での制約があるものとして主務省令で定める場合には、再資源化に代え
て縮減をすれば足りる。
政令第４条（指定建設資材廃棄物） 法第16条ただし書の政令で定めるものは、木材が廃
棄物となったものとする。
施行規則第３条（指定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設までの距離に関する基
準） 法第16条の主務省令で定める距離に関する基準は、50キロメートルとする。
施行規則第４条（地理的条件、交通事情その他の事情により再資源化に代えて縮減をすれ
ば足りる場合） 法第16条の主務省令で定める場合は、対象建設工事の現場付近から指
定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設までその運搬の用に供する車両が通行す
る道路が整備されていない場合であって、当該指定建設資材廃棄物の縮減をするために
行う運搬に要する費用の額がその再資源化（運搬に該当するものに限る。）に要する費
用の額より低い場合とする。
第17条

都道府県は、当該都道府県の区域における対象建設工事の施工に伴って生じる特定建

設資材廃棄物の発生量の見込み及び廃棄物の最終処分場における処理量の見込みその他の事
情を考慮して、当該都道府県の区域において生じる特定建設資材廃棄物の再資源化による減
量を図るため必要と認めるときは、条例で、前条の距離に関する基準に代えて適用すべき距
離に関する基準を定めることができる。
（発注者への報告等）
第18条

対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了

したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該工事の発注者に書面で報告する
とともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならな
い。
施行規則第５条（発注者への報告） 法第18条第１項の規定により対象建設工事の元請業
者が当該工事の発注者に報告すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
一 再資源化等が完了した年月日
二 再資源化等をした施設の名称及び所在地
三 再資源化等に要した費用
２

前項の規定による報告を受けた発注者は、同項に規定する再資源化等が適正に行われなか
ったと認めるときは、都道府県知事に対し、その旨を申告し、適当な措置をとるべきことを
求めることができる。

３

対象建設工事の元請業者は、第１項の規定による書面による報告に代えて、政令で定める
ところにより、同項の発注者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を、電子情報処理組
織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものに
より通知することができる。この場合において、当該元請業者は、当該書面による報告をし
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たものとみなす。
政令第５条（発注者への報告に係る情報通信の技術を利用する方法） 対象建設工事の元
請業者は、法第18条第３項の規定により同項に規定する事項を通知しようとするとき
は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の発注者に対し、その用い
る同項前段に規定する方法（以下この条において「電磁的方法」という。）の種類及び
内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
２ 前項の規定による承諾を得た対象建設工事の元請業者は、当該工事の発注者から書面
又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該
工事の発注者に対し、同項に規定する事項の通知を電磁的方法によってしてはならな
い。ただし、当該工事の発注者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りで
ない。
施行規則第７条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令（以下「令」とい
う。）第５条第１項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とす
る。
一 前条第１項に規定する方法のうち対象建設工事の元請業者が使用するもの
二 ファイルヘの記録の方式
施行規則第６条（発注者への報告に係る情報通信の技術を利用する方法） 法第18条第３
項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 対象建設工事の元請業者の使用に係る電子計算機と当該工事の発注者の使用に係
る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 対象建設工事の元請業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録さ
れた同条第１項に規定する書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて当該工事
の発注者の閲覧に供し、当該工事の発注者の使用に係る電子計算機に備えられたフ
ァイルに当該書面に記載すべき事項を記録する方法（同条第３項前段に規定する方
法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、対象
建設工事の元請業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録
する方法）
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに同条第１項に規定する書面に記載すべ
き事項を記録したものを交付する方法
２ 前項に掲げる方法は、当該工事の発注者がファイルヘの記録を出力することによる書
面を作成することができるものでなければならない。
３ 第１項第１号の「電子情報処理組織」とは、対象建設工事の元請業者の使用に係る電
子計算機と、当該工事の発注者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
子情報処理組織をいう。
（助言又は勧告）
第19条

都道府県知事は、対象建設工事受注者の特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実

施を確保するため必要があると認めるときは、第４条第１項の指針を勘案して、当該対象建
設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関し必要な助言又は勧告を
することができる。
（命令）
第20条

都道府県知事は、対象建設工事受注者が正当な理由がなくて特定建設資材廃棄物の再

資源化等の適正な実施に必要な行為をしない場合において、特定建設資材廃棄物の再資源化
等の適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、第４条第１項の指針を勘案
して、当該対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の方法の変更その
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他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第５章

解体工事業

（解体工事業者の登録）
第21条

解体工事業を営もうとする者（建設業法別表第１の下欄に掲げる土木工事業、建築工

事業又はとび・土工工事業に係る同法第３条第１項の許可を受けた者を除く。）は、当該業
を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
登録省令第１条（都道府県知事への通知） 解体工事業者が建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律（以下「法」という。）第21条第１項に規定する許可を受けたときは、
その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
２

前項の登録は、５年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力
を失う。
登録省令第２条（登録の更新の申請期限） 解体工事業者は、法第21条第２項の規定によ
る登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の
日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

３

前項の更新の申請があった場合において、同項の期間（以下「登録の有効期間」という。）
の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間
の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

４

前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の
有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

５

第１項の登録（第２項の登録の更新を含む。以下「解体工事業者の登録」という。）を受
けた者が、第１項に規定する許可を受けたときは、その登録は、その効力を失う。
（登録の申請）

第22条

解体工事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道

府県知事に提出しなければならない。
一

商号、名称又は氏名及び住所

二

営業所の名称及び所在地

三

法人である場合においては、その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ
らに準ずる者をいう。以下この章において同じ。）の氏名

四

未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所

五

第31条に規定する者の氏名
登録省令第３条（登録申請書の様式） 法第22条第１項に規定する申請書は、別記様式第
１号によるものとする。
登録省令第４条（登録申請書の添付書類） 法第22条第２項に規定する主務省令で定める
書類は、次に掲げるものとする。
一 解体工事業者の登録を受けようとする者（以下「登録申請者」という。）が法人で
ある場合にあってはその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準
ずる者をいう。以下同じ。）、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
である場合にあってはその法定代理人が法第24条第１項各号に該当しない者であるこ
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とを誓約する書面
登録申請者が選任した技術管理者が第７条に定める基準に適合する者であることを
証する書面
三 登録申請者（法人である場合にあってはその役員を、営業に関し成年者と同一の行
為能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人を含む。）の略歴を
記載した書面
四 登録申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
２ 都道府県知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報（住民基本台帳法（昭和42年法律
第81号）第30条の５第１項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。）について、同
法第30条の７第５項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30
条の８第１項の規定によるその利用ができないときは、登録申請者に対し、住民票の抄
本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
一 登録申請者が個人である場合にあっては、当該登録申請者（当該登録申請者が営業
に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録
申請者及びその法定代理人）
二 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員（当該役員が営業に関し成年者
と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定
代理人）
三 登録申請者が選任した技術管理者
３ 法第22条第２項及び第１項第１号の誓約書の様式は、別記様式第２号とする。
４ 第１項第２号の書面は、実務の経験を証する別記様式第３号による使用者の証明書そ
の他当該事項を証するに足りる書面とする。
５ 第１項第３号の略歴書の様式は、別記様式第４号とする。
二

（登録の実施）
第23条

都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第１項の規定

により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を解体工事業者登録簿に登録しなけ
ればならない。
一

前条第１項各号に掲げる事項

二

登録年月日及び登録番号
登録省令第５条（登録簿の様式） 法第23条第１項に規定する解体工事業者登録簿は、別
記様式第５号によるものとする。

２

都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知
しなければならない。
（登録の拒否）

第24条

都道府県知事は、解体工事業者の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該

当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があ
り、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一

第35条第１項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から２年を経過しな
い者

二

解体工事業者で法人であるものが第35条第１項の規定により登録を取り消された場合に
おいて、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分
のあった日から２年を経過しないもの

三

第35条第１項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
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四

この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終
わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者

五

解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各
号のいずれかに該当するもの

六

法人でその役員のうちに第１号から第４号までのいずれかに該当する者があるもの

七

第31条に規定する者を選任していない者

２

都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、
その旨を申請者に通知しなければならない。
（変更の届出）

第25条

解体工事業者は、第22条第１項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から

30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
登録省令第６条（変更の届出） 法第25条第１項の規定により変更の届出をする場合にお
いて、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を別記様式第６
号による変更届出書に添付しなければならない。
一 法第22条第１項第１号に掲げる事項の変更（変更の届出をした者が法人である場合
に限る。） 登記事項証明書
二 法第22条第１項第２号に掲げる事項の変更（商業登記の変更を必要とする場合に限
る。） 登記事項証明書
三 法第22条第１項第３号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第４条第１項第
１号及び第３号の書面
四 法第22条第１項第４号に掲げる事項の変更 第４条第１項第１号及び第３号の書面
五 法第22条第１項第５号に掲げる事項の変更 第４条第１項第２号の書面
２ 都道府県知事は、第４条第２項各号に掲げる者に係る本人確認情報について、住民基
本台帳法第30条の７第５項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同
法第30条の８第１項の規定によるその利用ができないときは、変更の届出をした者に対
し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
２

都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第
１項第５号から第７号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を解体工事
業者登録簿に登録しなければならない。

３

第22条第２項の規定は、第１項の規定による届出について準用する。
（解体工事業者登録簿の閲覧）

第26条

都道府県知事は、解体工事業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

（廃業等の届出）
第27条

解体工事業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各

号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事（第５号に掲げる場合にお
いては、当該廃止した解体工事業に係る解体工事業者の登録をした都道府県知事）に届け出
なければならない。
一

死亡した場合

その相続人

二

法人が合併により消滅した場合

三

法人が破産手続開始の決定により解散した場合

四

法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合

五

その登録に係る都道府県の区域内において解体工事業を廃止した場合

その法人を代表する役員であった者
その破産管財人
その清算人
解体工事業者で
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あった個人又は解体工事業者であった法人を代表する役員
２

解体工事業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、解体工事業者の登録は、
その効力を失う。
（登録の抹消）

第28条

都道府県知事は、第21条第２項若しくは第５項若しくは前条第２項の規定により登録

がその効力を失ったとき、又は第35条第１項の規定により登録を取り消したときは、当該解
体工事業者の登録を抹消しなければならない。
（登録の取消し等の場合における解体工事の措置）
第29条

解体工事業者について、第21条第２項若しくは第27条第２項の規定により登録が効力

を失ったとき、又は第35条第１項の規定により登録が取り消されたときは、当該解体工事業
者であった者又はその一般承継人は、登録がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締
結された請負契約に係る解体工事に限り施工することができる。この場合において、これら
の者は、登録がその効力を失った後又は当該処分を受けた後、遅滞なく、その旨を当該解体
工事の注文者に通知しなければならない。
２

都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該解体
工事の施工の差止めを命ずることができる。

３

第１項の規定により解体工事を施工する解体工事業者であった者又はその一般承継人は、
当該解体工事を完成する目的の範囲内においては、解体工事業者とみなす。

４

解体工事の注文者は、第１項の規定により通知を受けた日又は同項に規定する登録がその
効力を失ったこと、若しくは処分があったことを知った日から30日以内に限り、その解体工
事の請負契約を解除することができる。
（解体工事の施工技術の確保）

第30条
２

解体工事業者は、解体工事の施工技術の確保に努めなければならない。

主務大臣は、前項の施工技術の確保に資するため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供
その他の措置を講ずるものとする。
（技術管理者の設置）

第31条

解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で

主務省令で定める基準に適合するもの（以下「技術管理者」という。）を選任しなければな
らない。
登録省令第７条（技術管理者の基準） 法第31条に規定する主務省令で定める基準は、次
の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 次のいずれかに該当する者
イ 解体工事に関し学校教育法（昭和22年法律第26号）による高等学校（旧中等学校
令（昭和18年勅令第36号）による実業学校を含む。次号において同じ。）若しくは
中等教育学校を卒業した後４年以上又は同法による大学（旧大学令（大正７年勅令
第388号）による大学を含む。次号において同じ。）若しくは高等専門学校（旧専門
学校令（明治36年勅令第61号）による専門学校を含む。次号において同じ。）を卒
業した後２年以上実務の経験を有する者で在学中に土木工学（農業土木、鉱山土
木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。）、建築学、都市工
学、衛生工学又は交通工学に関する学科（次号において「土木工学等に関する学
科」という。）を修めたもの
ロ 解体工事に関し８年以上実務の経験を有する者
ハ 建設業法（昭和24年法律第100号）による技術検定のうち検定種目を１級の建設
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機械施工若しくは２級の建設機械施工（種別を「第１種」又は「第２種」とするも
のに限る。）、１級の土木施工管理若しくは２級の土木施工管理（種別を「土木」と
するものに限る。）又は１級の建築施工管理若しくは２級の建築施工管理（種別を
「建築」又は「躯体」とするものに限る。）とするものに合格した者
ニ 建築士法（昭和25年法律第202号）による１級建築士又は２級建築士の免許を受
けた者
ホ 職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）による技能検定のうち検定職種を１
級のとび・とび工とするものに合格した者又は検定職種を２級のとび若しくはとび
工とするものに合格した後解体工事に関し１年以上実務の経験を有する者
ヘ 技術士法（昭和58年法律第25号）による第２次試験のうち技術部門を建設部門と
するものに合格した者
二 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は次条から第７条の
４までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習（以下「登録講習」という。）
を受講したもの
イ 解体工事に関し学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後３
年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後１年以上実務の経験
を有する者で在学中に土木工学等に関する学科を修めたもの
ロ 解体工事に関し７年以上実務の経験を有する者
三 第７条の17、第７条の18及び第７条の21において準用する第７条の３の規定により
国土交通大臣の登録を受けた試験（以下「登録試験」という。）に合格した者
四 国土交通大臣が前３号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定し
た者
（参考）建設業法第26条（主任技術者及び監理技術者の設置等） 建設業者は、その請け負
つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第７条第２号イ、ロ又はハに該当
する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの（以下
「主任技術者」という。）を置かなければならない。
２ 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するため
に締結した下請契約の請負代金の額（当該下請契約が２以上あるときは、それらの請負
代金の額の総額）が第３条第１項第２号の政令で定める金額以上になる場合において
は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第15条第２号イ、ロ又はハに該当す
る者（当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当す
る者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有す
るものと認定した者）で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさ
どるもの（以下「監理技術者」という。）を置かなければならない。
３ 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関す
る重要な建設工事で政令で定めるものについては、前２項の規定により置かなければな
らない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
４ 前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第27条の18第１項の規
定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、第26条の４から第26条の
６までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これ
を選任しなければならない。
５ 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技
術者資格者証を提示しなければならない。
（参考）建設業法第26条の２ 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は
建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事
（第３条「建設業の許可」第１項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。）を施
工するときは、当該建設工事に関し第７条第２号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事
現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工す
る場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施
工させなければならない。
２ 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事（第３条第
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１項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。）を施工する場合においては、当
該建設工事に関し第７条第２号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該
建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当
該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければな
らない。
（参考）建設業法施行令第１条の２（法第３条第１項ただし書の軽微な建設工事） 法第３
条第１項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一
式工事にあつては1500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない
木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては500万円に満たない工事とする。
２ 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割し
て請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基い
て契約を分割したときは、この限りでない。
３ 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当
該請負契約の請負代金の額に加えたものを第１項の請負代金の額とする。
（技術管理者の職務）
第32条

解体工事業者は、その請け負った解体工事を施工するときは、技術管理者に当該解体

工事の施工に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者
が当該解体工事に従事しない場合は、この限りでない。
（参考）建設業法第26条の３（主任技術者及び監理技術者の職務等） 主任技術者及び監理
技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画
の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する
者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
２ 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその
職務として行う指導に従わなければならない。
（標識の掲示）
第33条

解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ご

とに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項
を記載した標識を掲げなければならない。
登録省令第８条（標識の掲示） 法第33条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げ
る事項とする。
一 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二 登録年月日
三 技術管理者の氏名
２ 法第33条の規定により解体工事業者が掲げる標識は、別記様式第７号によるものとす
る。
（参考）建設業法第40条（標識の掲示） 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、
公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第１の下
欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定
める事項を記載した標識を掲げなければならない。
（帳簿の備付け等）
第34条

解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、そ

の営業に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
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登録省令第９条（帳簿の記載事項等） 法第34条の規定により解体工事業者が備える帳簿
の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 注文者の氏名又は名称及び住所
二 施工場所
三 着工年月日及び竣工年月日
四 工事請負金額
五 技術管理者の氏名
２ 法第34条の規定により解体工事業者が備える帳簿は、別記様式第８号によるものとす
る。
３ 第１項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シ
ー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこ
とができる物（以下「磁気ディスク等」という。）に記録され、必要に応じ解体工事業
者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、
当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。
４ 第２項の帳簿（前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等
を含む。）は、解体工事ごとに作成し、かつ、これに建設業法第19条第１項及び第２項
の規定による書面又はその写し（当該工事が対象建設工事の全部又は一部である場合に
あっては、法第13条第１項及び第２項の規定による書面又はその写し）を添付しなけれ
ばならない。
５ 建設業法第19条第３項又は法第13条第３項に規定する措置が講じられた場合にあって
は、当該各項に掲げる事項又は請負契約の内容で当該各項に掲げる事項に該当するもの
の変更の内容が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要
に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されると
きは、当該記録をもって前項に規定する添付書類に代えることができる。
６ 解体工事業者は、第２項の帳簿（第３項の規定による記録が行われた同項のファイル
又は磁気ディスク等を含む。）及び第４項の規定により添付した書類（前項の規定によ
る記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。）を各事業年度の末日を
もって閉鎖するものとし、閉鎖後５年間当該帳簿及び添付書類を保存しなければならな
い。
（参考）建設業法第40条の３（帳簿の備付け等） 建設業者は、国土交通省令で定めるとこ
ろにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記
載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定める
ものを保存しなければならない。
（登録の取消し等）
第35条 都道府県知事は、解体工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を
取り消し、又は６月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることが
できる。
一

不正の手段により解体工事業者の登録を受けたとき。

二

第24条第１項第２号又は第４号から第７号までのいずれかに該当することとなったと
き。

三
２

第25条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第24条第２項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

（主務省令への委任）
第36条

この章に定めるもののほか、解体工事業者登録簿の様式その他解体工事業者の登録に

関し必要な事項については、主務省令で定める。
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（報告及び検査）
第37条

都道府県知事は、当該都道府県の区域内で解体工事業を営む者に対して、特に必要が

あると認めるときは、その業務又は工事施工の状況につき、必要な報告をさせ、又はその職
員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査
し、若しくは関係者に質問させることができる。
２

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求
があったときは、これを提示しなければならない。

３

第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな
らない。
第６章

雑則

（分別解体等及び再資源化等に要する費用の請負代金の額への反映）
第38条

国は、特定建設資材に係る資源の有効利用及び特定建設資材廃棄物の減量を図るため

には、対象建設工事の発注者が分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費
用を適正に負担することが重要であることにかんがみ、当該費用を建設工事の請負代金の額
に適切に反映させることに寄与するため、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を
通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得るよう努めなければならない。
（下請負人に対する元請業者の指導）
第39条

対象建設工事の元請業者は、各下請負人が自ら施工する建設工事の施工に伴って生じ

る特定建設資材廃棄物の再資源化等を適切に行うよう、当該対象建設工事における各下請負
人の施工の分担関係に応じて、各下請負人の指導に努めなければならない。
（再資源化をするための施設の整備）
第40条

国及び地方公共団体は、対象建設工事受注者による特定建設資材廃棄物の再資源化の

円滑かつ適正な実施を確保するためには、特定建設資材廃棄物の再資源化をするための施設
の適正な配置を図ることが重要であることにかんがみ、当該施設の整備を促進するために必
要な措置を講ずるよう努めなければならない。
（利用の協力要請）
第41条

主務大臣又は都道府県知事は、対象建設工事の施工に伴って生じる特定建設資材廃棄

物の再資源化の円滑な実施を確保するため、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設
資材の利用を促進することが特に必要であると認めるときは、主務大臣にあっては関係行政
機関の長に対し、都道府県知事にあっては新築工事等に係る対象建設工事の発注者（国を除
く。）に対し、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材の利用について必要な協
力を要請することができる。
（報告の徴収）
第42条

都道府県知事は、特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために必要

な限度において、政令で定めるところにより、対象建設工事の発注者、自主施工者又は対象
建設工事受注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況に関し報告をさせるこ
とができる。
２

都道府県知事は、特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要な
限度において、政令で定めるところにより、対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄
物の再資源化等の実施の状況に関し報告をさせることができる。
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政令第６条（報告の徴収） 都道府県知事は、法第42条第１項の規定により、対象建設工
事の発注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況につき、次に掲げる事
項に関し報告をさせることができる。
一 当該対象建設工事の元請業者が当該発注者に対して法第12条第１項の規定により交
付した書面に関する事項
二 その他分別解体等に関する事項として主務省令で定める事項
２ 都道府県知事は、法第42条第１項の規定により、自主施工者又は対象建設工事受注者
に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報
告をさせることができる。
一 分別解体等の方法に関する事項
二 その他分別解体等に関する事項として主務省令で定める事項
３ 都道府県知事は、法第42条第２項の規定により、対象建設工事受注者に対し、特定建
設資材廃棄物の再資源化等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせるこ
とができる。
一 再資源化等の方法に関する事項
二 再資源化等をした施設に関する事項
三 その他特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する事項として主務省令で定める事項
分別解体省令第８条（報告の徴収に関する事項） 令第６条第１項第２号の主務省令で定
める事項及び同条第２項第２号の主務省令で定める事項は、法第13条第１項及び第２項
の規定により交付した書面又は同条第３項の規定により講じた措置に関する事項その他
分別解体等に関し都道府県知事が必要と認める事項とする。
施行規則第８条（報告の徴収に関する事項） 令第６条第３項第３号の主務省令で定める
事項は、法第13条第１項及び第２項の規定により交付した書面又は同条第３項の規定に
より講じた措置に関する事項その他特定建設資材廃棄物の再資源化等に関し都道府県知
事が必要と認める事項とする。
（立入検査）
第43条

都道府県知事は、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化

等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、その職
員に、対象建設工事の現場又は対象建設工事受注者の営業所その他営業に関係のある場所に
立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
政令第７条（立入検査） 都道府県知事は、法第43条第１項の規定により、その職員に、
対象建設工事により生じた特定建設資材廃棄物その他の物、特定建設資材に係る分別解
体等又は特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための設備及びその関連施設並びに関
係帳簿書類を検査させることができる。
２

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示
しなければならない。

３

第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはな
らない。
（主務大臣等）

第44条
一

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
第３条第１項の規定による基本方針の策定並びに同条第３項の規定による基本方針の変

更及び公表に関する事項
二

国土交通大臣、環境大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣

第30条第２項の規定による措置及び第41条の規定による協力の要請に関する事項
交通大臣

国土
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２

この法律における主務省令は、国土交通大臣及び環境大臣の発する命令とする。ただし、
第10条第１項及び第２項、第13条第１項及び第３項、第22条第２項、第31条、第33条、第34
条、第36条並びに次条の主務省令については、国土交通大臣の発する命令とする。
（権限の委任）

第45条

第41条の規定による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部

局の長に委任することができる。
（政令で定める市町村の長による事務の処理）
第46条

この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるとこ

ろにより、政令で定める市町村（特別区を含む。）の長が行うこととすることができる。
政令第８条（市町村の長による事務の処理） 法に規定する都道府県知事の権限に属する
事務であって、建築主事を置く市町村又は特別区の区域内において施工される対象建設
工事に係るもののうち、次に掲げるものは、当該市町村又は当該特別区の長が行うこと
とする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、
当該市町村又は当該特別区の長に関する規定として当該市町村又は当該特別区の長に適
用があるものとする。
一 法第10条第１項及び第２項の規定による届出の受理並びに同条第３項の規定による
命令に関する事務
二 法第11条の規定による通知の受理に関する事務
三 法第14条の規定による助言又は勧告に関する事務
四 法第15条の規定による命令に関する事務
五 法第42条第１項の規定による報告の徴収に関する事務
六 法第43条第１項の規定による立入検査に関する事務（特定建設資材に係る分別解体
等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。）
２ 前項の規定にかかわらず、法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、
建築基準法第97条の２第１項の規定により建築主事を置く市町村の区域内において施工
される対象建設工事に係るものについては、同法第６条第１項第４号に掲げる建築物
（その新築、改築、増築又は移転に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規
定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。）以外の建築物等についての対
象建設工事に係るものは、当該市町村の区域を管轄する都道府県知事が行う。
３ 第１項の規定にかかわらず、法に規定する都知事の権限に属する事務であって、建築
基準法第97条の３第１項の規定により建築主事を置く特別区の区域内において施工され
る対象建設工事に係るもののうち、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第149条
第１項各号に掲げる建築物等（同項第２号に掲げる建築物及び工作物にあっては、地方
自治法（昭和22年法律第67号）第252条の17の２第１項の規定により同号に規定する処
分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物及び当該工作
物を除く。）に関する対象建設工事に係るものは、都知事が行う。
４ 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、地方自治法第252条の19第
１項に規定する指定都市若しくは同法第252条の22第１項に規定する中核市又は呉市、
大牟田市若しくは佐世保市（以下「指定都市等」という。）の区域内において施工され
る対象建設工事に係るもののうち、次に掲げるものは、当該指定都市等の長が行うこと
とする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定
は、当該指定都市等の長に関する規定として当該指定都市等の長に適用があるものとす
る。
一 法第18条第２項の規定による申告等の受理に関する事務
二 法第19条の規定による助言又は勧告に関する事務
三 法第20条の規定による命令に関する事務
四 法第42条第２項の規定による報告の徴収に関する事務
五 法第43条第１項の規定による立入検査に関する事務（特定建設資材廃棄物の再資源
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化等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。）
（参考）建築基準法第４条（建築主事） 政令で指定する人口25万以上の市は、その長の指
揮監督の下に、第６条第１項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、
建築主事を置かなければならない。
２ 市町村（前項の市を除く。）は、その長の指揮監督の下に、第６条第１項の規定によ
る確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。
３ 市町村は、前項の規定によつて建築主事を置こうとする場合においては、あらかじ
め、その設置について、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
４ 市町村が前項の規定による同意を得た場合において建築主事を置くときは、市町村の
長は、建築主事が置かれる日の30日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知
事に通知しなければならない。
５ 都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第１項又は第２項の規定によつて建築
主事を置いた市町村（第97条の２を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。）の
区域外における建築物に係る第６条第１項の規定による確認に関する事務をつかさどら
せるために、建築主事を置かなければならない。
６ 第１項、第２項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の職員で第77条の58第１
項の登録を受けた者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。
７ 特定行政庁は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事を指定すること
ができる。
（参考）建築基準法第６条（建築物の建築等に関する申請及び確認） 建築主は、第１号か
ら第３号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増築しようとする場合において
は、建築物が増築後において第１号から第３号までに掲げる規模のものとなる場合を含
む。）、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は
第４号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、
その計画が建築基準関係規定（この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定（以下
「建築基準法令の規定」という。）その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律
並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。）に適
合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認
済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更（国土交通
省令で定める軽微な変更を除く。）をして、第１号から第３号までに掲げる建築物を建
築しようとする場合（増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第１
号から第３号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。）、これらの建築物の大規模の
修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第４号に掲げる建築物を建築しよ
うとする場合も、同様とする。
一 別表第１い欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積
の合計が100平方メートルを超えるもの
二 木造の建築物で３以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13
メートル若しくは軒の高さが９メートルを超えるもの
三 木造以外の建築物で２以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超え
るもの
四 前３号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域（いずれ
も都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。）若
しくは景観法（平成16年法律第110号）第74条第１項の準景観地区（市町村長が指定
する区域を除く。）内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部
若しくは一部について指定する区域内における建築物
（参考）建築基準法第88条（工作物への準用） 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これ
らに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その
他これらに類する工作物で政令で指定するもの（以下この項において「昇降機等」とい
う。）については、第３条、第６条（第３項及び第５項から第12項までを除くものとし、
第１項及び第４項は、昇降機等については第１項第１号から第３号までの建築物に係る
部分、その他のものについては同項第４号の建築物に係る部分に限る。）、第６条の２
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（第３項から第８項までを除く。）、第６条の３（第１項第１号及び第２号の建築物に係
る部分に限る。）、第７条から第７条の４まで、第７条の５（第６条の３第１項第１号及
び第２号の建築物に係る部分に限る。）、第８条から第11条まで、第12条第５項（第４号
を除く。）及び第６項から第８項まで、第13条、第18条（第４項から第11項まで及び第
22項を除く。）、第20条、第28条の２（同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに
係る部分に限る。）、第32条、第33条、第34条第１項、第36条（避雷設備及び昇降機に係
る部分に限る。）、第37条、第40条、第３章の２（第68条の20第２項については、同項に
規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る。）、第86条の７第１項（第28条
の２（第86条の７第１項の政令で定める基準に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、
第86条の７第２項（第20条に係る部分に限る。）、第86条の７第３項（第32条、第34条第
１項及び第36条（昇降機に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、前条、次条並びに
第90条の規定を、昇降機等については、第７条の６、第12条第１項から第４項まで及び
第18条第22項の規定を準用する。この場合において、第20条中「次の各号に掲げる建築
物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、「政令で定める技術的
基準」と読み替えるものとする。
２ 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものについては、第３
条、第６条（第３項及び第５項から第12項までを除くものとし、第１項及び第４項は、
第１項第１号から第３号までの建築物に係る部分に限る。）、第６条の２（第３項から第
８項までを除く。）、第７条、第７条の２、第７条の６から第９条の３まで、第11条、第
12条第５項（第４号を除く。）及び第６項から第８項まで、第13条、第18条（第４項か
ら第11項まで及び第17項から第21項までを除く。）、第48条から第51条まで、第60条の２
第３項、第68条の２第１項及び第５項、第68条の３第６項から第９項まで、第86条の７
第１項（第48条第１項から第13項まで及び第51条に係る部分に限る。）、第87条第２項
（第48条第１項から第13項まで、第49条から第51条まで、第60条の２第３項並びに第68
条の２第１項及び第５項に係る部分に限る。）、第87条第３項（第48条第１項から第13項
まで、第49条から第51条まで及び第68条の２第１項に係る部分に限る。）、前条、次条、
第91条、第92条の２並びに第93条の２の規定を準用する。この場合において、第６条第
２項及び別表第２中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と、第68条の２第１項中
「敷地、構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとする。
３ 第３条、第８条から第11条まで、第12条（第５項第４号を除く。）、第13条並びに第18
条第１項及び第23項の規定は、第66条に規定する工作物について準用する。
４ 第１項中第６条から第７条の５まで、第18条（第１項及び第23項を除く。）及び次条
に係る部分は、宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）第８条第１項本文若しくは
第12条第１項又は都市計画法第29条第１項若しくは第２項若しくは第35条の２第１項本
文の規定による許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない。
（参考）建築基準法第97条の２（市町村の建築主事等の特例） 第４条第１項の市以外の市
又は町村においては、同条第２項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、
この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさ
どらせるために、建築主事を置くことができる。この場合においては、この法律中建築
主事に関する規定は、当該市町村が置く建築主事に適用があるものとする。
（参考）建築基準法第97条の３（特別区の特例） 特別区においては、第４条第２項の規定
によるほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものと
されている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことがで
きる。この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、特別区が置く建築主
事に適用があるものとする。
２ 前項の規定は、特別区に置かれる建築主事の権限に属しない特別区の区域における事
務をつかさどらせるために、都が都知事の指揮監督の下に建築主事を置くことを妨げる
ものではない。
３ この法律中都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、
政令で定めるところにより、特別区の長が行なうものとする。この場合においては、こ
の法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、特別区の長に関する規定として
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特別区の長に適用があるものとする。
（参考）建築基準法施行令第138条（工作物の指定） 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その
他これらに類する工作物で法第88条第１項の規定により政令で指定するものは、次に掲
げるもの（鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定に
より法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交
通大臣が指定するものを除く。）とする。
一 高さが６メートルを超える煙突（支枠及び支線がある場合においては、これらを含
み、ストーブの煙突を除く。）
二 高さが15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類
するもの（旗ざおを除く。）
三 高さが４メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類する
もの
四 高さが８メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
五 高さが２メートルを超える擁壁
２ 昇降機、ウオーターシユート、飛行塔その他これらに類する工作物で法第88条第１項
の規定により政令で指定するものは、次の各号に掲げるものとする。
一 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの（一般交通の用に供する
ものを除く。）
二 ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
三 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動
をする遊戯施設で原動機を使用するもの
３ 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で法第88条第２項の規定により政令で指定
するものは、次に掲げる工作物（土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその
事業中臨時にあるもの及び第１号又は第５号に掲げるもので建築物の敷地（法第３条第
２項の規定により法第48条第１項から第13項までの規定の適用を受けない建築物につい
ては、第137条に規定する基準時における敷地をいう。）と同一の敷地内にあるものを除
く。）とする。
一 法別表第二り項第３号⒀又は（13の２）の用途に供する工作物で用途地域（準工業
地域、工業地域及び工業専用地域を除く。）内にあるもの及び同表ぬ項第１号(21)の用
途に供する工作物で用途地域（工業地域及び工業専用地域を除く。）内にあるもの
二 自動車車庫の用途に供する工作物で次のイからチまでに掲げるもの
イ 築造面積が50平方メートルを超えるもので第１種低層住居専用地域又は第２種低
層住居専用地域内にあるもの（建築物に附属するものを除く。）
ロ 築造面積が300平方メートルを超えるもので第１種中高層住居専用地域、第２種
中高層住居専用地域、第１種住居地域又は第２種住居地域内にあるもの（建築物に
附属するものを除く。）
ハ 第１種低層住居専用地域又は第２種低層住居専用地域内にある建築物に附属する
もので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建
築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が600平方メートル（同一敷地内にある建
築物（自動車車庫の用途に供する部分を除く。）の延べ面積の合計が600平方メート
ル以下の場合においては、当該延べ面積の合計）を超えるもの（築造面積が50平方
メートル以下のもの及びニに掲げるものを除く。）
ニ 第１種低層住居専用地域又は第２種低層住居専用地域内にある公告対象区域内の
建築物に附属するもので次の⑴又は⑵のいずれかに該当するもの
⑴ 築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築
物の部分の延べ面積の合計を加えた値が2000平方メートルを超えるもの
⑵ 築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途
に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動
車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対
象区域内の敷地ごとにハの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作
物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの
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ホ

第１種中高層住居専用地域又は第２種中高層住居専用地域内にある建築物に附属
するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供す
る建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が3000平方メートル（同一敷地内にあ
る建築物（自動車車庫の用途に供する部分を除く。）の延べ面積の合計が3000平方
メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計）を超えるもの（築造面積が
300平方メートル以下のもの及びヘに掲げるものを除く。）
ヘ 第１種中高層住居専用地域又は第２種中高層住居専用地域内にある公告対象区域
内の建築物に附属するもので次の⑴又は⑵のいずれかに該当するもの
⑴ 築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築
物の部分の延べ面積の合計を加えた値が10000平方メートルを超えるもの
⑵ 築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の用途
に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動
車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対
象区域内の敷地ごとにホの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作
物の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの
ト 第１種住居地域又は第２種住居地域内にある建築物に附属するもので築造面積に
同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ
面積の合計を加えた値が当該敷地内にある建築物（自動車車庫の用途に供する部分
を除く。）の延べ面積の合計を超えるもの（築造面積が300平方メートル以下のもの
及びチに掲げるものを除く。）
チ 第１種住居地域又は第２種住居地域内にある公告対象区域内の建築物に附属する
もので、築造面積に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の
用途に供する工作物の築造面積及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自
動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が、当該公告対
象区域内の敷地ごとにトの規定により算定される自動車車庫の用途に供する工作物
の築造面積の上限の値を合算した値を超えるもの
三 高さが８メートルを超えるサイロその他これに類する工作物のうち飼料、肥料、セ
メントその他これらに類するものを貯蔵するもので第１種低層住居専用地域、第２種
低層住居専用地域又は第１種中高層住居専用地域内にあるもの
四 前項各号に掲げる工作物で第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域又は
第１種中高層住居専用地域内にあるもの
五 汚物処理場、ごみ焼却場又は第130条の２の２各号に掲げる処理施設の用途に供す
る工作物で都市計画区域又は準都市計画区域（準都市計画区域にあつては、第１種低
層住居専用地域、第２種低層住居専用地域又は第１種中高層住居専用地域に限る。）
内にあるもの
六 特定用途制限地域内にある工作物で当該特定用途制限地域に係る法第88条第２項に
おいて準用する法第49条の２の規定に基づく条例において制限が定められた用途に供
するもの
（参考）建築基準法施行令第149条（特別区の特例） 法第97条の３第１項の政令で定める
事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲
げる建築物、工作物又は建築設備（第２号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方
自治法第252条の17の２第１項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区
が処理することとされた場合における当該建築物又は工作物を除く。）に係る事務以外
の事務とする。
一 延べ面積が10000平方メートルを超える建築物
二 その新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法第51条（法第87条
第２項及び第３項並びに法第88条第２項において準用する場合を含む。以下この条に
おいて同じ。）（市町村都市計画審議会が置かれている特別区の建築主事にあつては、
卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。）並びに法以外の法律
並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物又は
工作物
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三

第138条第１項に規定する工作物で前２号に掲げる建築物に附置するもの及び同条
第３項に規定する工作物のうち同項第２号ハからチまでに掲げる工作物で前２号に掲
げる建築物に附属するもの
四 第146条第１項第１号に掲げる建築設備で第１号及び第２号に掲げる建築物に設け
るもの
（参考）地域保健法第５条 保健所は、都道府県、地方自治法（昭和22年法律第67号）第
252条の19第１項の指定都市、同法第252条の22第１項の中核市その他の政令で定める市
又は特別区が、これを設置する。
２ 都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施
策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法（昭和23年法律第205号）
第30条の４第２項第10号に規定する区域及び介護保険法（平成９年法律第123号）第118
条第２項第１号に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならな
い。
（経過措置）
第47条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、

その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則
に関する経過措置を含む。）を定めることができる。
第７章
第48条

罰則

次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す

る。
一

第21条第１項の規定に違反して登録を受けないで解体工事業を営んだ者

二

不正の手段によって第21条第１項の登録（同条第２項の登録の更新を含む。）を受けた
者

三

第35条第１項の規定による事業の停止の命令に違反して解体工事業を営んだ者

第49条

第15条又は第20条の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第50条

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

一

第10条第３項の規定による命令に違反した者

二

第25条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第51条

次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

一

第10条第１項又は第２項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二

第29条第１項後段の規定による通知をしなかった者

三

第31条の規定に違反して技術管理者を選任しなかった者

四

第37条第１項又は第42条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五

第37条第１項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁
をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

六

第43条第１項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第52条

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

人の業務に関して、第48条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほ
か、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第53条
一

次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
第18条第１項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は

記録を保存しなかった者
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二

第27条第１項の規定による届出を怠った者

三

第33条の規定による標識を掲げない者

四

第34条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、
又は帳簿を保存しなかった者
附

則

抄

（施行期日）
第１条

この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一

第５章、第48条、第50条第２号、第51条第２号、第３号、第４号（第37条第１項に係る
部分に限る。）及び第５号並びに第53条第２号から第４号までの規定

公布の日から起算

して１年を超えない範囲内において政令で定める日
二

第３章、第４章、第38条から第43条まで、第49条、第50条第１号、第51条第１号、第４
号（第42条に係る部分に限る。）及び第６号並びに第53条第１号の規定

公布の日から起

算して２年を超えない範囲内において政令で定める日
三

附則第５条の規定

公布の日

（対象建設工事に関する経過措置）
第２条

第３章、第４章及び第38条から第43条までの規定は、これらの規定の施行前に締結さ

れた請負契約に係る対象建設工事又はこれらの規定の施行の際既に着手している対象建設工
事については、適用しない。
（解体工事業に係る経過措置）
第３条

第５章の規定の施行の際現に解体工事業を営んでいる者（第21条第１項に規定する許

可を受けている者を除く。）は、同章の規定の施行の日から６月間（当該期間内に第24条第
１項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第21条第１項に規定する許可を受け
たときは、当該処分のあった日又は当該許可を受けた日までの間）は、同項の登録を受けな
いでも、引き続き当該営業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をし
た場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分
があるまでの間も、同様とする。
２

前項の規定により引き続き解体工事業を営むことができる場合においては、その者を当該
業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた解体工事業者とみなして、第
29条から第32条まで、第34条、第35条第１項（登録の取消しに係る部分を除く。）及び第２
項並びに第37条の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）を適用する。この場合において、
第29条第１項中「第21条第２項若しくは第27条第２項の規定により登録が効力を失ったと
き、又は第35条第１項の規定により登録を取り消されたときは」とあるのは「この章の規定
の施行の日から６月間（当該期間内に第24条第１項の規定による登録の拒否の処分があった
ときは、その日までの間）が経過したときは」と、「登録がその効力を失う前」とあるのは

「当該期間が経過する前」と、「登録がその効力を失った後」とあるのは「当該期間が経過し
た後」とする。
（検討）
第４条

政府は、附則第１条第２号に規定する規定の施行後５年を経過した場合において、こ

の法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとす
る。
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（中央省庁等改革関係法施行法の一部改正）
第５条

中央省庁等改革関係法施行法（平成11年法律第160号）の一部を次のように改正する。

第1030条の次に次の１条を加える。（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部
改正）第1030条の２

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104

号）の一部を次のように改正する。第44条第１項第１号中「建設大臣、厚生大臣」を「国土
交通大臣、環境大臣」に、「、通商産業大臣、運輸大臣及び環境庁長官」を「及び経済産業
大臣」に改め、同項第２号中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第２項中「建設
大臣」を「国土交通大臣」に、「厚生大臣」を「環境大臣」に改める。
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○特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本
方針（平成13年１月17日農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第１号）
我が国においては、経済発展に伴う生産及び消費の拡大、生活様式の多様化及び高度化によ
る住宅・社会資本の整備及び更新等に伴い、建設資材廃棄物の排出量が増大している。建設産
業は我が国で利用される資源の相当部分を利用している産業であることから、産業廃棄物（廃
棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）第
２条第４項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。）及びその最終処分量に占める建設資材
廃棄物の割合も高いものとなっている。
その一方で、廃棄物の処理施設の確保はこれまでにも増して困難なものとなってきており、
最終処分場がひっ迫しつつあるほか、建設資材廃棄物の不法投棄が全国で多く見られるなど、
建設資材廃棄物の処理をめぐる問題が深刻となっている。
また、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国にとっては、これらの廃棄物から得
られる資源を有効に利用していくことが求められている。このような状況の中で、我が国にお
ける生活環境の保全と健全な経済発展を長期的に確保するためには、関係者の適切な役割分担
の下で、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量を図っていくことが重要である。
この基本方針は、このような認識の下に、建設工事に係る資材の有効な利用の確保及び廃棄
物の適正な処理を図るため、必要な事項を定めるものである。
一

特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の基本的方
向
１

基本理念

平成12年 5 月31日に公布された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサ
イクル法）」については、総則、基本方針等に関する規定が平成12年11月30日より施行されて
いるところですが、解体工事業の登録等に関する規定については、平成13年 5 月30日から施行
されます。これに伴い、今般、解体工事業に係る登録等に関する省令（平成13年 5 月18日国土
交通省令第92号）を制定いたしました。
（1）特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の基本的な理念
資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るためには、建設資材の開発、製造か
ら建築物等の設計、建設資材の選択、分別解体等を含む建設工事の施工、建設資材廃棄物の廃
棄等に至る各段階において、廃棄物の排出の抑制、建設工事に使用された建設資材の再使用及
び建設資材廃棄物の再資源化等の促進という観点を持った、環境への負荷の少ない循環型社会
経済システムを構築することが必要である。このため、建設資材廃棄物という個別の廃棄物に
着目して、その再資源化等を促進するために、建設工事の実態や建設業の産業特性を踏まえつ
つ、必要な措置を一体的に講ずるべきである。
（2）建設資材に係る廃棄物・リサイクル対策の考え方
建設資材に係る廃棄物・リサイクル対策の考え方としては、循環型社会形成推進基本法（平
成12年法律第110号）における基本的な考え方を原則とし、まず、建設資材廃棄物の発生抑制、
次に、建設工事に使用された建設資材の再使用を行う。これらの措置を行った後に発生した建
設資材廃棄物については、再生利用（マテリアル・リサイクル）を行い、それが技術的な困難
性、環境への負荷の程度等の観点から適切でない場合には、燃焼の用に供することができるも
の又はその可能性のあるものについて、熱回収（サーマル・リサイクル）を行う。最後に、こ
れらの措置が行われないものについては、最終処分するものとする。なお、発生した建設資材
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廃棄物については、廃棄物処理法に基づいた適正な処理を行わなければならない。
２

関係者の役割

特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進に当たって、関
係者は、適切な役割分担の下でそれぞれが連携しつつ積極的に参加することが必要である。
建設資材の製造に携わる者は、端材の発生が抑制される建設資材の開発及び製造、建設資材
として使用される際の材質、品質等の表示、有害物質等を含む素材等分別解体等及び建設資材
廃棄物の再資源化等が困難となる素材の非使用等により、建設資材廃棄物の排出の抑制並びに
分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の実施が容易となるよう努める必要がある。
建築物等の設計に携わる者は、端材の発生が抑制され、また、分別解体等の実施が容易とな
る設計、建設資材廃棄物の再資源化等の実施が容易となる建設資材の選択など設計時における
工夫により、建設資材廃棄物の排出の抑制並びに分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等
の実施が効果的に行われるようにするほか、これらに要する費用の低減に努める必要がある。
なお、建設資材の選択に当たっては、有害物質等を含む建設資材等建設資材廃棄物の再資源化
が困難となる建設資材を選択しないよう努める必要がある。
発注者は、元請業者に対して、建設資材廃棄物の排出の抑制並びに分別解体等及び建設資材
廃棄物の再資源化等の実施について明確な指示を行うよう努める必要がある。
元請業者は、建設資材廃棄物の発生の抑制並びに分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化
等の促進に関し、中心的な役割を担っていることを認識し、その下請負人に対して、建設資材
廃棄物の発生の抑制並びに分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の実施について明確な
指示を行うよう努める必要がある。
建設工事を施工する者は、建設資材廃棄物の発生の抑制並びに分別解体等及び建設資材廃棄
物の再資源化等を適正に実施するほか、施工方法の工夫、適切な建設資材の選択、施工技術の
開発等により建設資材廃棄物の発生の抑制並びに分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等
の実施が容易となるよう努める必要がある。
排出した建設資材廃棄物について自らその処理を行う事業者及び建設資材廃棄物を排出する
事業者から委託を受けてその処理を行う者（以下「建設資材廃棄物の処理を行う者」とい
う。）は、建設資材廃棄物の再資源化等を適正に実施しなければならない。
国は、建設資材廃棄物の発生の抑制並びに分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等を促
進するために必要な調査、研究開発、情報提供、普及啓発及び資金の確保に努めることとする。
地方公共団体は、国の施策と相まって、必要な措置を講ずるよう努める必要がある。
３

特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進に関する基
本的方向

（1）特定建設資材に係る分別解体等の促進についての基本的方向
特定建設資材に係る分別解体等の実施により特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別する
ことを確保し、特定建設資材廃棄物の再資源化等を促進するためには、特定建設資材に係る分
別解体等が一定の技術基準に従って実施される必要がある。この技術は、特定建設資材に係る
分別解体等の実施の対象となる建築物等により異なる場合があり、建設工事に従事する者の技
能、施工技術、建設機械等の現状を踏まえ、建築物等に応じ、適切な施工方法により分別解体
等が実施される必要がある。
また、特に施工に当たって大量の建設資材廃棄物を排出することとなる解体工事については、
最新の知識及び技術を有する者による施工が必要であるため、解体工事を施工する者の知識及
び技術力の向上を図るほか、このような技術を有する者に関する情報の提供、適切な施工の監
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視、監督等を行う必要がある。
（2）特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進についての基本的方向
建設資材廃棄物に係る現状及び課題を踏まえると、その再資源化等の促進を図ることが重要
であることから、対象建設工事のみならず対象建設工事以外の建設工事に伴って生じた特定建
設資材廃棄物についても、再生資源として利用すること等を促進する必要があり、工事現場の
状況等を勘案して、できる限り工事現場において特定建設資材に係る分別解体等を実施し、こ
れに伴って排出された特定建設資材廃棄物について再資源化等を実施することが望ましい。ま
た、分別解体等が困難であるため混合された状態で排出された建設資材廃棄物についても、で
きる限り特定建設資材廃棄物を選別できる処理施設に搬出し、再資源化等を促進することが望
ましい。
なお、これらの措置が円滑に行われるようにするためには、技術開発、関係者間の連携、必
要な施設の整備等を推進することにより、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要す
る費用を低減することが重要である。
（3）都道府県の実状に応じた対応についての基本的方向
建設資材廃棄物の発生量や再資源化施設（建設資材廃棄物の再資源化をするための施設をい
う。以下同じ。）の立地状況等の建設資材廃棄物を取り巻く環境は地域によって異なる。この
ため、各都道府県はその地域の実状を踏まえつつ、適切な対象建設工事の規模等についての調
査を実施し、必要に応じ、条例によりその規模等に関し、政令等で定める基準に代えて適用す
べき基準を定めることが重要である。
二

建設資材廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
１

建設資材廃棄物の排出の抑制の必要性

建設資材廃棄物は、産業廃棄物に占める割合が高い一方で、減量することが困難なものが多
い。このため、限られた資源を有効に活用する観点から、最終処分量を減らすとともに、排出
を抑制することが特に重要である。
２

関係者の役割

建設資材廃棄物の排出の抑制に当たっては、建築物等に係る建設工事の計画・設計段階から
の取組を行うとともに、関係者は、適切な役割分担の下でそれぞれが連携しつつ積極的に参加
することが必要である。
建築物等の所有者は、自ら所有する建築物等について適切な維持管理及び修繕を行い、建築
物等の長期的使用に努める必要がある。
建設資材の製造に携わる者は、工場等における建設資材のプレカット等の実施、その耐久性
の向上並びに修繕が可能なものについてはその修繕の実施及びそのための体制の整備に努める
必要がある。
建築物等の設計に携わる者は、当該建築物等に係る建設工事を発注しようとする者の建築物
等の用途、構造等に関する要求に対応しつつ、構造躯体等の耐久性の向上を図るとともに、維
持管理及び修繕を容易にするなど、その長期的使用に資する設計に努めるとともに、端材の発
生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択に努める必要がある。
発注者は、建築物等の用途、構造その他の建築物等に要求される性能に応じ、技術的及び経
済的に可能な範囲で、建築物等の長期的使用に配慮した発注に努めるほか、建設工事に使用さ
れた建設資材の再使用に配慮するよう努める必要がある。
建設工事を施工する者は、端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択に努
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めるほか、端材の発生の抑制、再使用できる物を再使用できる状態にする施工方法の採用及び
耐久性の高い建築物等の建築等に努める必要がある。特に、使用済コンクリート型枠の再使用
に努めるほか、建築物等の長期的使用に資する施工技術の開発及び維持修繕体制の整備に努め
る必要がある。
国は、自ら建設工事の発注者となる場合においては、建設資材廃棄物の排出の抑制に率先し
て取り組むこととする。
地方公共団体は、国の施策と相まって、必要な措置を講ずるよう努める必要がある。
三

特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標の設定その他特定建設資材廃棄物の再資源
化等の促進のための方策に関する事項
１

特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標の設定に関する事項

再資源化施設の立地状況が地域によって異なることを勘案しつつ、すべての関係者が再生資
源の十分な利用及び廃棄物の減量をできるだけ速やかに、かつ、着実に実施することが重要で
あることから、今後10年を目途に特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進に重点的に取り組む
こととし、平成22年度における再資源化等率（工事現場から排出された特定建設資材廃棄物の
重量に対する再資源化等されたものの重量の百分率をいう。）は、次表の上欄に掲げる特定建
設資材廃棄物の種類に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。
コンクリート塊（コンクリートが廃棄物となったもの並びにコンクリート
及び鉄から成る建設資材に含まれるコンクリートの廃棄物となったものを
いう。以下同じ。）
建設発生木材（木材が廃棄物となったものをいう。以下同じ。）

95パーセント

アスファルト・コンクリート塊（アスファルト・コンクリートが廃棄物と
なったものをいう。以下同じ。）
特に、国の直轄事業においては、再資源化等を先導する観点から、コンクリート塊、建設発
生木材及びアスファルト・コンクリート塊について、平成17年度までに最終処分する量をゼロ
にすることを目指すこととする。
なお、特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標については、建設資材廃棄物に関する
調査の結果、再資源化等に関する目標の達成状況及び社会経済情勢の変化等を踏まえて必要な
見直しを行うものとする。
２

特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進のための方策に関する事項

（1）特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進のための方策に関する基本的事項
特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標を達成するためには、必要な再資源化施設の
確保、再資源化を促進するために必要となるコスト削減等に資する技術開発及び再資源化によ
り得られた物の利用の促進が必要となる。
具体的には、国は、税制上の優遇措置、政府系金融機関の融資等を積極的に活用することに
より、再資源化施設の整備を促進する必要がある。地方公共団体は、地域ごとに特定建設資材
廃棄物の再資源化施設の実態を把握し、その整備を促進するために必要な施策を行うほか、国
とともに産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律（平成４年法律第62号）
に基づく施策を推進する。
（2）特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進のための具体的方策等
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①

コンクリート塊

コンクリート塊については、破砕、選別、混合物除去、粒度調整等を行うことにより、再生
クラッシャーラン、再生コンクリート砂、再生粒度調整砕石等（以下「再生骨材等」とい
う。）として、道路、港湾、空港、駐車場及び建築物等の敷地内の舗装（以下「道路等の舗
装」という。）の路盤材、建築物等の埋め戻し材又は基礎材、コンクリート用骨材等に利用す
ることを促進する。
また、コンクリート塊の再資源化施設については、新たな施設整備と併せて既存施設の効率
的な稼動を推進するための措置を講ずるよう努める必要がある。
なお、現状においては、コンクリート塊をコンクリート用骨材として再資源化する費用は、
コンクリート用骨材以外のものとして再資源化する費用に比較して高いことから、その費用の
低減のための技術の開発等を行う必要がある。
②

建設発生木材

建設発生木材については、チップ化し、木質ボード、堆肥等の原材料として利用することを
促進する。これらの利用が技術的な困難性、環境への負荷の程度等の観点から適切でない場合
には燃料として利用することを促進する。
なお、建設発生木材の再資源化を更に促進するためには、再生木質ボード（建設発生木材を
破砕したものを用いて製造した木質ボードをいう。以下同じ。）、再生木質マルチング材）雑草
防止材及び植物の生育を保護・促進する材料等として建設発生木材を再資源化したものをい
う。以下同じ。）等について、更なる技術開発及び用途開発を行う必要がある。具体的には、
住宅構造用建材、コンクリート型枠等として利用することのできる高性能・高機能の再生木質
ボードの製造技術の開発、再生木質マルチング材の利用を促進するための用途開発、燃料用チ
ップの発電燃料としての利用等新たな利用を促進するための技術開発等を行う必要がある。
また、このような技術開発等の動向を踏まえつつ、建設発生木材については、建設発生木材
の再資源化施設等の必要な施設の整備について必要な措置を講ずるよう努める必要がある。
③

アスファルト・コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊については、破砕、選別、混合物除去、粒度調整等を行うこ
とにより、再生加熱アスファルト安定処理混合物及び表層基層用再生加熱アスファルト混合物
（以下「再生加熱アスファルト混合物」という。）として、道路等の舗装の上層路盤材、基層用
材料又は表層用材料に利用することを促進する。また、再生骨材等として、道路等の舗装の路
盤材、建築物等の埋め戻し材又は基礎材等に利用することを促進する。
加えて、アスファルト・コンクリート塊に係る再資源化施設については、新たな施設整備と
併せて既存施設の効率的な稼動を推進するための措置を講ずるよう努める必要がある。
なお、近年、道路等の舗装の表層用材料として、ガラス、ゴム、樹脂等が混入した加熱アス
ファルト混合物を用いる場合もあるが、再資源化の可能性が実証されていない材料又は再資源
化が困難な材料があることから、その再資源化のための技術開発等を行う必要がある。
④

その他

特定建設資材以外の建設資材についても、それが廃棄物となった場合に再資源化等が可能な
ものについてはできる限り分別解体等を実施し、その再資源化等を実施することが望ましい。
また、その再資源化等についての経済性の面における制約が小さくなるよう、分別解体等の実
施、技術開発の推進、収集運搬方法の検討、効率的な収集運搬の実施、必要な施設の整備等に
ついて関係者による積極的な取組が行われることが必要である。
具体的には、次のとおりである。
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プラスチック製品は、建設工事に使用される量が多いことから、建築物の解体の急増に伴
い、廃プラスチック（プラスチック製品が廃棄物となったものをいう。以下同じ。）の発生が
急増すると予想されており、廃プラスチックの再資源化を促進する必要がある。このため、廃
プラスチックの再資源化について、経済性の面における制約が小さくなるよう、関係者による
積極的な取組が行われることが重要である。特に、廃プラスチックに係る再資源化施設等が工
事現場の近傍にあり、当該施設等に運搬する費用が過大とならないなど、その再資源化が経済
性の面において制約が著しくないと認められる場合は、できる限り他の建設資材廃棄物と分別
し、当該施設等に搬出するよう努める必要がある。このうち、建設資材として使用されている
塩化ビニル管・継手等については、これらの製造に携わる者によるリサイクルの取組が行われ
始めているため、関係者はできる限りこの取組に協力するよう努める必要がある。
石膏ボードは、高度成長期以降建築物の内装材として広く利用されており、建築物の解体の
急増に伴い、廃石膏ボード（石膏ボードが廃棄物となったものをいう。以下同じ。）の発生が
急増すると予想されることから、ひっ迫が特に著しい管理型最終処分場（環境に影響を及ぼす
おそれのある産業廃棄物（以下「管理型処分品目」という。）の最終処分場をいう。以下同じ。）
の状況を勘案すると、その再資源化を促進する必要がある。このため、廃石膏ボードの再資源
化について、経済性の面における制約が小さくなるよう、関係者による積極的な取組が行われ
ることが重要である。また、石膏ボードの製造に携わる者により新築工事の工事現場から排出
される廃石膏ボードの収集、運搬及び再利用に向けた取組が行われているため、関係者はでき
る限りこの取組に協力するよう努める必要がある。
また、再資源化等が困難な建設資材廃棄物を最終処分する場合は、安定型処分品目（環境に
影響を及ぼすおそれの少ない産業廃棄物をいう。以下同じ。）については管理型処分品目が混
入しないように分別した上で安定型最終処分場（安定型処分品目の最終処分場をいう。）で処
分し、管理型最終処分場で処分する量を減らすよう努める必要がある。
なお、特定建設資材以外の建設資材について、それが廃棄物となった場合における再資源化
が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必要であるものについては、その再資源
化に係る経済性の面における制約について調査、検討等を行い、特定建設資材として指定する
ことについても検討を行うこととする。
四

特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の促進のための方策に関する事項
１

特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用についての考え方

特定建設資材廃棄物の再資源化を促進するためには、その再資源化により得られた物を積極
的に利用していくことが不可欠であることから、関係者の連携の下で、特定建設資材廃棄物の
再資源化により得られた物に係る需要の創出及び拡大に積極的に取り組む必要がある。また、
特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用に当たっては、必要な品質が確保され
ていること並びに環境に対する安全性及び自然環境の保全に配慮することが重要である。
２

関係者の役割

建設資材の製造に携わる者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた物をできる限り多
く含む建設資材の開発及び製造に努める必要がある。
建築物等の設計に携わる者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材をできる
限り利用した設計に努める必要がある。また、このような建設資材の利用について、発注しよ
うとする者の理解を得るよう努める必要がある。
発注者は、建設工事の発注に当たり、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を
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できる限り選択するよう努める必要がある。
建設工事を施工する者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材をできる限り
利用するよう努める必要がある。また、これを利用することについての発注者の理解を得るよ
う努める必要がある。
建設資材廃棄物の処理を行う者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の品質の安
定及び安全性の確保に努める必要がある。
国は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の促進のために必要となる調査、
研究開発、情報提供、普及啓発、資金の確保並びに品質基準の策定及び規格化の推進に努める
ほか、建設資材廃棄物の再資源化により得られた物を率先して利用するよう努めることとする。
地方公共団体は、国の施策と相まって、必要な措置を講ずるよう努める必要がある。
３

再資源化により得られた物の公共事業での率先利用

国の直轄事業においては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法
律第100号）の趣旨を踏まえ、民間の具体的な取組の先導的役割を担うことが重要であること
から、特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物を率先して利用するものとする。
具体的には、道路等の舗装の路盤材又は建築物等の埋め戻し材若しくは基礎材の調達に当た
っては、工事現場で発生する副産物の利用が優先される場合を除き、当該現場から40kmの範
囲内でコンクリート塊又はアスファルト・コンクリート塊の再資源化により得られた再生骨材
等が入手できる場合は、利用される用途に要求される品質等を考慮した上で、経済性にかかわ
らずこれを利用することを原則とするなどの方策を講ずることとする。道路等の舗装の基層用
材料、表層用材料及び上層路盤材の調達に当たっては、工事現場で発生する副産物の利用が優
先される場合を除き、当該現場から40km及び運搬時間1.5時間の範囲内でアスファルト・コン
クリート塊の再資源化により得られた再生加熱アスファルト混合物が入手できる場合は、利用
される用途に要求される品質等を考慮した上で、経済性にかかわらずこれを利用することを原
則とするなどの方策を講ずることとする。木質コンクリート型枠材については、再生木質ボー
ドを製造する施設の立地状況及び生産能力並びに利用される用途に要求される品質等を考慮し
て再生木質ボードの利用を促進することとし、モデル工事等を通じて施工性、経済性等の適用
性の検討を行い、これを踏まえ利用量の増大に努める。また、法面の緑化材、雑草防止材等に
ついても、利用される用途に要求される品質等を考慮して、再生木質マルチング材等の利用を
促進することとし、モデル工事等を通じて施工性、経済性等の適用性の検討を行い、これを踏
まえ利用量の増大に努める。さらに、その他の用途についても、特定建設資材廃棄物の再資源
化により得られた物の利用の促進が図られるよう積極的な取組を行う必要がある。
なお、国の直轄事業以外の公共事業においても、国の直轄事業における特定建設資材廃棄物
の再資源化により得られた物の利用の促進のための方策に準じた取組を行う必要がある。
五

環境の保全に資するものとしての特定建設資材に係る分別解体等、特定建設資材廃棄物の
再資源化等及び特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の意義に関する知識
の普及に係る事項
特定建設資材に係る分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等及び特定建設資材廃棄物

の再資源化により得られた物の利用の促進は、特定建設資材廃棄物の排出の抑制、再資源化に
より得られた熱の利用の促進等と相まって、資源エネルギー投入量の削減、廃棄物の減量、環
境に影響を及ぼすおそれのある物質の環境への排出の抑制等を通じて、環境への負荷の少ない
循環型社会経済システムを構築していくという意義を有する。
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かかる意義を有する特定建設資材に係る分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等及び
特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の推進のためには、広範な国民の協力
が必要であることにかんがみ、国及び地方公共団体は、環境の保全に資するものとしてのこれ
らの意義に関する知識について、広く国民への普及及び啓発を図ることとする。具体的には、
環境教育、環境学習、広報活動等を通じて、これらが環境の保全に資することについての国民
の理解を深めるとともに、環境の保全に留意しつつ、特定建設資材に係る分別解体等及び特定
建設資材廃棄物の再資源化等が行われるよう関係者の協力を求めることとする。
特に、特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施義務を負
う者が当該義務を確実に履行することが重要であることから、その知識をこれらの者に対して
普及させるため、必要に応じて講習の実施、資料の提供その他の措置が講じられなければなら
ない。
また、発注者が再資源化により得られた物をできる限り利用することが重要であることか
ら、必要に応じて講習の実施、資料の提供その他の措置が講じられなければならない。
六

その他特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関
する重要事項
１

分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を建設工事の請負代金の
額に適切に反映させるための事項

特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等を適正に実施するため
には、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用が、発注者及び受注者間で適
正に負担されることが必要である。
このため、発注者は、自らに分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適
正な負担に関する責務があることを明確に認識し、当該費用を適正に負担する必要がある。ま
た、受注者は自らが分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等を適正に行うことができる費
用を請負代金の額として受け取ることができるよう、分別解体等の実施を含む建設工事の内容
を発注者に十分に説明する必要がある。
加えて、国及び地方公共団体は、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用
を建設工事の請負代金の額に反映させることが分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の
促進に直結する重要事項であることを国民に対し積極的に周知し、当該費用の適正な負担の実
現に向けてその理解と協力を得るよう努めることとする。
また、対象建設工事の受注者間においても、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に
要する費用が適正に負担されることが必要である。
２

各種情報の提供等に関する事項

国は、対象建設工事受注者が特定建設資材廃棄物の再資源化等を行うに当たって必要となる
施設の稼働情報、対象建設工事の発注者等が当該工事の注文を行うに当たって必要となる解体
工事業を営む者の企業情報等の提供が十分なされるように、インターネット等を活用した情報
システムの整備の支援を行う必要がある。
３

分別解体等及び建設資材廃棄物の処理等の過程における有害物質等の発生の抑制等に関
する事項

建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法（昭和43年法律
第97号）、ダイオキシン類対策特別措置法（平成11年法律第105号）、労働安全衛生法（昭和47
年法律第57号）等の関係法令を遵守し、有害物質等の発生の抑制及び周辺環境への影響の防止
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を図らなければならない。また、建設資材廃棄物の処理等の過程において、フロン類、非飛散
性アスベスト等の取り扱いには十分注意し、可能な限り大気中への拡散又は飛散を防止する措
置をとるよう努める必要がある。
なお、冷凍空調機器の冷媒として使用されているフロン類に関して、特定家庭用機器再商品
化法（平成10年法律第97号）に規定する特定家庭用機器に該当するユニット型エアコンディシ
ョナー及び電気冷蔵庫の中に含まれるものについては、特定家庭用機器再商品化法又は廃棄物
処理法に従って処理されなければならない。このためには、建築物等に係る解体工事等の施工
に先立ち、ユニット型エアコンディショナー及び電気冷蔵庫の所有者は、これらを建築物等の
内部に残置しないようにする必要があり、過去にこれらを購入した小売業者に引取りを求める
ことが適当である。また、特定建設資材に係る分別解体等において、これと一体不可分の作業
により冷凍空調機器中のフロン類が大気中へ拡散するおそれがある場合は、事前に回収するこ
とによりこれを防止する必要がある。
さらに、断熱材に使用されているフロン類については、建築物の解体時におけるフロン類の
残存量が不明確であること、経済的な回収・処理技術が未確立であること等の課題がある。こ
のため、これらの課題について技術的・経済的な面からの調査・検討を行い、適正かつ能率的
な断熱材の回収、フロン類の回収・処理のための技術開発・施設整備等必要な措置を講ずるよ
う努める必要がある。
非飛散性アスベストについては、粉砕することによりアスベスト粉じんが飛散するおそれが
あるため、解体工事の施工及び非飛散性アスベストの処理においては、粉じん飛散を起こさな
いような措置を講ずる必要がある。
防腐・防蟻のため木材に CCA（クロム、銅及びヒ素化合物系木材防腐剤をいう。以下同じ。）
を注入した部分（以下「CCA処理木材」という。）については、不適正な焼却を行った場合に
ヒ素を含む有毒ガスが発生するほか、焼却灰に有害物である六価クロム及びヒ素が含まれるこ
ととなる。このため、CCA処理木材については、それ以外の部分と分離・分別し、それが困
難な場合には、CCAが注入されている可能性がある部分を含めてこれをすべて CCA処理木材
として焼却又は埋立を適正に行う必要がある。また、この施設の整備等について関係者による
取組が行われることが必要である。なお、この CCA処理木材については、残存する CCAに関
する経済的な判別・分離・処理技術が未確立であること等の課題があるため、これらの課題に
ついて技術的・経済的な面からの調査・検討を行い、適正かつ能率的な CCA処理木材の分離・
回収、再資源化のための技術開発・施設整備等必要な措置を講じ、CCA処理木材の再資源化
の推進に努める必要がある。
PCBを含有する電気機器等についても、これらを建築物等の内部に残置しないようにする必
要があるため、建築物等の解体に先立ち、これらは撤去され、廃棄物処理法に従って適切に措
置されなければならない。
４

環境への負荷の評価についての考え方

関係者は、特定建設資材の開発、製造、流通、特定建設資材を使用する建築物等の設計、特
定建設資材を使用する建設工事の施工、特定建設資材廃棄物の再資源化等、最終処分等の各段
階における環境への負荷の評価（ライフ・サイクル・アセスメント）の手法について、調査研
究を進めその確立を図るとともに、その手法の活用に努める必要がある。
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第1

基本的考え方

１．計画策定の背景と目的
（１）背景
天然資源が極めて少ない我が国が持続可能な発展を続けていくためには、３Ｒ（リデュー
ス、リユース、リサイクル）の取り組みを充実させ、廃棄物などの循環資源が適正・有効に利
用・処分される「循環型社会」を構築していくことが必要である。
これまで、再生資源の利用の促進に関する法律（平成 3 年制定、平成12年に「資源の有効な
利用の促進に関する法律」へ改正）の趣旨を踏まえ、建設副産物のうち排出量・最終処分量で
大きな割合を占めていたアスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊、建設発生土を重点
対象品目とし、国はこれらの発生主体及び利用主体である公共工事を主な対象としてリサイク
ル原則化ルール等の規制的手法を中心とした施策を推進してきた。
また、平成12年には、循環型社会形成推進基本法が公布され、３Ｒ、熱回収、適正処理の優
先順位が明確にされるとともに、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（通称：建
設リサイクル法」によって、完全施行の平成14年度以降にはコンクリート、木材、アスファル
ト・コンクリートを対象とする特定建設資材廃棄物の分別解体、再資源化が義務づけられた。
その結果、公共工事以外の民間工事でも特定建設資材廃棄物についてのリサイクルが促進さ
れ、建設廃棄物全体の再資源化等率は平成17年度には92%にまで上昇した。
しかし、建設廃棄物の中には依然として再資源化が低い品目が残っているだけでなく、３Ｒ
の第一に掲げられる発生抑制の取り組みは緒に就いたばかりである。さらに、不法投棄の問題
として、不法投棄廃棄物の約 7 割（平成18年度）を建設廃棄物が占めており、適正処理の更な
る推進が求められている。加えて「建設リサイクル推進計画2002」（以下、「推進計画2002」と
いう。）で新たに示された「リサイクルの質の向上」については、まだ十分な成果が得られる
には至っていないことも課題として残されている。
一方、政府における環境政策全体に関する動きとして、「第 3 次環境基本計画」（平成18年 4
月 7 日閣議決定）及び「21世紀環境立国戦略」（平成19年 6 月 1 日閣議決定）が策定され、今
後の環境政策における基本的な考え方や方向性が示されている。特に「第 3 次環境基本計画」
では「物質循環の確保と循環型社会の構築のための取組」における中長期的な目標として、
①

資源消費の少ない、エネルギー効率の高い社会経済システムづくり

② 「もったいない」の考え方に即した循環の取組の広がりと関係主体のパートナーシップ
による加速化
③

ものづくりの各段階での３Ｒの考え方の内部化

④

廃棄物等の適正な循環的利用と処分のためのシステムの高度化

が掲げられた。
また、第 2 次循環型社会形成推進基本計画（平成20年 3 月25日閣議決定）では、国の取り組
みの基本的方向として、
①

地方公共団体はじめ関係主体の連携・協働の促進を図るとともに国全体の循環型社会形
成に関する取り組みを総合的に進めること。

─ 258 ─
②

従来からの国の施策の枠を超えて、より広い視野で施策の検討を行い、技術（テクノロ
ジー）、価値観、社会システムといった政策の重要な要素を考慮しながら、規制的手法、
経済的手法、自主的手法、情報的手法など、様々な政策手法を整合的に組み合わせて実施
していくことの必要性。

③

施策の進捗状況や実態を適切に評価・点検するため、物質フローや廃棄物等に関するデ
ータの迅速かつ的確な把握、分析及び公表をいっそう推進すること。

が示されている。
これらの考え方を基本とし、リサイクルの「質」の観点の施策強化につなげていく必要があ
る。
また、これまでのリサイクル原則化ルールや建設リサイクル法等による規制的な手法だけで
は効果が限られてくるため、これらの施策に加えて、関係者に積極的に働きかけ、国民の理解
と参画のもと、市場メカニズムに基づく民間主体の創造的な取り組みを推進力とした新たな３
Ｒ推進手法の構築を目指す必要がある。
（２）計画の目的
以上のような状況を鑑みて、国土交通省における建設リサイクルの推進に向けた基本的考え
方、目標、具体的施策を内容とする「建設リサイクル推進計画2008」を策定した。
本計画は、循環型社会の構築に当たっての建設産業の責務が非常に重いとの認識のもと、建
設産業が先導的に３Ｒを推進するための行動計画として策定したものである。

２．計画の実施主体と対象
本計画は、国、地方公共団体及び民間が行う建設工事全体を対象としている。すなわち、本
計画は、国土交通省直轄工事や所管独立行政法人等工事はもとより国土交通省所管の補助事業
も含めた全ての国土交通省所管公共工事を直接の対象としているが、他省庁や民間などが行う
建設工事においても、建設副産物リサイクル広報推進会議及び各地方建設副産物対策連絡協議
会の活動等を通じて、本計画が反映されることを期待している。
なお、建設リサイクルの状況は地域によって異なるため、本計画を踏まえて、各地方建設副
産物対策連絡協議会において各地方ごとの計画を可及的速やかに策定することとする。

３．計画の基本的考え方
（１）関係者の意識の向上と連携強化
全産業廃棄物に占める建設廃棄物の割合は、排出量で約 2 割、不法投棄量で約 7 割を占めて
いる。特に不法投棄については、循環型社会の構築を阻害しているだけでなく自然環境や生活
環境の悪化を招き、自らが不法行為をしていなくても結果的に関与もしくは助長している者も
含め、本来支払うべきコスト以上の負担を社会に転嫁している。まさに建設事業の大きな汚点
として、環境部局等の規制、取締りを待つだけでなく、関係者が自らの問題として直視し根絶
に向けた努力をすべき問題である。
こうした不法投棄の根絶や３Ｒの推進のためには、行政（建設部局、環境部局）はもとより、
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一般市民を含む発注者、設計者、下請け業者を含む施工者、廃棄物処理業者、資材製造者等、
建設事業及び付随する物質循環に関わる全ての関係者が、循環型社会形成に向け高い意識を持
ち、関係法令を遵守することのみならず、各々連携し、積極的にそれぞれの責務を果たしてい
くことが求められる。
（２）持続可能な社会を実現するための他の環境政策との統合的展開
循環型社会の構築及び自然環境保全のため、新たに採取する天然資源と自然界へ排出される
ものを最小化し、資源の循環的な利用が確保されることが重要である。このため建設分野にお
いても、まず、資源投入量と最終処分量の最小化により一層努めていくべきであり、建築物や
構造物の長寿命化などによる発生抑制の取り組みや他産業に由来するものも含めた再生資材の
利用を推進するものとする。また、資源の有限性に鑑み、建設副産物の再資源化にあたって
は、その潜在的な資源価値を最大限引き出すなど、リサイクルの質の向上に努めていく必要が
ある。
一方、国民の安全・安心意識の高まりを踏まえて、建設副産物に含まれる有害物質の適正処
理の徹底や、再資源化により得られた物を利用する際の環境安全性を担保することにより、生
活環境の保全を図るものとする。
さらに、温室効果ガス排出量の削減を図るため、リサイクルに伴う温室効果ガスの排出に十
分留意するとともに、重量又は体積あたりの付加価値が低く長距離輸送になじまないという建
設副産物の特性を考慮し、地域で循環可能な建設副産物はなるべく地域で循環させる、建設リ
サイクルに係る物流の効率化を進めるなど、地球温暖化対策へ十分配意する必要がある。その
ためには、地域の中で建設副産物の需要者と供給者のネットワークを形成し、様々な主体間の
コミュニケーションを促進することで持続可能な地域社会を実現することが重要である。
（３）民間主体の創造的取り組みを軸とした建設リサイクル市場の育成と技術開発の推進
建設リサイクル市場は、国民や社会が企業（設計者・施工者・廃棄物処理業者等）努力に対
して正当な評価を与える機会が少なく、いわゆる悪貨が良貨を駆逐するおそれも指摘されてい
る。質の高いリサイクルを実施していくためには、コンプライアンス経営のもとで高い技術力
を発揮できる企業の育成が重要であり、透明性の高い健全な市場の整備が不可欠である。
近年、企業の社会的責任（CSR）に対する関心が高まりつつある中、環境への取組状況から
企業を選定するエコ・ファンドが設立されるなど、環境保全への貢献を応援する金融機関や投
家が増えつつある。このような循環型社会ビジネスの発展を促すため、民間主体の創造的な取
り組みの効果を「視える化」し、民間の取り組みが活かされやすい環境を構築する必要があ
る。
また、質の高い建設リサイクルを推進するためには、民間主体の技術開発が重要であり、こ
れを適切に評価し利活用される仕組みを構築することで、民間の技術開発意欲を高める必要が
ある。なお、資材製造者は、自ら生産する資材について、現場分別や再資源化過程で考慮すべ
きノウハウを施工者や再資源化業者等とともに活用すること、再資源化業者は質の高い再生資
材を開発し、再生資材の利用用途拡大に努めることが必要である。
さらに、こうした取り組みをはじめ、適正処理や建設リサイクルを推進するためには各分野
（構造、物性、施工、解体、廃棄物処理・再生など）の技術や制度に精通した専門家が適切に
関与することが重要である。特に発注者や投資家は専門知識を有していない場合が多いので、
公正な評価が行えるよう、関係する企業や行政、NPO/NGOなどの専門家が各々の立場から適
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切な助言や情報提供などを行うことが求められる。

４．計画期間と目標
（１）計画期間
本計画の計画期間は、平成20年度から平成24年度までの 5 カ年とする。
（２）目標指標と目標値設定の基本的考え方
本計画においては、循環型社会の構築の観点から、建設廃棄物の再資源化率（排出量に対す
る再資源化及び再使用された量の比率）、再資源化・縮減率（排出量に対する再資源化、縮減
及び再使用された量の比率。以下、「再資源化等率」という。）及び建設発生土の有効利用率
（土砂利用量に対する建設発生土利用量の比率）を目標指標とした。
ここで、目標値を設定する建設廃棄物としては、コンクリート塊、アスファルト・コンクリ
ート塊、建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物とする。
（３）目標年度
本計画の目標年度は平成24年度とする。ただし、第 2 次循環型社会形成推進基本計画で設定
している目標年（平成27年）との整合を図り、より進んだ建設リサイクルへの取り組みを促す
ため、中期的に目指すべき目標として平成27年度の目標値を定める。また、社会的情勢を踏ま
えつつ本計画のフォローアップ、見直しを計画的に実施していくため、平成22年度に中間目標
値を定める。
（４）目標値
①建設廃棄物の再資源率、再資源化等率
《アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊》
・現時点で98%以上の再資源化率を達成しているアスファルト・コンクリート塊、コンクリー
ト塊については、今後とも高い再資源化率の維持を目指すこととした。
《建設発生木材》
・建設発生木材については、建設リサイクル法の特定建設資材廃棄物が含まれる（伐木・除根
材を除く。）ことから、同法第 3 条に基づき国が定めた「特定建設資材に係る分別解体等及
び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針」（平成13年 1 月17日、農林
水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第 1 号。以下、「建設リサイクル法基本方
針」という。）における再資源化等に関する目標値を当面の目標とし、その中で再資源化率
の向上を図ることとして設定した。
《建設汚泥》
・建設汚泥については、再生利用用途が競合する建設発生土とあわせて総合的な利用の促進を
図るとして設定した。
《建設混合廃棄物》
・建設混合廃棄物については、建設リサイクル法等による分別解体等の徹底の効果として排出
量の削減が期待されること、再資源化・縮減が困難な廃棄物であること等を勘案して、目標
指標としては排出量の削減率とする。
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②建設発生土の有効利用率、再利用率
・建設発生土の有効利用率については、「推進計画2002」及び「建設発生土等の有効利用に関
する行動計画」（以下、「発生土行動計画」という。）では評価対象外としていた「盛土等で
利用する土砂について全て自工事内で発生する土砂を用いる工事（=現場外からの土砂の搬
入を一切行っていない工事：現場内完結利用工事）」を含めて評価することとし目標値を設
定した。これは、従来は、「そもそも一つの工事の中で発生量と利用量のバランスを図るこ
とは、工事担当者として当然すべき行為」として評価しなかったが、「発生量と利用量のバ
ランスを図ることによって現場外からの土砂搬入量をゼロにすることは、むしろ積極的に評
価すべき取り組みである」との考えによる。
・また、建設発生土については、搬出土砂が供給過多状態にあることから、他の工事現場に搬
出されて利用されるもの以外の有効利用についても評価すべく、建設発生土の再利用率（建
設廃棄物における再資源化率に相当する指標）に関する目標値を設定することを視野に入れ
て、建設発生土の搬出状況について実態把握を行うこととする。
本計画の目標
対

象

品

目

平成17年度
（実績）

平成22年度
（中間目標）

平成24年度
目標

平成27年度
目標

ａ）アスファルト・ 再資源化率
コンクリート塊

98.6％

98％以上

98％以上

98％以上

ｂ）コンクリート塊

98.1％

98％以上

98％以上

98％以上

ｃ）建設発生木材

68.2％

75％

77％

80％

90.7％

95％

95％以上

95％以上

74.5％

80％

82％

85％

ｄ）建設発生木材
ｅ）建設汚泥

再資源化・
縮減率

205万 t
175万 t
220万t
（H17比-25％）
（H17比-30％）
（H17比-40％）

ｆ）建設混合廃棄物 排出量

292.8万t

ｇ）建設廃棄物全体 再資源化・
縮減率

92.2％

93％

94％

94％以上

ｈ）建設発生土

80.1％

85％

87％

90％

有効利用率

注：各品目の目標値の定義は次のとおり
<再資源化率>
・アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊；（再使用量+再生利用量）/排出量
・建設発生木材；（再使用量+再生利用量+熱回収量）/排出量
<再資源化・縮減率>
・建設発生木材；（再使用量+再生利用量+熱回収量+焼却による減量化量）/排出量
・建設汚泥；（再使用量+再生利用量+脱水等の減量化量）/排出量
<有効利用率>
・建設発生土；（土砂利用量のうち土質改良を含む建設発生土利用量）/土砂利用量
ただし、利用量には現場内完結利用を含む現場内利用量を含む。

なお、これらの目標については、建設副産物の実態等に関する調査（以下、「建設副産物実
態調査」という。）の結果に基づく目標の達成状況及び社会経済情勢の変化等を踏まえて必要
な見直しを適宜行うものとする。
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５．計画のフォローアップ
（１）実施方法
本計画に示した各種施策の実施状況は、国土交通省内に設置されている「建設廃棄物等対策
推進会議」（議長：国土交通省技監）においてフォローアップを行う。
また、国土交通省において建設副産物実態調査を適宜実施し、本計画における数値目標の達
成状況を評価する。
（２）計画の見直し
本計画は、フォローアップの結果や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて見直しを
行うものとする。
なお、本計画のフォローアップを行うことにより建設リサイクル法の施行状況、建設リサイ
クル法基本方針における特定建設資材廃棄物の再資源化・縮減の目標達成状況等を確認し、必
要な措置を講じるものとする。
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第２

具体的施策の概要

計画策定の背景と目的に示したように、循環型社会の構築に際し建設産業が先導的にリサイ
クルを推進する必要があることから、資源有効利用促進法、建設リサイクル法及び「廃棄物の
処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律第137号、以下「廃棄物処理法」という。）に基づ
き建設リサイクルを強力に推進することとしている。
具体的施策については、「建設リサイクル推進に関する方策（平成20年 3 月：社会資本整備
審議会環境部会建設リサイクル施策検討小委員会、交通政策審議会交通体系分科会環境部会建
設リサイクル推進施策検討小委員会）」を踏まえて、国民の理解と参画のもと、市場メカニズ
ムに基づく民間主体の創造的取り組みを推進力とする新たな３Ｒの構築が期待される施策とし
て、「１．建設リサイクル推進を支える横断的取り組み」と「２．建設リサイクル推進にあた
っての個別課題に対する取り組み」に区分してとりまとめた。
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１．建設リサイクル推進を支える横断的取り組み
（１）情報管理と物流管理
［主要課題］
建設副産物を再資源化することが技術的には可能であっても、その引取相手（製品の最終需
要、製品化施設、再資源化施設）が無ければ結局は廃棄物となってしまう。また、再資源化さ
れたものがその後実際にどのような形で利用されているのか、あるいは不適正な処理がなされ
ているのか等、十分に実態が把握されていない。
一方、建設資材には様々な原材料が含まれており、それは資材製造者によっても異なる場合
がある。再資源化に際しては、原材料の性状に応じたリサイクル技術を用いる必要がある。
これらの課題の解決のため、以下の施策を実施する。
［主な取り組み］
「建設リサイクル推進に係る方策」
における記述

主な取り組み

①国は、建設副産物の発生から再資源化・
適正処理及び製品化までの一連の流れに
ついて建設副産物の物流を「視える化」し
再資源化の適正性を把握するための情報追
跡・管理方策（サプライチェーン・マネジ
メント）について検討すべき。

・電子マニフェスト等を活用した建設副産
物物流の「視える化」の検討

②国は、効率よく、適正に、質の高い建設
リサイクルが推進されるよう、新築・新設
から改修等を経て解体されるまで、建築物
や構造物の履歴情報（設計情報、材料、資
材製造者名等）が蓄積され、活用できる仕
組みを検討すべき。

・住宅履歴情報の整備

（２）関係者の連携強化
［主要課題］
建設工事については、発注者、資材製造者、設計者、施工者、廃棄物処理業者など関係者が
非常に多岐にわたっており、さらに、建設リサイクルの取り組みは、他産業との間でも再資源
化物のやりとりがなされている。しかしながら、これまでこれらの関係者の間で意思の疎通や
情報交換が必ずしも十分に行われてこなかった。例えば、新築・新設の設計の際や改修工事等
の際に解体時の分別解体のしやすさに対する配慮が十分でなかったり、資材特性や分別方法等
資材製造者の有する専門知識が、資材の再資源化過程で十分に活用されず、建設リサイクルの
推進が円滑に進まない等がその例である。
これらの課題の解決のため、以下の施策を実施する。
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［主な取り組み］
「建設リサイクル推進に係る方策」
における記述

主な取り組み

①国は関係者とともに、設計段階で、ライ
フサイクルコストに留意しつつ、長寿命化
や解体時の分別解体のしやすさ、再資源化
のしやすさを考慮した構造や資材の採用を
促すための方策について検討すべき。

・長寿命化や解体時の分別解体のしやす
さ、再資源化のしやすさを考慮した構造や
資材の採用を促すための基準類等の策定及
び直轄事業への適用

②国は、資材製造者が現場分別や再資源化
過程で考慮すべきノウハウを施工者や再資
源化業者等とともに活用できるよう、関係
者に働きかけるべき。

・資材製造者を交えた意見交換会の実施

③国は、資材製造者に対して、広域認定制
度等の活用により拡大生産者責任の概念を
踏まえ、より一層の建設副産物の再生利用
促進を要請すべき。

・資材製造者を交えた意見交換会の実施
（再掲）

④関係者は、建設リサイクルを円滑に進め
るため連携を強化し、制度等の周知や意見
交換を密に行うべき。

・建設副産物リサイクル広報推進会議の開
催
・各地方建設副産物対策連絡協議会の開催
・建設リサイクル各種施策における関係者
との連携の推進

※直接の記述はないが、推進計画2002、発生土
行動計画から継続する取り組み。

・建設発生土情報交換システム・建設副産
物情報交換システムの積極的な導入・活用
・公共事業におけるリサイクル原則化ルー
ルの徹底

（３）理解と参画の推進
［主要課題］
建設リサイクルの取り組みは、社会資本整備を通じて国民生活を支える一方で、不適切な取
り組みは生活環境等に深刻な影響を与えることになる。このため、建設リサイクルの推進にあ
たっては、取り組み状況の把握に努めるとともに、広く国民の理解と参画を求めることが重要
である。
特に、適切な分別解体等、再資源化及び適正処理を実施するためには、応分の費用負担が必
要となる。これらについては必ずしも生産的な内容でなく、一般市民を含む関係者の中には、
なるべくコストをかけたくないとの考えから、処理内容等にこだわらないとする風潮が一部に
認められる。
また、建設現場で実際に作業を行う者は、建設リサイクルについて教育を受ける機会が必ず
しも十分に与えられていない場合もある。
これらの課題の解決のため、以下の施策を実施する。
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［主な取り組み］
「建設リサイクル推進に係る方策」
における記述

主な取り組み

①国は、関係者の協力を得ながら、適宜、
建設副産物実態調査を実施し、リサイクル
率等建設リサイクルへの取組状況の成果を
公表すべき。

・建設副産物実態調査の実施による実態の
把握

②関係者は、再生資材利用箇所等への標識
設置等により、建設リサイクルへの取組状
況について広くPRを実施すべき。

・標識設置等による建設リサイクルへの取
組状況のPR

③行政は、優れた建設リサイクルの取り組
みを実施している事業者に対する表彰制度
を充実すべき。

・３Ｒ推進功労者等表彰、３Ｒモデル工事
等の充実

④関係者は、建設リサイクルに関する広報
活動を継続的に実施すべき。

・建設リサイクルに関する広報活動の継続
的実施

⑤関係者は、分別解体、再資源化及び適正
処理に必要な費用を適正に確保するため、
建設工事の契約時に分別解体、再資源化及
び適正処理等の内容及び費用の内訳を明示
する等の措置を講ずべき。

・契約時における分別解体、再資源化、適
正処理等の内容及び費用の内訳の明示

⑥行政は、一般市民を含めた全ての関係者
が、再資源化や適正処理に必要な費用に対
する理解を深め、適正に費用負担するよう
情報提供や啓発を行うべき。

・適正な費用負担に関する情報提供、啓発

⑦関係者は、建設リサイクルに関する講習
会や研修を継続的に実施すべき。

・建設リサイクルに関する講習会や研修の
実施

（４）建設リサイクル市場の育成
［主要課題］
リサイクル市場においては、いわゆる「悪貨が良貨を駆逐する」おそれがあることも指摘さ
れており、建設リサイクル市場に参加する企業はコンプライアンスを徹底し、まず企業自身
が、自らの企業活動の透明性を高める努力が必要である。また、これらの企業と契約を結ぼう
とする主体が、コスト情報に加えて、企業の優良性に関する情報を合わせて検討することがで
きるような環境を整えることが重要であり、その役割が行政やNPO/NGO等に求められてい
る。
一方、リサイクル市場を構築するためには、建設副産物の発生量に見合った需要（最終需
要、処理能力）が確保される必要があり、特に運搬や保管に制約がある建設副産物について
は、需給動向に注意が必要である。実際に再生材の供給が追いつかない地域では新材を大量に
含んだものがリサイクル品として安い価格で取り扱われており、資材製造者等にしわ寄せが生
じている場合がある。
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これらの課題の解決のため、以下の施策を実施する。
［主な取り組み］
「建設リサイクル推進に係る方策」
における記述

主な取り組み

①国は、エコアクション21等既存の制度を
活用し、中小建設業のコンプライアンス体
制の確立を促すべき。

・エコアクション21の活用等による、コン
プライアンス体制の確立の検討

②国は、質の高い建設リサイクルを推進し
ている企業（発注者、施工者、処理業者）
について、情報を収集し、それらの企業が
公正かつ客観的に評価され、それらの情報
を発信するための仕組みについて検討すべ
き。

・質の高い建設リサイクルを推進している
企業の情報収集、評価、情報発信の仕組み
の検討

③公共工事の発注者は、総合評価落札方式
や、VE方式等の入札契約方式を活用し、
建設リサイクルの観点から設計の合理化や
工法の改善を促進すべき。

・総合評価落札方式や設計施工一括発注方
式等の入札契約方式の活用

④国は、地域で循環可能な建設副産物につ
いては地域内での循環を基本とするため、
地域での需給バランスの均衡に資する情報
収集・情報発信のあり方について検討すべ
き。

・地域内循環の基本として、地域での需給
バランス均衡に関する情報収集・情報発信
のあり方の検討

※直接の記述はないが、推進計画2002、発生土
行動計画から継続する取り組み。

・建設廃棄物再生処理施設に関する税制優
遇措置の継続

（５）技術開発等の推進
［主要課題］
建設リサイクルの推進において、リサイクルの質を向上させるための技術がより一層重要と
なってきている。例えば再資源化にあたって、CO2の排出を抑制するなど地球温暖化対策との

調和を図るための技術は積極的に開発すべきである。また、建設副産物が有する潜在的な資源
価値を低コストで最大限再生利用するための技術開発や、それを誘導するための需要の拡大に
ついても積極的に促進すべきである。
これらの課題の解決のため、以下の施策を実施する。
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［主な取り組み］
「建設リサイクル推進に係る方策」
における記述

主な取り組み

①国は、建設リサイクルの取り組みにおい
て、CO2排出量の削減効果やその他の環境
負荷低減効果について簡便に算定するため
の手法について検討すべき。

・建設リサイクルの取り組みにおけるCO2
排出量の削減効果、環境負荷低減効果の算
定手法の検討

②国は、建設副産物の潜在的な資源価値に
着目しながら建設副産物のカスケード利用
（資源をその質のレベルに応じて多段的に
利用し、最大限の利用を図ること）につい
て検討すべき。

・アスファルト・コンクリート塊、建設発
生木材に関する再資源化のあり方に関す
る検討

③再資源化業者等の民間企業は、建設副産
物の建設産業以外の需要拡大について積極
的に取り組むべき。

・建設副産物の建設産業以外への用途拡
大、意見交換

④国は、建設リサイクルに関する民間企業
の優れた技術開発を促すため、開発された
技術による効果が客観的に評価され、技術
が広く活用されるための仕組みについて既
存の制度の活用も含めて検討すべき。

・NETISの活用による民間企業の技術開
発の促進と開発された技術が広く活用さ
れるための仕組みの検討
・３Ｒ推進功労者等表彰、３Ｒモデル工事
等の充実（再掲）

※直接の記述はないが、推進計画2002、発生土
行動計画から継続する取り組み。

・試験研究に対する税制優遇措置の継続

２．建設リサイクル推進にあたっての個別課題に対する取り組み
（１）発生抑制について
［主要課題］
これまでの建設リサイクルの取り組みは、発生した建設副産物の再資源化等率の向上に軸足
を置いた施策が中心であった。しかし、高度成長期に急ピッチに整備された社会資本が更新期
を迎え、住宅や建築物についても建替時期を迎えているものもある。また一方で、新築・新設
の設計の際に、施工時や将来の修繕又は解体時における廃棄物発生に対する配慮が必ずしも十
分でない場合もある。このような状況を踏まえ、今後は「発生抑制」という上流段階での取り
組みについて、より一層強化していく必要がある。
これらの課題の解決のため、以下の施策を実施する。
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［主な取り組み］
「建設リサイクル推進に係る方策」
における記述

主な取り組み

①国は、予防保全の実施等による構造物の
延命化等、戦略的維持管理手法を確立すべ
き。

・予防保全の実施等による構造物の延命化
等、戦略的維持管理の実施

②国は、住宅の長寿命化（200年住宅）を
推進するため、総合的な施策を講じ、超長
期住宅の普及を図るべき。

・住宅の寿命を延ばす「200年住宅」 への
取り組みの推進

③国は、官庁施設について、既存建築物の
物理的劣化の回復のみならず社会的な機
能劣化にも対処し、民間に率先して既存ス
トックの有効活用を図るべき。

・官庁施設について、適切な維持保全を図
ると共に、既存建築物の構造躯体などを再
利用することで廃棄物の発生抑制等を促進
するリノベーション事業を実施

④国は、廃棄物の発生抑制に効果的に取り
組むため、設計段階で評価可能な発生抑制
に関する指標について検討すべき。

・設計段階で評価可能な発生抑制に関する
指標の検討

⑤行政は、建築物や構造物の安易なスクラ
ップ&ビルドを抑制するため、既存ストッ
クを有効活用したまちづくりや、社会環境
の変化を見越したまちづくりについて啓発
すべき。

・既存ストックを有効活用したまちづく
り、社会環境変化を見越したまちづくりに
ついての啓発

（２）現場分別について
［主要課題］
分別解体や現場分別については、意識の低さから取り組みが十分でない場合や、非飛散性ア
スベスト含有建材やCCA（クロム、銅及びヒ素化合物系木材防腐剤）処理木材等他の建設副
産物の再資源化に支障をきたす建設資材の現場分別が徹底されていない場合がある。
また、都市部の新築・増改築工事などでは分別スペースが十分に確保できない場合があると
いった物理的な課題がある一方で、現場分別を徹底すればするほど廃棄物が小口化・多品目化
され、廃棄物の収集・運搬が非効率になるという課題がある。
さらに、施工者と再資源化業者の間で情報共有する仕組みが整っていないことから、施工者
の現場分別の結果が再資源化業者の受入基準に合わず、現場分別したものであっても最終処分
されてしまう場合がある。あるいは、分別を建設現場で徹底するよりも、中間処理業者による
分別の方が効率的な場合もある。
これらの課題の解決のため、以下の施策を実施する。
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［主な取り組み］
「建設リサイクル推進に係る方策」
における記述

主な取り組み

①国は、解体工事現場での作業内容の透明
性を確保し、施工の適正化を促進するため
の方策について検討すべき。

・解体工事現場での作業内容の透明性の確
保、施工の適正化を促進するための方策の
検討

②国は、現場作業員向けのわかりやすい現
場分別マニュアルを策定し、施工者は、現
場作業員の教育を強化することで、現場分
別の実効性を向上させるべき。

・現場分別マニュアルの策定、現場作業員
の教育の強化

③国は関係者とともに、小口化・多品目化
された建設副産物を巡回し共同搬送を行う
小口巡回共同回収システムについて検討す
べき。

・小口巡回共同回収システムの検討

④国は、現場条件に応じた現場分別基準を
施工者、中間処理業者の協力を得ながら策
定すべき。

・現場条件に応じた現場分別基準の策定

※直接の記述はないが、推進計画2002、発生土
行動計画から継続する取り組み。

・解体業界への分別解体技術の普及・教育、
指導の推進
・適正な分別解体の実施を確保するための
現場巡回等の充実

（３）再資源化・縮減について
○アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊
［主要課題］
コンクリート塊については、再資源化後の主たる利用用途である再生砕石の需給バランスが
将来崩れる可能性がある。また、アスファルト塊については、今後、再リサイクルする際に技
術的課題がある舗装発生材が増えてくる。
これらの課題の解決のため、以下の施策を実施する。
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［主な取り組み］
「建設リサイクル推進に係る方策」
における記述

主な取り組み

①国は関係者とともに、再生骨材を用いた
コンクリートの普及に向けて、品質管理等
の課題について検討すべき。

・再生骨材を用いたコンクリートの品質管
理等の課題の検討

②国は、再生骨材を用いたコンクリートの
使用について、公共工事での活用における
課題について検討すべき。

・再生骨材を用いたコンクリートの使用の
課題の検討
・建設副産物実態調査の実施による実態の
把握（再掲）

③国は、排水性舗装の再生利用や、繰り返
し再生された劣化アスファルトの再生利用
に関する研究を行うべき。

・排水性舗装の再生利用、劣化アスファル
トの再生利用に関する研究

○建設発生木材
［主要課題］
建設発生木材は、分別解体時の品質管理によってはマテリアルリサイクルが困難になるな
ど、再資源化業者の受入基準と合わず、結果的に縮減される場合がある。一方で、バイオマ
ス・エネルギー需要の高まりから、マテリアルリサイクル可能な木材チップがサーマルリサイ
クルされる場合がある。これらの課題の解決のため、以下の施策を実施する。
［主な取り組み］
「建設リサイクル推進に係る方策」
における記述

主な取り組み

①国は、再資源化を円滑に進めるため、関
係者の協力を得ながら利用用途に応じた木
材チップの品質基準や建設発生木材の分別
基準を策定すべき。

・木材チップの品質基準、建設発生木材の
分別基準

②国は、マテリアルリサイクル可能な木材
チップについては、なるべくマテリアルリ
サイクルされるよう、関係者に対して啓発
すべき。

・木材チップについてマテリアルリサイク
ルが優先されるよう啓発

③国は関係者とともに、CCA（クロム、銅
及びヒ素化合物系木材防腐剤）処理木材の
サーマルリサイクルについて検討すべき。

・CCA処理木材のサーマルリサイクルの
検討

○建設汚泥
［主要課題］
建設汚泥処理土は建設発生土と利用用途が競合するうえ、客観的性状が同様であるにも関わ
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らず法的位置づけが異なり、再生利用が進んでいない。また、民間工事由来の建設汚泥処理土
については、環境安全性等の品質を担保する仕組みがなく、公共工事での有効利用が図られて
いない。
一方、建設汚泥再生品（一般市販品）については品質基準がないこと等から、建設汚泥の再
生利用が必ずしも十分に進んでいない。
これらの課題の解決のため、以下の施策を実施する。
［主な取り組み］
「建設リサイクル推進に係る方策」
における記述

主な取り組み

①国は、建設汚泥再生品の品質基準につい
て検討すべき。

・建設汚泥再生品の品質基準の検討

②国は、民間工事由来の建設汚泥処理土の
活用にあたって課題を整理し、工事間利用
に関するルールについて検討すべき。

・民間工事由来の建設汚泥処理土の活用に
あたっての課題整理、工事間利用に関する
ルールの検討

③行政は、建設汚泥処理土の有効利用方策
の検討・推進にあたっては、利用用途が競
合関係にある建設発生土の有効利用方策の
検討・推進と総合的に取り組むべき。

・建設汚泥処理土と建設発生土の総合的な
有効利用

※直接の記述はないが、推進計画2002、発生土
行動計画から継続する取り組み。

・公共工事におけるグリーン調達方針に基
づく建設汚泥を再生した処理土の調達推進
・建設汚泥の再生利用認定制度等の活用

○その他の建設廃棄物、建設混合廃棄物
［主要課題］
解体系の廃石膏ボードについてはリサイクル体制や技術等が確立されていない上に、最終処
分する場合には、コストのかかる管理型処分場での処理が義務づけられている。
分別解体等の結果残される建設混合廃棄物は、中間処理業者でどのように分別され、再資源
化施設あるいは最終処分場へ搬出されているか、統計的に整理されていない。したがって、廃
石膏ボードや廃塩化ビニル管、ガラスくず等の建設廃棄物については、再資源化の実態がマク
ロ的に分析できていない。
これらの課題の解決のため、以下の施策を実施する。
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［主な取り組み］
「建設リサイクル推進に係る方策」
における記述

主な取り組み

①国は、廃石膏ボードの現場分別を徹底し
再生利用の促進を図るため、関係者の協力
を得ながら廃石膏ボードリサイクルを推
進するための仕組みについて検討すべき。

・廃石膏ボードのリサイクルの推進

②国は、中間処理業者へ搬出された建設混
合廃棄物の最終的な分別・再資源化状況や
最終処分の状況について実態を統計的に整
理し、分析すべき。

・建設副産物実態調査の実施による実態の
把握（再掲）
・建設混合廃棄物の分別・再資源化状況、
最終処分の状況の実態の把握

※直接の記述はないが、推進計画2002、発生土
行動計画から継続する取り組み。

・建設混合廃棄物選別装置への税制優遇措
置の継続

○建設発生土
［主要課題］
建設発生土の需給バランスは改善傾向にあるが、依然として建設発生土搬出量は土砂利用量
の 2 倍程度あり、供給過多の状態にある。一方で、これまで建設発生土の工事間利用を進めて
きているが、工事間で工期や土質条件が合わないなどの理由から、搬入土砂利用量の 4 割弱を
新材に頼っている。
また、民間工事由来の建設発生土を公共工事で有効利用することについては、調整にあたっ
ての時間的ゆとりが十分でない中で、調整先選定にあたっての公平性の確保、環境安全性等の
品質に対する信頼性の確保を図る必要がある。
さらに、自然由来の重金属等を含む土砂は、条件によっては環境汚染につながる可能性があ
るため、利用又は処分にあたっては有害物質の拡散を防止しつつ、合理的に対策を講じること
が求められる。
これらの課題の解決のため、以下の施策を実施する。
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［主な取り組み］
「建設リサイクル推進に係る方策」
における記述

主な取り組み

①国は、中期的な建設発生土の需給動向を
地域レベルで把握し、それを適時設計に織
り込んで需給バランスの改善を図るための
仕組みについて検討すべき。

・建設発生土の需給動向の把握、需給バラ
ンスの改善方策の検討

②国は、民間工事を含めた建設発生土の工
事間利用にあたって課題を整理し、そのル
ールについて検討すべき。

・民間工事を含めた建設発生土の工事間利
用の課題の整理、ルールの策定

③国は、建設発生土を有効活用した砂利採
取跡地等の自然修復を図るための仕組みに
ついて検討すべき。

・建設発生土を有効活用した砂利採取跡地
等の自然修復を図るための仕組みの検討

④行政は、埋戻土として建設発生土の利用
が排除されている基準類の点検・見直しを
行うべき。

・建設発生土の利用が排除されている基準
類の点検・見直し

⑤公共工事の発注者は、新材の代替材とし
て民間の改良土を活用できないか検討すべ
き。

・民間の改良土の活用の検討

⑥公共工事の発注者は、民間の土質改良プ
ラントについて、ストックヤード機能とし
て活用できないか検討すべき。

・民間の土質改良プラントのストックヤー
ド機能としての活用の検討

⑦公共工事の発注者は、数年後に工事発注
予定の事業箇所について、ストックヤード
として活用できないか検討すべき。

・工事発注予定の事業箇所のストックヤー
ドとしての活用の検討

⑧国は、自然由来の重金属等を含む土砂等
の取り扱いについて、土壌汚染対策法の適
用対象外ではあるが、同法に基づく技術的
基準に留意しつつ、現場で迅速・的確に判
断するための評価手法について検討すべ
き。

・自然由来の重金属等を含む土砂等の取り
扱いの検討

※直接の記述はないが、推進計画2002、発生土
行動計画から継続する取り組み。

・港湾工事で発生する浚渫土砂の再資源化
の促進
・公共工事土量調査の実施
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（４）適正処理について
［主要課題］
不法投棄をはじめとする建設廃棄物の不適正処理を防ぐためには、建設廃棄物物流の「視え
る化」を進める必要がある。
これらの課題の解決のため、以下の施策を実施する。
［主な取り組み］
「建設リサイクル推進に係る方策」
における記述

主な取り組み

①公共工事の発注者は、民間工事に率先し
て電子マニフェストの利用を段階的に原則
化していくなど、電子マニフェストの普及
に努めるべき。

・公共工事における電子マニフェストの段
階的な原則化の検討

※直接の記述はないが、推進計画2002、発生土
行動計画から継続する取り組み。

・他省庁と連携した建設業者の指導・監督
体制の強化
・不適正処理の監視システムの構築

（５）再使用・再生資材利用について
［主要課題］
産業廃棄物を原材料とする再生資材の利用促進にあたっては、環境安全性等の品質に対する
信頼性の確保や、廃棄時の再リサイクル性についての確認が重要である。仮に、再生資材が新
材に比べて品質が劣っていても、利用用途に応じて活用が可能であれば、適材適所で利用を促
進すべきである。
また、再生資材であっても、再生資源が数%しか含有されていないものと 100%近いものと
を同列に扱っているなど、再生資材の定義があいまいである。
さらに、これまで建設資材等の再使用の概念が希薄であったため、建設資材等の再使用の可
能性についても実態が把握されていない。
これらの課題の解決のため、以下の施策を実施する。
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［主な取り組み］
「建設リサイクル推進に係る方策」
における記述

主な取り組み

①国は、溶融スラグ等、他産業再生資材の
舗装への適用性評価に関する研究を行うべ
き。

・他産業再生資材の舗装への適用性評価に
関する研究の実施

②国は、再生資材の利用用途に応じた品質
基準とその確認手法について検討すべき。

・再生資材の利用用途に応じた品質基準と
その確認手法の検討

③国は、再生資源の含有率等に基づいた再
生資材の分類や、再生資源の有効利用率に
関する指標について検討すべき。

・再生資材の分類や有効利用率の指標の検
討

④国は、建設資材等の再使用の実績や品質
基準について検討し、可能な限り建設資材
等の再使用を促進すべき。

・建設資材等の再使用の実績や品質基準の
検討

※直接の記述はないが、推進計画2002、発生土
行動計画から継続する取り組み。

・グリーン購入法の運用の徹底及び調達品
目の追加、数値目標の設定
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○建設副産物適正処理推進要綱（平成14年５月30日改正）
第１章
第１

総則

目的
この要綱は、建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物の適正な処理等に係る総合

的な対策を発注者及び施工者が適切に実施するために必要な基準を示し、もって建設工事の
円滑な施工の確保、資源の有効な利用の促進及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
第２

適用範囲
この要綱は、建設副産物が発生する建設工事に適用する。

第３

用語の定義
この要綱に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

（1）「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。
（2）「建設発生土」とは、建設工事に伴い副次的に得られた土砂（浚渫土を含む。）をいう。
（3）「建設廃棄物」とは、建設副産物のうち廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭
和45年法律第137号。以下 ｢廃棄物処理法｣ という。）第２条第１項に規定する廃棄物をいう。
以下同じ。）に該当するものをいう。
（4）「建設資材」とは、土木建築に関する工事（以下「建設工事」という。）に使用する資材を
いう。
（5）「建設資材廃棄物」とは、建設資材が廃棄物となったものをいう。
（6）「分別解体等」とは、次の各号に掲げる工事の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める行
為をいう。
一

建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の全部又は一部を解体する建設工
事（以下「解体工事」という。）においては、建築物等に用いられた建設資材に係る建設
資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為

二

建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事（以下「新築工事等」という。）にお
いては、当該工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該
工事を施工する行為

（7）「再使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一

建設副産物のうち有用なものを製品としてそのまま使用すること（修理を行ってこれを
使用することを含む。）。

二

建設副産物のうち有用なものを部品その他製品の一部として使用すること。

（8）「再生利用」とは、建設廃棄物を資材又は原材料として利用することをいう。
（9）「熱回収」とは、建設廃棄物であって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能
性のあるものを熱を得ることに利用することをいう。
（10）｢再資源化」とは、次に掲げる行為であって、建設廃棄物の運搬又は処分（再生すること
を含む。）に該当するものをいう。
一

建設廃棄物について、資材又は原材料として利用すること（建設廃棄物をそのまま用い
ることを除く。）ができる状態にする行為

二

建設廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものにつ
いて、熱を得ることに利用することができる状態にする行為

（11）｢縮減」とは、焼却、脱水、圧縮その他の方法により建設副産物の大きさを減ずる行為を
いう。
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（12）「再資源化等」とは、再資源化及び縮減をいう。
（13）「特定建設資材」とは、建設資材のうち、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
施行令（平成12年政令第495号。以下 ｢建設リサイクル法施行令｣ という。）で定められた以
下のものをいう。
一

コンクリート

二

コンクリート及び鉄から成る建設資材

三

木材

四

アスファルト・コンクリート

（14）「特定建設資材廃棄物」とは、特定建設資材が廃棄物となったものをいう。
（15）「指定建設資材廃棄物」とは、特定建設資材廃棄物で再資源化に一定の施設を必要とする
もののうち建設リサイクル法施行令で定められた以下のものをいう。
木材が廃棄物となったもの
（16）「対象建設工事」とは、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特
定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が建設リサイクル法施行令又は都道府
県が条例で定める建設工事の規模に関する基準以上のものをいう。
（17）「建設副産物対策」とは、建設副産物の発生の抑制並びに分別解体等、再使用、再資源化
等、適正な処理及び再資源化されたものの利用の推進を総称していう。
（18）「再生資源利用計画」とは、建設資材を搬入する建設工事において、資源の有効な利用の
促進に関する法律（平成12年法律第113号。以下 ｢資源有効利用促進法｣ という。）に規定す
る再生資源を建設資材として利用するための計画をいう。
（19）「再生資源利用促進計画」とは、資源有効利用促進法に規定する指定副産物を工事現場か
ら搬出する建設工事において、指定副産物の再利用を促進するための計画をいう。
（20）「発注者」とは、建設工事（他の者から請け負ったものを除く。）の注文者をいう。
（21）「元請業者」とは、発注者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者をいう。
（22）「下請負人」とは、建設工事を他のものから請け負った建設業を営む者と他の建設業を営
む者との間で当該建設工事について締結される下請契約における請負人をいう。
（23）「自主施工者」とは、建設工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいう。
（24）「施工者」とは、建設工事の施工を行う者であって、元請業者、下請負人及び自主施工者
をいう。
（25）「建設業者」とは、建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第３項の国土交通大臣又は
都道府県知事の許可を受けて建設業を営む者をいう。
（26）「解体工事業者」とは、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第
104号。以下「建設リサイクル法」という。）第21条第１項の都道府県知事の登録を受けて建
設業のうち建築物等を除去するための解体工事を行う営業（その請け負った解体工事を他の
者に請け負わせて営むものを含む。）を営む者をいう。
（27）「資材納入業者」とは、建設資材メーカー、建設資材販売業者及び建設資材運搬業者を総
称していう。
第４

基本方針
発注者及び施工者は、次の基本方針により、適切な役割分担の下に建設副産物に係る総合

的対策を適切に実施しなければならない。
（1）建設副産物の発生の抑制に努めること。
（2）建設副産物のうち、再使用をすることができるものについては、再使用に努めること。
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（3）対象建設工事から発生する特定建設資材廃棄物のうち、再使用がされないものであって再
生利用をすることができるものについては、再生利用を行うこと。
また、対象建設工事から発生する特定建設資材廃棄物のうち、再使用及び再生利用がされ
ないものであって熱回収をすることができるものについては、熱回収を行うこと。
（4）その他の建設副産物についても、再使用がされないものは再生利用に努め、再使用及び再
生利用がされないものは熱回収に努めること。
（5）建設副産物のうち、前３号の規定による循環的な利用が行われないものについては、適正
に処分すること。なお、処分に当たっては、縮減することができるものについては縮減に努
めること。
第２章
第５

関係者の責務と役割

発注者の責務と役割

（1）発注者は、建設副産物の発生の抑制並びに分別解体等、建設廃棄物の再資源化等及び適正
な処理の促進が図られるような建設工事の計画及び設計に努めなければならない。
発注者は、発注に当たっては、元請業者に対して、適切な費用を負担するとともに、実施
に関しての明確な指示を行うこと等を通じて、建設副産物の発生の抑制並びに分別解体等、
建設廃棄物の再資源化等及び適正な処理の促進に努めなければならない。
（2）また、公共工事の発注者にあっては、リサイクル原則化ルールや建設リサイクルガイドラ
インの適用に努めなければならない。
第６

元請業者及び自主施工者の責務と役割

（1）元請業者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等の
工夫、施工技術の開発等により、建設副産物の発生を抑制するよう努めるとともに、分別解
体等、建設廃棄物の再資源化等及び適正な処理の実施を容易にし、それに要する費用を低減
するよう努めなければならない。
自主施工者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工事の施工方法等
の工夫、施工技術の開発等により、建設副産物の発生を抑制するよう努めるとともに、分別
解体等の実施を容易にし、それに要する費用を低減するよう努めなければならない。
（2）元請業者は、分別解体等を適正に実施するとともに、排出事業者として建設廃棄物の再資
源化等及び処理を適正に実施するよう努めなければならない。
自主施工者は、分別解体等を適正に実施するよう努めなければならない。
（3）元請業者は、建設副産物の発生の抑制並びに分別解体等、建設廃棄物の再資源化等及び適
正な処理の促進に関し、中心的な役割を担っていることを認識し、発注者との連絡調整、管
理及び施工体制の整備を行わなければならない。
また、建設副産物対策を適切に実施するため、工事現場における責任者を明確にすること
によって、現場担当者、下請負人及び産業廃棄物処理業者に対し、建設副産物の発生の抑制
並びに分別解体等、建設廃棄物の再資源化等及び適正な処理の実施についての明確な指示及
び指導等を責任をもって行うとともに、分別解体等についての計画、再生資源利用計画、再
生資源利用促進計画、廃棄物処理計画等の内容について教育、周知徹底に努めなければなら
ない。
（4）元請業者は、工事現場の責任者に対する指導並びに職員、下請負人、資材納入業者及び産
業廃棄物処理業者に対する建設副産物対策に関する意識の啓発等のため、社内管理体制の整
備に努めなければならない。
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第７

下請負人の責務と役割
下請負人は、建設副産物対策に自ら積極的に取り組むよう努めるとともに、元請業者の指

示及び指導等に従わなければならない。
第８

その他の関係者の責務と役割

（1）建設資材の製造に携わる者は、端材の発生が抑制される建設資材の開発及び製造、建設資
材として使用される際の材質、品質等の表示、有害物質等を含む素材等分別解体等及び建設
資材廃棄物の再資源化等が困難となる素材を使用しないよう努めること等により、建設資材
廃棄物の発生の抑制並びに分別解体等、建設資材廃棄物の再資源化等及び適正な処理の実施
が容易となるよう努めなければならない。
建設資材の販売又は運搬に携わる者は建設副産物対策に取り組むよう努めなければならな
い。
（2）建築物等の設計に携わる者は、分別解体等の実施が容易となる設計、建設廃棄物の再資源
化等の実施が容易となる建設資材の選択など設計時における工夫により、建設副産物の発生
の抑制並びに分別解体等、建設廃棄物の再資源化等及び適正な処理の実施が効果的に行われ
るようにするほか、これらに要する費用の低減に努めなければならない。
なお、建設資材の選択に当たっては、有害物質等を含む建設資材等建設資材廃棄物の再資
源化が困難となる建設資材を選択しないよう努めなければならない。
（3）建設廃棄物の処理を行う者は、建設廃棄物の再資源化等を適正に実施するとともに、再資
源化等がなされないものについては適正に処分をしなければならない。
第３章
第９

計画の作成等

工事全体の手順
対象建設工事は、以下のような手順で実施しなければならない。
また、対象建設工事以外の工事については、五の事前届出は不要であるが、それ以外の事

項については実施に努めなければならない。
一

事前調査の実施
建設工事を発注しようとする者から直接受注しようとする者及び自主施工者は、対象建
築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物
の有無等の調査を行う。

二

分別解体等の計画の作成
建設工事を発注しようとする者から直接受注しようとする者及び自主施工者は、事前調
査に基づき、分別解体等の計画を作成する。

三

発注者への説明
建設工事を発注しようとする者から直接受注しようとする者は、発注しようとする者に
対し分別解体等の計画等について書面を交付して説明する。

四

発注及び契約
建設工事の発注者及び元請業者は、工事の契約に際して、建設業法で定められたものの
ほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及
び所在地並びに再資源化等に要する費用を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交
付する。

五

事前届出
発注者又は自主施工者は、工事着手の７日前までに、分別解体等の計画等について、都
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道府県知事又は建設リサイクル法施行令で定められた市区町村長に届け出る。
六

下請負人への告知
受注者は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせようとするとき
は、その者に対し、その工事について発注者から都道府県知事又は建設リサイクル法施行
令で定められた市区町村長に対して届け出られた事項を告げる。

七

下請契約
建設工事の下請契約の当事者は、工事の契約に際して、建設業法で定められたもののほ
か、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び
所在地並びに再資源化等に要する費用を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付
する。

八

施工計画の作成
元請業者は、施工計画の作成に当たっては、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画
及び廃棄物処理計画等を作成する。

九

工事着手前に講じる措置の実施
施工者は、分別解体等の計画に従い、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出の
確認、付着物の除去等の措置を講じる。

十

工事の施工
施工者は、分別解体等の計画に基づいて、次のような手順で分別解体等を実施する。
建築物の解体工事においては、建築設備及び内装材等の取り外し、屋根ふき材の取り外
し、外装材及び上部構造部分の取り壊し、基礎及び基礎ぐいの取り壊しの順に実施。
建築物以外のものの解体工事においては、さく等の工作物に付属する物の取り外し、工
作物の本体部分の取り壊し、基礎及び基礎ぐいの取り壊しの順に実施。
新築工事等においては、建設資材廃棄物を分別しつつ工事を実施。

十一

再資源化等の実施
元請業者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化等を行

うとともに、その他の廃棄物についても、可能な限り再資源化等に努め、再資源化等が困
難なものは適正に処分を行う。
十二

発注者への完了報告
元請業者は、再資源化等が完了した旨を発注者へ書面で報告するとともに、再資源化等

の実施状況に関する記録を作成し、保存する。
第10

事前調査の実施
建設工事を発注しようとする者から直接受注しようとする者及び自主施工者は、対象建設

工事の実施に当たっては、施工に先立ち、以下の調査を行わなければならない。
また、対象建設工事以外の工事においても、施工に先立ち、以下の調査の実施に努めなけ
ればならない。
一

工事に係る建築物等（以下「対象建築物等」という。）及びその周辺の状況に関する調
査

二

分別解体等をするために必要な作業を行う場所（以下「作業場所」という。）に関する
調査

三

工事の現場からの特定建設資材廃棄物その他の物の搬出の経路（以下「搬出経路」とい
う。）に関する調査

四

残存物品（解体する建築物の敷地内に存する物品で、当該建築物に用いられた建設資材
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に係る建設資材廃棄物以外のものをいう。以下同じ。）の有無の調査
五

吹付け石綿その他の対象建築物等に用いられた特定建設資材に付着したもの（以下「付
着物」という。）の有無の調査

六

その他対象建築物等に関する調査

第11

元請業者による分別解体等の計画の作成

（1）計画の作成
建設工事を発注しようとする者から直接受注しようとする者及び自主施工者は、対象建設
工事においては、第10の事前調査の結果に基づき、建設副産物の発生の抑制並びに建設廃棄
物の再資源化等の促進及び適正処理が計画的かつ効率的に行われるよう、適切な分別解体等
の計画を作成しなければならない。
また、対象建設工事以外の工事においても、建設副産物の発生の抑制並びに建設廃棄物の
再資源化等の促進及び適正処理が計画的かつ効率的に行われるよう、適切な分別解体等の計
画を作成するよう努めなければならない。
分別解体等の計画においては、以下のそれぞれの工事の種類に応じて、特定建設資材に係
る分別解体等に関する省令（平成14年国土交通省令第17号。以下「分別解体等省令」という。）
第２条第２項で定められた様式第一号別表に掲げる事項のうち分別解体等の計画に関する以
下の事項を記載しなければならない。
建築物に係る解体工事である場合（別表１）
一

事前調査の結果

二

工事着手前に実施する措置の内容

三

工事の工程の順序並びに当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法並びに当該順
序が省令で定められた順序により難い場合にあってはその理由

四

対象建築物に用いられた特定建設資材に係る特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見
込み及びその発生が見込まれる対象建築物の部分

五

その他分別解体等の適正な実施を確保するための措置に関する事項

建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）である場合（別表２）
一

事前調査の結果

二

工事着手前に実施する措置の内容

三

工事の工程ごとの作業内容

四

工事に伴い副次的に生ずる特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに工事の
施工において特定建設資材が使用される対象建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発
生が見込まれる対象建築物の部分

五

その他分別解体等の適正な実施を確保するための措置に関する事項

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）である場合（別表３）
解体工事においては、
一

工事の種類

二

事前調査の結果

三

工事着手前に実施する措置の内容

四

工事の工程の順序並びに当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法並びに当該順
序が省令で定められた順序により難い場合にあってはその理由

五

対象工作物に用いられた特定建設資材に係る特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見
込み及びその発生が見込まれる対象工作物の部分
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六

その他分別解体等の適正な実施を確保するための措置に関する事項

新築工事等においては、
一

工事の種類

二

事前調査の結果

三

工事着手前に実施する措置の内容

四

工事の工程ごとの作業内容

五

工事に伴い副次的に生ずる特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに工事の
施工において特定建設資材が使用される対象工作物の部分及び特定建設資材廃棄物の発
生が見込まれる対象工作物の部分

六

その他分別解体等の適正な実施を確保するための措置に関する事項

（2）発注者への説明
対象建設工事を発注しようとする者から直接受注しようとする者は、発注しようとする者
に対し、少なくとも以下の事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しな
ければならない。
また、対象建設工事以外の工事においても、これに準じて行うよう努めなければならない。
一

解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造

二

新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類

三

工事着手の時期及び工程の概要

四

分別解体等の計画

五

解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み

（3）公共工事発注者による指導
公共工事の発注者にあっては、建設リサイクルガイドラインに基づく計画の作成等に関
し、元請業者を指導するよう努めなければならない。
第12

工事の発注及び契約

（1）発注者による条件明示等
発注者は、建設工事の発注に当たっては、建設副産物対策の条件を明示するとともに、分
別解体等及び建設廃棄物の再資源化等に必要な経費を計上しなければならない。なお、現場
条件等に変更が生じた場合には、設計変更等により適切に対処しなければならない。
（2）契約書面の記載事項
対象建設工事の請負契約（下請契約を含む。）の当事者は、工事の契約において、建設業
法で定められたもののほか、以下の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交
付しなければならない。
一

分別解体等の方法

二

解体工事に要する費用

三

再資源化等をするための施設の名称及び所在地

四

再資源化等に要する費用
また、対象建設工事以外の工事においても、請負契約（下請契約を含む。）の当事者は、

工事の契約において、建設業法で定められたものについて書面に記載するとともに、署名
又は記名押印をして相互に交付しなければならない。また、上記の一から四の事項につい
ても、書面に記載するよう努めなければならない。
（3）解体工事の下請契約と建設廃棄物の処理委託契約
元請業者は、解体工事を請け負わせ、建設廃棄物の収集運搬及び処分を委託する場合には、

─ 284 ─
それぞれ個別に直接契約をしなければならない。
第13

工事着手前に行うべき事項

（1）発注者又は自主施工者による届出等
対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の７日前までに、分別解体等
の計画等について、別記様式（分別解体等省令第２条第２項で定められた様式第一号）によ
る届出書により都道府県知事又は建設リサイクル法施行令で定められた市区町村長に届け出
なければならない。
国の機関又は地方公共団体が上記の規定により届出を要する行為をしようとするときは、
あらかじめ、都道府県知事又は建設リサイクル法施行令で定められた市区町村長にその旨を
通知しなければならない。
（2）受注者からその下請負人への告知
対象建設工事の受注者は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせよ
うとするときは、当該他の建設業を営む者に対し、対象建設工事について発注者から都道府
県知事又は建設リサイクル法施行令で定められた市区町村長に対して届け出られた事項を告
げなければならない。
（3）元請業者による施工計画の作成
元請業者は、工事請負契約に基づき、建設副産物の発生の抑制、再資源化等の促進及び適
正処理が計画的かつ効率的に行われるよう適切な施工計画を作成しなければならない。
施工計画の作成に当たっては、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成すると
ともに、廃棄物処理計画の作成に努めなければならない。
自主施工者は、建設副産物の発生の抑制が計画的かつ効率的に行われるよう適切な施工計
画を作成しなければならない。施工計画の作成に当たっては、再生資源利用計画の作成に努
めなければならない。
（4）事前措置
対象建設工事の施工者は、分別解体等の計画に従い、作業場所及び搬出経路の確保を行わ
なければならない。
また、対象建設工事以外の工事の施工者も、作業場所及び搬出経路の確保に努めなければ
ならない。
発注者は、家具、家電製品等の残存物品を解体工事に先立ち適正に処理しなければならな
い。
第14

工事現場の管理体制

（1）建設業者の主任技術者等の設置
建設業者は、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で建設業法
及び建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）で定められた基準に適合する者（以下
｢主任技術者等」という。）を置かなければならない。
（2）解体工事業者の技術管理者の設置
解体工事業者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者で解体
工事業に係る登録等に関する省令（平成13年国土交通省令第92号。以下「解体工事業者登録
省令」という。）で定められた基準に適合するもの（以下「技術管理者」という。）を置かな
ければならない。
（3）公共工事の発注者にあっては、工事ごとに建設副産物対策の責任者を明確にし、発注者の
明示した条件に基づく工事の実施等、建設副産物対策が適切に実施されるよう指導しなけれ
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ばならない。
（4）標識の掲示
建設業者及び解体工事業者は、その店舗または営業所及び工事現場ごとに、建設業法施行
規則及び解体工事業者登録省令で定められた事項を記載した標識を掲げなければならない。
（5）帳簿の記載
建設業者及び解体工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で建
設業法施行規則及び解体工事業者登録省令で定められたものを記載し、これを保存しなけれ
ばならない。
第15

工事完了後に行うべき事項

（1）完了報告
対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した
ときは、以下の事項を発注者へ書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記
録を作成し、保存しなければならない。
一

再資源化等が完了した年月日

二

再資源化等をした施設の名称及び所在地

三

再資源化等に要した費用

また、対象建設工事以外においても、元請業者は、上記の一から三の事項を発注者へ書面
で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存するよう努めなけ
ればならない。
（2）記録の保管
元請業者は、建設工事の完成後、速やかに再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の
実施状況を把握するとともに、それらの記録を１年間保管しなければならない。
第４章
第16

建設発生土

搬出の抑制及び工事間の利用の促進

（1）搬出の抑制
発注者、元請業者及び自主施工者は、建設工事の施工に当たり、適切な工法の選択等によ
り、建設発生土の発生の抑制に努めるとともに、その現場内利用の促進等により搬出の抑制
に努めなければならない。
（2）工事間の利用の促進
発注者、元請業者及び自主施工者は、建設発生土の土質確認を行うとともに、建設発生土
を必要とする他の工事現場との情報交換システム等を活用した連絡調整、ストックヤードの
確保、再資源化施設の活用、必要に応じて土質改良を行うこと等により、工事間の利用の促
進に努めなければならない。
第17

工事現場等における分別及び保管
元請業者及び自主施工者は、建設発生土の搬出に当たっては、建設廃棄物が混入しないよ

う分別に努めなければならない。重金属等で汚染されている建設発生土等については、特に
適切に取り扱わなければならない。
また、建設発生土をストックヤードで保管する場合には、建設廃棄物の混入を防止するた
め必要な措置を講じるとともに、公衆災害の防止を含め周辺の生活環境に影響を及ぼさない
よう努めなければならない。
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第18

運搬
元請業者及び自主施工者は、次の事項に留意し、建設発生土を運搬しなければならない。

（1）運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により、騒音、振動、塵埃等
の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。
（2）運搬途中において一時仮置きを行う場合には、関係者等と打合せを行い、環境保全に留意
すること。
（3）海上運搬をする場合は、周辺海域の利用状況等を考慮して適切に経路を設定するとともに、
運搬中は環境保全に必要な措置を講じること。
第19

受入地での埋立及び盛土
発注者、元請業者及び自主施工者は、建設発生土の工事間利用ができず、受入地において

埋め立てる場合には、関係法令に基づく必要な手続のほか、受入地の関係者と打合せを行
い、建設発生土の崩壊や降雨による流出等により公衆災害が生じないよう適切な措置を講じ
なければならない。重金属等で汚染されている建設発生土等については、特に適切に取り扱
わなければならない。
また、海上埋立地において埋め立てる場合には、上記のほか、周辺海域への環境影響が生
じないよう余水吐き等の適切な汚濁防止の措置を講じなければならない。
第５章
第20

建設廃棄物

分別解体等の実施
対象建設工事の施工者は、以下の事項を行わなければならない。
また、対象建設工事以外の工事においても、施工者は以下の事項を行うよう努めなければ

ならない。
（1）事前措置の実施
分別解体等の計画に従い、残存物品の搬出の確認を行うとともに、特定建設資材に係る分
別解体等の適正な実施を確保するために、付着物の除去その他の措置を講じること。
（2）分別解体等の実施
正当な理由がある場合を除き、以下に示す特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別する
ことを確保するための適切な施工方法に関する基準に従い、分別解体を行うこと。
建築物の解体工事の場合
一

建築設備、内装材その他の建築物の部分（屋根ふき材、外装材及び構造耐力上主要な
部分を除く。）の取り外し

二

屋根ふき材の取り外し

三

外装材並びに構造耐力上主要な部分のうち基礎及び基礎ぐいを除いたものの取り壊し

四

基礎及び基礎ぐいの取り壊し

ただし、建築物の構造上その他解体工事の施工の技術上これにより難い場合は、この限り
でない。
工作物の解体工事の場合
一

さく、照明設備、標識その他の工作物に附属する物の取り外し

二

工作物のうち基礎以外の部分の取り壊し

三

基礎及び基礎ぐいの取り壊し

ただし、工作物の構造上その他解体工事の施工の技術上これにより難い場合は、この限り
でない。
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新築工事等の場合
工事に伴い発生する端材等の建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ工事を施工する
こと。
（3）元請業者及び下請負人は、解体工事及び新築工事等において、再生資源利用促進計画、廃
棄物処理計画等に基づき、以下の事項に留意し、工事現場等において分別を行わなければな
らない。
一

工事の施工に当たり、粉じんの飛散等により周辺環境に影響を及ぼさないよう適切な
措置を講じること。

二

一般廃棄物は、産業廃棄物と分別すること。

三

特定建設資材廃棄物は確実に分別すること。

四

特別管理産業廃棄物及び再資源化できる産業廃棄物の分別を行うとともに、安定型産
業廃棄物とそれ以外の産業廃棄物との分別に努めること。

五

再資源化が可能な産業廃棄物については、再資源化施設の受入条件を勘案の上、破砕
等を行い、分別すること。

（4）自主施工者は、解体工事及び新築工事等において、以下の事項に留意し、工事現場等にお
いて分別を行わなければならない。
一

工事の施工に当たり、粉じんの飛散等により周辺環境に影響を及ぼさないよう適切な
措置を講じること。

二

特定建設資材廃棄物は確実に分別すること。

三

特別管理一般廃棄物の分別を行うともに、再資源化できる一般廃棄物の分別に努める
こと。

（5）現場保管
施工者は、建設廃棄物の現場内保管に当たっては、周辺の生活環境に影響を及ぼさないよ
う廃棄物処理法に規定する保管基準に従うとともに、分別した廃棄物の種類ごとに保管しな
ければならない。
第21

排出の抑制
発注者、元請業者及び下請負人は、建設工事の施工に当たっては、資材納入業者の協力を

得て建設廃棄物の発生の抑制を行うとともに、現場内での再使用、再資源化及び再資源化し
たものの利用並びに縮減を図り、工事現場からの建設廃棄物の排出の抑制に努めなければな
らない。
自主施工者は、建設工事の施工に当たっては、資材納入業者の協力を得て建設廃棄物の発
生の抑制を行うよう努めるとともに、現場内での再使用を図り、建設廃棄物の排出の抑制に
努めなければならない。
第22

処理の委託
元請業者は、建設廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。処理を委

託する場合には、次の事項に留意し、適正に委託しなければならない。
（1）廃棄物処理法に規定する委託基準を遵守すること。
（2）運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と、処分については産業廃棄物処分業者等と、
それぞれ個別に直接契約すること。
（3）建設廃棄物の排出に当たっては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し、最終処分
（再生を含む。）が完了したことを確認すること。
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第23

運搬
元請業者は、次の事項に留意し、建設廃棄物を運搬しなければならない。

（1）廃棄物処理法に規定する処理基準を遵守すること。
（2）運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により、騒音、振動、塵埃等
の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。
（3）運搬途中において積替えを行う場合は、関係者等と打合せを行い、環境保全に留意するこ
と。
（4）混合廃棄物の積替保管に当たっては、手選別等により廃棄物の性状を変えないこと。
第24

再資源化等の実施

（1）対象建設工事の元請業者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再
資源化を行わなければならない。
また、対象建設工事で生じたその他の建設廃棄物、対象建設工事以外の工事で生じた建設
廃棄物についても、元請業者は、可能な限り再資源化に努めなければならない。
なお、指定建設資材廃棄物（建設発生木材）は、工事現場から最も近い再資源化のための
施設までの距離が建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律施行規則（平成14年国土
交通省・環境省令第１号）で定められた距離（50km）を越える場合、または再資源化施設
までの道路が未整備の場合で縮減のための運搬に要する費用の額が再資源化のための運搬に
要する費用の額より低い場合については、再資源化に代えて縮減すれば足りる。
（2）元請業者は、現場において分別できなかった混合廃棄物については、再資源化等の推進及
び適正な処理の実施のため、選別設備を有する中間処理施設の活用に努めなければならない。
第25

最終処分
元請業者は、建設廃棄物を最終処分する場合には、その種類に応じて、廃棄物処理法を遵

守し、適正に埋立処分しなければならない。
第６章
第26

建設廃棄物ごとの留意事項

コンクリート塊

（1）対象建設工事
元請業者は、分別されたコンクリート塊を破砕することなどにより、再生骨材、路盤材等
として再資源化をしなければならない。
発注者及び施工者は、再資源化されたものの利用に努めなければならない。
（2）対象建設工事以外の工事
元請業者は、分別されたコンクリート塊について、（1）のような再資源化に努めなければ
ならない。また、発注者及び施工者は、再資源化されたものの利用に努めなければならない。
第27

アスファルト･コンクリート塊

（1）対象建設工事
元請業者は、分別されたアスファルト・コンクリート塊を、破砕することなどにより再生
骨材、路盤材等として又は破砕、加熱混合することなどにより再生加熱アスファルト混合物
等として再資源化をしなければならない。
発注者及び施工者は、再資源化されたものの利用に努めなければならない。
（2）対象建設工事以外の工事
元請業者は、分別されたアスファルト・コンクリート塊について、（1）のような再資源化
に努めなければならない。また、発注者及び施工者は、再資源化されたものの利用に努めな
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ければならない。
第28

建設発生木材

（1）対象建設工事
元請業者は、分別された建設発生木材を、チップ化することなどにより、木質ボード、堆
肥等の原材料として再資源化をしなければならない。また、原材料として再資源化を行うこ
とが困難な場合などにおいては、熱回収をしなければならない。
なお、建設発生木材は指定建設資材廃棄物であり、第24（1）に定める場合については、再
資源化に代えて縮減すれば足りる。
発注者及び施工者は、再資源化されたものの利用に努めなければならない。
（2）対象建設工事以外の工事
元請業者は、分別された建設発生木材について、（1）のような再資源化等に努めなければ
ならない。また、発注者及び施工者は、再資源化されたものの利用に努めなければならない。
（3）使用済型枠の再使用
施工者は、使用済み型枠の再使用に努めなければならない。
元請業者は、再使用できない使用済み型枠については、再資源化に努めるとともに、再資
源化できないものについては適正に処分しなければならない。
（4）伐採木・伐根等の取扱い
元請業者は、工事現場から発生する伐採木、伐根等は、再資源化等に努めるとともに、そ
れが困難な場合には、適正に処理しなければならない。また、発注者及び施工者は、再資源
化されたものの利用に努めなければならない。
（5）CCA処理木材の適正処理
元請業者は、CCA処理木材について、それ以外の部分と分離・分別し、それが困難な場
合には、CCAが注入されている可能性がある部分を含めてこれをすべてCCA処理木材とし
て焼却又は埋立を適正に行わなければならない。
第29

建設汚泥

（1）再資源化等及び利用の推進
元請業者は、建設汚泥の再資源化等に努めなければならない。再資源化に当たっては、廃
棄物処理法に規定する再生利用環境大臣認定制度、再生利用個別指定制度等を積極的に活用
するよう努めなければならない。また、発注者及び施工者は、再資源化されたものの利用に
努めなければならない。
（2）流出等の災害の防止
施工者は、処理又は改良された建設汚泥によって埋立又は盛土を行う場合は、建設汚泥の
崩壊や降雨による流出等により公衆災害が生じないよう適切な措置を講じなければならない。
第30

廃プラスチック類
元請業者は、分別された廃プラスチック類を、再生プラスチック原料、燃料等として再資

源化に努めなければならない。特に、建設資材として使用されている塩化ビニル管・継手等
については、これらの製造に携わる者によるリサイクルの取組に、関係者はできる限り協力
するよう努めなければならない。また、再資源化できないものについては、適正な方法で縮
減をするよう努めなければならない。
発注者及び施工者は、再資源化されたものの利用に努めなければならない。
第31

廃石膏ボード等
元請業者は、分別された廃石膏ボード、廃ロックウール化粧吸音板、廃ロックウール吸
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音・断熱・保温材、廃ALC板等の再資源化等に努めなければならない。再資源化に当たっ
ては、広域再生利用環境大臣指定制度が活用される資材納入業者を活用するよう努めなけれ
ならない。また、発注者及び施工者は、再資源化されたものの利用に努めなければならな
い。
特に、廃石膏ボードは、安定型処分場で埋立処分することができないため、分別し、石膏
ボード原料等として再資源化及び利用の促進に努めなければならない。また、石膏ボードの
製造に携わる者による新築工事の工事現場から排出される石膏ボード端材の収集、運搬、再
資源化及び利用に向けた取組に、関係者はできる限り協力するよう努めなければならない。
第32

混合廃棄物

（1）元請業者は、混合廃棄物について、選別等を行う中間処理施設を活用し、再資源化等及び
再資源化されたものの利用の促進に努めなければならない。
（2）元請業者は、再資源化等が困難な建設廃棄物を最終処分する場合は、中間処理施設におい
て選別し、熱しゃく減量を５％以下にするなど、安定型処分場において埋立処分できるよう
努めなければならない。
第33

特別管理産業廃棄物

（1）元請業者及び自主施工者は、解体工事を行う建築物等に用いられた飛散性アスベストの有
無の調査を行わなければならない。飛散性アスベストがある場合は、分別解体等の適正な実
施を確保するため、事前に除去等の措置を講じなければならない。
（2）元請業者は、飛散性アスベスト、PCB廃棄物等の特別管理産業廃棄物に該当する廃棄物に
ついて、廃棄物処理法等に基づき、適正に処理しなければならない。
第34

特殊な廃棄物

（1）元請業者及び自主施工者は、建設廃棄物のうち冷媒フロン使用製品、蛍光管等について、
専門の廃棄物処理業者等に委託する等により適正に処理しなければならない。
（2）施工者は、非飛散性アスベストについて、解体工事において、粉砕することによりアスベ
スト粉じんが飛散するおそれがあるため、解体工事の施工及び廃棄物の処理においては、粉
じん飛散を起こさないような措置を講じなければならない。
別表１〜３（「分別解体等の計画等」に関する表の様式）（省略）
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○建設リサイクルガイドライン（平成14年５月策定）
１．目的
建設リサイクル推進計画2002の目標値を達成するためには、事業の初期の段階から、実施
の各段階においてリサイクルの検討状況を、把握・チェックすることにより、リサイクル原
則化ルールの徹底など、公共工事発注者の責務の徹底を図ることが必要である。
このため、本ガイドラインでは、リサイクル計画書の作成など、建設事業の計画・設計段
階から施工段階までの各段階、積算、完了の各執行段階における具体的な実施事項をとりま
とめたものである。
２．対象事業
国土交通省所管の直轄事業（受託工事を含む）を対象とする。
３．実施事項
１）体制の整備
１．目的の趣旨の達成に向けた対象事業を実施する機関（以下「対象建設機関」という。）
の取り組みを支援するため以下の委員会を設置する。
（別添「建設副産物対策委員会設置要綱」参照）
（1）地方整備局等建設副産物対策委員会
（2）事務所等建設副産物対策委員会
２）リサイクル計画書等の取りまとめ
対象建設機関は、リサイクルの状況を把握し、リサイクルのより一層の徹底に向けた検
討や調整を行うため、以下のものを取りまとめる。
（1）リサイクル計画書（別添１、別添２、別添３）
①

目的
建設副産物の発生・減量化・再資源化等の検討・調整状況を把握する。

②

作成時期及び作成者
1）設計業務（概略設計、予備設計（営繕・港湾・空港工事では基本設計）、詳細設
計（営繕・空港工事では実施設計、港湾工事では細部設計並びに実施設計）の実
施時点・業務成果として、設計業務の受注者等が作成する。（対象建設機関は、
設計者に対し、リサイクル計画書の作成を指示する。）
2）工事仕様書案の作成時点（積算段階）
・対象建設機関の当該工事の積算担当課が作成する。

（2）リサイクル阻害要因説明書
①

目的
建設副産物の再資源化・縮減率が目標値に達しない場合にその原因等を把握する。

②

作成時期及び作成者
1）工事仕様書案の作成時点
・対象機関の積算担当課（営繕部においては設計担当課）が作成する。
・工事実施時の再資源化・縮減率が積算段階と比較して10％以上下がった場合に
は、工事完了段階において再度作成する。
※目標値；建設リサイクル推進計画2002の目標値を基本とし、必要に応じて地方整
備局等建設副産物対策委員会により変更できるものとする。

（3）再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書
（再生資源利用［促進］計画書）（様式１、様式２）
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①

目的
建設資材を搬入又は建設副産物を搬出する建設工事を施工する場合において、リサ
イクルの実施状況を把握する。
建設資材を搬入する場合；再生資源利用計画書
建設副産物を搬出する場合；再生資源利用促進計画書

②

作成時期及び作成者
1） 工事の着手時及び完成時
・対象機関から直接工事を請け負った建設工事事業者（元請業者）が作成。
対象建設機関は、元請業者に対し、再生資源利用［促進］計画書（工事着手時）
及び実施状況（完成時）の報告を特記仕様書により指示する。
なお、実施状況の報告は、様式１及び２によるものとし、建設リサイクル法第18
条に基づく ｢発注者への報告等」を兼ねるものとする。

３）リサイクルの徹底に向けた検討・調整等
対象建設機関は、リサイクルのより一層の徹底に向け、以下の検討・調整を行う。
（1）計画案（計画・設計方針）の策定時点
・リサイクル計画書を基に発生抑制・減量化、再生利用のより一層の徹底のための検
討を行う。
・建設発生土等、工事間流用が可能なものについては、他機関も含めた調整を図る。
・検討・調整に際しては、必要に応じて事務所等建設副産物対策委員会を開催し、意
見聴取を行う。
（2）工事仕様書案の作成時点
・事務所等建設副産物対策委員会は、リサイクル計画書及びリサイクル阻害要因説明
書についてチェックを行い、リサイクル原則化ルールの徹底が不十分と判断した場
合は、当該工事の積算担当課（リサイクル阻害要因説明書について、営繕部におい
ては設計担当課）に対し、改善を指示することができる。
・地方整備局等建設副産物対策委員会が定める規模を超える工事については、原則と
して、事務所等建設副産物対策委員会と同様の事項を地方整備局等建設副産物対策
委員会においても実施する。
（3）工事契約前
・工事担当課は、建設リサイクル法第12条に基づき、落札者から説明書（様式３及び
様式３に示す添付資料）並びに都道府県知事等が発行する処理施設の許可証の写し
を添付した書面の交付及び説明を受け、落札者の提示した分別解体等の方法につい
て適切であることを確認する。
（4） 工事完了時点
・対象建設機関は、請負業者から提出される再生資源［促進］計画の実施報告（再生
資源利用［促進］実施書）をチェックし、とりまとめのうえ、地方整備局等建設副
産物対策委員会に提出する。
４）リサイクル実施状況の取りまとめ
完了時の再生資源利用［促進］実施書は、地方整備局等建設副産物対策委員会が半期毎
に取りまとめることとする。
４．その他
・３．実施事項２）リサイクル計画書等の取りまとめにより作成されるリサイクル計画書等
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の様式については、別添を使用する。
・工事内容を変更する際には、個々のケースにより必要な段階まで遡って検討・調整等を改
めて実施する。
・本ガイドラインについては、平成14年５月30日以降速やかに運用を開始する。
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○公共建設工事における再生資源活用の当面の運用について（平成14年５月30日国官技第42
号・国官総第126号・国営計第27号・国総事第22号）
建設産業は、我が国の資源利用量の約40％を建設資材として消費する一方で産業廃棄物全体
の最終処分量の30％程度を建設廃棄物として処分している。また、今後、住宅・社会資本の更
新に伴い建設副産物の排出量が増大し、資源循環に占める建設産業の比率がより高くなること
が予測される。このような状況から、我が国において環境への負荷の少ない循環型社会経済シ
ステムを構築するため、当面、建設副産物の再生利用の促進について公共建設工事が先導的役
割を果たすことが望まれており、再生資源の利用及び建設副産物の再資源化施設等への搬出の
推進に取り組む必要がある。また、これにより再資源化施設の立地促進が図られ、中長期的に
経済性も向上するものと考えられる。
公共建設工事における再生資源の利用については、「再生資源の利用の促進について」（技術
審議官又は港湾局建設課長、航空局飛行場部建設課長通達）に基づき実施することとしている
が、当面、下記の運用を行うことにより、再生資源（なお、再生資源のうち再資源化施設等で
製造された資材を以下「再生資材」という。）の利用及び再資源化施設を活用していくうえで
の課題と対応策を明らかにすることとする。
なお、「公共建設工事における再生資源活用の当面の運用について（平成３年度）」（平成３
年12月13日）建設省技調発第267号、建設省営計発第97号及び「公共建設工事における再生資
源活用の当面の運用について（平成４年度）」（平成４年12月25日）建設省技調発第281号、建
設省営計発第84号は廃止する。
記
国土交通省の発注する工事において、以下の運用を行うこととする。この場合、経済性にか
かわらず実施するものとする。
なお、下記の要件に該当しない建設工事においても可能な範囲で積極的に再生資源の利用及
び再資源化施設の活用を図ることとする。また、再資源化施設の活用に際しては、所要の品質
が確保される施設を活用することとする。
運用に当たっての実施要領は、別に定める。
（1）指定副産物の工事現場からの搬出
１）コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊の工事現場からの搬出
建設工事に伴い発生したコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を廃棄物とし
て工事現場から搬出する場合は、再資源化施設へ搬出する。
２）建設発生木材（伐木・除根材を含む）の工事現場からの搬出
建設工事に伴い発生した木材を廃棄物として工事現場から搬出する場合は、原則として
再資源化施設へ搬出する。
ただし、工事現場から50キロメートルの範囲内に再資源化施設が無い場合、又は以下の
①及び②の条件を共に満たす場合は、再資源化に代えて縮減（焼却）とすることができる。
①

工事現場から再資源化施設までその運搬に用いる車両が通行する道路が整備されてい
ない場合

②

縮減をするために行う運搬に要する費用の額が再資源化施設までの運搬に要する費用
の額より低い場合

３）建設発生土の工事現場からの搬出
工事現場から建設発生土が発生する場合は、原則として、50キロメートルの範囲内の他
の工事現場（民間建設工事を含む）へ搬出する。また、建設副産物対策連絡協議会（通称）
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等で調整済みの場合は、その調整結果を優先することとする。なお、他の建設工事との受
入時期及び土質等の調整が困難である場合は、別の処分場に搬出することを妨げない。
（2）再生資材等の利用
１）再生骨材等の利用
工事現場から40キロメートルの範囲内に再資源化施設がある場合、工事目的物に要求さ
れる品質等を考慮したうえで、原則として、再生資材を利用する。
２）再生加熱アスファルト混合物の利用
工事現場から40キロメートル及び運搬時間1.5時間の範囲内に再生加熱アスファルト混
合物を製造する再資源化施設がある場合、工事目的物に要求される品質等を考慮したうえ
で、原則として、再生加熱アスファルト混合物を利用する。
３）建設発生土の利用
工事現場から50キロメートルの範囲内に建設発生土を搬出する他の建設工事（民間建設
工事を含む）がある場合、受入時期、土質等を考慮したうえで、原則として、建設発生土
を利用する。また、建設副産物対策連絡協議会（通称）等で調整済みの場合はその調整結
果を優先することとする。
○公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領（土木）につ
いて（平成14年５月30日国官技第44号・国官総第127号）
標記について、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年５月31日法律第
104号。以下「建設リサイクル法」という。）及び「公共建設工事における再生資源活用の当面
の運用について」（平成14年５月30日付け国官技第42号・国官総第126号・国営計第27号・国総
事第22号）を受け、「公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実
施要領（土木）」を定めたので通知する。
なお、「公共建設工事における再生資源活用工事実施要領（土木）について」（平成３年12月
13日）建設省技調発第268号は廃止する。
公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用
工事実施要領（土木）
分別解体等・再資源化等及び再生資源活用の対象となる建設工事は、下記の要領に基づき実
施するものとする。
（1）設計図書等における条件明示の方法
イ．再生資材の利用、再資源化施設への搬出等を実施する工事については、利用・搬出等
に関する条件を設計図書等に記載し契約事項とする。
なお、条件の変更がある場合は変更契約時についても設計図書等に条件明示を行うも
のとする。
ロ．特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用す
る新築工事等であって、その規模が建設リサイクル法施行令又は都道府県が条例で定め
る建設工事の規模に関する基準以上の工事については、建設リサイクル法第13条により
定められた契約書への記載事項のうち、「分別解体等の方法」、「再資源化等をする施設
の名称及び所在地」のほか、受入時間等の処分条件について設計図書等に記載し、発注
者の設定する積算条件を請負予定者に対し明確にすることとする。
また、変更等の取扱い及び完了報告についても記載することとする。
なお、条件の変更がある場合は変更契約時についても設計図書等に条件明示を行うも
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のとする。
ハ．工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、発注者と
受注者が協議するものとする。（設計図書に記載）
（2）積算上の取扱い
イ．再生資材の価格は、実勢価格を計上することとし、地方整備局等が実施する特別調査
により決定する。
ロ．再資源化施設の受入れ費用に関する調査は、地方整備局等が見積り調査又は特別調査
により決定する。
また、分別解体等に要する費用及び建設資材廃棄物、建設発生土等を他の建設工事現
場及び再資源化施設等へ搬出、あるいは建設工事現場への搬入に必要となる費用（積込
み及び運搬費用）を基準書に基づき計上する。
（3）施工計画書における取扱い
再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画については、施工計画書に含めて提出させ
ることとする。また、その実績について提出させることとする。
（4）品質の管理
再生資材を使用する場合は、品質等が適正なものであるか十分注意を払う必要がある。
品質等について適正な品質が確保されておらず、新材、購入土を使用せざるを得ない場
合は、設計変更により対応することとする。
（5）実施要領の適用
この実施要領は、平成14年５月30日から適用するものとする。
○公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領（営繕）につ
いて（平成14年５月30日国営計第28号）
標記について、「公共建設工事における再生資源活用の当面の運用について」（平成14年５月
30日付け国官技第42号・国官総第126号・国営計第27号・国総事第22号）の記に基づき、別添
のとおり「公共建築工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領（営
繕）」を定めたので通知する。
なお、「営繕工事における再生資源活用工事実施要領について」（平成４年１月17日）建設省
営計発第４号は廃止する。
（別添）
公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領（営繕）
「公共建設工事における再生資源活用の当面の運用について」（平成14年５月30日付け国官技
第42号・国官総第126号・国営計第27号・国総事第22号）の記に規定する「運用にあたっての
実施要領」は次のとおりとする。
なお、設計図書への記載は、別紙の記載例による。
１．次の内容を設計図書に記載することにより、入札参加者に対し明示するとともに契約条件
とする。
（1）対象とする工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年５月31
日法律第104号）第９条に規定される対象建設工事に該当する場合、この旨及び同法第13
条に規定される請負契約に係る書面の記載事項のうち、解体工事に要する費用以外の事項
（2）やむをえない事情により、契約における条件により難い場合は、発注者と受注者が協議
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すること
（3）運用通達記（2）の１）又は２）に基づき再生骨材等及び再生加熱アスファルト混合物の利
用を図ることとした工事については、対象とする材料、規格及び利用個所
（4）運用通達記（2）の３）に基づき建設発生土の利用を図ることとした工事については、搬
出又は受入れをする他の建設工事の工事名称及び発注者の名称のほか、他の建設工事が搬
出する場合にあっては利用個所
（5）対象とする工事については「建設副産物情報交換システム」により作成した再生資源利
用計画及び再生資源促進計画を総合施工計画書に添付するとともに、実施結果を工事完成
時に提出すること
（6）対象とする工事については「建築工事における建設副産物管理マニュアル」の「３

施

工編」に従い適切な処理に努めること
２．工事費積算における再生資材の価格は、実勢価格を計上することとし、地方整備局等が毎
月実施する特別調査等により決定する。また、再資源化施設の受入れ費用は、地方整備局等
が定期的に見積もり調査又は特別調査を行い決定する。
付則．この実施要領は、平成14年 5 月30日から適用するものとする。
【別紙】（設計図書における記載例）
「実施要領

１．
（1）及び（2）の例」

１．本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を
使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」
（平成12年５月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）施行令又は都道府県
が条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事（以下「対象建設工事」とい
う。）であるため、建設リサイクル法に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の
実施について適正な措置を講ずることとする。
工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、
監督職員と協議するものとする。
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（建築物に係る解体工事の場合の例）
①分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法

工程

作業内容

分別解体等の方法

①建築設備・
内装材等

建築設備・内装材等の取り外し
□有
□無

□手作業（注 2 ）
□手作業・機械作業の併用
併用の場合の理由（
）

②屋根ふき材

屋根ふき材の取り外し
□有
□無

□手作業
□手作業・機械作業の併用
併用の場合の理由（
）

③外装材・
外装材・上部構造部分の取り壊し
上部構造部分
□有
□無

□手作業
□手作業・機械作業の併用

④基礎・
基礎ぐい

基礎・基礎ぐいの取り壊し
□有
□無

□手作業
□手作業・機械作業の併用

その他の取り壊し
□有
□無

□手作業
□手作業・機械作業の併用

⑤その他
（

）

（注 1 ）適用となる事項の□にチェックをする。
（注 2 ）工程内で部位毎に分別解体方法が異なる場合は、部位毎に特記する。
②再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類

施設の名称

所在地

コンクリート

○○処分場

○○県○○市○○×−××

木材

△△処分場

○○県○○町△△×−××

（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）の場合の例）
①分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法

工程

作業内容

分別解体等の方法

①造成等

造成等の工事
□有
□無

□手作業
□手作業・機械作業の併用

②基礎・
基礎ぐい

基礎・基礎ぐいの工事
□有
□無

□手作業
□手作業・機械作業の併用

③上部構造部
分・外装

上部構造部分・外装の工事
□有
□無

□手作業
□手作業・機械作業の併用

④屋根

屋根の工事
□有
□無

□手作業
□手作業・機械作業の併用

⑤建築設備・
内装等

建築設備・内装等の工事
□有
□無

□手作業
□手作業・機械作業の併用

⑥その他
（

□手作業
□手作業・機械作業の併用

その他の工事
） □有
□無

②再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類

施設の名称

所在地

（注 1 ）新築工事では、発生量等が特定できないため、当初工事には含まない。
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「実施要領

1．
（3）及び（4）の例」

ａ．再生資材の利用
（使用材料及び規格、使用個所は、図示するものとする。）
ｂ．建設発生土の利用
盛土に使用する発生土は、（○○建設工事、○○工事事務所発注）からの建設発生土を利
用するものとする。
ｃ．建設発生土の搬出
１．建設工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所に搬出することとする。
①受入れ場所：○○県○○市○○町○○番地
②受入れ時間帯：○時00分〜○○時00分
③仮置き等

：必要な場合は、その場所を明示する

④搬出調書等：提出を義務付ける
「実施要領

1．
（5）及び（6）の例」

２．請負者は、分別解体・再資源化等が完了したときは、以下の事項を書面に記載し、監督
職員に報告することとする。
・再資源化等が完了した年月日
・再資源化等をした施設の名称及び所在地
・再資源化等に要した費用
なお、本工事は「建設副産物情報交換システム」（以下「システム」という。）の登録対
象工事であり、請負者は、施工計画作成時、工事完了時、及び登録情報の変更が生じた場
合は速やかに当該システムにデータの入力を行うものとする。監督職員への報告はシステ
ムにより作成した〔再生資源利用計画書（実施書）〕及び〔再生資源利用促進計画書（実
施書）〕により行うものとする。
３．本工事の施工にあたっては、「建築工事における建設副産物管理マニュアル」のうち
「３

施工編」に従い適切な処理に努めるものとする。

