
八 水 給 装 第 5 2 号 

令和 4 年 2 月 21 日 

指定給水装置工事事業者 各位 

八戸圏域水道企業団 

企業長 熊 谷 雄 一 

(公 印 省 略) 

八戸圏域水道企業団指定給水装置工事事業者の事業運営に関する 

基準に係る研修会（義務）について 

日頃、当企業団の事業運営につきましては格別のご協力をいただき誠に有難うございます。 

さて、標記について令和３年度指定給水装置工事事業者対象の義務研修会は、新型コロナウイル

ス感染症の拡大により、一堂に会しての開催が困難な状況のため、書面研修となりますのでお知ら

せいたします。 

 なお、研修資料は企業団ＨＰに掲載いたしますので、各社でダウンロードし、必ず内容を確認し

て社内で情報を共有してから確認届の提出をお願いします。確認届が届きましたら義務研修の受講

完了となりますので提出漏れが無いようご留意ください。また、確認届の中に簡単なアンケートも

ありますので、今後の参考とするため回答にご協力ください。 

 詳細は下記のとおりとなっておりますので、内容等について不明な点がございましたら、給水装

置課までお問い合わせ下さい。 

記 

研修資料及び確認届について 

１．ＨＰ掲載予定日 令和 4年 2月 22 日（火） 

２．資料掲載場所 企業団ＨＰ→事業者の方へ→給水装置について→お知らせ→令和 3年 

度研修会資料（この順番にお進みください） 

３．確認届提出先 給水装置課 給水装置グループ 

４. 提出方法 窓口提出・ＦＡＸ・郵送・メールのいずれか 

５．提出期限 令和 4年 3月 18 日（金） 

 期限内に提出が確認できない場合は、研修未受講となります。 

※ ＨＰより資料のダウンロードができない場合は、給水装置課窓口に資料を準備しますので来庁

し資料をお持ち帰りください。（各社 1部まで）

 問合せ先 

八戸圏域水道企業団 給水装置課 

給水装置グループ TEL：0178-70-7042 



　令和3年度の「事業運営に関する基準に係る研修会」研修資料の内容を確認し、

社内で内容について情報共有をしました。

今後の参考とするためアンケートにご協力ください

1. 研修会のＷｅｂでのオンライン研修（ライブ配信）参加が可能であれば利用しますか？

（　　利用したいと思う　　・　　利用したいと思わない　　）

2. 給水装置工事の電子（インターネット）申請が可能になれば利用しますか？

（　　利用したいと思う　　・　　利用したいと思わない　　）

3. 上記を活用できるインターネット環境が整っていますか？

（　 　は　 　い　 ・ い　い　え 　）

　郵送、FAX又はE-mailでも提出可能です。 ※ 提出先

八戸圏域水道企業団　給水装置課

〒039-1112

八戸市南白山台一丁目11-1

TEL: 0178-70-7042

FAX: 0178-70-7048

E-mail: hassui03@jomon.ne.jp

資料内容確認届

会　　社　　名

内　容　確　認　日 令和　 　年　 　月　 　日

責　　任　　者

指　定　番　号 　第　 　号　



令和 4 年 2 月 21 日

指定給水装置工事事業者 各位 

八戸圏域水道企業団

給水装置課長 豊川 文式 

給水装置に使用する器具の材料指定について（再周知）

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より当企業団の水道事業に対して

ご理解、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

 さて、当企業団では令和３年４月１日申請受付分より、口径１３㎜～２５㎜の対象となるメーター

廻りの工事において、「埋設型メーターユニット」を指定材料として採用し、試行期間として令和 4

年 3 月 31 日まで従来工法と併用を認めておりますが、令和 4 年 4 月１日申請受付分より特別な事情

が無い場合は、原則義務化となりますので改めて周知いたします。

詳細は下記の通りです。社内で情報を共有し、今後の対応にご留意ください。

記

１．採用している埋設型メーターユニットの製造者及び呼び径

前澤給装工業㈱  メーターＢＯＸ一体型 φ13 ㎜・φ20 ㎜・φ25 ㎜

㈱タブチ     メーターＢＯＸ一体型 φ20 ㎜・φ25 ㎜

 ㈱日邦バルブ  ユニット単体（既設ＦＲＰ製ＢＯＸ使用） φ20 ㎜

２．使用開始年月日 令和 3 年 4 月 1 日（試行期間内は従来工法も併用可能）

３．試行期間  令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日

４．原則義務化  令和 4 年 4 月１日申請受付分より

５．対象工事  新たにメーターＢＯＸを設置する工事及びメーターＢＯＸの取替を伴う

工事が対象となります。

※企業団ＨＰ内に各メーカーの取扱説明書を掲載しておりますので、施工の際は必ず確認し、確実な

施工をお願いします。なお、給水装置課内に製品の見本がありますので、確認したい方は窓口でお声

がけください。また、ご不明な点等ございましたら給水装置課までご連絡ください。

※図面での表記の方法については、別紙『図面の作成について』を参考にして作成してください。

 問合せ先  

八戸圏域水道企業団 給水装置課 

給水装置グループ TEL：0178-70-7042 



立面図は、メータφ20の表記のままで

埋設用 φ20 ＢＯＸ一体型（前澤給装工業）メーターユニット

メーターユニットφ20

埋設用 φ20 ＢＯＸ一体型（タブチ）

埋設用 φ20 （日邦バルブ）

パイプシャフト用のメーターユニットの場合

特記事項には メーターユニットの枠を追加し φ20 （各メーカー名） で表記

平面図は、タイトルの下に『※メーターφ20は全てメーターユニットを使用』と表記し、個別にメーターユニットの表記はしない

※アパート等で複数設置する場合は

φ20 ＢＯＸ一体型（メーカー名）×設置個数で表記

010277
タイプライターテキスト
1.給水装置工事図面

010277
タイプライターテキスト
図面の作成について



番号 水栓番号 所有者氏名 使用者氏名 管種口径 布設延長 道路内給水管延長 メータ口径

2 222222 水道　二郎 〃 ＰＰφ20 2.0ｍ 1.0ｍ φ20

給水管切替一覧表の備考欄に、使用したメーターユニットとメーカー名を記入する。

2.0ｍ φ20 推進工
給水管改良工

　(逆止弁設置）

※図面の表記は、従来の給水管改良工のままで変更しない（ボール止水栓・メーター・逆止弁表記）

6 666666 水道　六郎 〃 ＰＰφ20 5.0ｍ

5.0ｍ 2.0ｍ φ20 推進工
給水管改良工

　（φ20　ＢＯＸ一体型メーターユニット設置（前澤給装工業））

1.0ｍ φ20
給水管改良工

　（φ20　メーターユニット設置（日邦バルブ））

5 555555 水道　五郎 〃 ＰＰφ20

4 444444 水道　四郎 〃 ＰＰφ20 5.0ｍ

5.0ｍ 2.0ｍ φ20 推進工
給水管改良工

　（φ20　ＢＯＸ一体型メーターユニット設置（タブチ））

推進工
給水管改良工

（φ13　ＢＯＸ一体型メーターユニット設置（前澤給装工業））

3 333333 水道　三郎 〃 ＰＰφ20

給水管切替一覧表

備考

1 111111 水道　太郎 同左 ＰＰφ20 2.0ｍ 1.5ｍ φ13

010277
タイプライターテキスト
2.本管竣工図(企業団発注工事）



φ13 ＢＯＸ一体型メーターユニット（前澤給装工業）

φ13 ＢＯＸ一体型メーターユニット（タブチ）

φ13 メーターユニット（日邦バルブ）

氏名氏 名

※該当するユニットを表記する

010277
タイプライターテキスト
3.本管工事給水管切替図（企業団発注工事）



指定給水装置工事事業者 各位 

八戸圏域水道企業団

給水装置課長 

メーターユニット漏水事例及びロケーティングワイヤーの施工について

（漏水事例）

 令和 3 年 4 月 1 日より採用しております埋設型メータ―ユニットにつきまして、施工不良

による漏水事案が発生しましたので、周知いたします。

漏水箇所 メーター2 次側メーター受け部

漏水原因 メーター1 次側にパッキンが 2 枚入っていたため、芯がずれて 2 次側がユニット

に正常に納まらなかったため

施行不良要因 メータ―ユニット購入時にパッキンがセットしてあったが、確認せずに

メーター出庫時に付属されたパッキンを入れてしまったため

 事業者の皆様におかれましては、施工の際は必ず材料及び施工方法を確認し、確実な施工を

お願いします。

（ロケーティングワイヤーの施工）

メータ―ユニット設置時のロケーティングワイヤーの施工についてですが、メータ―ユニ

ットＢＯＸの土留版（ゴム製）は、ユニットと密着するようになっており、ロケーティング

ワイヤーが通らなくなっています。無理に通してセットするとＢＯＸにぐらつきが発生する

おそれがあるため、メータ―ユニット設置時は、ＢＯＸ内にワイヤーを通さずＢＯＸの外ま 

での施工とすることとします。



指定給水装置工事事業者 各位 

八戸圏域水道企業団

給水装置課長

令和４年度更新事業者のお知らせ及び更新書類の注意点について 

 このことにつきまして、令和４年度の更新対象事業者は、指定番号 212～260 の事業者が対象と

なりますのでお知らせいたします。 

詳細につきましては、対象事業者に更新受付の１か月前を目途にダイレクトメールを送付いたし

ますので、事前に令和元年度研修会で説明した必要書類の確認をお願いします。 

 また、更新書類の注意点についてですが、令和２・３年度の更新書類において不備や間違いが多

かった項目を紹介しますので、今後更新書類を作成する場合は注意するよう参考にして下さい。 

令和２・３年度更新手続きでの指摘（修正）事項 （例） 

1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(第１号様式)

役員の氏名について  1）役職（取締役、監査役等）が記載されていない

2）氏名にフリガナが記入されていない

事業の範囲について 1）登記簿の目的と事業の範囲の記載内容が違っている

（登記簿の目的の中で必要な項目を記載すること） 

2. 機械器具調書及び器具の写真

1）水道法で定められている器具が不足している

（水道法では、金切りのこ・やすり・パイプねじ切り器・トーチランプ・パイプレンチ・水圧

テストポンプは必須となっています）

2）機械器具調書と器具写真が合わない（数量が違う・調書にある器具の写真が無い等）

（指定に必要な器具と数量で写真と調書を合わせてください。社内にある器具すべてを記載

する必要はありません） 

3. 指定更新時確認事項

1）業務内容や公表の可・不可について不備や確認不足がある

（これらは、ＨＰや広報紙での修繕・凍結対応業者一覧に掲載される情報になります）

4. すでに退職している技術者の届け出が適切におこなわれていない

（企業団に登録している事業者の技術者配置状況が違っている。水道法で定めている主任技術

者の解任届が提出されていない場合は、提出するまで更新手続きができません。） 

問合せ先  八戸圏域水道企業団 給水装置課 

給水装置グループ TEL：0178-70-7042 



令和 4年 2月 21 日 

八戸圏域水道企業団 

指定給水装置工事事業者 各位 

八戸圏域水道企業団 

給水装置課長 

誓約書及び個人情報取扱規程の提出について 

日頃より当企業団の事業運営につきまして、ご理解、ご協力賜わりお礼申し上げます。 

さて、標記につきまして、令和 4年度分の誓約書及び個人情報取扱規程を 4月 15 日 

までに提出していただきますようお願いします。 

なお、期限が過ぎますと、給水台帳を取得する場合に給水装置所有者の委任状が必要に 

なります。 

記 

1. 提出書類 誓約書 1 部 

個人情報取扱規程 1 部 

（様式につきましては、企業団ＨＰからもダウンロード可能です。） 

2. 提出期間 令和 4年 4月 4日(月)から 4 月 15 日（金） 17 時まで（必着） 

※4月 4日までは受付できませんので、期間内で提出してください

3. 提 出 先 八戸圏域水道企業団給水装置課（郵送も可） 

※代表者印の捺印が必要なためメールや FAX では受付けできません

八戸圏域水道企業団 給水装置課 

〒039-1112 八戸市南白山台一丁目 11-1 

TEL 0178-70-7042 



誓 約 書

八戸管工事協会より給水台帳情報を提供していただくにあたり下記事項を誓

約します。

記

1. お客さまより給水装置に関する工事・修理・調査等依頼を受けた物件、及

びその他給水装置工事申込等に必要な物件のみを調査します。

2. 受け取った給水台帳情報は、紛失等しないよう個人情報取扱社内規程を作

成し十分管理します。

3. 閲覧において得た個人の情報（特定の個人が識別できる住所及び氏名など

のほか、家屋の間取り、利害関係事項等）は、個人のプライバシーの保護並

びに基本的人権を侵害することのないよう、十分な配慮します。

4. 給水装置申込書等の目的達成後においては、不必要となった書面は焼却・

シュレッター等の方法により速やかに廃棄します。

5. 給水台帳情報取得に関し、第三者に損害を及ぼしたときは、弊社の責任に

おいて解決します。

年 月 日

（あて先） 八戸圏域水道企業団 企業長

申 請 者

指 定 番 号

住 所

氏名又は名称 ㊞

代 表 者 氏 名



個人情報取扱規程

1.秘密の保持

 給水台帳等個人情報を取得により知り得た個人情報の内容をみだりに他

人に知らせ、又は不当な目的に利用しません。

2.取得の制限

 給水台帳等個人情報を取得するときは、給水装置の工事、修繕等の目的

を達成するために必要な範囲内で取得します。

3.適正管理

 給水台帳等個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情

報の適切な管理に努めます。

4.目的外利用及び提供の禁止

 給水台帳等個人情報は、目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供

しません。

5.必要以上の複写又は複製の禁止

給水台帳等個人情報は、必要以上の複写又は複製をしません。

6.個人情報の取扱い

 給水台帳等個人情報は、取得から廃棄まで当該情報を利用する担当者が

行なうものとし、他の者にその処理を依頼しません。

また、担当者が変更になった場合は、十分な引継ぎを行ないます。

7.従業員への周知

 個人情報取扱に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当

該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不

当な目的に利用しません。

年 月 日

住 所

氏名又は名称 ㊞

代 表 者 氏 名



指定給水装置工事事業者 各位 

八戸圏域水道企業団

給水装置課長

給水装置工事における注意事項

  給水装置工事における違反行為等につきまして、毎年注意喚起をしておりますが、

本年度におきましても、指定の停止処分や文書警告・厳重注意等の事案が多数発生し

ております。 

 また、令和元年度の研修会でもお伝えしております、 『変更の協議がされていな

い』『工期延長がされていない』『検査提出書類の修正が遅れている』等についても、

依然として指摘を受ける事業者が多数見受けられます。今後もこのようなことが続く

ようであれば、さらに厳しく対処せざるを得ません。令和元年度研修資料から注意事

項を抜粋し再掲載のうえ、改めて注意喚起いたします。 

指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、このような事案を発生させない 

よう、社内での工事管理体制の整備や情報共有に努めてください。主任技術者の皆様に

おかれましては、施工指針並びに関係規程・要綱を十分に確認し、円滑に工事を行い 

ますよう、改めてお願いいたします。 

※企業団では、完成検査申込みの前に使用させたものについて、料金オンラインの情報

等により、いつ頃引渡され、無届けのままいつから使用されているかを調査することが

できます。これは『完成検査前給水』並びに『無断通水』の違反になります。絶対にご

まかすことは出来ませんので、このような事態が発生する前に必ず相談に来てください。 

※企業団では、無届けでの工事施工が疑われるもの等については、いつだれが給水台帳

等を調査したのか確認しています。（管工事協会で図面照会を行ったものは、日付・会社

名・担当者名まですべて記録しています。）絶対に無届けでの工事を行わないようにして

下さい。 



(参考) 違反対象前にＦＡＸで指摘した件数

指摘事項 違反内容

  メ−タ−出庫後検査申込の遅れ
給水装置工事完成後、完成検査を受
けずに給水した場合 47

完成予定日超過
工期の管理を適正に行わない場合

32

加入金未納
承認申請はしたが、企業団の承認を
得る前に着手した場合 1

事前着工後の工事申請の遅れ
承認申請せずに給水装置工事に着手
した者 7

合計 87
令和４年２月15日付け

指摘事業者数 28者/188者
最多回数 11回/1者



申請工事での注意事項

工事承認後の変更協議について
工期延長について
メーター出庫から検査申込みについて
検査後の完成図の修正について



今年度におきましても、違反行為による指定停
止・取消し処分や口頭による厳重注意を受け
た事業者が多数ありますので、再度注意喚起
を行います。
主任技術者の皆様におかれましては、施工指
針並びに関係規程・要綱を十分に確認し、円
滑に工事を行いますよう、改めて指導いたしま
す。



近年増えている指摘事項と該当する違反内容
工事承認後の変更協議について
承認後に協議のないまま、給水管の経路の変更や栓数の
増減、特殊器具の変更等を行い、完成検査時に発覚し、
事情聴取を受けるケース。
これは、「承認申請はしたが、企業団の承認を得る前に着
手した場合」の違反に該当します。
承認された図面と異なるものについては、すべて窓口での
協議が必要です。企業団で承認しているのは、当初の申請
図に基いて施工するもののみです。協議なしに施工したも
のは、未承認での施工となります。特に、水理計算やメータ
ー口径選定について事前協議しているものは、事前協議の
内容と違うため、計算のやり直しが必要になります。



工期延長について
工事申請時の完成予定日を過ぎても、工期延長をしない
まま放置し、状況を確認され、工期延長するよう指導を受
けるケース。
これは、「工期の管理を適正に行わない場合」の違反に該
当します。
予定工期に変更が生じた場合は速やかに報告しなければ
ならないことになっています。工期の管理を適正に行い工
事を円滑に進めることも主任技術者の職務です。



メーター出庫から完成検査申込み予定日が守られていない
メーター出庫してから、完成検査申込み予定日を過ぎても、
完成検査を申込まず放置し、状況を確認され指導を受ける
ケース。
これは、「給水装置工事完成後、完成検査を受けずに給水
した場合」の違反に該当する恐れがあります。
メーターを設置してから、完成検査を申込むまでは、事前
開栓も受付けできません。完成検査申込み前に通水が確
認された場合は検査前給水となります。また、場合によって
工期の管理が適正に行われていない場合にも該当します。



完成検査後、完成図等の修正が必要な書類を速やかに
提出しないことについて
完成検査後、完成図等の修正を指摘されたのにも関わら
ず、そのまま放置し早く修正し提出するよう催促されるケー
ス。
これは、「給水装置工事に関する報告又は資料の提出の
求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報
告若しくは資料の提出をしなかったとき」の違反に該当しま
す。
完成検査終了後は、図面の登録をおこない、マッピングシ
ステムの修正をし、申請者に工事完了のお知らせを送付し
ます。申請者に工事完了のお知らせが届いて、はじめて受
注した工事が完了となることを、しっかりと自覚してください。



5. 給水装置工事の工期延長  （条例第 9 条第 2 項）

1. 予定工期に変更が生じた場合は、速やかに企業長へ報告しなければならない。

設計施工指針より抜粋
3. 給水装置工事の設計変更

1. 申込みをした給水装置工事が設計変更の対象となる場合は、あらかじめ企業長の承認

を受けなければならない。 

（1）次の場合は、設計変更の対象とする。

① メーター口径を変更する場合（水道加入金に変更が生じる場合）

（2）設計変更対象外で、企業長と協議を必要とするもの。

① 道路占用及び利害関係人等で変更がある場合

② 被分岐管に変更がある場合

③ お客様番号が追加になった場合 （水道加入金に変更がないものに限る）

④ 分岐位置、及び配管ルートが著しく変更になる場合

⑤ 給水管の延長及び器具等の位置に変更があった場合

⑥ 水栓数に増減があった場合 （水道加入金に変更がないものに限る）



(工事検査の申込み) 

第 8 条 工事検査の申込みは、原則として工事検査予定日の2日前までに受け付ける

ものとし、受付にあたっては、次の事項を確認しなければならない。 

(1) 完成図のほか工事写真、給水装置工事検査記録表、給水装置工事使用材料調書、

給水装置工事自社検査報告書、完成図書送付用封筒、申請場所及びメーター位置

(メーターを設置しない工事に関しては止水栓又は仕切弁の位置)が明記された住

宅地図、その他必要に応じた書類が添付されていること。 

(2) 完成図と企業長が承認した設計審査に要する図面に相違がないこと。 

2 前項各号の完成図面は、前条の設計審査に要する図面にオフセット図を加えたも

のとする。 

給水装置工事に関する要綱より抜粋



 

違反項目 違反内容 違反点数（点） 

指定要綱違反 ６.業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 

 
①無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。 
 

②道路掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施行したとき。 
 
③施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 

 
④施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 
 

⑤その他の違反行為 
（ただし、以下ア～エの場合を除く。） 
 

ア. 承認申請せずに給水装置工事に着手した者。 
 
イ. 承認申請はしたが、企業団の承認を得る前に着手した場合。 

 
ウ. 工期の管理を適正に行わない場合。 
 

エ. 給水装置工事完成後、完成検査を受けずに給水した場合。 
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違反行為処分要綱より抜粋



違反行為処分要綱より抜粋



事業者並びに主任技術者の皆様におかれましては、受注
した工事全てに責任を持ち、職務を全うして頂きますよう、
重ねて申し上げます。
企業団では、検針員からの情報等で工事の申請がされて
いるかの確認や、工事の進捗状況のチェックを行っていま
すので、不正な行為が行われれば必ず分かります。発覚
すれば違反行為の処分をしなければなりません。もし工事
等で困ったことや、不明なことがある場合は、勝手な判断
で進めず、窓口で相談して下さい。



八 環 保 第 1 1 0 2 号 

令和４年２月８日 

八戸圏域水道企業団指定給水装置工事業者 各位 

八戸市長  熊 谷 雄 一  

（公 印 省 略）  

建設工事に伴い発生する産業廃棄物の適正処理について 

日頃より当市の廃棄物行政に御理解を賜り、誠にありがとうございます。 

 さて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法」という）では、建設工事に

伴い発生する産業廃棄物の排出事業者を元請業者と規定しており、下請業者が元請業者の産業廃

棄物を運搬等するには産業廃棄物処理業の許可が必要となります。 

しかしながら、昨今、元請業者であるハウスメーカー等から下請けで受託した給排水設備工事

において、元請業者が無許可の下請業者に廃棄物の運搬を委託していた事案や、発生した廃棄物

を下請業者の廃棄物として処理していた事案等の違反事例が相次いでおります。 

このような事態に鑑み、今般、建設工事に伴い発生する廃棄物の処理に係る留意事項をまとめ

たチラシを作成しました。工事業者の皆様におかれましては、チラシを御確認いただき、廃棄物

処理法を遵守して適正に廃棄物を処理してくださいますようよろしくお願いいたします。 

お問い合せ先 

八戸市環境部環境保全課廃棄物対策グループ 

担当 高橋、坂本、大久保 

TEL：0178-51-6195 FAX：0178-47-0722 

Mail：kankyo@city.hachinohe.aomori.jp 



１．  許可業者と産業廃棄物処理委託契約を交わしましょう。 

２．  産業廃棄物を許可業者に引き渡すときは、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付するか、  

又は電子マニフェストを使用しましょう。 

１． 無許可の下請業者に産業廃棄物の処理（運搬又は処分）を委託する。 

２． 下請業者に産業廃棄物を持ち帰らせて、下請業者の廃棄物として処分させる。 

廃棄物の排出者が自ら廃棄物を処理（運搬又は処分）するときは許可が不要ですが、他者の廃棄物を処

理するには廃棄物処理業の許可が必要です。したがって、下請業者が建設工事で発生した産業廃棄物（＝

元請業者の廃棄物）を処理するには、産業廃棄物処理業の許可が必要となります。 

 他者の廃棄物を無許可で処理（運搬又は処分）する 〔無許可営業〕 

 無許可の者に廃棄物の処理を委託する  〔委託基準違反〕 

⇒ ５年以下の懲役もしくは 1,000万円以下の罰金又はその併科

建設工事で発生した廃棄物は、

元請業者が適正に処理しましょう

 

 

 

 

建設工事に関わる事業者の皆様へ 

建設工事で発生した産業廃棄物の排出事業者は元請業者となります。

下請業者の施工で発生した産業廃棄物も元請業者が処理する必要があります。 

これは違反です 

適正な処理委託 

罰則 

！ 



 

 

下記全てに当てはまる場合には、下請業者は、産業廃棄物収集運搬業の許可がなくても、元請業者

が所有又は使用する施設まで(工事現場と隣接した都道府県内まで)産業廃棄物を運搬することが

できます。 
 
□ 解体・新築・増築工事を除く「維持修繕工事」または「瑕疵の補修工事」で、発注者と元請業

者との契約金額が 500万円以下である。 

□ 元請業者と下請業者の請負契約で、下請業者が産業廃棄物を運搬することを定めている。 

□ 特別管理産業廃棄物（廃石綿など）でない。 

□ １回あたりの運搬量が１ｍ３以下である。 

□ 運搬の途中で保管しない。 

 

 

 
Ｑ１．産業廃棄物を協力業者（下請業者等）に持ち帰らせてもいいですか？ 

 Ａ．いけません。廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理の責任は排出事業者（元請業者）にあると

定められています。そのため、建設工事で発生した廃棄物は、元請業者が処理しなければなりま

せん。また、協力業者が廃棄物処理の許可を持っていても、委託契約を結ばなければ、廃棄物を

引き取らせることはできません。 

 

Ｑ２．現場で余った端材は産業廃棄物ですか？持ち帰ってリユースしてもいいですか？ 

 Ａ．材料として使用するものであれば「資材」とみなされ産業廃棄物には当たりませんが、廃棄す

るものであれば産業廃棄物に該当します。再使用するつもりで持ち帰ったとしても「結局使わ

なかった」のでは、廃棄物を持ち帰ったのと同じことになります。元請業者が持ち帰る場合又は

下請業者に持ち帰らせる場合は、元請業者がその使用方法をよく確認することが必要です。 

 

Ｑ３．解体工事やリフォーム工事の前に、家財等を元請業者が運搬していいですか？ 

 Ａ．家具、家電製品などの家財は、施主（発注者）の廃棄物となりますので、工事の元請業者でも

廃棄物処理業の許可なく運搬できません。家財等の運搬を委託する場合には、施主が廃棄物処

理業の許可業者に直接委託する必要があります。 

 

Ｑ４．産業廃棄物が少量なので、元請業者の事業場に保管しておいてもかまわないですか？ 

 Ａ． 工事現場から産業廃棄物を持ち帰り元請業者の事業場に一時的に保管しておくことはできま

す（積替え保管といいます）。積替え保管をするときは、廃棄物処理法に定める積替え保管基準

を守らなければなりません。 

 〔積替え保管の基準〕 

・保管量の上限を守ること（７日分以内） ・周囲に囲いを設けること ・掲示板を設けること  

・保管の高さを守ること ・産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透、悪臭を発散させないようにすること 

・性状が変化しないうちに搬出すること ・積替えを行った後の運搬先が定められていること  など 

 

 
■お問い合せ先 
八戸市環境部環境保全課廃棄物対策グループ  
TEL：0178-51-6195 FAX：0178-47-0722 
 

Q＆A 

■詳しくは、産業廃棄物適正処理 
ガイドブックをご覧ください。 

（八戸市ホームページ →） 
 

例外（元請業者の廃棄物を下請業者が運搬できる場合） 
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