
事 務 連 絡 

令 和 4 年 5 月 1 7 日 

各正会員事務局長 様 

                                      公益社団法人全国産業資源循環連合会 

                                   専務理事  森谷 賢 

書籍のご案内 

 

  当連合会の事業の運営につきましては、日頃から格別のご協力をいただき厚く御礼申

し上げます。 

さて、添付チラシの図書につきまして、出版元（株式会社ぎょうせい）との交渉によ

り、別紙申込書によりお申し込みいただいた場合には、割引価格等にてご購入いただけ

ることとなりましたのでご案内いたします。 

つきましては、貴協会におかれましてもご購入をご検討いただくとともに、本書を貴

協会会員の皆さまへご案内いただければ幸いです。 

なお、申し込み方法等は下記【出版元からのお知らせ】のとおりです。 

【出版元からのお知らせ】 

別紙申込書によるお申し込みに限り特別価格にてご提供いたします。ご購入を希望さ

れる場合は、別紙申込書にて公益社団法人全国産業資源循環連合会総務部宛てお申し込

みください。お支払いは、ご送本時に同封いたしますお振込み用紙によりお願いいたし

ます。（振込手数料は弊社負担となります。ただし、ゆうちょ銀行のほか一部地方銀行・

信用金庫での現金振込では、別途手数料がかかる場合があります。） 

なお、ご質問がございましたら、下記お問合せ先までご連絡いただきますようお願い

いたします。 

※今年度につきましても法令集を購入者された方に限り、関係者必携の通知（約 240

本）、都道府県・市区町村の廃棄物関連条例について、ＷＥＢにてご覧いただけます。 

※品切れとなる場合がございますので、お早目に申し込みください。また、書店ではご

利用できません。 

※申込期限につきましては、令和４年７月２９日（金）必着とさせていただきます。 

 

●お申込先 

公益社団法人全国産業資源循環連合会 総務部 澤・冨樫 

ＦＡＸ  （０３）３２２４－０８２０ 

ＴＥＬ （０３）３２２４－０８１１ 

●お問合せ先 

株式会社ぎょうせい 出版事業部出版事業第 1 課 杉山 

ＴＥＬ （０３）６８９２－６５６４ 

メール   business@gyosei.co.jp 



（送付先：全国産業資源循環連合会 総務部） 

ＦＡＸ購入申込書（ぎょうせい書籍） 
＊ （公社）全国産業資源循環連合会取扱い分 ＊ 

 

№ 書名 特別価格（税込） お申込部数 

１ 

三段対照 

廃棄物処理法法令集 2022版 
（株式会社ぎょうせい発行）                   5181389 

５,１００円 
※送料込み 

 部 

100部以上をとりまとめていただいた場合、１部単価 4,400 円（税込）で販売いたします 

２ 
いちからわかる 廃棄物処理法 

～基礎から実践まで～ 

              5108795 

２,５００円 
※送料込み 

部 

３ 
実務ですぐ役立つ！これだけは知っておきたい 

建築物のアスベスト対策 

              5108744 

１,７００円 部 

４ 

建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止

及び石綿飛散漏えい防止対策 

徹底マニュアル              5108723 

４,５００円 
※送料込み 

部 

No.3 を 1冊ご注文の場合は、別途送料 310円を申し受けます。 

№１,2,4と同時注文の場合もしくは No.3を複数部数ご注文の場合は、送料サービスいたします。送料は 2022

年 4月時点の料金です。 
 

５ 

中小企業経営者のための 

税務＆補助金＆金融ガイド 
5108783   

10部～49部  1冊 300円 

50部～299部 1冊 250円 

300部以上   1冊 200円   
部 

10部以上からご注文いただけます。 

50部未満の場合は、別途送料 220円を申し受けます。送料は 2022年 4月時点の料金です。 

なお、No.1～4と同時注文の場合は、50部未満の場合でも、送料サービスいたします。 

【申込期限：令和 4 年 7 月 29 日（金）】 

上記のとおり申し込みます。 
お申込年月日   年    月    日 

会社名  ご担当者  

ご送本先  

電話番号  

ＦＡＸ 

番号 
 

 

ＦＡＸ.０３－３２２４－０８２０ 

本申込書は、書店では利用できません。 



◎令和4年4月1日までの最新改正を反映！
・「廃棄物処理法」だけでなく、「放射性物質汚染対処措置法」についても、法令・施行令・施行規則
の「三段対照表」で収録！

・「廃棄物処理法」三段対照表は、罰則や読替規定の注釈付きで、難解な廃棄物処理法の理解を助け
ます。

◎業務に役立つ購入者限定WEBサービス！
・2021年版同様、業務の指針となる環境省等の「通知」約 240本がWEBで閲覧できます。
・自治体の「生活環境保護条例」「廃棄物対策条例」など、廃棄物関連の条例がWEBで閲覧可能にな
りました！

→本書と購入者限定WEBサービスを活用することで、法律・施行令・
施行規則・通知・条例を一体的にもれなく確認できます。

本書の特徴

なぜ、条例の確認が
必要なの？

なぜ、通知の確認が
必要なの？

なぜ、法律だけでなく、
施行令・施行規則の確認が

必要なの？

都道府県・市区町村の独自
規制として、「条例」が
定められています。

条例の独自規制を確認し
ておらず、知らずのうち
に条例違反を犯している
ケースも多数存在します。

法律・施行令・施行規則で
規定されていない情報を
国から「通知」として
発出しています。

「通知」は、業務を行う際の
判断基準の一つになるので

確認が必要です。

「廃棄物処理法」の規定を
「施行令・施行規則」で

補完しています。
廃棄物管理の実務の際には、
法律・施行令・施行規則の
規定の確認が必要です。

三段対照
廃棄物処理法法令集

－2022年版－
法令・通知・条例WEBサービス付法令・通知・条例WEBサービス付法令・通知・条例WEBサービス付

※送料は令和4年4月時点の料金です。5,610

K



キリトリ線

商品に関するご照会・お申し込みは フリーコール（通話料無料） Ｗｅｂ
サイト URL：https://shop.gyosei.jp

■個人情報の取扱いについて
【利用目的】　ご注文に関するお客様への連絡、配送、代金の請求及びメール等による商品の案内に利用させていただきます。
【第三者提供】　お預かりした個人情報の第三者への提供はありません。
【委託】　利用目的の範囲内で業務を行うために、個人情報の取扱いを委託する場合があります。
【個人情報提供の任意性】　個人情報の提供はお客様の任意となりますが、商品のお届けなどに誤りが生じないよう、正確にご記入願います。
【開示等の求めに応じる手続】　利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去等をお求めの際は、次の窓口にお問い合わせください。
【個人情報相談窓口】　株式会社ぎょうせい　個人情報相談窓口　電話03-6892-6562　受付時間　平日9時～17時
【個人情報保護管理者】　情報管理担当執行役員

申
込
書

部

TEL：0120─953─431／FAX：0120─953─495

●弊社使用欄

URL：https://shop.gyosei.jp

上記「個人情報の取扱いについて」に同意し、下記図書を申し込みます。 　　年　　月　　日

〒136─8575　東京都江東区新木場1─18─11

お届け先
ご 住 所

〒　　　-
都道
府県

（フリガナ）
お 名 前

（ご担当部署名： ご担当者名： ）

TEL e-mail- -

お得意様No. 支払費
（ご存知の場合はご記入ください）

＠

□公費 □社費 □私費

三段対照  廃棄物処理法法令集  2022年版
B5判・定価5,610円(10%税込)送料770円　コード　5181389-00-000　廃物三段表（2022）

（2022.4）

※送料は2022年4月時点の料金です。

ISBN978─4─324─11152─9　コード 5181389─00─000　廃物三段表（2022）

法令・通知・条例
WEBサービス付

部
いちからわかる 廃棄物処理法 ー基礎から実践までー
A5判・定価2,750円(10%税込)送料310円　コード　5108795-00-000　いちから廃棄物

詳細はこちら！

内容見本

WEBサービス
イメージ

（※上記は2021年版の内容・WEBサービスの見本です。）

K

お願いします。
お申し込みは斡旋専用申込書より



鷺坂　長美／著
A5判・【書籍版】定価2,750円（10％税込）送料310円

※送料は2022年4月時点の料金です。
【Kindle版あり】
【電子版】価格2,750円（10％税込）

※電子版はぎょうせいオンラインショップ (https://shop.gyosei.jp) からご注文ください。

廃棄物担当になった方、廃棄物処理について知りたい人がいちばん最初に読む本！

いちからわかる

廃棄物処理法
ー基礎から実践までー

廃棄物担当になったけれ
ど、そもそも廃棄物処理法
でどんなことが規定されて
いるかわからない！

廃棄物処理法イマイチ、“ピン”ときていないという方へ！

法律が複雑で、気をつける

べきポイントが理解できて

いない！

●複雑な廃棄物処理の基本が押さえられる！
廃棄物処理に関する基本的事項、各基準、処理業の許
可などについて、一般廃棄物処理・産業廃棄物処理な
どの類型ごとにわかりやすく解説しています。

●「より深く」で実践でも役立つ内容を理解
できる！
解説から「より深く」までを読むことで実務に活かせ
る知識を習得できます。

●判断に迷うポイントはQ＆Aで解決！
著者のもとに寄せられるよくある質問を Q＆A 形式
で解説しています。

特　色
内
容
見
本

DIC 310 DIC 250



キリトリ線

商品に関するご照会・お申し込みは フリーコール（通話料無料） Ｗｅｂ
サイト URL：https://shop.gyosei.jp

■個人情報の取扱いについて
【利用目的】　ご注文に関するお客様への連絡、配送、代金の請求及びメール等による商品の案内に利用させていただきます。
【第三者提供】　お預かりした個人情報の第三者への提供はありません。
【委託】　利用目的の範囲内で業務を行うために、個人情報の取扱いを委託する場合があります。
【個人情報提供の任意性】　個人情報の提供はお客様の任意となりますが、商品のお届けなどに誤りが生じないよう、正確にご記入願います。
【開示等の求めに応じる手続】　利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去等をお求めの際は、次の窓口にお問い合わせください。
【個人情報相談窓口】　株式会社ぎょうせい　個人情報相談窓口　電話03-6892-6562　受付時間　平日9時～17時
【個人情報保護管理者】　情報管理担当執行役員

申
込
書

TEL：0120─953─431／FAX：0120─953─495

●弊社使用欄

URL：https://shop.gyosei.jp

上記「個人情報の取扱いについて」に同意し、下記図書を申し込みます。 　　年　　月　　日

〒136─8575　東京都江東区新木場1─18─11

お届け先
ご 住 所

〒　　　-
都道
府県

（フリガナ）
お 名 前

（ご担当部署名： ご担当者名： ）

TEL e-mail- -

お得意様No. 支払費
（ご存知の場合はご記入ください）

＠

□公費 □社費 □私費

部
三段対照  廃棄物処理法法令集  2022年版
B5判・定価5,610円(10%税込)送料770円　コード　5181389-00-000　廃物三段表（2022）

部
いちからわかる 廃棄物処理法 ー基礎から実践までー
A5判・定価2,750円(10%税込)送料310円　コード　5108795-00-000　いちから廃棄物

（2022.4）

※送料は2022年4月時点の料金です。

ISBN978-4-324-11126-0　コード 5108795-00-000　いちから廃棄物

※電子版は「ぎょうせいオンラインショップ」（https://shop.gyosei.jp) からご注文ください。閲覧には無料の専用アプリが必要です。 検索ぎょうせいオンラインショップ

法令・通知・条例
WEBサービス付

＜目次＞（抄）

第1部 序論－廃棄物処理の歴史－

第1章 廃棄物、「ごみ」とは

第2章 ごみ法制の歴史
～明治から戦後復興期まで～

① 廃棄物を扱う最初の法律～汚物清掃法～
② 戦後の廃棄物規制の始まり～清掃法～

第3章 ごみ法制の歴史
～廃棄物処理法の制定以降～

① 法律の制定前
② 成立した廃棄物処理法の概要
③ 廃棄物処理法の改正経緯
④ 循環型社会形成推進基本法の制定以降

第2部 本論
－基礎から押さえる廃棄物処理法－

第4章 廃棄物とは
① 廃棄物の概念
② 法律上の廃棄物の分類

第5章廃棄物処理の基本
① 廃棄物処理法の目的と基本原則
② 法律における責務
③ 基本方針等
④ 廃棄物処理のポイント

第6章 廃棄物処理の基準等
① 一般廃棄物処理のポイント
② 産業廃棄物処理のポイント
③ 特別管理廃棄物処理のポイント

第7章 廃棄物処理業等の許可

① 廃棄物処理業の許可
② 廃棄物処理施設の許可

第8章 許可等が不要な大臣認定制度
① 再生利用認定
② 広域処理認定制度
③ 無害化処理認定

第9章 輸出入とバーゼル法
① バーゼル条約
② バーゼル法
③ 廃棄物処理法

第10章 不法投棄への対応
① 不法投棄の禁止
② 焼却の禁止
③ 硫酸ピッチ
④ 改善命令、措置命令
⑤ 代執行
⑥ 産業廃棄物処理の構造改革

第11章 有害な廃棄物
① PCB
② アスベスト
③ 水銀
④ ダイオキシン類

第12章 災害廃棄物
① 清掃法と廃棄物処理法
② 阪神淡路大震災と東日本大震災
③ 放射性物質汚染対処特別措置法
④ 2015年改正による災害廃棄物処理のポイント

第13章 リサイクルの推進
① 循環型社会形成への取組
② 循環型社会形成推進基本法
③ 資源リサイクル制度

④ 容器包装リサイクル制度
⑤ 家電リサイクル制度
⑥ 建設リサイクル制度
⑦ 食品リサイクル制度
⑧ 自動車リサイクル制度
⑨ 小型家電リサイクル制度
⑩ シップリサイクル
⑪ プラスチックリサイクル

廃棄物処理法・施行令・施行規則の条文も必ず
チェック！
最新改正を反映した実務者必携の1冊。
購読者専用 WEB サービスも併せて利用するこ
とで、実務対応は万全！

三段対照
廃棄物処理法法令集
2022年版

一緒に読みたい本

定価5,610円（10%税込）送料770円
廃棄物処理法令研究会／監修
法令・通知・条例  WEBサービス付

1956 年　愛知県生まれ。東京大学法学部卒業
後、旧自治省入省。消防庁救急救助課長等を経
て、2001 年省庁再編に伴い環境省へ。環境計
画課長、官房総務課長、環境省水大気環境局長
を歴任後、2012 年より早稲田大学法学部にて
環境法の講師を務め、現在は、小澤英明法律事
務所にて環境法の顧問を務める。

鷺坂　長美（さぎさか　おさみ）

K

お申し込みは斡旋専用申込書より
お願いします。



実務ですぐ役立つ！
これだけは知っておきたい
建築物のアスベスト対策

A5判・定価1,870円（10％税込）　　送料310円

【電子版】価格1,870円（10％税込）　
※送料は 2021 年 10 月時点の料金です。

※電子版はぎょうせいオンラインショップ（https://shop.gyosei.jp）からご注文ください。

一般社団法人　建築物石綿含有建材調査者協会／編集

建設・解体工事業者・不動産関係事業者必携！
アスベスト被害をなくすために、

厚労省・環境省のマニュアルと併せて読みたい1冊！

建設・解体工事業者・不動産関係事業者必携！
アスベスト被害をなくすために、

厚労省・環境省のマニュアルと併せて読みたい1冊！

建設・解体工事業者・不動産関係事業者必携！
アスベスト被害をなくすために、

厚労省・環境省のマニュアルと併せて読みたい1冊！

●労働安全衛生法・石綿障害予防規則・大気汚染防止法・建築基準法など複雑なアス
ベスト規制と業務を行う際に注意すべきポイントがわかる！

●建物の解体・改修、建物の維持管理、不動産取引といった様々な場面ごとのアスベ
スト対策のポイントがわかる！

●過去のアスベスト対策の成功・失敗の両方の事例で、これからのアスベスト対策の
参考になる！

労働安全衛生法・石綿障害予防規則・大気汚染防止法・建築基準法など複雑なアス
ベスト規制と業務を行う際に注意すべきポイントがわかる！
建物の解体・改修、建物の維持管理、不動産取引といった様々な場面ごとのアスベ
スト対策のポイントがわかる！
過去のアスベスト対策の成功・失敗の両方の事例で、これからのアスベスト対策の
参考になる！

本書の特色本書の特色本書の特色

「確認すべき法令・マニュアルが
多く、複雑でわからない」

「アスベスト規制って、実際に
何をしたらいいのか、わからない」

「2020 年に法改正がされ、アスベスト
規制が大きく変わったと聞いたけど、

その対応が十分か不安だ」

「アスベスト対策を怠ったため、多額の
損害賠償を求められるケースもあるそう
で間違った対応をしていないか心配だ」

そんなお悩みを現場経験豊富な建築物石綿含有建材調査者がわかりやすく解説！

DIC 234DIC 536



キ リ ト リ 線

商品に関するご照会・お申し込みは フリーコール（通話料無料） Ｗｅｂ
サイト URL：https://shop.gyosei.jp

■個人情報の取扱いについて
【利用目的】　ご注文に関するお客様への連絡、配送、代金の請求及びメール等による商品の案内に利用させていただきます。
【第三者提供】　お預かりした個人情報の第三者への提供はありません。
【委託】　利用目的の範囲内で業務を行うために、個人情報の取扱いを委託する場合があります。
【個人情報提供の任意性】　個人情報の提供はお客様の任意となりますが、商品のお届けなどに誤りが生じないよう、正確にご記入願います。
【開示等の求めに応じる手続】　利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去等をお求めの際は、次の窓口にお問い合わせください。
【個人情報相談窓口】　株式会社ぎょうせい　個人情報相談窓口　電話03-6892-6562　受付時間　平日9時～17時
【個人情報保護管理者】　情報管理担当執行役員

申
込
書

部

TEL：0120─953─431／FAX：0120─953─495

●弊社使用欄

URL：https://shop.gyosei.jp

上記「個人情報の取扱いについて」に同意し、下記図書を申し込みます。 　　年　　月　　日

〒136─8575　東京都江東区新木場1─18─11

お届け先
ご 住 所

〒　　　-
都道
府県

（フリガナ）
お 名 前

（ご担当部署名： ご担当者名： ）

TEL e-mail- -

お得意様No. 支払費
（ご存知の場合はご記入ください）

＠

□公費 □社費 □私費

実務ですぐ役立つ！  これだけは知っておきたい建築物のアスベスト対策
A5判・定価1,870円(10%税込)送料310円　コード　5108744-00-000　建築アスベスト

部
建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
A４判・定価４,950円(10%税込)送料770円　コード　5108723-00-000　石綿マニュアル

（2021.10）

※送料は2021年10月時点の料金です。

ISBN978─4─324─11049─2　コード 5108744─00─000　建築アスベスト

※電子版は「ぎょうせいオンラインショップ」（https://shop.gyosei.jp) からご注文ください。閲覧には無料の専用アプリが必要です。 検索ぎょうせいオンラインショップ

建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
ぎょうせい／編集　定価 4,950 円（10% 税込）
令和３年３月に厚生労働省・環境省から公表された 建設・解体工事等実務者必携のマニュアル！

第１章　アスベストとは？
１　アスベストとは？ 
２　アスベストのリスクの特徴 
３　アスベスト含有建材 

第２章　アスベスト関連法規
１　アスベストの法規制の歴史 
２　アスベスト関連法規の概要
（１）労働安全衛生法と石綿障害予防規則（厚生労働省）
（２）大気汚染防止法（環境省）
（３）建築基準法（国土交通省）
（４）宅地建物取引業法（国土交通省）
（５）住宅の品質確保の促進等に関する法律（国土交通省、消費者庁）
（６）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（国土交通省）
（７）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（環境省）

３　2020 年の大防法と石綿則の改正
（１）資格者等による事前調査および分析調査
（２）解体、改造、補修工事の事前調査結果等の報告
（３）事前調査に関するその他の事項
（４）除去の方法等の作業基準の変更
（５）除去等が適切に行われたことの確認
（６）作業の記録の作成、保存と発注者への報告
（７）作業基準違反への直接罰
（８）国および地方公共団体の施策

第３章　事項別のアスベスト対策
１　不動産取引 
（１）重要事項説明（宅地建物取引業法）
（２）住宅性能表示（住宅の品質確保の促進等に関する法律）
（３）デューディリジェンス
（４）不動産取引の際の注意点

２　建物の維持管理
（１）法的に求められる事項
（２）具体的な対策

３　建物の解体・改修
（１）法的に求められる事項
（２）実際の解体・改修工事とアスベスト除去工事

４　アスベスト対策の費用
（１）使用している建物の管理、売買等のための調査
（２）解体・改修のための調査
（３）吹付けアスベスト除去費用

第４章　事例から学ぶアスベスト対策
（１）吹付けアスベストが原因の中皮腫で賠償 6,0 万円
（２）公立保育園でアスベスト飛散事故
（３）公立小学校でアスベスト飛散事故
（４）アスベスト廃棄物を放置したまま土地を売却して賠償
（５）デューディリジェンスの事例
（６）旧築地市場の解体工事
（７）大規模再開発での解体工事で第三者による検査と測定
（８）熊本地震でのアスベスト対策
（９）英国のアスベスト管理計画による管理

付録　アスベストに関する情報

目　次（抄）

併せて読みたい 1冊

K

お申し込みは斡旋専用申込書より
お願いします。



◆石綿に関する基礎知識・関係法令・用語の定義だけでなく、建築物
等の解体における飛散防止対策について、大気汚染防止法・石綿障
害予防規則両面の改正内容を反映。
◆事前調査の方法や具体的な防止手法や注意が必要な工事事例、作
業の順序等が不適切で合ったと考えられる事例なども紹介してい
るので、実際に作業を行う際に注意しなければならないポイント
がわかります。
◆資料として、大気汚染防止法・石綿障害予防規則の対照表を掲載
しているので、業務の際に押さえておくべき規定の内容が一目で
わかります。

建築物等の解体等に係る
石綿ばく露防止及び
石綿飛散漏えい防止対策
徹底マニュアル

建築物等の解体等に係る
石綿ばく露防止及び
石綿飛散漏えい防止対策
徹底マニュアル

ぎょうせい／編集
A4判・定価4,950円（10%税込）送料770円

※送料は2021年4月時点の料金です。

特 色

令和３年３月に厚生労働省・環境省から公表された
建設・解体工事等実務者必携のマニュアル！

労働者の石綿ばく露防止と石綿飛散漏えい防止の適切な実施のために！

K



キリトリ線

商品に関するご照会・お申し込みは フリーコール（通話料無料） Ｗｅｂ
サイト URL：https://shop.gyosei.jp

■個人情報の取扱いについて
【利用目的】　ご注文に関するお客様への連絡、配送、代金の請求及びメール等による商品の案内に利用させていただきます。
【第三者提供】　お預かりした個人情報の第三者への提供はありません。
【委託】　利用目的の範囲内で業務を行うために、個人情報の取扱いを委託する場合があります。
【個人情報提供の任意性】　個人情報の提供はお客様の任意となりますが、商品のお届けなどに誤りが生じないよう、正確にご記入願います。
【開示等の求めに応じる手続】　利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去等をお求めの際は、次の窓口にお問い合わせください。
【個人情報相談窓口】　株式会社ぎょうせい　個人情報相談窓口　電話03-6892-6562　受付時間　平日9時～17時
【個人情報保護管理者】　情報管理担当執行役員

申
込
書

部

TEL：0120─953─431／FAX：0120─953─495

●弊社使用欄

URL：https://shop.gyosei.jp

上記「個人情報の取扱いについて」に同意し、下記図書を申し込みます。 　　年　　月　　日

〒136─8575　東京都江東区新木場1─18─11

お届け先
ご 住 所

〒　　　-
都道
府県

（フリガナ）
お 名 前

（ご担当部署名： ご担当者名： ）

TEL e-mail- -

お得意様No. 支払費
（ご存知の場合はご記入ください）

＠

□公費 □社費 □私費

建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び
石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル
A4判・定価4,950円(10%税込)送料770円　コード　5108723-00-000　石綿マニュアル

（2021.4）

※送料は2021年4月時点の料金です。

ISBN978─4─324─11010─2　コード 5108723─00─000　石綿マニュアル

1. 石綿に関する基礎知識
1.1 石綿の物性等
1.2 石綿の生産・使用
1.3 環境中の石綿濃度
1.4 石綿の健康影響

2. 関係法令の解説
2.1 石綿に係る法規制の変遷
2.2 大気汚染防止法
2.3 労働安全衛生法及び石綿障害予防規則
2.4 その他の関係法令

3. 用語の定義
3.1 関係法令の名称
3.2 建築材料等の定義
3.3 除去等作業等に関する用語

4. 建築物等の解体等における飛散防止対策
4.1 石綿飛散・ばく露防止対策の概要
4.2 作業の一般的手順
4.3 事前調査
4.4 作業計画の作成
4.5 作業実施等の届出
4.6 事前調査の結果及び作業内容等の掲示
4.7 石綿含有吹付け材等の切断等を行う作業に係る石綿飛散防止対策
4.8 石綿含有保温材等の切断等を行わない除去作業に係る石綿飛散防
止対策

4.9 封じ込め又は囲い込み作業に係る石綿飛散防止対策
4.10 石綿含有保温材等の切断等を行う作業の特殊な石綿飛散防止対策
4.11石綿含有成形板等の除去作業に係る石綿飛散防止対策

4.12 石綿含有仕上塗材の除去作業に係る石綿飛散防止対策
4.13 解体等にあたりあらかじめ石綿等を除去することが困難な場合
4.14 隔離を行う場合の作業場内の漏えい確認
4.15 石綿含有建材の除去等作業が適切に行われたことの確認及び作

業の記録

5. 隔離空間全体からの漏えい確認のための石綿濃度の測定等
5.1 隔離空間全体からの漏えい確認のための石綿濃度の測定
5.2 敷地境界（施工区画境界）等における大気濃度測定方法の例
5.3 総繊維数濃度及び石綿繊維数濃度測定の概要

6. 呼吸用保護具、保護衣
6.1 保護具等の選定
6.2 保護具等の取扱い

7. 労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務
における留意事項
7.1 労働者を常時就業させる建築物等に係る措置
7.2 労働者等を建築物等において臨時に就業させる場合の措置

付録Ⅰ事前調査の方法
付録Ⅱ石綿含有建材の取り残しの例
付録Ⅲ大規模工事等における石綿飛散漏えい防止手法
付録Ⅳ石綿含有建材除去等工事において注意が必要な工事事例
付録Ⅴ作業の順序等が不適切であったと考えられる事例
付録Ⅵ参考文献
付録Ⅶ石綿関連機関情報
建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル改訂検討会　委員
名簿
〔出版社提供資料〕
大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の規定整理表

目 次目 次
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お申し込みは斡旋専用申込書より
お願いします。
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お申し込みは斡旋専用申込書より
お願いします。


