
 

Part ６ マニフェストの正しい運用

1 作成 ： 環境部廃棄物対策課  

 

今回のテーマは、「マニフェストの正しい運用」です。 

 

マニフェストは、産廃が適正に最終処分されたことを排出事業者が知るための大事なツ

ールです。 

マニフェストの運用がしっかりしていないと、正確な情報を伝えることも、得ることもでき

なくなってしまいます。 

 

 

  



 

マニフェストとは？

産業廃棄物の運搬・中間処分・最終処分の３つ
が完了したことを、排出事業者にそれぞれ伝え
るための管理票です。

“産業廃棄物管理票”とも言います。

産業廃棄物の処理を委託する際は、必ず交付
しなくてはなりません。

“紙マニフェスト” と “電子マニフェスト” の２
種類があります。

2 作成 ： 環境部廃棄物対策課  

 

マニフェストとは、産業廃棄物の運搬・中間処分・最終処分の３つが完了したことを、処

理業者が排出事業者にそれぞれ伝えるための管理票のことで、産業廃棄物管理票とも

いいます。 

法律上、産業廃棄物の処理を委託する際には、廃棄物の引渡しと同時に必ず交付しな

くてはならないものです。 

 

マニフェストは大きく分けて２つあります。紙と電子です。 

紙マニフェストは、手軽で、臨機応変に使えて便利な面がある一方、手書きであるが故

に記載漏れ等のミスが発生しやすいという特性があります。 

電子マニフェストは、インターネットを経由して、情報をやりとりするので、記載事項の不

足があると情報が送信できない機能等、便利な機能がついていて、不適正な状態にな

りづらいという特徴がありますが、排出事業者と処理業者の両者が電子マニフェストが

使用できる状態でないと使えないという不便な面もあります。 

 

当講座では、主に紙マニフェストのことについて説明します。 

 

 

  



 

マニフェストが必要な理由
排出事業者が、排出した産廃の処理状況を把握でき
るようにする。

⇒排出事業者責任を明確化し、不法投棄の防止等の
産廃の処理の適正化がそもそもの目的

⇒自分が排出した産廃の処理状況を、排出事業者が
常に把握できるようにするため

⇒マニフェストがないとか、記載事項が不正確だと、
処理状況を把握することは困難となってしまい、排
出事業者としての責任が果たせなくなる。

3 作成 ： 環境部廃棄物対策課  

 

では、なぜマニフェストが必要なのか？ 

そもそもマニフェスト制度は、排出事業者が、排出した産廃の処理状況を把握できるよ

うにすることで、排出事業者責任を明確化し、不法投棄の防止等の産廃の処理の適正

化を推進することを目的としています。 

 

★ 

 

要するに、マニフェストがあるからこそ、自分が排出した産廃の処理状況を、排出事業

者が常に把握することができます。 

 

★ 

 

マニフェストがないとか、記載事項が不正確だと、正確な処理状況を把握することは困

難となり、結果、排出事業者としての責任が果たせなくなるから、マニフェストが必要と

なります。 

そのため、マニフェストは、産廃の処理委託をする時のみ必要で、自分で処理する際に

は、不要なのです。 

自分で処理するときは、当然処理状況は自分で把握しているはずです。 

 

  



 

紙マニフェスト

4 作成 ： 環境部廃棄物対策課  

 

これは紙マニフェストの写真です。 

７枚綴りの複写紙です。それぞれの紙に役割があります。 

Ａ票～Ｅ票まであり、処理の各段階での完了報告となり、最終的にはＡ、Ｂ２、Ｄ，Ｅ票が

排出事業者の手元に残ります。 

 

愛知県産業資源循環協会等から購入してください。 

 

 

 

 

  



 

紙マニフェストの使い方

マニフェストを用意し、必要事項を記入する。

収集運搬業者に廃棄物と紙マニフェストを渡す。

運搬・中間処分・最終処分完了ごとに返ってくる
マニフェストで処理の進捗を確認する。

５年間保管する。

5 作成 ： 環境部廃棄物対策課  

 

マニフェストの使い方は至って簡単です。 

マニフェストを用意し、必要事項を記入し、収集運搬業者に廃棄物と紙マニフェストを同

時に渡します。 

運搬・中間処分・最終処分完了ごとに返ってくるマニフェストで処理の進捗確認をしま

す。 

返ってきたマニフェストは５年間保管します。 

保管期間の起算日は、Ａ票は交付日、Ｂ２、Ｄ，Ｅ票は返ってきた日で、各票ごとに異な

っているので、Ａ～Ｅまでの４票をひとまとめにして、Ｅ票が返ってきた日から５年間保管

しておくことをおすすめします。 

 

簡単ではありますが、正しい使い方でしっかり運用している方は意外と少ないです。 

 

 

  



 

排出事業者が
記載すべき欄

※

※の欄は、記
入不要です。

6 作成 ： 環境部廃棄物対策課  

 

必要事項の記入についてですが、※印以外の赤枠内の項目は全て、産廃を引き渡す

前に排出事業者が記入しなくてはならない項目です。 

よくある間違いは、数量や処分業者情報の欄を空欄のままにし、そのまま廃棄物と一緒

に持って行って、処分業者に記入してもらうなんてことがあります。 

マニフェストの記載事項は法律で定められています。 

そのため、空欄があるマニフェストは、違法なマニフェストということになります。 

 

ちなみに※の欄は、中間処分業者が記入する欄になります。 

だから、排出事業者は記入してはいけません。 

 

★ 

 

また、この赤い四角の部分は照合確認欄と呼ばれ、確かにマニフェストが返却されてい

るかを確認するのに使用します。 

  



 

マニフェストと廃棄物の流れ

廃棄物の流れ

マニフェストの流れ

マニフェストの
写しの流れ

排出事業者 収集運搬業者 中間処理業者 最終処分業者収集運搬業者

１次マニフェスト ２次マニフェスト

Ｂ１ Ｂ２

Ｃ１ Ｃ２

Ｄ Ｅ

A

運搬
終了

中間処分
終了

Ｂ１ Ｂ２

Ｃ１ Ｃ２

Ｄ Ｅ

A

最終処分が完了
したため、Ｅ票も
同時に返却

最終処分の確認
⇒１次のＥ票返却

7 作成 ： 環境部廃棄物対策課  

 

次にマニフェストと廃棄物の流れを説明します。 

産業廃棄物は、最終処分をするのに必要な処理を行う中間処分業者を経由し

て、最終処分が行われるのが一般的であるため、そのパターンについて紹介し

ます。 

流れをつかむことが大切です。 

 

産業廃棄物を出す排出事業者がいます。この人がスタートになります。 

スタートなので、そのマニフェストのことを１次マニフェストと呼びます。 

この段階では、Ａ～Ｅ票までのすべてのマニフェストが、排出事業者のもとにあり

ます。 

排出事業者はマニフェストに必要事項を記入の上、 

★ 

Ａ票を手元に残し、残り６枚を収集運搬業者に廃棄物とともに渡し、中間処分業

者まで運搬してもらいます。 

その運搬が終わったら、 

★ 

収集運搬業者は、Ｂ１票を自分の控えにし、運搬終了の報告として、Ｂ２票を排

出事業者に返却します。 

これで収集運搬業者の役割は終了です。 

次に、登場するのが中間処分業者です。 

中間処分業者は、運ばれてきた廃棄物を中間処分します。 

その中間処分が完了したら、 

 



★ 

処分業者は、Ｃ１票を自分の控えにし、中間処分終了の報告として、Ｃ２票を収

集運搬業者に返却し、Ｄ票を排出事業者に返却します 

この時点では、まだＥ票は中間処分業者が持ったままです。 

★ 

続いて、中間処分した廃棄物を最終処分するために、中間処分業者が２次マニ

フェストと呼ばれるマニフェストを交付し、次の処理を行っていきます。 

★ 

同じように廃棄物を運搬し、収集運搬終了の報告があります。 

次が１次マニフェストの流れと異なる部分になるのですが、 

★ 

最終処分が完了したら、Ｄ票とＥ票を同時に、中間処分業者に返却します。 

最終処分が完了したことを報告するのがＥ票の役割だからです。 

１次マニフェストの段階で中間処分業者がＥ票を返却しないのは、同じ理由で

す。 

中間処分業者が返却されてきたＥ票で、自分が処理を委託した廃棄物の最終処

分を確認できると、 

★ 

中間処分業者は、初めて排出事業者に１次マニフェストのＥ票を返却することが

できます。 

★ 

赤い円の中をみてわかるとおり、最終的には、初めのＡ票と、排出事業者への収

集運搬終了報告のＢ２票・中間処分完了報告のＤ票・最終処分完了報告のＥ票

が戻って、合計４枚のマニフェストが排出事業者の手元に残ることになります。 

 

 

  



 

処理終了報告期限について

排
出
事
業
者

収
集
運
搬
業
者

収
集
運
搬
業
者

中
間
処
分
業
者

最
終
処
分
業
者

【Ｅ票】マニフェスト交付後１８０日以内

【Ｄ票】マニフェスト交付後９０日以内
（特別管理産業廃棄物の場合は６０日以内）

8 作成 ： 環境部廃棄物対策課  

 

マニフェストを使用して廃棄物の処理を行う際には、処理業者からの報告の期限

があります。 

報告期限は、マニフェストを交付してから中間処分は９０日、特別管理産業廃棄

物の場合は６０日以内、最終処分は１８０日以内です。 

電子マニフェストは、報告期限が近くなると自動的に通知が配信されますが、紙

マニフェストを使用した場合は、自分で管理する方法以外ありません。 

もし、期限内に報告がなかった場合、法の定めにより「措置内容等報告書」を作

成し、排出場所を管轄する自治体に提出しなくてはなりません。 

豊田市内であれば、豊田市に提出することになります。 

報告の有無を随時確認し、処理が遅くなっていると感じたときは、早めの対応を

とる必要があります。 

 

 

  



 

紙マニフェストの実績報告書
名称

産業廃棄物管理票交付等状況報告書

提出時期

毎年 ４月１日～６月３０日

提出義務のある者

その年の３月３１日以前の１年間に紙マニフェス
トを交付した者

報告内容

その年の３月３１日以前の１年間の交付状況

9 作成 ： 環境部廃棄物対策課  

 

紙マニフェストを交付すると、毎年４月１日から６月３０日までの間に、その年の３月３１

日以前の一年間の交付状況を整理し、管轄する自治体に報告をしなくてはなりません。 

電子マニフェストを利用した分については、報告は必要ないため、紙マニフェストは使用

していなくて、電子マニフェストのみの使用している場合は、報告書を提出する必要はあ

りません。 

 

 

  



 

実務で学ぶ①

Ｑ１ どんなときに交付するの？

Ａ１ 産廃の処理を委託するときです。

Ｑ２ 産廃業者が用意すべき物じゃないの？

Ａ２ 用意するのは、排出事業者です。

Ｑ３ 少量なら必要ないんじゃないの？

Ａ３ 量に関わらず、委託するときに必要です。

10 作成 ： 環境部廃棄物対策課  

 

使い方が単純すぎて、イメージがわきづらいと思うので、ＱＡ方式で正しい使用方法を覚

えていきましょう。 

 

Ｑ１ どんなときに交付するの？  

★ 

Ａ１ 産廃の処理を委託するときで、委託した産廃を引き渡すと同時にマニフェストを交

付し、渡します。 

委託する時なので、自社で処理する場合は必要ありません。 

また、運搬だけ自社で行い、処分のみを委託する場合でも、処分業者にマニフェストを

交付しなくてはなりません。 

その際の、運搬業者欄は、自社の名前を記入してください。 

 

Ｑ２ 産廃業者が用意すべき物じゃないの？ 

★ 

Ａ２ 用意するのは、排出事業者です。 

マニフェストの交付は、排出事業者の義務です。 

産廃業者が用意してくれているのは、その業者のサービスです。 

 

Ｑ３ 少量なら必要ないんじゃないの？ 

★ 

Ａ３ 量に関わらず、委託するときに必要です。 

業者が、少量だからマニフェストなしで運びますと言っても、断って下さい。 

マニフェストを交付しないで、委託した場合、その委託した事業者も、違反となります。  



 

実務で学ぶ②

Ｑ４ 廃プラスチック類と金属くずが同じコンテナに
入っている場合、両方の品目を記載するの？

Ａ４ 原則、１品目につき１枚のマニフェストが必要に
なります。どうしても分別できない場合のみ、混合物
としてください。

Ｑ５ 正確な重さや体積が不明なため、数量欄は空
欄にしておいて、業者が計測した結果を書けばいい
の？

Ａ５ 排出事業者が記載してください。数量欄の埋
まっていないマニフェストは、違法です。

11 作成 ： 環境部廃棄物対策課  

 

Ｑ４ 廃プラスチック類と金属くずが同じコンテナに入っている場合、両方の品目を記載

するの？ 

★ 

Ａ４ 分別できるものは分別し、マニフェストを２枚作成してください（廃プラスチック類と

記載したもの、金属くずと記載したもの）。 

原則、１品目につき１枚のマニフェストが必要になります。 

どうしても分別できない場合のみ、混合物として１枚のマニフェストで対応してください。 

 

Ｑ５ 正確な重さや体積が不明なため、数量欄は空欄にしておいて、業者が計測した結

果を書けばいいの？ 

★ 

Ａ５ 排出事業者が記載してください。数量欄の埋まっていないマニフェストは、違法で

す。 

正確な数量が分からない場合は、概算値を記載してください。 

処理業者の計測により、正確な数量が判明した場合は、備考欄を使用したり、記載した

数量を修正する等して対応してください。 

 

 

  



 

実務で学ぶ③

Ｑ６ 収集運搬業者名や処分業者名等、処理先の情
報は、処理業者に印字してもらっているため、引渡時
点では空欄でもいいの？

Ａ６ 引渡時点で排出事業者に記載義務がある項目
は、全て記載されていなければなりません。

Ｑ７ 「中間処理産業廃棄物」欄は空欄でもいいの？

Ａ７ 空欄でＯＫです。中間処分業者が使用する欄で
す。

12 作成 ： 環境部廃棄物対策課  

 

Ｑ６ 収集運搬業者名や処分業者名等、処理先の情報は、処理業者に印字してもらっ

ているため、引渡時点では空欄でもいいの？ 

★ 

Ａ６ ダメです。引渡時点で排出事業者に記載義務がある項目は、全て記載されていな

ければなりません。 

マニフェストを交付する義務は排出事業者にあるので、当然、記載する義務も排出事業

者にあります。 

 

Ｑ７ 「中間処理産業廃棄物」欄は空欄でもいいの？ 

★ 

Ａ７ 空欄でＯＫです。先の説明であったとおり、中間処分業者が使用する欄です。 

 

 

 

  



 

実務で学ぶ④

Ｑ８ 収集運搬業者に７枚全てを渡し、最終処分
が完了したときに、４枚まとめて返ってきた。こ
れっていいの？

Ａ８ 収集運搬業者に渡すのはＡ票以外の６枚で
す。また、処理業者には、それぞれの処理完了か
ら１０日以内にマニフェストを送付しなくてはならな
いという規定があるため、まとめて返せない場合
もあります。各処理工程が完了する都度、対応す
る票を返すのが正しい使い方となります。

13 作成 ： 環境部廃棄物対策課  

 

Ｑ８ 収集運搬業者に７枚全てを渡し、最終処分が完了したときに、４枚まとめて返って

きた。これっていいの？ 

★ 

Ａ８ 収集運搬業者に渡すのはＡ票以外の６枚です。 

また、処理業者には、それぞれの処理完了から１０日以内にマニフェストを送付しなくて

はならないという規定があるため、まとめて返せない場合もあります。 

各処理工程が完了する都度、対応する票を返すのが正しい使い方となります。 

また、返ってくるのが遅いと感じたら、委託した産廃が不適正に処理されている可能性

があるため、状況を確認した方がいいでしょう。 

 

 

  



 

実務で学ぶ⑤

Ｑ９ 照合確認は義務ではないと聞いたことがあ
る。やらなくても法違反にはならない？

Ａ９ マニフェストの違反にはなりません。ただし、
排出事業者責任の一つに、処理の状況の確認と
いうのがあります。その確認の一つとして、照合
確認があります。積極的に照合欄を利用するよう
にしてください。
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Ｑ９ 照合確認は義務ではないと聞いたことがある。やらなくても法違反にはならない？ 

★ 

Ａ９ マニフェストの違反にはなりません。 

ただし、排出事業者責任の一つに、処理の状況の確認というのがあります。 

その確認の一つとして、照合確認があります。積極的に照合欄を利用するようにしてく

ださい。 

 

 

 

  



 

マニフェストに係る罰則①

【１年以下の懲役 ・ １００万円以下の罰金】

マニフェストの不交付、不記載、虚偽記載

写し不保存

管理票なしに産業廃棄物の引渡し

電子マニフェストの虚偽登録

⇒両罰規定

従業員が勝手にやったでは、済まされません。

従業員と法人の両者が罰則の対象となります。

15 作成 ： 環境部廃棄物対策課  

 

マニフェストの使い方を誤ると罰則もあります。 

 

次の違反を犯すと、１年以下の懲役 ・ １００万円以下の罰金が科されます。 

マニフェストの不交付、不記載、虚偽記載、写し不保存、管理票なしに産業廃棄物の引

渡し、電子マニフェストの虚偽登録 

 

詰まる所、しっかり使用しないと刑罰をうけるということです。 

それだけ、適正処理における役割が大きいということです。 

 

また、両罰規定という規定もあり、従業員が犯した違反はその雇い主である会社にも違

反として罰が科されます。 

従業員が勝手にやったでは、済まされません。 

従業員への教育も大事です。 

 

 

  



 

マニフェストに係る罰則②

【措置命令の対象】

委託した廃棄物が

不法投棄等の不適正処理される。

＋

マニフェストの運用に不備がある。

再度、実費での処分が命令されることも・・・
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また、直接的な罰則だけではありません。 

委託した廃棄物が不法投棄等の不適正処理された場合で、その廃棄物に係るマニフェ

ストの運用に不備があった場合、措置命令という、命令を行政から受けることもありま

す。 

 

この命令は強制力があります。 

履行しなければ、警察に告発されることもあります。 

命令によっては、その不適正処理された廃棄物を実費で再度片付けることになるかもし

れません。 

 

このようなことがないように、マニフェストは正しく運用してください。 

 

 

  



 

『第６回マニフェストの正しい運用』 は以上に
なります。

マニフェストが必要な理由、使用方法は、ご理
解いただけたでしょうか。

次回は、『不備のない委託契約書』です。

マニフェストと同様に、細かな規定が多い委託
契約書。どうしたら不備にならないのか、自分
で判断できることが重要になります。
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『第６回マニフェストの正しい運用』 は以上になります。 

マニフェストが必要な理由、使用方法は、ご理解いただけたでしょうか。 

排出事業者責任を果たすためにも、罰則を受けないためにも、しっかりとした運

用が必要です。 

 

次回は、『不備のない委託契約書』です。 

マニフェストと同様に、細かな規定が多い委託契約書。どうしたら不備にならない

のか、自分で判断できることが重要になります。 

 

では、また次回。お疲れまでした。 

 

 

 


