2020年度
20A第20182号
産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約書

株式会社ゆうちょ銀行（以下「甲」という。
）及び○○○○株式会社（以下「乙」とい
う。
）は、次のとおり産業廃棄物の収集・運搬及び処分に関する契約（以下「本契約」と
いう。
）を締結する。
契約件名 インターネット伝送運用端末機及び付属機器の破壊及び廃棄の委託
契約金額 金○○○円
（うち消費税及び地方消費税額 ○○○円）
内訳は本契約書添付のとおり
（業務の委託）
第１条 甲は、本契約書（本契約書添付を含む。以下同じ）及び甲が定める仕様書等（以
下「仕様書等」という。
）に定める条件に従い、次条第１項に定める業務（以下「本件
業務」という。
）を乙に委託し、乙はこれを受託する。
２ 乙は、本件業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法
令を遵守するものとする。
（本件業務の内容及び履行期限）
第２条 本件業務は、次のとおりとする。なお、本件業務の詳細については、本契約書
のほか、仕様書等によるものとする。
（１）添付１（1）記載の産業廃棄物の収集・運搬
（２）添付１（2）記載の産業廃棄物の処分
２ 本件業務の履行期限は、２０２１年６月３０日とする。
３ 乙が本件業務を行う資格があることを証するものとして、許可証の写しを甲に提出
し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその
旨を甲に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契
約書に添付する。
（委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価）
第３条 甲が、乙に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び委託単
価は、次のとおりとする。
（１）収集・運搬に関する種類、数量及び委託単価
添付１（1）記載のとおり
（２）処分に関する種類、数量及び委託単価
添付１（2）記載のとおり

（処分の場所、方法及び処理能力）
第４条 乙は、甲から委託された産業廃棄物を添付３記載のとおり処分する。
（収集・運搬過程における積替保管）
第６条 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。積替保管は法令に基づ
き、かつ、第29条第１項で定める契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。
この場合、乙は本契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。
なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。積替保管施設に搬入でき
る産業廃棄物の種類、所在地及び保管上限については、添付２のとおりとする。
（適正処理に必要な情報の提供）
第７条 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面
をもって乙に提供しなければならない。以下の情報を具体化した環境省が提供する「廃
棄物データシート」の項目を参考に書面の作成を行い、本契約書に添付するものとす
る。
（１）産業廃棄物の発生工程
（２）産業廃棄物の性状及び荷姿
（３）腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
（４）混合等により生ずる支障
（５）日本工業規格Ｃ０９５０号に規定する含有マークが付された廃棄品の場合には、
含有マーク表示に関する事項
（６）石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項
（７）その他取扱いの注意事項
２ 甲は、契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託す
る産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変
更の内容及び程度の情報を通知する。なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるお
それのある場合の性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更によ
る性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動
幅の範囲について、あらかじめ協議の上、定めることとする。
３ 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、関係
法令・ガイドラインに従い乙に引き渡す容器等に物質名や取扱注意事項を表示するこ
ととする。
４ 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確に漏れなく記載するこ
ととし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止し、マニ
フェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
５ 甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関
又は環境計量証明事業所において「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」
（昭和４
８年２月環境庁告示第１３号）による試験を行い、分析証明書を乙に提示する。
（１）産業廃棄物の種類
（２）提示する時期又は回数
（甲乙の責任範囲）

第８条 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完
了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
２ 乙が、前項の業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって甲
又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させな
い。
３ 乙が、第１項の業務の過程において、第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又
は甲の委託の仕方（甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。
）に
原因があるときは、甲においてその損害を賠償し、乙に負担させない。
４ 第１項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の
仕方（甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。
）に原因があると
きは、甲が乙にその損害を賠償する。
（再委託の禁止）
第９条 乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務を他人に委託し
てはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準に従う
場合は、この限りではない。
（権利義務譲渡の禁止）
第10条 甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位
を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に
譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。
（委託業務完了報告）
第11条 乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集・運搬及び処分の各業務が終了した
後、収集・運搬業務については、それぞれ運搬区間に応じたマニフェストＢ２、Ｂ４
及びＢ６票を、処分業務については、マニフェストＥ票を甲へ提出し、処分が完了し
た後、遅滞なく業務完了報告書を作成し、甲に提出しなければならない。なお、マニ
フェストＥ票は、業務完了報告書に添付することとする。
（業務の一時停止）
第12条 乙は、やむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止する
ことができる。この場合、乙は甲にその事由を説明し、かつ、甲における影響が最小
限となるようにしなければならない。
（検収）
第 13 条 甲は、第 11 条の業務完了報告書を受領したときは、当該受領日の翌日から起
算して 10 営業日以内に、甲の定める手続等により、履行結果が本契約書及び仕様書等
と相違ないか否か確認を行い、合格又は不合格の判定を行う。
２ 甲は、前項の規定により合格又は不合格の判定をした場合、速やかに乙に対し、そ
の結果を通知する。かかる通知内容が合格の判定であった場合、かかる通知の乙への
到達時をもって検収が完了したものとする。
なお、甲が業務完了報告書を受領した日の翌日から起算して 10 営業日以内に甲が乙
に対しなんらの通知も発信しない場合、同期間の経過時をもって検収が完了したもの

とみなす。
３ 第１項に定める判定の結果が不合格であった場合、乙は無償で再履行を行った上、
再度甲による検収を受けなければならない。この場合、甲は、再履行に係る履行期限、
履行場所その他の条件を別途指定することができる。
なお、これ以降の手順については、第１項から本項までの規定を準用する。
４ 乙は、甲による検収につき、相当の範囲内で協力するものとする。
５ 検収に必要な費用は、全て乙の負担とする。
６ 甲は、検収に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、甲は、適宜
の方法により乙にその旨を通知する。
（代金の請求及び支払）
第 14 条 本契約書記載の契約金額をもって、甲が乙に支払う本件業務の代金とする。
２ 乙は、前条の規定により検収が完了した後、甲の指示する手続に従った確認を受け
た上で、支払請求書により本件業務の代金の支払を請求することができる。
３ 甲は、前項に定める支払請求書を乙より受領したときは、当該受領日から起算して
30日後を支払期限として、乙に対し代金を支払う。
（相殺）
第 15 条 乙が甲に対して損害賠償等の支払債務を負担するときは、甲は、当該支払債務
と、甲が乙に対して負担する代金の支払債務とを対当額で相殺することができる。
（支払遅延利息）
第 16 条 甲は、支払期限までに代金を乙に支払わない場合は、未支払金額につき、支払
期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年 3.0％の割合で計算した金額を、
遅延利息として乙に支払う。
２ 前項の規定により計算した遅延利息の金額が 100 円未満である場合は、甲は遅延利
息を支払うことを要しない。
（監督社員）
第 17 条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督社員を定
め、その社員を乙の作業場所等に赴かせて甲が提供した資料等の保護・管理を含めた
本件業務が適正に行われているか、乙が再委託先（再委託が数次にわたるときには、
その全てを含む。
）に対して必要かつ適切な監督を行っているか等について、甲の定め
るところにより確認をさせ、乙の責任者を通じて、本件業務の遂行に関する要請・依
頼をさせることができる。
２ 甲は、監督社員を定めたときは、その社員の氏名並びに権限及び事務の範囲を乙に
通知する。
３ 乙は、監督社員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
４ 監督社員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。
５ 第１項に定める確認を受けるのに必要な費用は、全て乙の負担とする。
（履行不能等の通知）
第 18 条 乙は、理由の如何を問わず、履行期限までに本件業務の履行を完了する見込み

がなくなった場合、又は本件業務の履行を完了することができなくなった場合は、直
ちに甲にこの旨を書面により通知しなければならない。
（契約の変更）
第 19 条 甲は、乙が本契約に基づく義務の履行を全て完了するまでの間において、必要
がある場合は、履行期限、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、本契約に定めると
ころを変更するため、乙と協議することができる。本契約に定めるところを変更する
場合は、書面によるものとする。
２ 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作
成し、速やかに甲に提出しなければならない。
３ 乙は、本契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、
履行期限を変更するため、甲と協議することができる。
（事情の変更）
第 20 条 甲及び乙は、本契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著し
い事情の変更により、本契約の定めによることが不当となったと認められる場合は、
本契約を変更するため、協議することができる。
２ 甲は、市場価格の動向、技術革新等からみて代金について変更の必要があると認め
る場合は、乙と協議することができる。
３ 前条第２項の規定は、前２項の規定により、代金の変更に関して協議を行う場合に
準用する。
（秘密の保持）
第 21 条 乙は、本契約若しくは本件業務に関して甲から開示を受け、又は本契約若しく
は本件業務の履行過程で知り得た甲の営業上、技術上等の一切の情報（個人情報の保
護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第２条第１項に定める個人情報を含む。以
下「秘密情報」という。
）を第三者に漏らしてはならない。秘密情報を第三者に開示す
る必要が生じた場合には、事前に甲の書面による同意を得なければならない。
２ 乙は、前項の規定に基づき第三者に秘密情報を開示した場合には、乙が本契約に基
づき甲に対して負う義務と同等の義務を当該第三者に負わせるとともに、当該第三者
が当該義務に違反した場合には、乙は、これにより生じた甲の損害について一切の賠
償責任を負わなければならない。
３ 乙は、自己又は第９条に基づき乙が本件業務を第三者に再委託する場合の乙の再委
託先が本条各項と同等の秘密保持義務に違反して甲に損害を与えたときは、これによ
り生じた甲の損害について一切の賠償責任を負わなければならない。
４ 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
（契約の解除）
第22条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告なし
に直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
（１）監督官庁より事業の停止、許可の取消等の行政処分を受けたとき。
（２）解散その他営業活動を休止したとき、又は本件業務の履行に影響を及ぼす営業上
の重要な変更があったとき。

（３）支払の停止があったとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続
開始若しくは特別清算開始その他これらに類似する倒産手続開始の申立てがあった
とき。
（４）その財産について仮差押、仮処分、差押、強制執行若しくは担保権の実行として
の競売等の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
（５）手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
（６）前３号のほか、資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相
当の事由があるとき。
（７）本契約の重大な違反、故意若しくは重過失による本契約の違反又は背信行為があ
ったとき。
（８）その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。
２ 甲及び乙は、相手方が本契約の各条項に違反し、相当の期間をおいて催告したにも
かかわらず是正しないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
３ 前２項の規定により甲又は乙から契約を解除した場合に、本契約に基づいて甲から
引渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だ完了していないものがあるときは、乙又は甲
は次の措置を講じなければならない。
(1) 乙の義務違反により甲が解除した場合
乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく業務を遂行する責
任を免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及び処
分の業務を自ら実行するか、若しくは甲の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に
自己の費用をもって行わせなければならない。
(2) 甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対して、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとに
ある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求
し、若しくは乙の費用負担をもって甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請
求することができる。
（反社会的勢力の排除）
第 23 条 乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しな
い者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊
知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。
）
に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に
わたっても該当しないことを確約する。
（１）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
（２）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
（３）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目
的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する
こと
（４）暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしている
と認められる関係を有すること
（５）役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき
関係を有すること
２ 乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないこと

を確約する。
（１）暴力的な要求行為
（２）法的な責任を超えた不当な要求行為
（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
（４）風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を
妨害する行為
（５）その他前各号に準ずる行為
３ 乙が、暴力団員等若しくは第１項各号のいずれかに該当し、若しくは自ら若しくは
第三者を利用して前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第１項の規定に基づ
く表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、甲は、何らの催
告なしに直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
４ 乙は、乙の再委託先（再委託が数次にわたるときには、その全てを含む。以下本条
において同じ。
）が暴力団員等若しくは第１項各号のいずれにも該当しないことを表明
し、かつ将来にわたっても該当しないこと及び、再委託先が自ら又は第三者を利用し
て第２項各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約する。
５ 乙は、乙の再委託先が暴力団員等若しくは第１項各号のいずれかに該当し、若しく
は自ら若しくは第三者を利用して第２項各号のいずれかに該当する行為をし、又は前
項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、
直ちに当該再委託先との契約を解除し、又は解除のための措置をとらなければならな
い。
６ 乙が、前項の規定に反した場合には、甲は、何らの催告なしに直ちに、本契約の全
部又は一部を解除することができる。
７ 第３項又は前項の規定により本契約が解除された場合には、乙は、解除により生じ
る損害について、甲に対し一切の請求を行わないものとする。また、当該解除により
甲に損害が生じた場合には、乙は、当該損害を賠償しなければならない。
（入札談合等の不正行為に対する違約金）
第 24 条 乙は、本契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、違約金として契
約金額（本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。
）
に 20％を乗じて得た金額を、甲の指定する期間内に甲に対して支払わなければならな
い。ただし、その金額が 100 円未満であるときは、この限りでない。
（１）乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号、
以下「独占禁止法」という。
）第３条又は第６条の規定に違反し、又は乙を構成事業
者とする事業者団体が同法第８条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が、
乙又は乙を構成事業者とする事業者団体に対し同法に基づく排除措置命令又は課徴
金納付命令を行い、当該命令が確定したとき
（２） 公正取引委員会が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正
する法律(平成 25 年法律第 100 号)附則第２条に規定する経過措置により、改正前の
独占禁止法第 66 条第４項 の規定に基づき同法第３条等の規定に違反する行為があ
った旨を明らかにする審決を行い、同審決が確定したとき。
（３）公正取引委員会が独占禁止法第７条の２第 18 項又は第 21 項の規定に基づき、課
徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
（４）乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に刑法(明治 40 年法律

第 45 号)第 96 条の６又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは第 95 条第１項第１号に
規定する刑が確定したとき。
２ 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該違約金に
つき、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3.0%の割合で計
算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
３ 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する違約金の額を超過する場合に
おいて、甲が乙に対し、その超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
４ 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
（報告・監査）
第25条 乙は、甲から要請があった場合には速やかに乙による契約内容の遵守状況、本
件業務の履行状況並びに秘密情報の管理状況（再委託先以降に関する事項を含む。
）そ
の他甲が指定した事項について報告、説明等を行わなければならない。
２ 乙による契約内容の遵守、本件業務の履行又は秘密情報の管理その他甲が指定した
事項に関連し、事故、苦情、事務過誤等（以下「事故等」という。
）が生じ、又はその
おそれが生じた場合（再委託先以降において事故等が生じ、又はそのおそれが生じた
場合を含む。
）
、当該事故等の発生原因の如何にかかわらず、乙は直ちに事故等が発生
した日時、場所、原因及び対応状況等を甲に報告し、速やかに対応措置を講じるとと
もに、その対応につき甲の指示するところに従わなければならない。
３ 乙は、甲が指定する期日までに、発生した事故等の具体的内容、原因、実施した対
応措置等を内容とする報告書を作成の上、甲に提出しなければならない。
４ 乙は、対応措置後に発生原因等を検証して再発を防止するための措置内容を策定し、
甲の承認を得た後、速やかに事故等再発防止策を実施しなければならない。
５ 甲は、第２項及び第３項の報告内容を確認するため、乙の事前の承諾を得て、乙の
事業所に立ち入り、本件業務の履行状況又は秘密情報の管理状況その他甲が指定した
事項につき監査することができる。
なお、かかる監査の具体的な日程、方法、範囲等の詳細については、事前に甲乙協
議の上決定する。
６ 甲は、乙からの報告等又は監査の結果等を受け、必要があると判断するときは、乙
に対し、本件業務の履行方法、秘密情報の管理方法等の見直し、修正、是正等を求め
ることができる。この場合、乙は当該見直し等を行った上で、その当否につき甲の確
認を得なければならない。
（主務官庁等の検査対応等への協力）
第26条 乙は、甲から委託を受けた外部の専門機関又は主務官庁等による検査等の要求
に応じなければならない。また、主務官庁等による検査等において、本件業務に関す
る報告等を求められた場合、乙は甲の求めに応じこれに協力しなければならない。
（公益通報者保護法に係る窓口）
第27条 乙は、本契約の履行に従事する乙の労働者(再委託先の労働者を除く。)に対し、
公益通報者保護法（平成16年法律第122号）に係る甲の通報窓口について甲指定の周
知文を受領したことを確認の上、当該周知文を用いて周知に努めなければならない。

（紛争の解決）
第 28 条 甲及び乙は、本契約に関して紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して
円満に解決する。
（契約期間）
第29条 本契約は、＊＊年＊＊月＊＊日から＊＊年＊＊月＊＊日まで有効とする。
２ 甲及び乙は、本契約書を本契約の終了後10年間保存する。
（合意管轄）
第 30 条 本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは東京地方裁判所を第一審の専属的
合意管轄裁判所とする。
この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ、各１通を保
管する。
＊＊年＊＊月＊＊日
甲

住所
名称 株式会社ゆうちょ銀行
常務執行役 福岡 伸博

乙

住所
名称 ○○株式会社
代表取締役 ○○○○

添付
１ 産業廃棄物の種類、数量及び単価
(1) 収集・運搬に関する種類、数量及び委託単価
産業廃棄物の種類
数量
ディスプレイ
3.7
（kg、t、㎥、l）
PC

6.92
（kg、t、㎥、l）

プリンター

23
（kg、t、㎥、l）

L2SW

3.8
（kg、t、㎥、l）

ルータ

1.0
（kg、t、㎥、l）

L3SW

6.0
（kg、t、㎥、l）

ファイアウォール

4.7
（kg、t、㎥、l）

契約期間中の合計金額

委託単価（円）
円
（うち消費税額

円）

／（kg、t、㎥、l）
円
（うち消費税額

円）

／（kg、t、㎥、l）
円
（うち消費税額

円）

／（kg、t、㎥、l）
円
（うち消費税額

円）

／（kg、t、㎥、l）
円
（うち消費税額

円）

／（kg、t、㎥、l）
円
（うち消費税額

円）

／（kg、t、㎥、l）
円
（うち消費税額

円）

／（kg、t、㎥、l）
円
（うち消費税額

円）

(2) 処分に関する種類、数量及び委託単価
No
産業廃棄物の種類
数量
委託単価（円）
① ディスプレイ
3.7
円
（kg、t、㎥、l） （うち消費税額
円）
／（kg、t、㎥、l）
② PC
6.92
円
円）
（kg、t、㎥、l） （うち消費税額
／（kg、t、㎥、l）
③ プリンター
23
円
円）
（kg、t、㎥、l） （うち消費税額
／（kg、t、㎥、l）
④ L2SW
3.8
円
（kg、t、㎥、l） （うち消費税額
円）
／（kg、t、㎥、l）

⑤

⑥

⑦

ルータ

1.0
円
（kg、t、㎥、l） （うち消費税額
円）
／（kg、t、㎥、l）
L3SW
6.0
円
（kg、t、㎥、l） （うち消費税額
円）
／（kg、t、㎥、l）
ファイアウォール
4.7
円
円）
（kg、t、㎥、l） （うち消費税額
／（kg、t、㎥、l）
契約期間中の合計金額
円
（うち消費税額

円）

注：処分を委託する産業廃棄物が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の5第1項の許可を受
けて輸入された廃棄物であるときは、その旨記載すること。

２ 積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類、所在地及び保管上限
種
類
所 在 地
保管上限
注：契約書第６条において、②又は③を選択した場合に記入する。

３ 処分の場所、方法及び処理能力
上 記 １
事業場の名称
(2)のNo
①
②
③
④

所在地

４ 最終処分の場所、方法及び処理能力
上 記 １
事業場の名称
所在地
(2)のNo
①
②
③
④

処分方法

施設の処理能力

処分方法

施設の処理能力

注：乙に委託する処分が最終処分である場合は、本項目を削除すること。

