
《記入例》 

様式１の１その３ 

産業廃棄物処理（積替・保管）事業計画書 
 

 

令和元年 ５月 １日 

申請先 

横浜市長  様                                                                      

 

 

 

                             申請者 住 所 横浜市中区港町２－９ 

 

                                     氏 名 横浜資源リサイクル株式会社    ㊞ 

代表取締役 横浜 太郎 

                                     電 話 ０４５－６７１－２５１５ 

                                       法人にあっては、主たる事務所の 

                                       所在地、名称及び代表者の氏名 

 

 横浜市産業廃棄物処理用地の設定等に関する指導要綱第４条         の規定により産業廃

棄物の積替保管施設を次のとおり       したいので事業計画書を提出します。 

ｱ 施 設 の 名 称  横浜資源リサイクル㈱泉選別センター 

ｲ 施設の設置場所  横浜市泉区池の谷 3,949 番地 外３筆 

ｳ 土 地 所 有 者 

  氏 名 ・ 住 所 

横浜市泉区和泉町 4,636-2 

 

 和泉 太郎                    電話（０４５）８００－２３２３ 

ｴ 面 積                  567.89     ㎡ 

ｵ 地 目 
山林  567.89 ㎡     田           ㎡    その他           ㎡ 

宅地          ㎡     畑           ㎡ 

ｶ 取 扱 廃 棄 物 名 
廃プラスチック類，木くず，紙くず，繊維くず，金属くず 

ガラスくず及び陶磁器くず，がれき類   以上７品目 

ｷ 積替・保管の方法 
産業廃棄物は品目別に選別し有価物を抜き取り，鉄製容器または専 

用のストックヤードで保管した後搬出する。 

ｸ 産業廃棄物最大保管量 123.45 ｍ３ ｹ 産業廃棄物保管面積     234.56 ㎡ 

ｺ 保 管 期 間  ５日間 

ｻ 作 業 時 間  午前８時から午後６時まで 

 

 

 

 

第１項 

第２項 
設 置 

変 更 

設置の場合に◯ 

変更の場合に◯ 



《記入例》 

 

 

ｼ 都市計画内容 

 

該当事項を 

   ○で囲む 

市街化区域、 市街化調整区域 

住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 

工業専用地域、近郊緑地保全区域、風致地区、臨港地区 

その他（            ） 

 都市計画公園、都市計画道路、その他（                      ） 

ｽ 搬入道路 

現 状 延長：国道××号◯◯交差点より 約１００ｍ  幅員：６.５ｍ 

計 画   延長           ｍ         幅員           ｍ 

ｾ 関係法令等の規制 建築基準法（仮設事務所の設置確認） 

ｿ 産業廃棄物の搬入及

び搬出の時間及び方

法に関する事項 

朝夕の交通混雑時を除く、 

午前９時から午後４時まで 

とする。 

ﾀ 交通量（台数） 
搬入 4t 車 10 台/日 

搬出 10t 車 5 台/日 

 合計     15 台/日 

ﾁ 公 害 防 止 対 策 散水による粉じん防止 

ﾂ 防 火 対 策 

消火用ポンプ（    基）、ホース（     本、    ｍ） 

貯水槽（    ｍ３）、消火器（   ２本） 

その他（                                                  ） 

ﾃ 火気取締責任者 
住所 横浜市港北区大豆戸町２６－１ 

氏名  横浜 次郎                電話 ０４５－５４０－２３２３ 

ﾄ 産業廃棄物処理管理者 
住所 東京都千代田区霞ヶ関３－３－２ 

氏名  横浜 三郎               電話 ０３－３５９１－５４８６ 

ﾅ 産業廃棄物の搬出先 

（住所・氏名・電話） 

横浜市中区豊浦町地先 南本牧ふ頭第２ブロック 

南本牧廃棄物最終処分場   ０４５－６２５－９６４７ 

ﾆ 保 有 機 材 ショベルローダ 

ﾇ 人 員 の 配 置 ３名 

ﾈ 備 考  

    

【添付書類】次の書類を添付してください。                                         

⑴ 位置図及び施設付近の見取り図                                                    

⑵ 公図写                                                                          

⑶ 求積図                                                                          

⑷ 現況平面図                                                                      

⑸ 施設計画図                                                                      

⑹ 処理工程図                                                                      

⑺ 産業廃棄物最大保管量計算書                                                      

⑻ 各設備の仕様書等                                                                

⑼ 管理体制系統図                                                                  

⑽ 事業計画の説明経過等を記載した書類 

⑾ その他必要と認める書類                                                
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各 記 入 欄 の 解 説 

                     

ｱ. 施設の名称                                                                     

固有名称等を記入する。固有名称等が未定のときは「◯◯㈱産業廃棄物積替・保管施設」

としてもよい。                           

ｲ. 施設の設置場所                                         

土地登記簿謄本に従って設置場所の町名、字名、地番等を正確に記入する｡なお，地番が

多数あるときは，代表地番 外 何筆 としてもよい。 

  例 １番地の１，１番地の２，１番地の３，１番地の４，１番地の５，１番地の６ の全部

で６筆ある場合は，「１番地の１ 外５筆」となる。  

ｳ. 土地所有者氏名・住所 

自己所有、借地に関わらず土地登記簿謄本の所有者を記入する。所有者が多数ある場合は、 

  「別紙のとおり」として、所有者リストを添付してもよい。 

ｴ. 面積 

添付書類の(3)求積図の数値を転記する。（小数点第３位以下を切り捨てて、第２位まで） 

ｵ. 地目 

土地登記簿謄本に従って記入する。複数の地目がある場合は、合計が面積と合致すること。 

ｶ. 取扱廃棄物名  

取り扱う産業廃棄物の名称を正確に記入する。記入に当たっては担当者と事前に協議して

おくこと。 

ｷ. 積替・保管の方法 

記入例を参考に作業の概要を記入する。 

ｸ. 産業廃棄物最大保管量 

添付書類(6)に記載された数量を転記する。記入に当たっては、算定根拠等について事前

に担当者の確認を得ておくこと。（小数点第二位まで） 

但し、最大保管量は１日の平均的な搬出量の７日分を超えてはならない。 

ｹ. 産業廃棄物保管面積 

保管場所の面積の合計を記入する。（小数点第二位まで） 

ｺ. 保管期間 

平均的な保管日数を記入する。 

ｻ. 作業時間 

作業時間を記入する。 

ｼ. 都市計画内容 

該当する事項を◯で囲む。地域・地区等は予め横浜市ホームページで閲覧できる行政地図

情報提供システム等で確認しておくこと。 

ｽ. 搬入道路 

搬出入道路について、主要な幹線道路または交差点等から施設入口までの概ねの距離及び

平均的な幅員（歩道も含む）を記入する。 

   また、当該道路の拡幅や改良の計画がある場合は、計画欄にも記入する。 

ｾ. 関係法令等の規制 

申請にあたって規制を受ける関係法令の名称を記入する。 
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ｿ. 産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項 

搬入搬出の時間帯等を記入する。 

ﾀ. 交通量 

１日当たりの計画発生交通量を搬入、搬出それぞれについて車種別に記入する。なお、発

生交通量が極めて少なく、１日に換算できない場合は１週間または 1 ヶ月当たりの交通量で

もよい。 

ﾁ.公害防止対策                                     

公害防止対策について概要を記入する。 

ﾂ. 防火対策 

該当するものを◯で囲み、内容等を記入する。 

ﾃ. 火気取締責任者  

ﾄ. 技術管理者又は産業廃棄物処理管理者 

ﾅ. 産業廃棄物の搬出先 

産業廃棄物の主な搬出先を記入する。 

ﾆ. 保有機材 

フォークリフト、ショベルローダ、パワーショベル等の作業用の機材があれば記入する。 

ﾇ. 人員の配置 

当該施設で作業に従事する人員の人数を記入する。事務員等は人数に含めない。 

ﾈ. 備考 

特に指示がなければ空欄とする。 

住所，氏名，電話番号を記入する。 



 添  付  書  類  の  解  説（積替・保管施設）    

 

(※ ) 変更概要  

・既存施設の変更の場合、変更理由、変更内容の新旧対照表を添付する。（参考例１）  

 ・必要に応じて添付資料の目次を作成する。  

(1) 位置図及び施設付近の見取り図  

 ・主要な幹線道路または交差点等からの搬出入経路が分かる位置図及び見取り図。  

 ・用途地域等が確認できる都市計画図（本市ホームページにある i マッピーから出力）

を添付。（参考例２）  

(2) 公図写  

 ・申請地が含まれる範囲の公図を添付。対象範囲が分かるように色分け等を行う。  

 ・申請地に関わる全ての土地、建物登記簿謄本を添付。地目、地番、所有者等が鑑と一  

致していることを確認する。  

・公図および登記簿謄本の有効期限は、発行日から３ヶ月以内とする。  

(3) 求積図  

 ・申請地が含まれる求積図を添付。登記されている地籍測量図、測量業者が作成した求

積図等。  

 ・求積図の面積と登記簿の公簿面積が一致しない場合、当課と協議のうえ鑑に記載する

敷地面積を決定する。  

(4) 現況平面図  

 ・施設設置前または変更前の施設平面図を添付。  

(5) 施設計画図  

 ・施設設置予定または変更予定の平面図（変更箇所は色分け）。  

 ・廃棄物の保管場所、保管方法、展開場所、事務所、駐車場等の位置が分かるもの。保

管場所については、保管する品目及び数量の根拠が分かる平面図・断面図等を作成す

る。  

・新規建屋がある場合は平面図、立面図を添付すること。  

・保管基準は廃掃法の規定を遵守すること。（勾配、高さ等の詳細は要綱 P64,65 参照） 

 ・給排水系統図（上下水道の配管図、油水分離槽、雨水貯留槽、粉じん防止のための散

水設備等）  



 ・消防設備図（消火器、誘導灯、火災報知器の位置等）  

(6) 処理工程図  

 ・主要な排出事業者及び搬出先を明記し、品目ごとに処理フローが分かるもの。（参考

例３） 

 ・搬出先が産業廃棄物処理施設の場合、搬出先の業許可証の写しや施設概要を添付。  

 ・積替・保管は、収集運搬業の一環であることから、廃棄物の搬入もしくは搬出は自社

で行うこと。  

(7) 産業廃棄物最大保管量計算書  

 ・保管品目ごとに保管量、保管面積の計算根拠が分かる保管量計算書を添付。計算式と

（5）に添付する保管図面が整合すること。計算結果は一覧表としてまとめることが

望ましい。  

 ・廃棄物の重量から容量を算出する場合、比重換算表を添付。換算表は環境省、日本廃

棄物処理振興センター等の公的機関が発表している資料、あるいは事業所の実態に則

した比重を証明する資料（実測データ）とすること。  

 ・法的に認められる最大保管量を確認。品目ごとに「1 日の平均搬出量※×７日分」を超

えていないか確認する。  

  ※1 日の平均搬出量＝月間想定搬出量÷30 日  

(8) 各設備の仕様書等  

 ・保管に使用する容器や設備の仕様  

・取り扱う廃棄物が特殊な場合、詳細な資料（写真など）を添付する。  

(9) 管理体制系統図  

・社内の管理体制系統図  

・有事の際の緊急連絡網を作成。警察、消防等のほか資源循環局  産業廃棄物対策課

（671‐2511）と環境創造局  環境管理課（671‐2733）も記載すること。  

 ・公害対策等を含む施設の維持管理計画書を作成。計画書に記載する内容は要綱 P68～

70 に規定する「維持管理に関する基準」の各項目の中から、事業に則した項目につい

て記載すること。  

(10) 事業計画の説明経過等を記載した書類  

 ①関係部署との協議記録  

  ・別紙１に示す関係法令について所管部署と協議及び手続き等を行う。これ以外にも



必要な手続きがあれば協議内容について議事録を作成し、添付すること。  

  ・協議記録として協議日時、協議先の担当者名、簡潔な協議内容、提出した（提出予

定の）申請書等の名称等を記載すること。  

    

②近隣への説明記録  

  ・敷地境界を接する土地、道路を挟んだ反対側（向こう 3 軒）の地権者、その他本市  

が必要と認める範囲の事業者、住民に対して事業の説明を行い、その内容を議事録  

として添付すること。  

  ・上記の説明を行った相手の場所が分かる位置図  

  ・工業団地地区をはじめとする、事業者間で運用する土地使用協定が存在する場合は、

調整業務を担う団体と協議し、その結果を添付すること。  

(11) その他必要と認める書類  

 ・産業廃棄物積替・保管施設設定の承諾書（別紙３その２）（借地等で処理用地を設置又

は拡張する場合）  

 ・印鑑証明書（上記承諾書に添付）  

・産業廃棄物収集運搬車両通行の承諾書（搬出入路に私有地が含まれる場合）  

・土地、建物の賃貸借契約書等の写し  

 ・土地、建物の売買契約書の写し  

 ・建築物の確認済証及び検査済証の写し  

 ・建築確認申請（計画通知）台帳記載証明書の写し  

・既存建築物現況調査報告書  

 ・少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱（開始・変更・廃止）届出書の写し  

 ・工場等緑化協議書の写し（緑化協議を行った場合）  

  



 

事業計画書受付にあたっての留意事項 

 

１．事業計画書抜粋資料の提出 

調整会議に用いる資料として、事業計画書の抜粋資料を必要部数提出すること。資料には、

ページ番号を記入もしくはインデックスにて番号を付ける等、調整会議時に説明しやすい体

裁に整えること。また、資料修正時に差し替えがしやすい状態でまとめること。 

なお、資料の抜粋においては、事業計画書受付時に当課職員より指示を受けた資料を添付

すること。提出期限は、事業計画書受付後１週間を目安とする。 

 

２．事業計画書 pdf.ファイルの提出 

保存用資料として、事業計画書（抜粋資料でない）を pdf.形式で提出すること。提出期限

は、事業計画書受付後１週間を目安とする。 

 

３．資料の修正・追加および事業計画書抜粋資料の差し替え 

事業計画書受付後に資料の修正または追加等が必要になった場合は、すみやかに資料を修

正し、当課職員に提出すること。なお、必要に応じて事業計画書抜粋資料を差し替えること。 

 

 



参考例１ 

変更概要 

 

＜変更理由＞ 

  

弊社積替・保管施設において、施設開設当初に比べて全体的に廃棄物の取扱量が増えて

います。ついては保管場所を増設し、事業所内における適正な廃棄物処理を推進したいと

考えています。またこれまで取扱いがなかったがれき類についても、排出事業者の要望等

もあり、今回新たに品目追加を行い、積替・保管を行います。 

 

 

＜新旧対照表＞ 

 

項 目 変更前 変更後 備 考 

取扱廃棄物 廃プラスチック類、 

金属くず、木くず 

廃プラスチック類、金属

くず、木くず、がれき類 

がれき類追加 

最大保管量 100㎥ 200㎥ 100㎥増 

保管面積 40㎡ 70㎡ 30㎡増 

交通量 搬入：4t車 5台/日 

 

搬出：10t車 2台/日 

搬入：4t車 7台/日 

      2t車 4台/日 

搬出：10t車 4台/日 
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用途地域等

下記の表示は、旗の根元の部分における内容です。

【都市計画による制限】

区域区分 ：市街化区域

用途地域 ：商業地域

建蔽率 ：80%
容積率 ：700%
高度地区（最高限） ：第7種高度地区

防火・準防火地域 ：防火地域

公園・緑地・墓園等 ：5・4・401 横浜公園

駐車場整備地区 ：中央地区駐車場整備地区

特別用途地区 ：横浜都心機能誘導地区（業務・商業専
用地区）

【建築・造成等に関する制限】

建築基準法第22条区域（防火地
域及び準防火地域を除く）

：建築基準法第22条による区域

駐車場条例の附置義務区域 ：駐車場整備地区又は商業地域若しくは
近隣商業地域

【地域まちづくりの計画等】

景観計画 ：景観計画（関内地区）

都市景観協議地区 ：都市景観協議地区（関内地区）

図面番号 ：117
図面番号（旧） ：110

注意：
【都市計画による制限】については、平成31年４月１日時点の情報です。

この図は都市計画の法定図面ではありませんので、公に証明する資料として利用することはできません。参考図としてご利用下さい。
横浜市 行政地図情報提供システム ご利用日時：[2020/03/12 11:35:55]

この地図の著作権は横浜市が保有します。令和2年3月12日

mizokami
テキストボックス
参考例２

mizokami
楕円

mizokami
引き出し線
申請地をクリックすると、旗がたつ。右下に都市計画内容が表示されていることを確認。



処理工程図（積替・保管施設）　記載例

①排出事業者名 ②処理品目 ③廃棄物を運搬する事業者 ④搬出先の事業者名

　取扱い廃棄物品目は、すべて列挙すること。 　積替・保管は収集運搬業の一環であることから、 　産業廃棄物処理施設に搬出する場合、

　 　廃棄物の搬入もしくは搬出は自社で行うこと。 　搬出先の業許可証の写しを添付すること。

積替・保管施設

処分委託

他社運搬 自社運搬

処分委託

他社運搬 自社運搬

手選別

処分委託

他社運搬 自社運搬

売却

他社運搬 自社運搬

売却

他社運搬 自社運搬

処分委託

他社運搬 自社運搬

処分委託

他社運搬 自社運搬

参考例３

ガラスくず・コンクリー
トくずおよび陶磁器く

ず
Ｇ社

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社

Ｄ社

c社

d社

e社

f社

金属くずＥ社

がれき類Ｆ社

混合廃棄物

繊維くず
廃プラスチック類

紙くず
木くず

g社

繊維くず

廃プラスチック類

紙くず

木くず

金属くず

がれき類

ガラスくず・コンクリー
トくずおよび陶磁器く

ず

a社

b社

①排出事業者名 ②処理品目 ③廃棄物を運搬する事業者 ④搬出先の事業者名



関係法令及び協議機関 別紙１

1 全般 TEL：６７１－２５１５

FAX：６５１－６８０５

調整区域に建築する管理事務所の規定 調整区域課：６７１－４５２１（北）

（提案基準30号） 　　　　　　 　：６７１－４５２２（南）

2 環境

緑化協議：開発面積500㎡以上、事務所設置 ６７１－３９４６

６７１－２４９５

3 立地・建物 ６７１－４５３１、６７１－２９５３

６７１－２６５９

第51条ただし書き→都市計画審議会 ６７１－４５２５

港湾法

６７１－７０８５

工業団地建築協定（金沢区、戸塚区等） 都市整備局地域まちづくり課 ６７１－２９３９

4 火災予防 指定可燃物・危険物貯蔵 各区消防署

5 その他

横浜金沢産業連絡協議会土地使用協定

戸塚団地地区での土地使用について 戸塚工業団地協同組合 ８１１－１０３０

都市計画法 処理用地が都市計画道路、公園等に係る場合 建築局都市計画課

６７１－３６５５

道路自費工事、下水道自費工事

横浜市金沢団地協同組合土地使用協定

横浜市土地利用総合会議要綱

横浜市風致地区条例 都市計画内容に風致地区が該当する案件

調整区域内の産廃処理施設設置、敷地拡大

６７１－４５２６

宅地造成等規制法

戸塚工業団地建築協定

横浜市都市計画審議会 建築局市街地建築課

臨港地区 港湾局管財第一課横浜港臨港地区内の分区における構築物
の規制に関する条例

地域まちづくり推進条例

建築局企画課

建築局建築企画課

横浜市火災予防条例

緑の環境をつくり育てる条例 環境創造局みどりアップ推進課

横浜市環境影響評価条例 条例アセス：開発面積が7,000㎡を超える案件 環境創造局環境影響評価課

建築基準法 建築局建築指導課
建築局情報相談課

用途地域、建築確認、検査済証
事務所の新設、既存建築物現況調査報告書
台帳記載証明の照会

環境管理課：６７１－２７３３

騒音規制法

大気汚染防止法

振動規制法

悪臭防止法

横浜市生活環境の保全等に関する条例

横浜市産業廃棄物処理用地の設定等に関
する指導要綱集

資材置場等の土地利用に必要な管理用建
築物の建築行為に係る特例措置

窓口：建築局調整区域課
　　　　（宅地審査課、建築指導課）

水質汚濁防止法

振動･騒音･水質･大気･指定事業所・特定施設
関連

窓口：環境創造局環境管理課
（大気・音環境課、水・土壌環境課）

分類 法令等の名称 主な内容 本市窓口 連絡先

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産廃全般 産廃課

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

金沢区工業団地地区での土地使用について 横浜金沢産業連絡協議会 ７８１－１１３１

宅地造成工事規制区域における土地の形質変更
建築局宅地審査課（市街化区域）
建築局調整区域課（市街化調整区域）

各区土木事務所

鳥浜工業団地地区での土地使用について 横浜金沢団地協同組合 ７７４－４８５２

６７１－４５１５
６７１－４５２１

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO218.html#
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO100.html#
http://www.city.yokohama.jp/me/kohoku/doboku/douronituite/dourojihikouji.html#
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kikaku/cityplan/tokeishin/#
http://www.city.yokohama.jp/me/port/general/rinkouchiku/jourei_top.html#
http://www.city.yokohama.jp/me/port/general/rinkouchiku/jourei_top.html#
http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/ken-kyoutei/kanazawa/089.html#
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/ag20210811.html#
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/ag20208731.html#
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/ag20207421.html#
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html#
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO098.html#
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO097.html#
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO064.html#
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO091.html#
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/etc/jyorei/jyorei/seikatsu/index2.html#
http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-jigyo/sanpai/02gyo/06o-range/yoshiki/o-youkou.pdf#
http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-jigyo/sanpai/02gyo/06o-range/yoshiki/o-youkou.pdf#
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/guid/takuchi/tokeihou/chousei/30gou.pdf#
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/guid/takuchi/tokeihou/chousei/30gou.pdf#
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO138.html#
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html#
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE300.html#
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000035.html#
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