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１ ⼀般廃棄物収集運搬業について

（１）⼀般廃棄物収集運搬業の許可について

（２）許可基準について

（３）収集運搬にあたっての遵守事項



（１）⼀般廃棄物収集運搬業の許可について

⼀般廃棄物収集運搬業は、
廃棄物処理法に基づく許可です

▷廃棄物処理法第７条第１項関係

⼀般廃棄物の収集運搬を業として⾏うには、市町村から許可を
受ける必要があります。

＜参考＞なぜ許可制なのか
廃棄物は不要になったものであることから、占有者の⾃由な
処理に任せるとぞんざいに扱われる恐れがあるため
⇒許可業者は、許可基準等を遵守していく必要があります



（２）許可基準について①

▷廃棄物処理法第７条第５項関係

【基準１】
市町村による⼀般廃棄物の収集運搬が困難であること
⇒事業系⼀般廃棄物等、本市で収集困難な廃棄物を取り扱う

【基準２】
申請内容が⼀般廃棄物処理計画に適合していること
⇒本市「⼀般廃棄物処理実施計画」において、事業系⼀般
廃棄物等は⼀般廃棄物収集運搬業者が扱うこととなっている

許可（更新）申請があった際には、
次の基準を審査しています



（２）許可基準について②
【基準３】
事業の⽤に供する施設、申請者の能⼒が事業を的確に、かつ

継続的に⾏うに⾜るものとして環境省令※で定める基準に適合
していること

環境省令 ▷廃棄物処理法施⾏規則第２条の２関係
・⼀般廃棄物が⾶散、流出し、及び悪臭が漏れるおそれのない運搬⾞等を
有すること

・⼀般廃棄物の収集運搬を的確に⾏うに⾜る知識・技能を有すること
・⼀般廃棄物の収集運搬を的確に、かつ継続して⾏うに⾜る経理的基礎を
有すること

【基準４】
⽋格要件に該当しないこと
⇒法⼈や役員等の犯歴などを調査



（３）収集運搬にあたっての遵守事項①

【⼀般廃棄物処理基準】▷廃棄物処理法第７条第13項、第19条の３関係
許可を受けて⼀般廃棄物の収集運搬を⾏う際は⼀般廃棄物処理

基準を遵守する必要があります
⇒処理基準が守られていない処理を⾏った場合、改善命令（⾏
政処分）の対象となり、実際に改善命令が出された場合には本
市HPに掲載されることもあります。

収集運搬にあたって、次の事項を遵守してください



（３）収集運搬にあたっての遵守事項②

【⼀般廃棄物処理基準抜粋】▷廃棄物処理法施⾏令３条関係
・⼀般廃棄物の収集運搬にあたっては、⾶散、流出しないように
すること
・収集運搬に伴う悪臭、騒⾳⼜は振動によって⽣活環境の保全上
⽀障が⽣じないこと
・運搬⾞等は⼀般廃棄物が⾶散し、及び流出し、並びに悪臭が漏
れるおそれのないものであること



（３）収集運搬にあたっての遵守事項③

【処理基準を遵守するために…】
アームロール等、荷箱が密閉構造ではない⾞両で運搬する場合

は、荷箱にシート等を被せて廃棄物が⾶散・流出しないようにし
てください



（３）収集運搬にあたっての遵守事項④

【処理基準を遵守するために…】
パッカー⾞は必ずホッパードアを閉めて⾛⾏してください。ま

た、ホッパードアには隙間がないように整備を徹底してください。



（３）収集運搬にあたっての遵守事項⑤

【積替え保管の禁⽌】▷廃棄物処理法第７条の２第１項関係
横浜市では、収集した⼀般廃棄物を⾞庫等に持ち帰り、保管す

る⾏為についても、積替え保管として禁⽌しています。
⇒収集後はその⽇のうちに必ず処理施設に運搬してください。

【帳簿備付け義務】▷廃棄物処理法第７条第15項、第16項関係
⼀般廃棄物収集運搬業者は、法令に定められた帳簿を備え付け

なくてはなりません。
＜内容＞収集⼜は運搬年⽉⽇／収集区域⼜は受⼊先／運搬⽅法及び

運搬先ごとの運搬量



２ 搬⼊物検査について

（１）搬⼊物検査の概要

（２）搬⼊禁⽌物とは

（３）搬⼊物検査における指導

（４）搬⼊物検査での廃プラスチック対策
（排出事業者指導について）



（１）搬⼊物検査の概要

・搬⼊⾞両に対して⽬視検査や展開検査を実施し、搬⼊禁⽌物の
搬⼊が認められた場合には指導を実施します。
・焼却⼯場の安定稼働や事業系ごみの適正処理の推進を⽬的とし
て実施していますので、ご協⼒ください。

本市の焼却⼯場では、随時搬⼊物検査を⾏っています



（２）搬⼊禁⽌物とは①
次の物品は搬⼊禁⽌物ですので、

本市の焼却⼯場に搬⼊してはいけません
１ 資源化可能な古紙
２ 産業廃棄物
３ 特定家庭⽤機器廃棄物
４ 焼却不適物
（１）不燃物（例︓⾦属、コンクリート）
（２）液体⼜はそれに類するもの （３）⼤量の粉末
（４）直径20cm以上のもの
（５）⻑さ50cm以上のもの（破砕は300cm以上）
（６）焼却設備に損傷を与えるおそれがあるもの
（７）感染性廃棄物 （８）毒物・劇物
（９）動物の死体（駆除・遺棄動物の死体を除く）



（２）搬⼊禁⽌物とは②

【全業種共通】
・法律で定めているもの ▷廃棄物処理法第２条第４項
①燃え殻 ②汚泥 ③廃油 ④廃酸 ⑤廃アルカリ
⑥廃プラスチック類

・政令で定めているもの ▷廃棄物処理法施⾏令第２条

⑦ゴムくず ⑧⾦属くず ⑨ガラス・コンクリート･陶磁器くず
⑩鉱さい ⑪がれき類 ⑫ばいじん ⑬13号廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動に伴って⽣じた
廃棄物のうち、次の20品⽬です



（２）搬⼊禁⽌物とは③

【業種限定】
・政令で定めているもの ▷廃棄物処理法施⾏令第２条
⑭紙くず（建設業、紙製造業、新聞業、製本業 など）
⑮⽊くず（建設業、パルプ製造業、⽊製品製造業 など）
⑯繊維くず（建設業、繊維⼯業）
⑰動植物性残さ（⾷料品製造業、医療品製造業 など）
⑱動物系固形不要物（と畜場、⾷⿃場などの不要物）
⑲動物のふん尿（畜産農業）
⑳動物の死体（畜産農業）

産業廃棄物とは、事業活動に伴って⽣じた
廃棄物のうち、次の20品⽬です



（２）搬⼊禁⽌物とは④

資源化可能な古紙（段ボール、ミックスペーパー、シュレッ
ダー紙等）は本市焼却⼯場に搬⼊できません。
⇒リサイクルを⾏う⺠間業者に搬⼊してください。

よくある禁⽌物① 資源化可能な古紙



（２）搬⼊禁⽌物とは⑤

プラスチック製の弁当ケースやペットボトルなどは産業廃棄物
に分類されるため、本市焼却⼯場に搬⼊できません。

よくある禁⽌物② 産業廃棄物
（特に廃プラスチック類）



（２）搬⼊禁⽌物とは⑥

・浴槽・アルミサッシ等の不燃物や、⻑⽊・太幹等のサイズが超
過しているものは、焼却に⽀障をきたすため搬⼊できません。
・ただし、⻑さ50cm〜300cmのものについては、⼯場の破砕機を
使⽤することで搬⼊できます。（⾦沢⼯場を除く）

よくある禁⽌物③ 焼却不適物



（３）搬⼊物検査における指導

【全業者共通】
・搬⼊者へのヒアリング、持ち帰り指導
・指導連絡票の交付
⇒指導連絡票の指⽰に従って対応してください
（※指導連絡票は「⽂書指導」ではありません）

【必要に応じて】
・注意書・警告書による⽂書指導（悪質な場合等）
・排出事業者に対する分別等の指導

搬⼊禁⽌物の搬⼊に対しては、
⼝頭注意・持ち帰り指導を実施します



（４）搬⼊物検査での廃プラスチック対策

・プラスチックが混⼊するなど、排出事業者の分別が不⼗分なも
のについては、排出事業者への分別指導を⾏ってまいります
・排出場所が分かる書類等の提⽰や、排出状況のヒアリングにご
協⼒ください
・排出場所が分かる書類等は、⼯
場搬⼊の際に必ず携帯してください

プラスチック対策の⼀環として、
排出事業者に対する指導を強化していきます



３ ⼯場搬⼊等に関する注意事項

（１）各⼯場の受⼊時間

（２）各⼯場の搬⼊枠

（３）臨時⾞両の使⽤制限のある搬⼊

（４）搬⼊予定表について

（５）制限のある搬⼊物

（６）ピット転落防⽌対策

（７）⼀時多量ごみの収集運搬



（１）各⼯場の受⼊時間

施設名 受⼊時間

鶴⾒⼯場
（⽉曜⽇〜⼟曜⽇）

午前８時から
午後５時３０分まで

鶴⾒⼯場
（⽇曜⽇）

午前８時から正午まで
午後１時から午後３時４５分まで

旭⼯場
（⽉曜⽇〜⼟曜⽇）

午前８時から
午後４時３０分まで

⾦沢⼯場
（⽉曜⽇〜⽇曜⽇）

①午前７時から午後５時30分まで
②午後５時30分から午前７時まで
※②及び⽇曜⽇は事前登録が必要

都筑⼯場
（⽉曜⽇〜⼟曜⽇）

午前７時から
午後４時３０分まで



許可業者ごとに⼯場別搬⼊量上限があります

（２）各⼯場の搬⼊枠

【搬⼊枠について】
・各⼯場での搬⼊量を週単位（※）で管理しています。
（※鶴⾒、旭、都筑⼯場では⽉〜⼟、⾦沢⼯場では⽇〜⼟）
⇒各⼯場に搬⼊可能な量を再確認してください。

【備考】
・もしも、⼀⽇あたりの搬⼊量が搬⼊枠を超えてしまっても、同
⼀週内で搬⼊量を調整すれば、搬⼊枠の超過にはなりません。



（３）臨時⾞両の使⽤

【臨時（代⾞・増⾞）依頼の注意点】
・原則、搬⼊の前⽇までにEメールかFAXで送付してください。
⇒送付が搬⼊の当⽇になった場合は、搬⼊⼯場に⼀報ください。

・臨時⾞両の依頼は１週間を限度として受け付けています。
⇒１週間を超える場合には、再度依頼書を送付してください。

・依頼書の原本は⼯場搬⼊時に計量棟での提⽰が必要です。

【備考】
・臨時（代⾞・増⾞）依頼書の様式はこちら

登録⾞両以外の⾞両を使⽤するときは、搬⼊⼯場と⼀般廃棄物対
策課に「臨時（代⾞・増⾞）依頼書」を送付してください

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/youshiki.html


（４）搬⼊予定表について

【搬⼊予定表が必要な搬⼊】
・粉末状の廃棄物を搬⼊するとき
・同⼀性状の廃棄物を⼤量に搬⼊するとき
・外貨品を搬⼊するとき

【備考】
・搬⼊予定表の様式例はこちら
・粉末状の廃棄物及び同⼀性状の廃棄物の搬⼊については、搬⼊
の制限がありますのでご注意ください。
⇒次のスライドから詳細を説明します。

次の場合には、
搬⼊⼯場に「搬⼊予定表」を送付してください

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/youshiki.html


（５）制限のある搬⼊物①

【遵守事項】
・搬⼊⼯場・時間 ⇒ 鶴⾒⼯場・午後４時15分〜午後５時30分
・１⽇の搬⼊回数・搬⼊量

⇒ １⽇１回 かつ 搬⼊量２トンまで
・荷姿 ⇒ ・袋で⼩分けされている場合

⇒ １袋60kgまで
・フレコンバッグを使⽤する場合︓

⇒ １㎥のフレコンバッグを使⽤し、
最⼤容量の1/4量まで

（袋、フレコンバッグともに、破袋をしないこと。）

粉末状の廃棄物を搬⼊する際は、
次の事項を遵守してください



（５）制限のある搬⼊物②

【遵守事項】
・１⽇の搬⼊回数・搬⼊量

旭⼯場 ⇒ １⽇１回 かつ 搬⼊量１トンまで
旭⼯場以外 ⇒ １⽇１回 かつ 搬⼊量２トンまで
※搬⼊先は、搬⼊枠を有する⼯場に限ります。

【参考】
・同⼀性状の廃棄物とは︖
⇒搬⼊物の全量（⼤半）がコーヒー⾖ など

同⼀性状の廃棄物を搬⼊する際は、
次の事項を遵守してください



（５）制限のある搬⼊物③

【遵守事項】
・荷姿 ⇒ 視認性の⾼い⾚い袋
・その他 ⇒ 搬⼊する際に検量棟の職員に遺棄動物を搬⼊する

旨を伝えてください。

駆除⼜は遺棄動物の死体の搬⼊にあたっては、
次の事項を遵守してください



（６）ピット転落防⽌対策①

【遵守事項】
・投⼊扉の両端から縦２m程度の範囲は「危険区域」です。
・投⼊扉が開いているときは、危険区域に⼊らないでください。
・作業の都合上、やむを得ず危険区域に⼊る場合は、備付けの
「墜落制⽌⽤器具」を着⽤してください。

投⼊扉前での作業については、
次の事項を遵守してください



（６）ピット転落防⽌対策②
投入扉

危険区域
色：朱色

車止め 車止め

2m

4～4.5m

投入扉から概ね４ｍ
車両を前進させると
投入扉は閉まります

後退誘導位置

墜落制止
用器具

墜落制止
用器具



（７）⼀時多量ごみの収集運搬①

【委任状の注意点】
・排出者から委任状の交付を受けてください。
・委任状の内容は必ず排出者が記⼊してください。
・委任状の様式はこちら

【参考】⼀時多量ごみとは
・収集作業に⽀障が⽣じるため、横浜市が収集しない家庭ごみ
（例）・集積場所に⼀度に出せる量ではないもの

・引越し等の事情で市の収集⽇に合わないもの

⼀時多量ごみの収集には「委任状」が必要となります

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/ichijitaryousodai.html


（７）⼀時多量ごみの収集運搬②

⼀時多量ごみ収集時には、分別の徹底をお願いします

区分 搬⼊先・施設名

専ら物 当該専ら物の処分を業として⾏う者の施設

可燃性の廃棄物
（搬⼊禁⽌物を除く。） 鶴⾒⼯場、旭⼯場、⾦沢⼯場、都筑⼯場

不燃性の廃棄物
（神明⼤ストックヤードに搬⼊するもの

及び搬⼊禁⽌物を除く。）
南本牧第５ブロック廃棄物最終処分場

蛍光灯及び電球、スプレー⽸、
乾電池、プラスチック製容器包装、
ペットボトル、⼩さな⾦属類

神明台ストックヤード

粗⼤ごみ規格に該当するもの
（専ら物として処理が可能な物は可能な限
り専ら物として処理をお願いします。）

鶴⾒資源化センター、⻑坂⾕ストックヤード
栄ストックヤード、神明台ストックヤード



４ 安全な収集作業について

（１）実際に発⽣した事故事例

（２）過積載について

（３）⾃⾛事故について

（４）事故が起きてしまったら



（１）実際に発⽣した事故事例①

信号のある交差点を、収集⾞が直進したところ、
対向⾞⾞線から右折してきたバイクと接触した。

バイク

収集車 右折待ち

収集車

収集車が優先側だとしても、
物影に隠れやすいバイクや
自転車等には注意が必要で
す。

常に「かもしれない運転」
の心がけをお願いします。



（１）実際に発⽣した事故事例②

信号のある交差点で、収集⾞が⻘信号の際に左折
をしようとしたところ、歩道を後⽅から⾛⾏して
きた⾃転⾞がミラーに衝突した。

自転車

収集車左折時には車両側面は死角
となります。

右左折時にはミラーでの確
認だけでなく、目視での確
認を必ず行ってください。



（１）実際に発⽣した事故事例③

収集⾞から運転⼿が降⾞時にドアを開けたところ、
後⽅から⾛⾏してきた⾃転⾞と接触。

自転車

収集車

ドア開けドア開け事故は、転倒した
相手が後続車両や対向車両
に接触するなどして重大事
故に繋がりかねません。

降車時の後方確認や、ドア
の２段開放等で防止してく
ださい。



（２）過積載について

【過積載による運転への影響】
・通常よりブレーキの利きが悪くなり、制動距離が伸⻑
・ハンドル操作性の悪化

【参考】令和５年１⽉ 本市焼却⼯場搬⼊⾞両（許可業者）
総搬⼊台数 13,132台
過積載台数 617台
過積載率 4.7％

過積載は道路交通法違反になるだけでなく、
重⼤事故を誘発する原因になります



（３）⾃⾛事故について

【⾃⾛事故の原因】
・サイドブレーキの引きの⽢さ
・不⼗分な輪⽌め
⇒作業時の慣れによって対応が疎かになった際に事故が発⽣

【⾃⾛事故防⽌の対策例】
・作業時はできるだけ平坦な場所に停⾞する
・サイドブレーキや輪⽌めを指差し呼称で徹底する など
⇒各社で事故防⽌策を検討してください。

⾃⾛事故は、⼤事故に繋がりかねません



（４）事故が起きてしまったら

１ ⾞両を安全な場所に停⾞させ、負傷者の救護を最優先︕︕
２ 「119番」「110番」に連絡
３ 会社や保険会社に連絡
４ 資源循環局⼀般廃棄物対策課に報告

⇒できるだけ早く事故の⼀報をお願いします。
（事故報告の様式例はこちらを参考にしてください。）

事故が起きてしまった際の対応について社内で確認

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/youshiki.html


５ その他伝達事項

（１）各種申請について

（２）⼯場搬⼊に係る補⾜

（３）事業系対策部の機構改⾰について



（１）各種申請について①

・許可申請した事項に変更があったとき
⇒内容に応じた変更の申請が必要です。

・ICカードを紛失したとき
⇒⾞両確認証等再交付依頼が必要です。
（再発⾏までの期間は臨時⾞両として搬⼊）

・⾦沢⼯場の夜間・⽇曜搬⼊⾞両を登録するとき
⇒当課に届出書の提出が必要です。
（登録までには１週間ほどかかります。）



（１）各種申請について②

・電⼦⾞検証の交付を受けている⾞両の⾞検証の取扱
⇒⾃動⾞検査証記録事項の写しをご提出ください。
（詳しくは別添資料をご覧ください。）

・各種申請は電⼦申請で⾏えます
⇒電⼦申請はこちらのページからご利⽤ください。
事業者で利⽤者登録し、次の⼿続をご利⽤ください。
・⼀般廃棄物処理業者の許可関係申請
・⼀般廃棄物処理業者の事業実績報告
※申請について、Eメールでは基本的に受け付けていません。

・必要な様式等はこちらからダウンロードしてください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/gomi-recycle/youshiki.html
https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/portal/home


（２）⼯場搬⼊に係る補⾜

・令和４年９⽉から⼯場搬⼊にあたって搬⼊確認書は不要となり
ました

・⼯場搬⼊時には「排出場所が分かる書類等」を携帯
⇒⼯場職員求めに応じてご提⽰ください。

・⼯場メーリングリストにご登録ください
⇒事故等で⼯場搬⼊に影響がある場合に、メーリングリストで
情報提供します。

・詳しくは別添資料をご覧ください。



（３）事業系対策部の機構改⾰について

事業系対策部の機構改⾰について(令和５年４⽉から)

事業系対策部
⼀般廃棄物対策課

⇒ 事業系廃棄物対策部
事業系対策部 事業系廃棄物対策課
産業廃棄物対策課

⇒詳しい連絡先等は、今後連絡させていただきます。



 

 

 
事件・事故・気象被害等で横浜市の焼却工場搬入に影響がある場合、 
速やかにＰＣ・スマホ・携帯に電子メールで情報提供します！ 

焼却工場緊急情報提供メーリングリストの開設 
 

 

配信登録申請アドレス  

https://ml.city.yokohama.lg.jp/sympa/info/koujyou-kinkyu# 
 ←お手持ちのＰＣ・スマホからＱＲコードで簡単登録 
  登録・退会はご自身のＰＣ・スマホからできます！ 
 

送信希望先のメールアドレスを入力し、「入会を申し込む」ボタンをクリック
すると、指定のアドレスに入会確認メールが届きます！ 
＜画面イメージ＞ 

 
 
このメーリングリストは、工場から一方通
行のメール配信のみの機能です。 
 
メールに返信しても工場にメールは届きま
せんのでご注意ください。 

お問合せ：横浜市資源循環局施設課管理係 ０４５－６７１－２５１８ 

事業者の皆様、そして搬入車両のドライバーの皆様！ 

ぜひ、配信登録をお願いします！  

焼却工場搬入事業者の皆様へ 

令 和 ４ 年 ４ 月 

横 浜 市 資 源 循 環 局 

① 読者登録を選択 
②配信先のアドレスを入力 

③クリック（タップ） 



 
令和４年 12 月５日 

一般廃棄物収集運搬業許可業者 各位 
横浜市資源循環局施設課長 

 
工場への遺棄動物等の搬入方法について（依頼） 

 
 
動物死体については、駆除又は遺棄動物（以下、「遺棄動物等」）の死体に限り、本市焼却

工場で受け入れています。 
 焼却工場に持ち込まれた遺棄動物等は早急に焼却処分する必要があるため、遺棄動物等
の搬入の際には以下の対応をお願いします。 
 
１ 遺棄動物等の搬入方法 

搬入された遺棄動物等はピットに投入後、すぐにクレーン操作で焼却炉に投入します。
クレーン操作を行う職員が確実に遺棄動物等を焼却炉に投入するために、原則、遺棄動物
等を視認性の高い赤い袋に入れていただくようお願いします。なお、突発的に遺棄動物等
が排出され、赤い袋に入れることができない等の事案に関しては、工場職員にお声がけい
ただき、指示に従ってください。 

 
２ 排出者に対する周知 

遺棄動物等を赤い袋に入れることについて、排出事業者（害獣駆除等）向けのチラシを
作成しましたので、排出事業者への周知もお願いします。 
そのほか、突発的に遺棄動物等が出される場合に備え、各社で赤い袋を用意いただくと

ともに、各工場でも赤い袋を用意しますので、必要に応じて検量棟の職員にお声がけくだ
さい。 

 
３ 工場搬入時の対応 

遺棄動物等を搬入する際、検量棟の職員に遺棄動物等を搬入していることを伝えてく
ださい。また、搬入にあたっては職員の指示に従ってください。 

 
  
焼却工場の安定稼働の維持に引き続きご協力をお願いします。 

 
担当：資源循環局施設課 

塩谷、岩田 
℡ 671-2518 



駆除したネズミや

遺棄動物を排出する際は

赤い袋に入れてください

ご理解とご協力をお願いいたします。

発行：横浜市資源循環局施設課管理係 TEL 671－2518
FAX 664－9490

■なぜ赤い袋に入れるのか

赤い袋等の視認性の高い袋は、クレーン運転手が見つけや
すくなり、素早く処理することができます。

(例)ネズミやハト、カラス、犬・猫 など

※大型の動物は搬入できません。詳細は、各工場へお問合せください。

■工場に搬入可能な駆除・遺棄動物

害獣駆除業者等の皆様

問合せ先📞📞
鶴見工場 TEL 521-2191 FAX 521-2193
旭工場 TEL 953-4851 FAX 953-4852
金沢工場 TEL 784-9711 FAX 784-9714
都筑工場 TEL 941-7911 FAX 941-7912



令和５年１月 20 日 

 

一般廃棄物収集運搬業許可業者 各位 

 

連 絡 
 

いつもお世話になっております。 

令和５年１月４日から、車検証が順次電子化され、必要最小限の記載事項

を除き、車検証情報は電子車検証の IC タグ内に記録されることになります

（別添リーフレットのとおり。）。 

一般廃棄物収集運搬業の許可申請等では、「運搬車両等の自動車検査証等

の写し」の提出を求めていますが、当該書類は電子車検証の交付の有無に応

じて次の書類を御提出ください。 

よろしくお願いします。 

 

電子車検証の交付の有無 提出が必要な書類 

交付を受けている 自動車検査証記録事項（※）の写し 

交付を受けていない（従来どおり） 自動車検査証の写し 

※自動車検査証記録事項：電子車検証の IC タグ内に記録されたすべての車検

証情報を IC カードリーダーやスマートフォンで読み取り、出力した書類 

 

＜参考＞ 

・電子車検証特設サイト（国土交通省） 

https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/ 

 

 

 

 

資源循環局一般廃棄物対策課 

担当：田中、山之内、小野 

TEL：045－671－2547 

FAX：045－663－0125 



令 和 ４ 年 ８ 月 2 3 日 

一般廃棄物収集運搬業許可業者 各位 

重 要 

いつもお世話になっております。 

令和４年８月２日付「搬入確認方法の変更について（連絡）」にてお知らせしまし

たとおり、令和４年９月１日から搬入確認書を廃止します。 

つきましては、以前お知らせした内容に加え、以下の点について遵守していただ

きますようお願いいたします。 

１ 臨時（代車・増車）依頼書について 

 現在本市処理施設に臨時車両の搬入があった場合、事前にお送りいただいた「臨

時（代車・増車）依頼書」と搬入確認書に記載された内容を突合し、搬入事業者名

等を確認しています。 

令和４年９月１日以降臨時車両で搬入する場合には、事前にお送りいただいた

「臨時（代車・増車）依頼書」の原本を必ず持参していただき、検量棟で提示して

ください。やむを得ず原本を持参できない場合には、必ず事前に工場にその旨を

電話連絡し、搬入車両の車両番号等をお伝えください。 

搬入事業者名が確認できるまで搬入をお待ちいただく場合がありますので、御

協力をお願いいたします。 

２ 排出場所が確認できる書類等の携帯及び提示について 

現在搬入確認書によって代表的な排出場所の確認を実施しておりますが、令和

４年９月１日以降は排出場所が分かる書類等（コース表など、当該搬入車両が回

収した場所が把握できるもの。タブレット等の端末可。）を必ず携帯してください。

搬入物検査で不適正搬入があった場合に提示していただき、これに基づいて排出

事業者指導を行いますので、御協力をお願いいたします。 

３ その他 

 御不明な点等ありましたら、当課まで御連絡ください。また、作業員の皆様への

周知にあたっては、別添資料を御活用ください。 

資源循環局一般廃棄物対策課 

担当：荒井、山之内、馬場 

TEL：045－671－2547 

FAX：045－663－0125 

別添



令和４年９⽉１⽇から、⼯場・最終処分場に対
する搬⼊確認書の提出が不要となります！！

２ 注意点

令和４年９⽉１⽇から、搬⼊確認書が廃⽌されます。
廃⽌後の搬⼊確認⽅法は次のとおりです。

１ ９⽉１⽇以降に⼯場・最終処分場搬⼊時に必要なもの
⾞両ごとに交付されているICカード

◆焼却⼯場で破砕機を使⽤する⽅
破砕機を使⽤する場合は、必ず検量棟でその旨を職員に
お伝えください。

◆その他の書類について
今回廃⽌される書類は、搬⼊確認書

（B6版の書類）のみです。
搬⼊届出書（現⾦搬⼊で使⽤する
A4版の書⾯）等は廃⽌されません
ので、御注意ください。

問合せ先
資源循環局⼀般廃棄物対策課

Tel：045‐671‐2547 E‐mail：sj‐ippaikyoka@city.yokohama.jp

◆臨時代⾞・増⾞で搬⼊される⽅
搬⼊確認書の廃⽌後は、「臨時（代⾞・増⾞）依頼書」
の原本で⾞両の確認を⾏いますので、事前に当課と⼯場
に送付していただいた依頼書の原本をご持参ください。

◆コース表等の携帯について
搬⼊確認書の廃⽌後は、コース表等
の収集場所の分かる書⾯等（タブレッ
ト可）で排出場所の確認を⾏う場合が
ありますので、必ず携帯してください。
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