
○枚方市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する規則
平成26年3月31日

規則第30号
(趣旨)

第1条　この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年
政令第300号。以下「政令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する
法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び枚
方市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例(平成25年枚方市条
例第58号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、廃棄物の処理
及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の
施行に関し必要な事項のうち、産業廃棄物の不適正な処理の防止に関す
るもの及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し必要
な事項を定め、併せて条例の施行に関し必要な事項を定めるものとす
る。
(定義)

第2条　この規則における用語の意義は、条例に定めるところによる。
(保管の届出)

第3条　条例第4条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とす
る。
(1)　保管の方法に関する次に掲げる事項
イ　保管の目的
ロ　保管のための容器の使用の有無
ハ　保管の積み上げ高さ
ニ　産業廃棄物の種類(政令第6条第1項第1号ロに規定する石綿含有産
業廃棄物若しくは水銀使用製品産業廃棄物又は同項第2号ホに規定
する水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。以下同
じ。)ごとの保管の方法

ホ　保管を行う事業場及び保管の用に供する場所の面積
ヘ　政令第6条第1項第1号ハからヘまでに規定する積替え及び保管に
係る基準に適合するために実施する生活環境の保全のための措置に
係る計画

ト　イからへまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(2)　搬入に関する次に掲げる事項
イ　産業廃棄物の発生場所又は地域
ロ　搬入の方法
ハ　搬入の頻度及び量
ニ　搬入を行う時間帯
ホ　イからニまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(3)　搬出に関する次に掲げる事項
イ　搬出先の氏名又は名称及び住所
ロ　搬出の方法
ハ　搬出の頻度及び量
ニ　搬出を行う時間帯
ホ　イからニまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(4)　保管を行う事業場において処分を行う場合にあっては、次に掲げ
る事項
イ　処分を行う産業廃棄物の種類ごとの処分の方法
ロ　処分の頻度及び量
ハ　1日当たりの処分能力
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ニ　処分に伴い発生する産業廃棄物等の搬出先の氏名又は名称及び住
所

ホ　イからニまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2　条例第4条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)　事業の種別
(2)　建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可をした行政庁の
名称及び許可番号

(3)　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第
104号)第21条第1項の登録をした行政庁の名称及び登録番号

(4)　産業廃棄物処理業の許可をした行政庁の名称及び許可番号
(5)　保管開始予定年月日

3　条例第4条第1項及び第5条第1項の届出書は、産業廃棄物保管施設届出
書(様式第1号)とする。

4　条例第4条第3項及び第5条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書
類とする。
(1)　保管を行う事業場の平面図及び当該事業場の付近の見取図
(2)　保管の用に供する場所(当該保管に係る構造物を含む。)の構造を
明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図

(3)　保管を行う事業場における処分に係る実施計画書並びに当該処分
のための施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造
図

(4)　保管を行う事業場における産業廃棄物の保管量に係る設計計算書
(5)　保管する産業廃棄物の荷重が直接かかる部分が構造耐力上安全で
あることを示す構造計算書

(6)　条例第8条第1項に規定する保管の届出者(以下「保管の届出者」と
いう。)が第2号の保管の用に供する場所及び第3号の施設の所有権そ
の他の使用権原を有することを証する書類

(7)　保管する産業廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合にあっ
ては、当該委託の契約に係る書類の写し

(8)　条例第4条第1項第5号の帳簿の備付け場所を明らかにした図面
(平29規則74・一部改正)

(変更等の届出)
第4条　条例第6条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定
による届出は、産業廃棄物保管施設(変更・廃止)届出書(様式第2号)を
提出することにより行わなければならない。

2　前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める
書類を添付しなければならない。
(1)　条例第4条第1項第3号に掲げる事項の変更　前条第4項第6号に掲げ
る書類

(2)　条例第4条第1項第4号に掲げる事項の変更　前条第4項第1号から第
5号まで及び第7号に掲げる書類

(3)　条例第4条第1項第5号に掲げる事項の変更　前条第4項第8号に掲げ
る書類

3　条例第6条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、
当該各号に定める日までに行わなければならない。
(1)　条例第4条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項の変更　
当該変更の日の翌日から10日を経過する日

(2)　条例第4条第1項第4号に掲げる事項の変更　当該変更した計画に基
づく保管を開始する日の14日前の日

(3)　保管の廃止　当該廃止の日の翌日から10日を経過する日

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j4_k1_g6
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j4_k1
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j5_k1
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j4_k3
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j5_k2
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j8_k1
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j4_k1_g5
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j6_k1
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j6_k2
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j4_k1_g3
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j4_k1_g4
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j4_k1_g5
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j6_k1
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j4_k1_g1
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j4_k1_g3
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j4_k1_g5
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j4_k1_g4


4　前項の規定は、条例第6条第2項において準用する同条第1項の規定によ
る届出について準用する。この場合において、前項第2号中「14日前」
とあるのは「前」と、同項第3号中「10日」とあるのは「30日」と読み
替えるものとする。
(帳簿の記載事項等)

第5条　条例第8条第1項の帳簿には、毎月の末日までに、その前月中にお
ける次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)　搬入に関する次に掲げる事項
イ　搬入を行った年月日
ロ　搬入のために使用した自動車の自動車登録番号
ハ　搬入を担当した者の氏名
ニ　搬入した産業廃棄物の種類、数量及び発生場所

(2)　搬出に関する次に掲げる事項
イ　搬出を行った年月日
ロ　搬出のために使用した自動車の自動車登録番号
ハ　搬出を担当した者の氏名
ニ　搬出した産業廃棄物の種類及び数量
ホ　搬出先の氏名又は名称及び住所

(3)　保管を行う事業場における産業廃棄物の処分に関する次に掲げる
事項
イ　処分を行った年月日
ロ　処分を担当した者の氏名
ハ　処分の方法
ニ　処分した産業廃棄物の種類及び数量

(4)　搬入、搬出又は処分の受託者に関する次に掲げる事項
イ　氏名又は名称及び住所
ロ　産業廃棄物処理業の許可の番号
ハ　受託者に交付した法第12条の3第1項に規定する管理票の交付番号

(5)　搬入、搬出又は処分を行った日ごとの保管を行う事業場における
保管量

2　条例第8条第1項の帳簿は、1年ごとに区分して、記載の日から5年間、
これを保存しなければならない。
(保管場所における表示の方法等)

第6条　条例第9条の規定による表示は、縦及び横それぞれ60センチメート
ル以上の掲示板を設置することにより行わなければならない。

2　前項の掲示板は、政令第6条第1項第1号ホ又は第2号ロ(1)の規定により
その例によることとされている政令第3条第1号リ(1)(ロ)に規定する掲
示板と併設しなければならない。

3　条例第9条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1)　保管する産業廃棄物の種類及び数量
(2)　保管を行う事業場の所在地
(3)　保管の届出者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人にあっ
ては、その代表者の氏名

(4)　保管を行う事業場に係る土地所有者の氏名又は名称、住所及び連
絡先並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(5)　条例第4条第1項、第5条第1項又は第6条第1項前段(同条第2項にお
いて準用する場合を含む。)の規定による届出を行った年月日

(指導)
第7条　条例第15条第1項の規定による指導は、当該指導に係る措置の内容
及び当該措置を求める理由を記載した書面を交付することにより行う。
(事業計画書)
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第8条　条例第18条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1)　環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第4項に規定する対象事
業に係る施設

(2)　大阪府環境影響評価条例(平成10年大阪府条例第3号)第2条第2項に
規定する対象事業に係る施設

(3)　枚方市環境影響評価条例(平成27年枚方市条例第53号)第2条第4項
に規定する対象事業に係る施設

2　条例第18条の事業計画書は、事業計画書(様式第3号)とする。
3　前項の事業計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、第3号に掲げる書類については、当該事業計画書を提出する者
が法第15条第1項の許可を受けようとしたならば同条第3項ただし書の規
定の適用があるときは、添付することを要しない。
(1)　事業計画書に係る産業廃棄物処理施設(条例第18条の処分の用に供
する施設にあっては、産業廃棄物の保管の場所を含む。以下この条に
おいて「計画施設」という。)の構造及びこれに付随する設備の構造
を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並び
に最終処分場である場合にあっては、周辺の地形、地質及び地下水の
状況を明らかにする書類

(2)　条例第18条の処分の用に供する施設(埋立処分及び海洋投入処分の
用に供する施設を除く。)にあっては、処分後の産業廃棄物の処理方
法を記載した書類

(3)　条例第18条の処分の用に供する施設であって、法第15条第1項の許
可を要するものにあっては、周辺地域の生活環境に及ぼす影響につい
ての調査の結果を記載した書類及び図面

(4)　計画施設を設置しようとする土地(以下「計画地」という。)の所
有者(当該計画地に建築物その他の構造物がある場合であって、当該
計画地の所有者以外の者が当該構造物の所有権を有するときは、その
者を含む。)に対し、当該事業計画書の説明を行った旨を証する書類

(5)　計画地における計画施設及びこれに付随する設備の配置図
(6)　計画施設に係る処理工程図及びその処理工程において必要となる
生活環境の保全のための措置を示す書類

(7)　計画施設の設置に係る関係法令に基づく手続の実施状況を示す書
類

(8)　計画地に係る土地の登記事項証明書及び当該計画地の付近の地籍
図並びに当該計画地において建築物その他の構造物がある場合にあっ
ては、当該構造物の登記事項証明書

(9)　計画施設の処理能力を明らかにする設計計算書(条例第18条の積替
え又は保管の用に供する施設にあっては、保管上限の計算書)

(10)　計画施設の適正な維持管理を行うための体制を示す書類、保守点
検箇所及び点検頻度を示す書類並びに省令第10条の8第1項(法第2条第
5項に規定する特別管理産業廃棄物にあっては、省令第10条の21第1
項)に規定する帳簿の記載事項を示す書類

(11)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平28規則22・一部改正)

(説明会等計画書)
第9条　条例第19条の説明会等計画書は、説明会等計画書(様式第4号)とす
る。
(事業計画書等についての公示等)

第10条　条例第20条の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにして
行うものとする。
(1)　条例第18条第1号から第5号までに掲げる事項
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(2)　条例第20条の規定による縦覧の場所、期間及び時間
2　条例第20条の規則で定める書類は、第8条第3項各号に掲げる書類の写
しとする。
(事業計画書の閲覧)

第11条　条例第22条第1項の規則で定める地域は、次に掲げる地域とす
る。
(1)　計画地及びその隣接地
(2)　計画地が属する自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条
の2第1項に規定する地縁による団体をいう。以下同じ。)の区域(自治
会がない場合であって、計画地が属する町又は字において、住居表示
に関する法律(昭和37年法律第119号)第2条第1号に規定する街区方式
により住居表示が実施されているときは、当該計画地が属する街区及
び当該計画地に隣接する街区)

(3)　計画地に隣接して計画地が属する自治会以外の自治会の区域があ
る場合にあっては、当該自治会の区域

(4)　条例第18条の処分の用に供する施設であって、法第15条第1項の許
可を要するものにあっては、第8条第3項の書類に記載された生活環境
に影響を及ぼすと予想される地域

2　条例第22条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1)　関係地域内の土地所有者等
(2)　関係地域内の事業所等において勤務している者
(3)　計画地からの排水(排水が雨水及び生活排水のみである場合を除
く。)が第一次放流先として流入する水域又は水路の水利権者

3　条例第22条第2項の規定による周知は、次に掲げる方法のいずれかによ
り行わなければならない。
(1)　時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載
(2)　関係地域内の自治会の協力を得て行う印刷物の回覧又は配付
(3)　計画地において行う掲示
(4)　関係地域内にある公共の場所の掲示板において行う掲示
(5)　前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

4　条例第22条第2項の規定による周知は、次に掲げる事項を明らかにして
行うものとする。
(1)　条例第18条第1号から第5号までに掲げる事項
(2)　事業計画書の写しの閲覧の期間及び時間
(3)　条例第24条の規定により意見書の提出ができる旨及び条例第25条
の規定によりこれに対する見解が書面により示される旨

(説明会の開催等)
第12条　事業計画書提出者は、条例第23条第1項の規定により説明会を開
催するに当たっては、説明会に参加する者の参集の便を考慮して日時及
び場所を定めなければならない。

2　事業計画書提出者は、説明会において、事業計画の内容を平易に記載
した書類及び図面を配付の上、その内容を十分に説明し、及び関係住民
の質問に対し誠実に対応するよう努めるとともに、条例第24条の規定に
より意見書の提出ができること及び条例第25条の規定によりこれに対す
る見解が書面により示されることを説明しなければならない。

3　条例第23条第2項の規定による周知は、前条第3項各号に掲げる方法の
いずれかにより行うものとする。

4　条例第23条第2項の規定による周知は、次に掲げる事項を明らかにして
行うものとする。
(1)　条例第18条第1号から第5号までに掲げる事項

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j20
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j20
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j22_k1
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j18
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j22_k1
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j22_k2
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j22_k2
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j18_k1_g1
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j18_k1_g5
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j24
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j25
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j23_k1
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j24
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j25
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j23_k2
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j23_k2
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j18_k1_g1
https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/o600RG00001073.html?id=j18_k1_g5


(2)　条例第24条の規定により意見書の提出ができる旨及び条例第25条
の規定によりこれに対する見解が書面により示される旨

5　条例第23条第3項の規定による届出は、説明会不開催届出書(様式第5
号)を提出することにより行わなければならない。

6　条例第23条第3項の規則で定める方法は、事業計画書を要約した書類の
提供又は前条第3項各号に掲げるいずれかの方法とする。
(見解書)

第13条　条例第25条の書面は、見解書(様式第6号)とする。
2　前項の書面には、見解を補足するために必要な資料を添付しなければ
ならない。
(説明会等報告書)

第14条　条例第26条第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とす
る。
(1)　条例第18条第1号から第5号までに掲げる事項
(2)　説明会等計画書に示されていない周知方法により周知を行った場
合にあっては、その周知方法

(3)　前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2　条例第26条の報告書は、説明会等報告書(様式第7号)とする。
3　前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)　第12条第2項の規定により説明会において配付した書類及び図面の
写し(説明会が開催できなかった場合にあっては、条例第23条第3項の
規定による周知のために作成した書類等の写し)

(2)　意見書の写し
(3)　見解書及び当該見解書に添付した資料の写し
(説明会等報告書が提出されたときの市長の意見)

第15条　条例第27条第1項の規則で定める期間は、説明会等報告書が提出
された日の翌日から起算して30日間とする。ただし、市長が同条第2項
の規定により意見を聴くときは、市長が必要と認める期間とする。

2　市長は、前項ただし書の場合においては、説明会等報告書の提出を受
けた日の翌日から起算して14日間以内に、必要と認める期間を定め、こ
れを事業計画書提出者に通知する。
(修正事業計画書)

第16条　条例第28条の事業計画書は、修正事業計画書(様式第8号)とす
る。

2　前項の事業計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、第3号に掲げる書類については、当該修正事業計画書を提出す
る者が法第15条第1項の許可を受けようとしたならば同条第3項ただし書
の規定の適用があるときは、添付することを要しない。
(1)　修正事業計画書に係る産業廃棄物処理施設(条例第18条の処分の用
に供する施設にあっては、産業廃棄物の保管の場所を含む。以下この
項において「修正計画施設」という。)の構造及びこれに付随する設
備の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計
算書並びに最終処分場である場合にあっては、周辺の地形、地質及び
地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(2)　条例第18条の処分の用に供する施設(埋立処分及び海洋投入処分の
用に供する施設を除く。)にあっては、処分後の産業廃棄物の処理方
法を記載した書類

(3)　条例第18条の処分の用に供する施設であって、法第15条第1項の許
可を要するものにあっては、周辺地域の生活環境に及ぼす影響につい
ての調査の結果を記載した書類及び図面
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(4)　計画施設を設置しようとする土地(以下この項において「修正計画
地」という。)の所有者(当該修正計画地に建築物その他の構造物があ
る場合において、当該修正計画地の所有者以外の者がその所有権を有
するときは、その者を含む。)に対し、当該修正事業計画書の説明を
行った旨を証する書類

(5)　修正計画地における修正計画施設及びこれに付随する設備の配置
図

(6)　修正計画施設に係る処理工程図及びその処理工程において必要と
なる生活環境の保全のための措置を示す書類

(7)　修正計画施設の設置に係る関係法令に基づく手続の実施状況を示
す書類

(8)　修正計画地に係る土地の登記事項証明書及び当該修正計画地の付
近の地籍図並びに当該修正計画地において建築物その他の構造物があ
る場合にあっては、当該構造物の登記事項証明書

(9)　修正計画施設の処理能力を明らかにする設計計算書(条例第18条の
積替え又は保管の用に供する施設にあっては、保管上限の計算書)

(10)　修正計画施設の適正な維持管理を行うための体制を示す書類、保
守点検箇所及び点検頻度を示す書類並びに省令第10条の8第1項(法第2
条第5項に規定する特別管理産業廃棄物にあっては、省令第10条の21
第1項)に規定する帳簿の記載事項を示す書類

(11)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(修正事業計画書についての公示等)

第17条　条例第29条の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにして
行うものとする。
(1)　条例第18条第1号から第5号までに掲げる事項
(2)　修正事業計画書の縦覧の場所、期間及び時間

2　条例第29条の規則で定める書類は、次に掲げる書類の写しとする。
(1)　事業計画書及び条例第21条第1項の書面
(2)　説明会等報告書及び条例第27条第1項の書面
(修正事業計画書の閲覧)

第18条　条例第30条第1項の規則で定める書類は、前条第2項各号に掲げる
書類の写しとする。

2　第11条第3項及び第4項(第3号を除く。)の規定は、条例第30条第2項に
おいて準用する条例第22条第2項の規定による周知について準用する。
この場合において、第11条第4項第2号中「事業計画書」とあるのは、
「修正事業計画書」と読み替えるものとする。
(修正事業計画書の変更の勧告の公示)

第19条　条例第31条第3項の規定による公示は、次に掲げる事項を明らか
にして行うものとする。
(1)　条例第18条第1号から第5号までに掲げる事項
(2)　条例第31条第1項の規定による勧告の内容及び同項の規定による指
導又は助言の内容

(事業計画書の変更の届出)
第20条　条例第33条第1項の規定による届出は、事業計画書変更届出書(様
式第9号)を提出することにより行わなければならない。

2　前項の届出書には、届出の内容を補足するために必要な資料を添付し
なければならない。

3　条例第33条第2項の規定による通知は、同条第1項の規定による届出が
あった日の翌日から起算してから30日以内に行う。
(説明会等計画書の変更の届出)
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第21条　条例第34条第1項の規定による届出は、説明会等計画書変更届出
書(様式第10号)を提出することにより行わなければならない。

2　前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
3　前条第3項の規定は、条例第34条第2項の規定による通知について準用
する。
(修正事業計画書の変更の届出)

第22条　条例第35条第1項の規定による届出は、事業計画書変更届出書を
提出することにより行わなければならない。

2　第20条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
3　第20条第3項の規定は、条例第35条第2項の規定による通知について準
用する。
(事業計画の廃止の届出等)

第23条　条例第36条第1項の規定による届出は、事業計画廃止届出書(様式
第11号)を提出することにより行わなければならない。

2　条例第36条第2項の規定による公示は、条例第17条第1項第1号から第5
号までに掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(準用)

第24条　第8条から前条までの規定は、条例第38条において条例第5章第2
節から第4節まで及び第37条の規定を準用する場合に準用する。

2　条例第38条第2項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する
行為をしようとする者とする。
(1)　産業廃棄物処理施設の処理能力(条例第18条の積替え又は保管の用
に供する施設にあっては、産業廃棄物の保管上限)の増強

(2)　関係地域の変更を伴う産業廃棄物処理施設の設置場所又は主要な
設備の構造若しくは規模の変更

(3)　前2号に掲げるもののほか、周辺地域の生活環境への負荷が増大
し、又はそのおそれがあると市長が認める行為

(身分証明書)
第25条　条例第40条第2項の証明書は、身分証明書(様式第12号)とする。
(産業廃棄物処理業及び産業廃棄物処理施設に係る許可申請に必要な書
類又は図面)

第26条　法第14条第1項の許可の申請若しくは産業廃棄物収集運搬業者に
係る法第14条の2第1項の範囲の変更の許可の申請又は法第14条の4第1項
の許可の申請若しくは特別管理産業廃棄物収集運搬業者に係る法第14条
の5第1項の範囲の変更の許可の申請に当たっては、省令第9条の2第2項
(省令第10条の9第2項、第10条の12第2項又は第10条の22第2項において
準用する場合を含む。)に定める書類及び図面のほか、次に掲げる書類
及び図面を添付しなければならない。ただし、これらの許可の更新を申
請する場合で市長が認めるときは、この限りでない。
(1)　積替え又は保管の用に供する施設を有する場合にあっては、積替
え又は保管の用に供する施設の概要書(様式第13号)

(2)　事業の用に供する自動車の保管場所の付近の見取図
(3)　申請の手続を行う者と申請者が異なる場合にあっては、委任状
(4)　直前3事業年度の確定申告書の写し
(5)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面

2　法第14条第6項の許可の申請若しくは産業廃棄物処分業者に係る法第14
条の2第1項の範囲の変更の許可の申請又は法第14条の4第6項の許可の申
請若しくは特別管理産業廃棄物処分業者に係る法第14条の5第1項の範囲
の変更の許可の申請に当たっては、省令第10条の4第2項(省令第10条の9
第3項、第10条の16第2項又は第10条の22第3項)に定める書類及び図面の
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ほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、これらの許
可の更新を申請する場合で知事が認めるときは、この限りでない。
(1)　海洋投入処分を業として行う場合にあっては、海洋投入処分の用
に供する施設の概要書(様式第14号)

(2)　前項第3号及び第4号に掲げる書類
(3)　前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3　法第15条第1項の許可の申請、法第15条の2の6第1項の変更の許可の申
請、法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の許可の申請若しく
は法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の認可の申請又は法第
15条の4において準用する法第9条の7第2項の届出に当たっては、法第15
条第3項、省令第5条の11第2項、第5条の12第2項、第6条第2項又は第12
条の9第3項に定める書類及び図面のほか、次に掲げる書類を添付しなけ
ればならない。
(1)　産業廃棄物処理施設の設置の場所の登記事項証明書
(2)　第1項第3号及び第4号に掲げる書類
(3)　法第15条の4において準用する法第9条の7第2項の届出にあって
は、相続があったことを証する書類

(4)　前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4　前3項に規定する申請又は届出をする場合に添付する書類のうち、官公
署が発行するものは、申請日前3月以内に発行されたものとする。ただ
し、事業の用に車両又は船舶を供する場合の省令第9条の2第2項第3号
(省令第10条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類
は、有効期間内の自動車検査証又は船舶検査証書の写しとすることがで
きる。
(産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を要しない者に係
る指定)

第27条　産業廃棄物の再生輸送(再生利用の目的となる産業廃棄物の収集
又は運搬を行うことをいう。以下同じ。)のみを業として行おうとする
者は、指定申請書(様式第15号)を市長に提出して、省令第9条第2号の指
定の申請をすることができる。

2　産業廃棄物の再生活用(再生利用の目的となる産業廃棄物の処分を行う
ことをいう。以下同じ。)のみを業として行おうとする者(その者が前号
に掲げる者に係る指定を受けた者と同一の者である場合を含む。)は、
指定申請書を市長に提出して、省令第10条の3第2号の指定の申請をする
ことができる。

3　市長は、第1項の申請をした者が第1号、第3号及び第5号から第8号まで
のいずれかに該当するとき又は前項の申請をした者が次の各号のいずれ
にも該当するときは、当該申請に係る指定をするものとする。
(1)　再生輸送又は再生活用が確実に行われること。
(2)　事業者と継続した取引関係が確立していること。
(3)　生活環境の保全上支障が生じないこと。
(4)　再生活用において生じる廃棄物の処理が的確にできること。
(5)　再生輸送の用に供する施設にあっては省令第10条第1号、再生活用
の用に供する施設にあっては省令第10条の5第1号イに掲げる基準に適
合するものであること。

(6)　再生活用又は再生輸送を的確に行うに足りる知識及び技能を有す
ること。

(7)　再生活用又は再生輸送を的確かつ継続的に行うに足りる経理的基
礎を有すること。

(8)　産業廃棄物の再生利用の推進に特に資すると認めるものであるこ
と。



4　市長は、前項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の申請をした者が
法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当するときは、当該申
請に係る指定をしないものとする。

5　市長は、第3項の規定による指定をしたときは、産業廃棄物再生利用業
指定証(様式第16号)を交付する。

6　第3項の規定による指定を受けた者は、その業の範囲又はその業の用に
供する施設を変更しようとするときは、新たに同項の規定による指定を
受けなければならない。ただし、その業若しくはその業の用に供する施
設の全部若しくは一部の廃止をしようとするときは、この限りでない。

7　前項ただし書の場合において、当該変更又は廃止をした者は、当該変
更又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、指定に係る事業又は施
設等の変更又は全部(一部)廃止届出書(様式第17号)を市長に提出しなけ
ればならない。
(認定証又は指定証の書換え)

第28条　市長は、省令第12条の11の10の規定により認定証の交付を受けた
者又は前条第5項の規定により指定証の交付を受けた者からその記載事
項に変更があった旨の届出があったときは、その書換えを行うものとす
る。
(許可証等の再交付)

第29条　市長は、省令第10条の2、第10条の6、第10条の14、第10条の18若
しくは第12条の5の規定による許可証の交付を受けた者、省令第12条の
11の10の規定による認定証の交付を受けた者又は第27条第5項の規定に
よる指定証の交付を受けた者から、当該許可証、認定証又は指定証を亡
失し、滅失し、汚損し、又は破損したことによりその再交付の申請があ
ったときは、その再交付を行うものとする。

2　前項の申請は、市長に許可証等再交付申請書(様式第18号)を提出する
ことにより行わなければならない。

3　汚損又は破損により第1項の規定による再交付を受けようとする者は、
前項の申請書に当該汚損し、又は破損した許可証、認定証又は指定証を
添付しなければならない。

4　亡失により第1項の規定による再交付を受けた者は、亡失した許可証、
認定証又は指定証が発見されたときは、直ちに、当該発見された許可
証、認定証又は指定証を市長に返納しなければならない。
(許可証等の返納)

第30条　省令第10条の2、第10条の6、第10条の14又は第10条の18の規定に
よる許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するとき
は、当該許可証を市長に返納しなければならない。
(1)　法第14条第2項若しくは第7項又は14条の4第2項若しくは第7項の規
定により当該許可がその効力を失ったとき。

(2)　法第14条の2第3項又は第14条の5第3項において準用する法第7条の
2第3項の規定により事業の全部の廃止に係る届出をしたとき。

(3)　法第14条の3の2(法第14条の6において準用する場合を含む。)の規
定により当該許可が取り消されたとき。

2　省令第12条の5の規定による許可証の交付を受けた者は、次の各号のい
ずれかに該当するときは、当該許可証を市長に返納しなければならな
い。
(1)　法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第3項の規定により
産業廃棄物処理施設の廃止に係る届出をしたとき。

(2)　法第15条の3の規定により当該許可が取り消されたとき。
3　省令第12条の11の10の規定により認定証の交付を受けた者は、次の各
号のいずれかに該当する場合には当該認定証を市長に返納しなければな



らない。
(1)　法第15条の3の3第2項の規定により当該認定がその効力を失ったと
き。

(2)　政令第7条の4において準用する政令第5条の5の規定により熱回収
施設の廃止に係る届出をしたとき。

(3)　法第15条の3の3第5項の規定により当該認定が取り消されたとき。
(4)　前項各号のいずれかに該当するとき。

4　第27条第5項の規定による指定証の交付を受けた者は、法第14条第5項
第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき又は第27条第7項
の規定による届出(事業又は施設の全部の廃止に係るものに限る。)をし
たときは、当該指定証を市長に返納しなければならない。
(台帳の閲覧)

第31条　法第15条の18第1項に規定する指定区域台帳及び法第19条の12第1
項の台帳(以下これらを「台帳」という。)を閲覧に供する場所は、枚方
市環境部とする。

2　台帳を閲覧に供する時間は、枚方市の休日に関する条例(平成3年枚方
市条例第3号)第2条第1項に規定する市の休日以外の日の午前9時から午
後5時30分まで(休憩時間を除く。)とする。

3　台帳は、市長が指定する方法により閲覧しなければならない。
4　市長は、台帳の閲覧をする者が次の各号のいずれかに該当するとき
は、台帳の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。
(1)　前項の規定に違反したとき。
(2)　台帳を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるとき。
(3)　他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。
(4)　台帳の閲覧に関して職員の指示に従わないとき。
(5)　前各号に掲げる場合のほか、台帳の管理のため特に必要があると
認めるとき。

(平28規則33・平31規則1・一部改正)
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲渡し及び譲受けの承認の申請)

第32条　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置
法施行規則(平成13年環境省令第23号)第26条第1項第6号の規定による承
認を受けようとする者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物譲渡し及び譲受け
承認申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2　前項の申請書には、次の各号に定める書類を添付しなければならな
い。
(1)　理由書(様式第20号)
(2)　譲り受けようとする者が法人の場合にあっては、当該法人の登記
事項証明書、役員の住所及び氏名を記載した名簿並びに健全な財務状
況であることを証する書類

(3)　譲り受けようとする者が個人の場合にあっては、当該ポリ塩化ビ
フェニル廃棄物を処理するに十分な資産を有することを証する書類

(4)　誓約書(様式第21号)
(5)　譲り受けようとする者が当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管し
ようとする施設の構造を明らかにした図面

(6)　合意書(様式第22号)又は譲り受けようとする者が、当該ポリ塩化
ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に保管し、及び処理することを、譲
り渡そうとする者との間で合意したことを証する書類

(平28規則46・一部改正)
(書類等の様式)

第33条　次の各号に掲げる書類等の様式は、それぞれ当該各号に定めると
ころによる。
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(1)　政令第6条第1項第1号ハの規定によりその例によることとされる政
令第3条第1号ヘ(1)の表示、政令第6条第1項第1号ホの規定によりその
例によることとされる政令第3条第1号リ(1)(ロ)の掲示板、政令第6条
の5第1項第1号ロの規定によりその例によることとされる政令第4条の
2第1号ト(1)の表示及び政令第6条の5第1項第1号ニの規定によりその
例によることとされる政令第3条第1号リ(1)(ロ)の掲示板のうち、法
第14条第1項又は第14条の4第1項の許可を受けた者に係るもの　産業
廃棄物の／積替え／積替えのための保管／の場所(様式第23号)

(2)　政令第6条第1項第2号ロ(1)の規定によりその例によることとされ
る政令第3条第1号リ(1)(ロ)の掲示板及び政令第6条の5第1項第2号リ
(1)の規定によりその例によることとされる政令第3条第1号リ(1)(ロ)
の掲示板であって、法第14条第6項又は第14条の4第6項の許可を受け
た者に係るもの　産業廃棄物の中間処理施設(様式第24号)

(3)　政令第6条第1項第3号ハの表示及び政令第6条の5第1項第3号イの表
示であって、法第14条第6項又は第14条の4第6項の許可を受けた者に
係るもの　産業廃棄物の最終処分場(様式第25号)

(4)　省令第10条の4第2項第1号(省令第10条の16第2項において準用する
場合を含む。)に掲げる書類　事業計画の概要を記載した書類(様式第
26号)

(5)　省令第10条の4第2項第4号(省令第10条の16第2項において準用する
場合を含む。)に掲げる書類　処分後の産業廃棄物及び特別管理産業
廃棄物の処理方法を記載した書類(様式第27号)

(6)　省令第10条の4第2項第7号(省令第10条の16第2項において準用する
場合を含む。)に掲げる書類　省令様式第6号の2第8面

(7)　省令第10条の10の3、第10条の10の3の2、第10条の24、第10条の24
の2、第12条の11の3及び第12条の11の3の2の届出書　欠格要件該当届
出書(様式第28号)

(8)　省令第10条の16第3項第1号に掲げる書類　分析設備の概要書(様式
第29号)

(9)　省令第10条の16第3項第2号に掲げる書類　分析担当者の経歴書(様
式第30号)

(10)　省令第11条第6項第6号、第12条の9第3項第6号、第12条の11の12
第2項第2号、第12条の11の13第2項第3号ロ及び第12条の12第2項第3号
に掲げる書類　施設の／設置及び維持管理／維持管理／に要する資金
の総額及びその資金の調達方法(様式第31号)

(11)　省令第11条第6項第8号、第12条の11の12第2項第4号及び第12条の
12第2項第4号に掲げる資産に関する調書　省令様式第6号の2第9面

(12)　省令第11条第6項第11号、第12条の11の12第2項第7号、第12条の
11の13第2項第2号ハ及び第12条の12第2項第5号に掲げる書類　省令様
式第6号の2第10面

(13)　省令第13条の3第2項第1号に掲げる書類　事業計画の概要を記載
した書類(様式第32号)

(14)　省令第13条の3第2項第3号に掲げる書類　事業の用に供する施設
の概要(様式第33号)

(15)　省令第13条の3第2項第5号に掲げる書類　処分若しくは再生に伴
って生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類
(様式第34号)

(平29規則74・平31規則1・令2規則66・一部改正)
(書類の提出部数)

第34条　条例及びこの規則の規定により市長に提出する書類の提出部数
は、正本1部及び副本2部(条例第4条から第6条までの規定により提出す
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るものにあっては、1部)とする。ただし、市長は、必要があると認める
ときは、その副本の部数を追加することがある。
(補則)

第35条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附　則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附　則〔平成28年3月31日規則第22号抄〕

(施行期日)
1　この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附　則〔平成28年3月31日規則第33号抄〕
(施行期日)

第1条　この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附　則〔平成28年11月30日規則第46号〕

1　この規則は、公布の日から施行する。
2　改正前の枚方市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する規則の様式
については、当分の間、所要の調整をした上で、なお従前の例により使
用することができる。

附　則〔平成29年9月29日規則第74号〕
1　この規則は、平成29年10月1日から施行する。
2　第1条の規定による改正前の枚方市一般廃棄物の減量及び適正処理の促
進等に関する規則及び第2条の規定による改正前の枚方市産業廃棄物の
不適正な処理の防止に関する規則の様式により作成した用紙は、当分の
間、所要の調整をした上、第1条の規定による改正後の枚方市一般廃棄
物の減量及び適正処理の促進等に関する規則及び第2条の規定による改
正後の枚方市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する規則の様式によ
り作成した用紙として使用することができる。

附　則〔平成31年1月21日規則第1号〕
この規則は、公布の日から施行する。

附　則〔令和2年7月29日規則第66号〕
1　この規則は、公布の日から施行する。
2　第1条の規定による改正前の枚方市一般廃棄物の減量及び適正処理の促
進等に関する規則、第3条の規定による改正前の枚方市産業廃棄物の不
適正な処理の防止に関する規則及び第4条の規定による改正前の枚方市
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則の様式により作成した
用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第1条の規定による改正後の
枚方市一般廃棄物の減量及び適正処理の促進等に関する規則、第3条の
規定による改正後の枚方市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する規
則及び第4条の規定による改正後の枚方市使用済自動車の再資源化等に
関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することがで
きる。

附　則〔令和2年12月28日規則第85号〕
1　この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2　この規則による改正前のそれぞれの規則の様式により作成した用紙
は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後のそれぞれ
の規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

附　則〔令和3年3月31日規則第20号〕
1　この規則は、公布の日から施行する。
2　この規則による改正前のそれぞれの規則の様式により作成した用紙
は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後のそれぞれ
の規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

様式第1号(第3条関係)
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(平29規則74・令2規則85・一部改正)





様式第2号(第4条関係)
(令2規則85・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00006864.rtf


様式第3号(第8条関係)
(平29規則74・令2規則85・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00006865.rtf






様式第4号(第9条関係)
(平29規則74・令2規則85・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00006866.rtf


様式第5号(第12条関係)
(平29規則74・令2規則85・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00006867.rtf


様式第6号(第13条関係)
(令2規則85・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00006868.rtf


様式第7号(第14条関係)
(平29規則74・令2規則85・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00006869.rtf




様式第8号(第16条関係)
(平29規則74・令2規則85・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00006870.rtf






様式第9号(第20条、第22条関係)
(平29規則74・令2規則85・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00006871.rtf






様式第10号(第21条関係)
(平29規則74・令2規則85・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00006872.rtf


様式第11号(第23条関係)
(平29規則74・令2規則85・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00006873.rtf


様式第12号(第25条関係)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00003336.rtf


様式第13号(第26条関係)
(平29規則74・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00005279.rtf


様式第14号(第26条関係)
(平29規則74・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00005280.rtf


様式第15号(第27条関係)
(令2規則85・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00006874.rtf














様式第16号(第27条関係)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00003340.rtf


様式第17号(第27条関係)
(令2規則85・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00006875.rtf


様式第18号(第29条関係)
(令2規則85・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00006876.rtf


様式第19号(第32条関係)
(平28規則46・令3規則20・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00007026.rtf




様式第20号(第32条関係)
(令3規則20・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00007027.rtf


様式第21号(第32条関係)
(令3規則20・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00007028.rtf


様式第22号(第32条関係)
(平28規則46・令3規則20・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00007029.rtf


様式第23号(第33条関係)
(平29規則74・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00005281.rtf


様式第24号(第33条関係)
(平29規則74・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00005282.rtf


様式第25号(第33条関係)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00003363.rtf


様式第26号(第33条関係)
(平29規則74・旧様式第30号繰上・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00005283.rtf










様式第27号(第33条関係)
(平29規則74・旧様式第31号繰上)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00005284.rtf


様式第28号(第33条関係)
(令2規則66・全改)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00006273.rtf


様式第29号(第33条関係)
(平29規則74・旧様式第33号繰上)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00005286.rtf


様式第30号(第33条関係)
(平29規則74・旧様式第34号繰上、令2規則85・一部改正)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00006877.rtf


様式第31号(第33条関係)
(平29規則74・旧様式第35号繰上)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00005288.rtf


様式第32号(第33条関係)
(平31規則1・追加)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00005690.rtf




様式第33号(第33条関係)
(平31規則1・追加)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00005691.rtf


様式第34号(第33条関係)
(平31規則1・追加)

https://www1.g-reiki.net/hirakata/reiki_honbun/word/o600FG00005692.rtf



