
資料２における施設設置関連許可不要（施設許可対象未満）での事前協議「有」 

事業概要書提出 現地調査 事業計画書提出 内容審査 

・書類の差し替え、追加 

市町村から意見聴取 

協議終了 

【設置者から知事へ】 【設置者から知事へ】 【知事から市町村へ】 

工事着工届 工事完了届 完了検査 

【設置者】 

産業廃棄物処理業許可、変更許可
申請又は変更届出 

【設置者から知事へ】 
【設置者】 

・事前協議書の写しを送付し、生活環境
保全上の見地からの意見を照会 

・必要に応じて設置者は市町村に事業
計画を説明 

 

改
正 

 

（変更点） 
・工事着工届の手続きを削除する。 （以下、すべての手続きで同様） 
・事業計画書の添付資料は、産業廃棄物処理業許可・変更許可申請書の添付資料を包括する内容とし、工事完了後の産
業廃棄物処理業許可等に必要な期間の短縮を図る。（以下、すべての手続きで同様） 

事業概要書提出 現地調査 事業計画書提出 内容審査 

・書類の差し替え、追加 

市町村から意見聴取 

協議終了 

【設置者から知事へ】 【設置者から知事へ】 【知事から市町村へ】 

工事完了届 完了検査 

【設置者】 

産業廃棄物処理業許可、変更許可
申請又は変更届出 

【設置者から知事へ】 

・事前協議書の写しを送付し、生活環境
保全上の見地からの意見を照会 

・必要に応じて設置者は市町村に事業
計画を説明 

 

現 

在 
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事業概要書提出 現地調査 事業計画書提出 内容審査 

・書類の差し替え、追加 

協議終了 

【設置者から知事へ】 【設置者から知事へ】 【知事から市町村へ】 

工事完了届 完了検査 

【設置者】 

産業廃棄物処理業許可、変更許可
申請又は変更届出 

【設置者から知事へ】 

・事前協議書の写しを送付し、生活環境
保全上の見地からの意見を照会 

・必要に応じて設置者は市町村に事業
計画を説明 

（変更点） 
・優良産廃業者の場合は、事業概要書は省略する。現地調査は、事業計画書提出後必要に応じて実施する。 

現地調査 

・必要に応じて実施する 

事業概要書提出 現地調査 事業計画書提出 内容審査 

・書類の差し替え、追加 

協議終了 

【設置者から知事へ】 【設置者から知事へ】 【知事から市町村へ】 

工事着工届 工事完了届 完了検査 

【設置者】 

産業廃棄物処理業許可、変更許可
申請又は変更届出 

【設置者から知事へ】 
【設置者】 

・事前協議書の写しを送付し、生活環境
保全上の見地からの意見を照会 

・必要に応じて設置者は市町村に事業
計画を説明 

 

改
正 

 
 

現 

在 
 

事業概要書段階は省略 

資料２における施設設置関連許可不要（施設許可対象未満）での事前協議「簡略化※※ 」 

市町村から意見聴取 

市町村から意見聴取 
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事業概要書提出 現地調査 事業計画書提出 内容審査 関係市町村への関係地域照会 

・書類の差し替え、追加 ・事業計画書の写しを送付 

・おおむね半径１kmで関係地域を定める 

・設置者は市町村に事業計画を説明 

関係地域の指定 

・設置者、関係市町村に通知 

・管轄保健所、関係市町村 

（公表と共に事業計画書の閲覧） 

周知計画書提出 説明会開催 意見書提出 見解書提出 

見解書の周知 市町村から意見聴取 手続終了 

・説明会開催の周知 

・説明会の実施方法 

・公表の日から30日 ・公表の日から45日以内 

・説明会による周知 

【知事から市町村へ】 

【設置者から知事へ】 【設置者】 【関係者から知事へ】 【設置者から知事へ】 

産業廃棄物処理施設設置許可申請 

又は変更許可申請 

【設置者から知事へ】 【設置者から知事へ】 

【設置者から関係者へ】 【知事から市町村へ】 

【公表】 30日 15日 

許 可 施設の設置 使用前検査申請 使用通知 

【設置者から知事へ】 

【知事】 【設置者】 【設置者から知事へ】 【知事から設置者へ】 

産業廃棄物処理業許可、変更
許可申請又は変更届出 

【設置者から知事へ】 

（変更点） 
手続き上の変更はなく現在と同様の手続きとする。 

 

現 

在 
 

資料２における施設設置関連許可要（施設許可対象）での事前協議「有」 資料3-3  



関係市町村への関係地域照会 

・事業計画書の写しを送付 

・おおむね半径１kmで関係地域を定める 

・設置者は市町村に事業計画を説明 

関係地域の指定 

・設置者、関係市町村に通知 

・管轄保健所、関係市町村 

（公表と共に事業計画書の閲覧） 

周知計画書提出 説明会開催 意見書提出 

見解書提出 見解書の周知 

手続終了 

・説明会開催の周知 

・説明会の実施方法 

・公表の日から30日 ・公表の日から45日以内 

・説明会による周知 

【知事から市町村へ】 【設置者から知事へ】 【設置者】 【関係者から知事へ】 

【設置者から知事へ】 

産業廃棄物処理施設設置許可申請 

又は変更許可申請 

【設置者から関係者へ】 【知事から市町村へ】 

【公表】 30日 15日 

許 可 施設の設置 

使用前検査申請 使用通知 

【設置者から知事へ】 
【知事】 【設置者】 

【設置者から知事へ】 【知事から設置者へ】 

産業廃棄物処理業許可、変更
許可申請又は変更届出 

【設置者から知事へ】 

事業概要書提出 現地調査 事業計画書提出 内容審査 

・書類の差し替え、追加 

市町村から意見聴取 

【設置者から知事へ】 【設置者から知事へ】 【知事から市町村へ】 

・事業計画書の写しを送付し、生活環境
保全上の見地からの意見を照会 

・必要に応じて設置者は市町村に事業
計画を説明 

・紛争要綱の実施の有無についても意
見聴取する 

現地調査 

・必要に応じて実施する 

必
要
に
応
じ
て
実
施 

 

改
正 

（変更点） 
・優良産廃業者の場合は、紛争要綱の手続きを行うかは市町村の意見を聴取し、これを参考として県が決定する。 

事業概要書段階は省略 

資料２における施設設置関連許可要（施設許可対象）での事前協議「簡略化※※ 」 

市町村から意見聴取 
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（施設入替、変更、譲受・借受、移動式破砕機（優良産廃業者以外は木くず・がれき類に限る） 

 

改
正 

【知事から市町村へ】 

許 可 

【設置者から知事へ】 

【知事】 

内容審査 

・書類の差し替え、追加 

現地調査 

・必要に応じて実施する 

（変更点） 
事前協議（紛争要綱の手続き含む）は実施せず、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設設置許可・変更許可、譲受・
借受申請の中で、法令の基準、県要綱の基準（維持管理基準、立地基準、構造基準等）への適合状況を確認、審査する。 

その後、市町村の意見を聴取し、その意見への事業者見解を確認し、生活環境保全上の点から許可要件を満たしている
かの判断の上、許可への生活環境上の条件を付すかの決定を行う。 

産業廃棄物処理施設設置、 

変更許可申請 

産業廃棄物処理施設 

譲受・借受許可申請 

施設の設置 使用前検査申請 使用通知 

【設置者】 【設置者から知事へ】 【知事から設置者へ】 

産業廃棄物処理業許可、変更
許可申請又は変更届出 

【設置者から知事へ】 

資料２における施設設置関連許可要（施設許可対象）での事前協議「無※ 」 

市町村から意見聴取 
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・事業内容に関する書類の写しを送付し、
生活環境保全上の見地からの意見を照
会 

・必要に応じて設置者は市町村に事業
内容を説明 



 

改
正 

 

【知事から市町村へ】 

許 可 

【設置者から知事へ】 【知事】 

内容審査 

・書類の差し替え、追加 

現地調査 

・必要に応じて実施する 

（変更点） 
事前協議（紛争要綱の手続き含む）は実施せず、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業変更許可申請、変更届出の中
で、法令の基準、県要綱の基準（維持管理基準、立地基準、構造基準等）への適合状況を確認、審査する。 

その後、変更許可申請の場合は市町村の意見を聴取し、その意見への事業者見解を確認し、生活環境保全上の支障の
恐れ等の検討の上、許可への生活環境上の条件を付すか決定する。 

産業廃棄物処理業変更許可申請 

資料２における施設設置関連許可要（施設許可対象）での事前協議「無※※※ 」 

市町村から意見聴取 

（１）処理業変更許可が必要な場合 

受 理 

【設置者から知事へ】 【知事】 

内容審査 

・書類の差し替え、追加 

現地調査 

・必要に応じて実施する 

産業廃棄物処理業に係る変更の届出 

（１）処理業変更届出が必要な場合 
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・事業内容に関する書類の写しを送付し、
生活環境保全上の見地からの意見を照
会 

・必要に応じて設置者は市町村に事業
内容を説明 


