
各様式の記入例・注意事項

◆共通
（1）公共下水道使用開始（変更）届 p1
（2）公共下水道使用開始届 p3
（3）水質管理責任者選任（変更）等届出書 p4

◆特定施設用
（4）特定施設（設置・使用・の構造等変更）届出書 p5
（5）特定施設・除害施設工事等完了届出書 p6
（6）氏名変更等届出書 ※特定施設用 p7
（7）承継届出書 ※特定施設用 p8
（8）特定施設使用廃止届出書 p9

◆除害施設用
（9）除害施設の新設等及び使用の方法の変更届出書 p10
（10）特定施設・除害施設工事等完了届出書 p5
（11）氏名変更等届出書 ※除害施設用 p11
（12）承継届出書 ※除害施設用 p12
（13）特定施設使用廃止届出書 p13



【公共下水道使用開始（変更）届】

＊＊ 4       1

＊＊市＊＊町＊丁目＊番地＊号

＊＊ ＊＊＊＊

＊＊ ＊ ＊ ＊ 2

該当しない方を
二重線で抹消

＊＊株式会社
代表取締役 ＊＊ ＊＊

500 30

＊＊ 6 1

中和法、酸化法、
還元法、凝集沈殿法

めっき排水処理施設

＜申請者が法人の場合＞
住所：本社等の所在地又は当該届出事業所

の所在地
※工場等が申請者となる場合には、名称は
工場名まで記入し代表者は工場長とする。
なお法人代表者から工場長あての委任状
（任意様式）を添付すること。

公共下水道を使用する事業所の所在地

公共下水道への排出口の数

過去１年間の平均月量及び日最大量とし、
新設の場合は推定量を記入。
平均水量：１年間の排水量を12か月で割っ
た値（㎥）
日最大水量：1年間の排水量のうち、期最
大排水量を期工場操業日数（例：25日操業
/月 × 2か月 = 50日）で割った値

水質項目別に処理方法を記入

公共下水道への排水口ごとに番号を付け、
排水口ごとに1か月の排水量を記入。

公共下水道への排水口ごとに該当する水質
の値を記入（生活系統のみ排水する排水溝
の水質は不要）。
※作業工程において使用する原材料、薬品
等から判断して水質項目を定め、その分析
値を記入。
※裏面も同様

No.1 No.2

225 25

7

0.2

1



0.05

1

1

0.5

生活系
排水

＊年3月1日
類似排水を分析

【事業場の概要図書】
次の書類を作成し添付。なお、同時に提出
する特定施設の設置届出書別紙と内容が重
複する場合は、当該部分を参照することと
して添付を省略可能。
①事業場概要
資本金、会社の従業員数、当該事業場の

従業員数、製品名、案内図、事業場配置図
②事業場の操業概要
操業時間、操業フローシート、原材料

（消耗資材を含む。）
③汚水の処理概要
用水及び排水の系統図、汚水処理フロー

シート、除害施設の配置図、構造図、使用
薬品名
④その他
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【公共下水道使用開始届】

＊＊ 4       1

＊＊市＊＊町＊丁目＊番地＊号

＊＊ ＊＊＊＊

＊＊株式会社
代表取締役 ＊＊ ＊＊

＊＊市＊＊町
＊丁目＊番地＊号

2

66 電気めっき施設＊＊年 6月 1日

＜申請者が法人の場合＞
住所：本社等の所在地又は当該届出事業所

の所在地
※工場等が申請者となる場合には、名称は
工場名まで記入し代表者は工場長とする。
なお法人代表者から工場長あての委任状
（任意様式）を添付すること。

公共下水道を使用する事業所の所在地

公共下水道への排出口の数

特定施設番号及び種類

3



【水質管理責任者選任（変更）等届出書】

＊＊ 4    1

＜申請者が法人の場合＞
住所：本社等の所在地又は当該届出事業所

の所在地
※工場等が申請者となる場合には、名称は
工場名まで記入し代表者は工場長とする。
なお法人代表者から工場長あての委任状
（任意様式）を添付すること。

＊＊市＊＊町＊丁目＊番地＊号
＊＊株式会社
代表取締役 ＊＊ ＊＊

＊＊＊(＊＊)＊＊＊＊

該当しない方を
二重線で抹消
該当しない方を
二重線で抹消

＊＊株式会社 ＊＊工場

＊＊市＊＊町＊丁目＊番地＊号

＊＊市＊＊町＊丁目＊番地＊号

＊＊ ＊＊

施設管理部環境課課長

＊＊＊(＊＊)＊＊＊＊

水質管理責任者を設置する
事業所の名称及び所在地

1～3のうちいずれか所有する資格の番
号を記入し、資格を証する書面の写しを
添付

水質管理責任者の住所、氏名

水質管理責任者の所属、役職及び電話番号

イ（甲）＊＊＊＊
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【特定施設（設置・使用・の構造等変更）届出書】

該当しない方を
二重線で抹消

＊＊ 4       1

＊＊市＊＊町＊丁目＊番地＊号

＊＊ ＊＊＊＊

＊＊株式会社
代表取締役 ＊＊ ＊＊

＜申請者が法人の場合＞
住所：本社等の所在地又は当該届出事業所

の所在地
※工場等が申請者となる場合には、名称は
工場名まで記入し代表者は工場長とする。
なお法人代表者から工場長あての委任状
（任意様式）を添付すること。

該当しない方を
二重線で抹消

該当しない方を
二重線で抹消

＊＊株式会社 ＊＊工場

＊＊市＊＊町＊丁目＊番地＊号

66 電気めっき施設

特定施設番号及び種類

当該特定施設を設置しようと
する事業所の名称及び所在地

＜「設置届」「使用届」の場合＞
別紙（1）～（5）を添付する。
＜「構造等変更」の場合＞
変更する事項以外は二重線で抹消して、
別紙（1）～（5）のうち適当なものを
添付し、変更理由及び変更前後の内容
を記載し添付する。

※別紙は任意様式。
参考様式はHPに掲載してあります。
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【特定施設・除害施設工事等完了届出書】

＊＊市＊＊町＊丁目＊番地＊号
＊＊株式会社
代表取締役 ＊＊ ＊＊

＊＊＊(＊＊)＊＊＊＊

＊＊ 8     1

＊＊ 4     1

＊＊ 4        10                ＊＊＊

＊＊株式会社 ＊＊工場

＊＊町 ＊ ＊ ＊

＊＊ 7             1

＊＊ 7            30

該当しない方を
二重線で抹消

＜申請者が法人の場合＞
住所：本社等の所在地又は当該届出事業所

の所在地
※工場等が申請者となる場合には、名称は
工場名まで記入し代表者は工場長とする。
なお法人代表者から工場長あての委任状
（任意様式）を添付すること。

設置届等を提出後に発行された
受理書に記載の「受理年月日」

「番号」を記入

株式会社＊＊

酸による表面処理施設及び凝集沈殿処理施設

＜特定施設の場合＞
特定施設の工事に関わる内容
＜除害施設の場合＞
除害施設の名称等

工事を行った施工業者の名称
※排水設備に係る工事は「武蔵
野市指定排水設備工事事業者」
でなければ実施することができ
ません

該当しない方を
二重線で抹消
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【氏名変更等届出書】※特定施設用

＊＊市＊＊町＊丁目＊番地＊号
＊＊ ＊＊＊＊

＊＊株式会社
代表取締役 ＊＊ 太郎

＊＊ 4       5

＊＊ 太郎

＊＊ 二郎

＊＊株式会社

＊＊市＊＊町
＊丁目＊番地＊号

＊＊ 4       1

人事異動のため
（社長の交代）

該当しない方を
二重線で抹消

＜申請者が法人の場合＞
住所：本社等の所在地又は当該届出事業所

の所在地
※工場等が申請者となる場合には、名称は
工場名まで記入し代表者は工場長とする。
なお法人代表者から工場長あての委任状
（任意様式）を添付すること。

変更のあった年月日

具体的に記入

変更のあった内容を記入
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【承継届出書】※特定施設用

＊＊市＊＊町＊丁目＊番地＊号

＊＊株式会社
代表取締役 ＊＊ 太郎

＊＊ 4      1

＊＊ ＊＊＊＊

＜申請者が法人の場合＞
住所：本社等の所在地又は当該届出事業所

の所在地
※工場等が申請者となる場合には、名称は
工場名まで記入し代表者は工場長とする。
なお法人代表者から工場長あての委任状
（任意様式）を添付すること。

＊＊株式会社 ＊＊工場

＊＊町＊丁目＊番地＊号

66 電気めっき施設

別添図のとおり

＊＊ 3     31

地位を承継した後の名称を記入 地位を承継した後の所在地を記入

地位を承継した施設の特定施設番号及び種類

地位を承継した特定施設が
設置されている場所について
①案内図
②特定施設配置図
を添付

実際に特定施設を譲り受け、又は借り受けた年月日株式会社＊＊
代表取締役 ＊＊ 二郎

＊＊市＊＊町＊丁目＊番地＊号 特定施設の譲渡人又は貸与人の氏名又は名称及び住所

借り受け
譲り受け、借り受け、合併等と具体的に記入
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【特定施設使用廃止届出書】

＊＊市＊＊町＊丁目＊番地＊号

＊＊株式会社
代表取締役 ＊＊ ＊＊

＊＊ 4      1

＊＊ ＊＊＊＊

＊＊株式会社 ＊＊工場

＊＊町＊丁目＊番地＊号

66 電気めっき施設

別添図のとおり

＊＊ 3     31

廃業のため

＜申請者が法人の場合＞
住所：本社等の所在地又は当該届出事業所

の所在地
※工場等が申請者となる場合には、名称は
工場名まで記入し代表者は工場長とする。
なお法人代表者から工場長あての委任状
（任意様式）を添付すること。

特定施設番号及び種類

廃止した特定施設の名称及び所在地

廃止した特定施設の位置等を
明示した図面を添付

使用廃止した年月日

具体的に記入
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【除害施設の新設等及び使用の方法の変更届出書】

＊＊ 4    1

＜申請者が法人の場合＞
住所：本社等の所在地又は当該届出事業所

の所在地
※工場等が申請者となる場合には、名称は
工場名まで記入し代表者は工場長とする。
なお法人代表者から工場長あての委任状
（任意様式）を添付すること。

＊＊市＊＊町＊丁目＊番地＊号
＊＊株式会社
代表取締役 ＊＊ ＊＊

＊＊＊(＊＊)＊＊＊＊

＊＊株式会社 ＊＊工場

＊＊町 ＊ ＊ ＊

該当しない方を
二重線で抹消

化学工業、洗剤製造（別添製造工程）

400

10

＊＊ 7    1 ＊＊ 7   30

株式会社＊＊

工事を行う施工業者の名称
※排水設備に係る工事は「武蔵
野市指定排水設備工事事業者」
でなければ実施することができ
ません。

日本産業分類の業種及び作業内容（製造工
程図を添付し、参考として作業時間、休業
日及び使用原材料の種類と1日当たりの使
用量ならびに生産量を付記する。）を記入

工場又は作業場の面積を記入し、別紙とし
て配置図を添付。なお、配置図には除害施
設の設置場所及び汚水の導水、排水経路、
排出口の位置・数等を記入し、付近見取図
を添付。

当該事業場から排除される下水の量（日平
均）を記入し、水質試験成績書を添付。

除害施設の仕様書（設計計算書）、構造図
（装置等のパンフレット類を含む）並びに
機械の配置図を添付。

汚水の処理方法を記入し、排水処理工程図
（別紙図面）を添付。また発生汚泥量及び
処分方法を付記し、産業廃棄物処理業者に
委託処理の場合は委託契約書等の写しを併
せて添付。
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【氏名変更等届出書】※除害施設用

＊＊ 4    1

＜申請者が法人の場合＞
住所：本社等の所在地又は当該届出事業所

の所在地
※工場等が申請者となる場合には、名称は
工場名まで記入し代表者は工場長とする。
なお法人代表者から工場長あての委任状
（任意様式）を添付すること。

＊＊市＊＊町＊丁目＊番地＊号
＊＊株式会社
代表取締役 ＊＊ 太郎

＊＊＊(＊＊)＊＊＊＊

該当しない方を
二重線で抹消

＊＊株式会社 ＊＊工場

武蔵野市＊＊町＊丁目＊番地＊号

＊＊ 太郎

＊＊ 二郎

＊＊ 4 1

人事異動のため（社長の交代）

変更のあった年月日

具体的に記入

変更のあった内容を記入
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【承継届出書】※除害施設用

＊＊ 4    1

＜申請者が法人の場合＞
住所：本社等の所在地又は当該届出事業所

の所在地
※工場等が申請者となる場合には、名称は
工場名まで記入し代表者は工場長とする。
なお法人代表者から工場長あての委任状
（任意様式）を添付すること。

＊＊市＊＊町＊丁目＊番地＊号
＊＊株式会社
代表取締役 ＊＊ 太郎

＊＊＊(＊＊)＊＊＊＊

＊＊株式会社 ＊＊工場

＊＊ ＊ ＊

＊＊町

＊＊ 4  1

＊＊ 二郎

＊＊ 太郎

＊＊市＊＊町＊丁目＊番地＊号

＊＊市＊＊町＊丁目＊番地＊号

借り受け

地位を承継した後の名称を記入

地位を承継した後の所在地を記入

地位を承継した除害施設が
設置されている場所について
①案内図
②除害施設配置図
を添付

実際に除害施設を譲り受け、又は借り受けた年月日

除害施設の譲渡人又は貸与人の氏名又は名称及び住所

譲り受け、借り受け、合併等と具体的に記入

除害施設を譲受人又は借受人の氏名又は名称及び住所
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【除害施設使用廃止（休止）届出書】

＊＊ 4    1

＜申請者が法人の場合＞
住所：本社等の所在地又は当該届出事業所

の所在地
※工場等が申請者となる場合には、名称は
工場名まで記入し代表者は工場長とする。
なお法人代表者から工場長あての委任状
（任意様式）を添付すること。

＊＊市＊＊町＊丁目＊番地＊号
＊＊株式会社
代表取締役 ＊＊ ＊＊

＊＊＊(＊＊)＊＊＊＊

該当しない方を
二重線で抹消
該当しない方を
二重線で抹消

＊＊株式会社 ＊＊工場

＊＊ ＊ ＊

＊＊町

めっき排水処理施設

別添図のとおり

使用廃止又は休止した除害施設
が設置されている場所について
①案内図
②除害施設配置図
を添付

＊＊ 5    15

使用の場合は廃止年月日を、
休止の場合は休止期間を記入

移転のため
具体的に記入
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