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(仮称)相模原市廃棄物処理施設の設置等の手続に関する条例(案) 

の骨子 

 
１ 目的 

  この条例は、廃棄物処理施設の設置等に関する計画の事前公開、これに

対する関係住民等からの生活環境の保全上の見地からの意見の提出及びそ

の調整、紛争が生じた場合のあっせん等について必要な事項を定めること

により、事業計画者及び関係住民等の相互理解の促進並びに紛争の予防及

び調整を図るとともに、市民の良好な生活環境の確保に寄与することを目

的とする。 

２ 定義 

  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１）廃棄物 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。)第２条第１項に規定する廃棄物をいう。 

（２）一般廃棄物 法第２条第２項に規定する一般廃棄物をいう。 

（３）産業廃棄物 法第２条第４項に規定する産業廃棄物をいう。 

（４）特別管理産業廃棄物 法第２条第５項に規定する特別管理産業廃棄物

をいう。 

（５）廃棄物処理施設 廃棄物の処理に関する施設であって、次に掲げるも

のをいう。 

ア 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)第５条第１項に規定するごみ処理施設 

イ 法第１５条第１項に規定する産業廃棄物処理施設 

ウ 法第７条第５項第３号、第１４条第５項第１号又は第１４条の４第

５項第１号に規定するその事業の用に供する施設(廃棄物の積替施設

に限る。) 

  エ 法第７条第１０項第３号、第１４条第１０項第１号又は第１４条の４

第１０項第１号に規定するその事業の用に供する施設(廃棄物の保管施

設を除く。) 

  オ 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成１４年法律第８７号。

以下「自動車リサイクル法」という。)第６２条第１項第１号に規定す

るその事業の用に供する施設 

カ 自動車リサイクル法第６９条第１項第１号に規定する事業の用に 

供する施設 

（６）廃棄物処理施設の設置等 廃棄物処理施設の設置又はその位置、構造、

規模若しくは取り扱う廃棄物の種類の変更であって、次のアからコまで
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のいずれかに該当するものをいう。 

  ア 法第７条第１項若しくは第６項、第１４条第１項若しくは第６項又

は第１４条の４第１項若しくは第６項の許可を受けるための廃棄物処

理施設の設置 

  イ 法第７条の２第１項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃

棄物処分業の事業の範囲(一般廃棄物収集運搬業にあっては、取り扱う

一般廃棄物の種類のうち積替え又は保管を行わない一般廃棄物の種類

を除く。)の変更であって、同項の許可を要するもの 

  ウ 法第１４条の２第１項の規定による産業廃棄物収集運搬業又は産業

廃棄物処分業の事業の範囲(産業廃棄物収集運搬業にあっては、取り扱

う産業廃棄物の種類のうち積替え又は保管を行わない産業廃棄物の種

類を除く。)の変更であって、同項の許可を要するもの 

  エ 法第１４条の５第１項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業

又は特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲(特別管理産業廃棄物収

集運搬業にあっては、取り扱う特別管理産業廃棄物の種類のうち積替

え又は保管を行わない特別管理産業廃棄物の種類を除く。)の変更であ

って、同項の規定による許可を要するもの 

  オ 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。)第２条第２号、第２条の３第２号、

第９条第２号又は第１０条の３第２号の規定による指定を受けるため

の廃棄物処理施設の設置 

  カ 自動車リサイクル法第６０条第１項又は第６７条第１項の許可を受

けるための廃棄物処理施設の設置 

  キ 自動車リサイクル法第７０条第１項の規定による破砕業の事業の範

囲の変更であって、同項の許可を要するもの 

  ク 廃棄物処理施設の更新、増設又は移転であって、法第８条第１項又

は第１５条第１項の許可を要するもの 

  ケ 法第７条の２第３項(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場合を含む。)若しくは自動車リサイクル法第６３

条第１項又は第７１条第１項の規定による届出に係る変更であって、

廃棄物処理施設を増設し、又は移転するもの(イからエまで及びキに該

当するものを除く。) 

  コ アからケまでに定めるもののほか、規則で定める主要な設備等の変

更 

（７）事業計画者 廃棄物処理施設の設置等をしようとする者をいう。 

（８）関係地域 廃棄物処理施設の設置等により、生活環境の保全上支障が

生じるおそれのある地域として、７の規定により市長が定める地域をい

う。 
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（９）関係住民等 関係地域に住所を有する者その他規則で定める生活環境

の保全上利害関係を有する者をいう。 

（１０）紛争 廃棄物処理施設の設置等に伴い生じるおそれのある生活環境

の保全上の支障に関して、事業計画者と関係住民等の間で生じる争いを

いう。 

３ 市の責務 

（１）市は、廃棄物処理施設の設置等が適正かつ円滑に行われるよう、事業

計画者に対し、関係地域の生活環境の保全に関して必要な指導又は助言

を行うとともに、市民に対し、必要な情報の提供に努めるものとする。 

（２）市は、紛争の予防に努めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ

適切にその調整を図るものとする。 

４ 事業計画者及び関係住民等の責務 

（１）事業計画者は、廃棄物処理施設の設置等に当たっては、関係地域の生

活環境に十分配慮するとともに、関係住民等に対し、正確かつ誠実に当

該廃棄物処理施設の設置等に関する情報を提供することにより、紛争を

未然に防止するよう努めなければならない。 

（２）事業計画者及び関係住民等は、それぞれの立場を尊重し、相互理解に

努めるとともに、紛争が生じたときは、自主的に解決するよう努めなけ

ればならない。 

（３）事業計画者及び関係住民等は、紛争の予防及び調整に関して市が行う

施策に協力するよう努めなければならない。 

５ 事前協議 

  事業計画者は、次の(１)及び(２)に定める手続を行う前に６から１６ま

でに定める手続（以下「事前協議」という。)を完了し、それぞれ１６の規

定による通知を受けておかなければならない。 

（１）法第８条第３項の規定による当該一般廃棄物処理施設を設置すること

が周辺地域に及ぼす影響についての調査又は法第１５条第３項の規定に

よる当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域に及ぼす影響に

ついての調査(以下これらを「生活環境影響調査」という。) 

（２）廃棄物処理施設の設置等に係る次に掲げる申請等 

  ア 法第７条第１項若しくは第６項、第７条の２第１項、第１４条第１

項若しくは第６項、第１４条の２第１項、第１４条の４第１項若しく

は第６項又は第１４条の５第１項の規定による許可の申請 

  イ 法第８条第１項、第９条第１項、第１５条第１項又は第１５条の２

の６第１項の規定による許可の申請 

  ウ 省令第２条第２号、第２条の３第２号、第９条第２号又は第１０条

の３第２号の規定による指定を受けるための申請 

  エ 自動車リサイクル法第６０条第１項、第６７条第１項又は第７０条
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第１項の規定による許可の申請 

  オ ２(６)ケ又はコに掲げる変更に関する工事その他の行為の着手 

６ 事前協議書の提出 

（１）事前協議を行おうとする事業計画者は、あらかじめ次に掲げる事項を

記載した書面(以下「事前協議書」という。)を市長に提出しなければな

らない。 

  ア 事業計画者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名 

  イ 事業の範囲 

  ウ 廃棄物処理施設の設置場所 

  エ 廃棄物処理施設の種類及び数量 

  オ 廃棄物処理施設において取り扱う廃棄物の種類 

  カ ２(５)ウに掲げる施設にあっては、廃棄物の積替え又は保管を行う

ための保管上限 

  キ ２(５)ア及びイに掲げる施設にあっては、廃棄物処理施設の処理能

力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合には、埋立処分の用

に供される場所の面積及び埋立容量)及び廃棄物の保管上限 

  ク 廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画 

  ケ 廃棄物処理施設の維持管理に関する計画 

  コ 廃棄物を運搬するための車両に係る運行計画 

（２）(１)の事前協議書には、事業計画に関して行う生活環境に関する調査

の概要及び次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事

項を記載した書類(以下「生活環境配慮書」という。)を添付しなければ

ならない。 

  ア ５(１)の手続の前に行う事前協議 生活環境影響調査の計画に関す

る次に掲げる事項 

  （ア）把握する自然的条件等及びその選定理由並びにその把握方法 

  （イ）調査対象地域の範囲及びその選定理由 

  （ウ）廃棄物処理施設の種類及び規模並びに処理する廃棄物の種類を勘

案し、当該廃棄物処理施設を設置することに伴い生ずる大気質、騒

音、振動、悪臭、水質又は地下水に係る事項のうち、周辺地域の生

活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行うもの(以

下「生活環境影響調査項目」という。)及びその選定理由 

  （エ）生活環境影響調査項目に係る現況の把握方法 

  （オ）生活環境影響調査において採用する予測方法 

  （カ）環境目標の設定及びその理由並びに具体的な評価方法 

  （キ）調査を行う予定のない生活環境影響調査項目についてはその理由 

  イ ５(２)の手続の前に行う事前協議 次に掲げる事項 
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  （ア）生活環境影響調査を行った場合にあっては、生活環境影響調査の

結果の概要 

  （イ）生活環境影響調査を行わない場合にあっては、周辺環境の状況を

勘案して規則で定める項目についての調査を行った結果の内容 

  （ウ）生活環境の保全のために配慮する事項 

  （エ）生活環境の保全のために講じることとした措置の内容 

（３）市長は、(１)の規定による事前協議書の提出があったときは、提出を

行った事業計画者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 

７ 関係地域の指定 

  市長は、事前協議書及び生活環境配慮書(以下「事前協議書等」という。)

の提出があったときは、規則で定めるところにより速やかに関係地域を定

め、これを事業計画者に通知するものとする。 

８ 事前協議書等の告示及び縦覧 

（１）市長は、７の規定による通知をしたときは、遅滞なく、事前協議書等

の提出があった旨その他規則で定める事項を告示し、事前協議書等を告

示の日から１月間、規則で定めるところにより、一般の縦覧に供しなけ

ればならない。 

（２）(１)の規定による告示及び縦覧について必要な事項は、規則で定める。 

９ 関係住民等に対する周知 

（１）事業計画者は、関係住民等に対し理解を求めるため、６(１)アからコ

まで並びに６(２)ア(ア)から(キ)まで及び６(２)イ(ア)から(エ)までに

掲げる事項についての周知を行わなければならない。 

（２）前項の周知は、８の縦覧の期間内に、関係地域内において、事業計画

の内容についての説明会(以下９及び１０において「事業計画説明会」と

いう。)を開催することにより行わなければならない。ただし、関係地域

内で事業計画説明会を開催することが困難な場合であって、規則で定め

る周知を行う場合は、この限りでない。 

１０ 説明会の開催等 

（１）事業計画者は、事業計画説明会を開催するときは、その開催を予定す

る日時及び場所を記載した書面を市長に提出するとともに、事業計画説

明会の開催を予定する日の７日前までに規則で定めるところにより、こ

れを広告しなければならない。 

（２）事業計画者は、事業計画説明会を開催したとき、又は事業計画説明会

の開催以外の説明方法により周知したときは、速やかに、規則で定める

ところにより、事業計画説明会の開催状況又は周知の実施状況を記載し

た書面(以下「周知結果報告書」という。)を市長に提出しなければなら

ない。 

（３）市長は、周知結果報告書の内容から、近隣住民等に対して十分な説明
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がなされていないと認めるときは、事業計画者に対して再度の周知を指

示するものとする。 

（４）事業計画者は、(３)の規定により再度の周知を行ったときは、速やか

に、周知結果報告書を市長に提出しなければならない。 

１１ 周知結果報告書の告示及び縦覧 

（１）市長は、１０(２)の規定による周知結果報告書の提出(１０(３)の規定

による指示をした場合にあっては、１０(４)の規定による周知結果報告

書の提出)を受けたときは、遅滞なく、報告があった旨その他規則で定め

る事項を告示し、当該周知結果報告書を告示の日から２週間、規則で定

めるところにより、一般の縦覧に供しなければならない。 

（２） (１)の規定による告示及び縦覧について必要な事項は、規則で定める。 

１２ 関係住民等からの意見 

（１）事業計画について生活環境の保全上の見地からの意見を有する関係住

民等は、８の規定による縦覧の期間満了の日又は１１の規定による縦覧

の期間満了の日のいずれか遅い日から起算して２週間を経過する日まで

に、生活環境の保全上の見地からの意見に関する書類(以下「意見申立書」

という。)を市長に提出することができる。 

（２）市長は、(１)に規定する期間を経過したときは、同項の規定により提

出された意見申立書に記載された意見の概要(意見申立書の提出がない

場合にあっては、その旨)を事業計画者に通知するものとする。 

１３ 事業計画者の見解書の提出 

（１）事業計画者は、１２(２)の規定による通知を受けたときは、意見申立

書の提出がない場合を除き、規則で定めるところにより、速やかに、当

該意見に対する事業計画者の見解を記載した書類(以下「見解書」とい

う。)を市長に提出しなければならない。 

（２）事業計画者は、(１)の規定により見解書を提出したときは、当該見解

書を提出した日から１月を経過する日までに、関係地域内において、関

係住民等に対して当該見解書の内容について周知を図るための説明会

(以下１３、１４及び１５において「見解書説明会」という。)を開催し

なければならない。ただし、関係地域内で見解書説明会を開催すること

が困難な場合であって、規則で定める周知を行う場合は、この限りでな

い。 

（３）事業計画者は、(２)の周知を見解書説明会の開催以外の方法で行った

ときは、速やかに、周知の実施状況を記載した書面を市長に提出しなけ

ればならない。 

１４ 見解書に関する説明会の開催等 

（１）事業計画者は、見解書説明会を開催するときは、その開催を予定する

日時及び場所を記載した書面を市長に提出するとともに、見解書説明会
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の開催を予定する日の７日前までに規則に定めるところによりこれらを

広告しなければならない。 

（２）事業計画者は、見解書説明会を開催したときは、速やかに、見解書説

明会の開催状況を記載した書面を市長に提出しなければならない。 

１５ 準用 

１２及び１３の規定は、見解書説明会の開催について準用する。この場

合において、１２中「８の規定による縦覧の期間満了の日又は１１の規定

による縦覧の期間満了の日のいずれか遅い日」とあるのは、「見解書説明

会を開催した日」と、１３(３)中「見解書説明会の開催以外の方法で行っ

たときは」とあるのは、「行ったときは」と読み替えるものとする。 

１６ 事前協議等の完了 

市長は、１２(２)の規定により、意見申立書の提出がない旨を通知した

とき(１５において準用する場合を含む。)、又は１３(３)の規定による提

出を受けたとき(１５において準用する場合を含む。)であって、報告の内

容が相当と認めるときは、事前協議が完了した旨を事業計画者に通知する

ものとする。 

１７ 事業計画の変更及び廃止 

（１）事業計画者は、事前協議書の提出から１６の通知を受けるまでの間に、

当該事業計画に関し、６(１)アからコまでに掲げる事項を変更しようと

する場合は、事前協議を再度行わなければならない。ただし、その変更

が規則で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。 

（２）事業計画者は、(１)本文の変更を行う場合であって、５(１)に規定する

手続の着手前の事前協議を完了させ、１６の規定による通知を受けていた

ときは、当該手続の着手前の事前協議を新たに行い、１６の通知を受けな

ければならない。 

（３）事業計画者は、(１)ただし書に規定する軽微な変更をしたとき、又は

事業計画の廃止をしたときは、変更又は廃止の日から１０日を経過する

日までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければ

ならない。 

（４）市長は、(３)の規定による届出があった場合は、遅滞なく、事業計画

の変更又は廃止があった旨その他規則で定める事項を告示し、当該届出

があった日が８又は１１の規定による縦覧の期間中であるときは、当該

期間中規則で定めるところにより、当該届出を一般の縦覧に供しなけれ

ばならない。 

１８ 生活環境影響調査又は申請等の報告 

（１）事業計画者は、その着手前に事前協議を行った５(１)又は(２)に定め

る手続に着手したときは、当該手続を行った日から１０日を経過する日

までに、その旨を市長に報告しなければならない。 
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（２）市長は、事業計画者が１６の規定による通知を受けた日から起算して

１年を経過する日までに、正当な理由がなくその着手前に当該事前協議

を行った５(１)又は(２)に定める手続を行わない場合は、当該事業計画

について、１７(３)の規定による事業計画を廃止する旨の届出がなされ

たものとみなす。 

１９ 関係住民等に対する周知等の省略 

（１）廃棄物処理施設の設置等に関し、環境影響評価法(平成９年法律第８１

号)又は相模原市環境影響評価条例(平成２６年相模原市条例第３３号)

に基づく環境影響評価に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、６から

１８までに規定する手続を経たものとみなす。 

（２）７から１８までの規定は、次のア及びイのいずれかに該当する場合で

あって、市長が適当と認めるときは、省略することができる。 

  ア 事業計画が都市計画法(昭和４３年法律第１００号)第８条第１項第

１号に掲げる工業専用地域として定められた区域におけるものである

とき。 

  イ 廃棄物処理施設が、移動することができるように設計したものであ

るとき。 

２０ 環境保全協定の締結 

（１）市長は、事業計画者と関係住民等の間において、廃棄物処理施設の設

置等に関し、生活環境の保全上必要な事項を内容とする協定(以下「環境

保全協定」という。)を締結するよう求めることができる。 

（２）事業計画者及び関係住民等は、(１)の規定による求めがあったときは、

環境保全協定を締結するよう努めなければならない。 

（３）市長は、環境保全協定の締結に際し、必要な助言を行うことができる。 

（４）事業計画者は、環境保全協定を締結したときは、遅滞なく、当該環境

保全協定に係る書面の写しを市長に提出しなければならない。 

２１ あっせん 

（１）事業計画者又は関係住民等は、紛争が自主的な解決に至らなかったと

きは、規則で定めるところにより、市長にあっせんの申請をすることが

できる。 

（２）市長は、(１)の規定による申請があったときは、あっせんを行うもの

とする。ただし、この条例に規定する手続を遵守していない者からの申

請であるとき、又は紛争の性質上市長があっせんを行うことが適当でな

いと認めるときは、この限りでない。 

（３）市長は、(２)の規定によりあっせんを行うことを決定したときは、速

やかに、その旨を当該あっせんの当事者である事業計画者及び関係住民

等に通知しなければならない。 

（４）市長は、あっせんを行う場合において必要があると認めるときは、相
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模原市廃棄物処理施設設置等調整委員会の意見を聴くものとする。 

２２ あっせんの打切り 

（１）市長は、あっせんに係る紛争について、あっせんによっては紛争の解

決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。 

（２）市長は、(１)の規定によりあっせんを打ち切ったときは、その旨を当

該あっせんの当事者である事業計画者及び関係住民等に通知するものと

する。 

２３ 報告の徴収及び立入検査 

（１）市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業計画者に対し、

必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に廃棄物処理施設

の設置等をしようとする場所、設置の場所若しくは事業計画者の事務所

に立ち入り、必要な検査をさせることができる。 

（２）(１)の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携

帯し、関係人に提示しなければならない。 

（３）(１)の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解釈してはならない。 

２４ 勧告 

市長は、事業計画者が次の(１)から(３)までのいずれかに該当するとき

は、当該事業計画者に対して、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧

告することができる。 

（１）この条例の規定に違反して事前協議、関係住民等に対する周知その他

の手続の全部又は一部を行わないとき。 

（２）虚偽の記載をした事前協議書、説明会実施計画書、周知結果報告書、

見解書、事前協議書その他の届出を提出したとき。 

（３）２３(１)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 

２５ 公表 

（１）市長は、２４の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧

告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表するこ

とができる。 

（２）市長は、(１)の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、

その理由を当該勧告を受けた者に書面により通知するとともに、意見を

述べる機会を与えなければならない。 

２６ 他の市町村の長との協議 

市長は、関係地域に他の市町村の区域が含まれる場合には、当該市町村

の長に対し調査書の写しを送付し、当該事前協議書の縦覧及び意見申立書

を提出する機会の付与の手続の実施について協議し、必要に応じて当該市

町村の長に協力を求めるものする。 

２７ 委任 
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  この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

１ 施行期日 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 経過措置 

この条例の施行の際現に廃棄物処理施設の設置等についてこの条例に規

定する手続に相当する手続が行われていると市長が認める場合は、この条

例の規定は、適用しない。 

３ 他の条例の一部改正 

この条例の制定に伴い、附属機関の設置に関する条例(昭和３７年相模原

市条例第１７号)について必要な改正を行う。 

 


