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平成 2

1号

6年 (2014年 )2月 24日

姫路市環境審議会
会長 中瀬 勲 様
姫 路市長

石見

姫路市廃棄 物処理施設等 の設置等 に係 る手続の適正化等 に
関する条例 (仮 称)の あ り方について (諮 問)

姫路市環境審議会条例第 2条 の規定により、下記 の とお り諮問 します。
記

ヽ

諮問 の趣 旨】
【
本市では、廃棄物 処理施設等 の設置 に当た つて 、関係住民等 の意向 が十
分 に反映 され、 関係地域 の生活環境 め保全 についての配慮がな された もの
となるよ う、平成 18年 3月 10日 に 「姫路市廃棄物 処理施設 の設置 に係
る手続 に関す る指導要綱 (以 下 「要綱」 とい う。 )」 を制定 し、設置 手続
‐
に関す る事務 を遂行 してきた ところである。
その よ うな 中、 これまでの要綱 に基づ く取組 を踏ま えつつ 、事前手続 の
法的な位置 づ けの明確化 、組織 と しての対応力や交渉力 の強化 、手続 の透
明性や公平性 の確保 の観 点か ら廃棄物処理施設 に係 る手続 の強化 を図 るた
め、事前手続 の条例化 を検討 してい る。
この ことか ら、廃棄物処理施設等 の設置等 に係 る手続 の適 正 化等 を推進
す るための条例 の あ り方について意見 を求めるものである。
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姫路市廃棄物処理施設等の設置等 に係る手続の適正化等 に関する条例 (仮 称 )の 骨子案

■

本市で は、廃棄物処理施設等 の設 置 に当た って、関係住民等 の意 向が十分 に反
映 され 、関係地域 の生活環境の保全 についての配慮がな された もの となるよ う、

廃棄物処理法又 は 自動車 リサイ クル法 に基づ く許可申請の事前手続 と して、事 業
計画書や周知計画書 の提 出、事業計画 に関する説明会の開催等 を内容 とする 「姫
路市廃棄物処理施設 の設置 に係 る手続 に関する指導要綱 (以 下 「指導要綱」 とい
う。)」 を平成
■

18年 3月

に制定 し運用 しています。

廃棄物 を処理す る施設 は、循環型社会の形成を図る上で不可欠な ものですが、

近隣住民等 にとっては不要な もの と して捉え られる傾 向があるため、関係住民の
不安を取 り除き、十分 に理解 を得 ることで、事業計画者 と関係住民・ 関係地域 と
の間 に良好な関係が構築 され る ことが 重要 とな ります。
そ こで 、本市で は、 これ までの指導要綱 に基づ く取組み を踏 まえ つつ、事前手

■

続 の実効性や透明性、公平性 を確保するとともに、その 中で、事業計画者、住民
及び行政が 、それぞれの立場 に応 じた役割を担 うことで 円滑 に合意形成が図 られ
るよ う、指導要綱 を法規範で ある条例 とする こ と及び事前手続 内容 の充実を 図る
こ とを検討 しています。

■

この 条例 は、事業計画者が廃棄物処理施設等を設置又 は変更 しよ うとして、廃

棄物処理法又 は 自動車 リサイ クル法 に基づ く許可申請等 を行 う前 に、事前手続 を
行 う制度 と します。
■

事業計画者が条例 に規定する手続 を履行 しないときは、市長 は、事 業計画者 に

対 して、必要な措置を講ずるよ う勧告することができる もの と します。
■

事業計画者 が勧告 に従わな いときは、市長は、その者の氏名やその勧告の内容
を公表 する こ とができる もの と します。

■

事業計画者が条例 に定 める手続 を終了 しないで許可 申請する ときは、市長は、

廃棄物処理法又 は 自動車 リサイ クル法の基 準 に照 らして、その 申請 を不許可 にす
ることがで きる もの と します。
■

市長 は、事業計画者や関係住 民 に対 し、必要な事項 につ いて報告 を求めるとと
もに、指導や助言ができるもの と します。
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時における手続の新旧比較

廃

‖
ゆ

現行制度

新制度 (案 )

:

事業者は事前相談票を市に提出
̀①
②市は、指導・審査を行い、審査結果を通知
③事業者は事業計画事前協議書を市に提出
④市は、指導・審査を行い、審査結果を通知

tl:「 I11撃

箭結誤彙提出

事業計画者は、事前相談票を市長に提出
市長は審査を行い、審査結果を通知 (修 正指示)

(※ 要綱外の手続 )

Stl12

鶉

苦讐B高 知許告書提出

事業計画者は事業計画・周知計画書を市長に提出
事業計画書に生活環境影響調査結果書の添付
市長は指導・審査を行い、審査結果を通知 (修正指示)ノ

⑤事業者は事業計画書・周知計画書を市長に提出
⑥市長は指導・審査を行い、審査結果を通知
(※ 要綱に明文規定な し)

TII::L■ 菫
彙許苦あ角知
・市長 ・事業計画者 による事 業計画の縦覧・ 閲覧
・事業計画者は、周知計画 に従 つて 「広告」、関係
住民及び関係地域 に対する 「説明会」を開催
・説明会終了後、事業計画者は説明会の実施状況報
告書 を市長 に提出

⑦事業者は、周知計画に従つて 「広告・縦覧」 し、
関係住民及び関係地域 に対する「説明会」を開催
③生活環境保全上の意見を有する者が、事業者 に意
見書を提出

Stё

p 4'合 意形成

。生活環境保全上意見を有する者が意見書を提出
(市 長経由で事業者に提出)
。事業計画者は見解書作成 。見解の周知等を実施

⑨事業者は、市長に説明会の実施状況や意見書に対
する見解書を提出

■鷲II■ 事鳥蕪十
【1回 目の判断】

⑩市長は審査を行い、審査結果を通知 (※ 要綱に明文規定なし
)

市長は終了の通知

①事業者による許可申請等

事業計画者 による許可申請等
0鉦郭 馴
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