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3 条例・規則                       

○東村山市秋水園設置条例 

昭和３７年５月１２日 

条例第５号 

改正 昭和３９年３月２６日条例第２１号 

昭和３９年１２月１０日条例第３８号 

昭和４９年９月３０日条例第３５号 

昭和５０年３月２４日条例第４号 

平成６年９月１３日条例第１９号 

平成１７年６月２７日条例第１７号 

〔題名改正〕 

（設置） 

第１条 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）第１条に

定める目的を達成するため、ごみ処理施設及びし尿希釈投入施設を設置する。 

全部改正〔平成１７年条例１７号〕 

（名称及び位置） 

第２条 前条の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 東村山市秋水園 

位置 東村山市秋津町４丁目１７番地１ 

全部改正〔平成１７年条例１７号〕 

（一般廃棄物及びし尿の搬入） 

第３条 東村山市秋水園に、一般廃棄物及びし尿を搬入しようとする一般廃棄物処理

業者は、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例（平成４年東村山市

条例第３２号。以下「廃棄物処理条例」という。）第５０条の許可を受けなければ

ならない。 

全部改正〔平成１７年条例１７号〕 

（受入れの拒否） 

第４条 前条の許可を受けた一般廃棄物処理業者が、市外からの一般廃棄物を搬入し

ようとしたとき又は廃棄物処理条例の規定に違反し、若しくは不正な行為により一

般廃棄物を搬入しようとしたときは、これを受け入れない。 

一部改正〔昭和５０年条例４号・平成６年１９号・１７年１７号〕 

（委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

全部改正〔平成１７年条例１７号〕 

附 則 

この条例は、昭和３７年１０月１日から施行する。 

附 則（昭和３９年３月２６日条例第２１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和３９年１２月１０日条例第３８号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和３９年１１月１日から適用する。 

附 則（昭和４９年９月３０日条例第３５号） 
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この条例は、公布の日から施行し、昭和４９年９月１日から適用する。 

附 則（昭和５０年３月２４日条例第４号） 

この条例は、公布の日から施行し、東村山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施

行の日から適用する。 

附 則（平成６年９月１３日条例第１９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年６月２７日条例第１７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（許可証の失効） 

２ この条例の施行の際、現に交付されているこの条例による改正前の第３条の規定に

基づく使用許可証は、公布の日をもって失効する。 
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○東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 

平成４年１２月９日 

条例第３２号 

改正 平成７年１２月８日条例第２１号 

平成１０年１２月２４日条例第３５号 

平成１１年７月１日条例第１８号 

平成１３年３月２９日条例第１６号 

平成１３年９月２８日条例第３２号 

平成１４年６月２５日条例第２２号 

平成１５年９月２６日条例第１３号 

平成１６年３月２６日条例第８号 

平成１７年６月２７日条例第１８号 

平成１８年３月３０日条例第２０号 

平成１８年９月２９日条例第３９号 

平成１９年１２月２７日条例第２７号 

平成２２年１０月７日条例第１８号 

平成２４年１２月２５日条例第１９号 

平成２５年１２月２７日条例第３７号 

平成２７年３月３０日条例第４号 

平成２８年１２月２０日条例第２７号 

 

東村山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４７年東村山市条例第１９号）

の全部を次のように改正する。 

 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 市長の基本的責務等（第３条―第９条） 

第３章 事業者の基本的責務等（第１０条） 

第４章 市民の基本的責務等（第１１条） 

第５章 廃棄物の減量及び再利用等（第１２条―第２４条） 

第６章 適正処理困難物の抑制（第２５条―第２７条） 

第７章 一般廃棄物の処理等（第２８条―第４３条） 

第８章 産業廃棄物（第４４条―第４６条） 

第９章 廃棄物処理手数料（第４７条―第４９条） 

第１０章 一般廃棄物処理業（第５０条―第５６条） 

第１１章 浄化槽清掃業（第５７条―第６０条） 

第１２章 地域の生活環境（第６１条―第６３条） 

第１３章 雑則（第６４条―第６９条） 

第１４章 罰則（第７０条―第７２条） 

附則 
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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を

適正に処理し、併せて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公

衆衛生の向上並びに資源が循環して利用されるまちづくりを図り、もって市民の健

康で快適な生活を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、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。）の例による。 

２ この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 家庭廃棄物とは、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。 

(２) 事業系廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。 

(３) 事業系一般廃棄物とは、事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をい

う。 

(４) 事業者とは、物の製造、加工、販売等の事業を行うものをいう。 

(５) 再利用とは、活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又

は資源として利用することをいう。 

(６) 資源物とは、再利用を目的として、市長が行う廃棄物の収集において、分別

して収集する物（容器包装プラスチックを除く。）をいう。 

(７) 容器包装プラスチックとは、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等

に関する法律施行規則（平成７年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第

１号）別表第１の８の項に掲げるものをいう。 

一部改正〔平成１８年条例３９号〕 

第２章 市長の基本的責務等 

（市長の責務） 

第３条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する

等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければな

らない。 

２ 市長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、処

理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならな

い。 

３ 市長は、第１項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民

及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。 

４ 市長は、再利用等による廃棄物の減量に関する市民の自主的な活動を支援するよ

う努めなければならない。 

（指導、助言） 

第４条 市長は、廃棄物の適正処理及び再利用の推進に関し、必要と認めるときは、

市民及び事業者に対して指導又は助言を行うことができる。 

（公開） 

第５条 市長は、廃棄物の減量、処理及び処理施設に関する施策並びに施設の運営状

況について、市民に明らかにしなければならない。 
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（市民参加） 

第６条 市長は、廃棄物の処理及び再利用について、市民の意見を聴く等市民の参加

を求め、これを施策に反映させなければならない。 

（廃棄物減量等推進審議会） 

第７条 法第５条の７の規定に基づき、一般廃棄物の減量及び再利用の促進等に関す

る事項を審議するため、東村山市廃棄物減量等推進審議会（以下「審議会」とい

う。）を置く。 

２ 審議会は、一般廃棄物の減量及び再利用の促進等に関する事項について、審議す

る。 

３ 審議会は、次の各号に掲げる者で、市長が委嘱する委員１０人以内をもって組織

する。 

(１) 一般市民 ５人以内 

(２) 学識経験者 ２人以内 

(３) 事業者等 ３人以内 

４ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で

定める。 

一部改正〔平成１１年条例１８号・１３年３２号・１６年８号〕 

（廃棄物減量等推進員） 

第８条 市長は、一般廃棄物の適正な処理及びごみ減量等に熱意と識見を有する者の

うちから、廃棄物減量等推進員を委嘱する。 

２ 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の適正処理及びごみの減量のため、市の施策

への協力その他の活動を行う。 

３ 前各項に定めるもののほか、廃棄物減量等推進員について必要な事項は、規則で

定める。 

（他の地方公共団体との協力等） 

第９条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たって必要と

認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならな

い。 

第３章 事業者の基本的責務等 

（事業者の責務） 

第１０条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を

減量しなければならない。 

２ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になっ

た場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならな

い。 

３ 事業者は、その事業系廃棄物を単独に、又は他の事業者と共同して、自らの責任

において適正にこれを処理しなければならない。 

４ 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなけ

ればならない。 

第４章 市民の基本的責務等 
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（市民の責務） 

第１１条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等に

より再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄

物の減量に努めなければならない。 

２ 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなけれ

ばならない。 

第５章 廃棄物の減量及び再利用等 

（市長の減量義務） 

第１２条 市長は、資源物の分別収集及び廃棄物の処理施設での資源の回収等を行う

とともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等に

よる廃棄物の減量に努めなければならない。 

（事業者の減量義務） 

第１３条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期的に使用可能な製品の

開発、製品の修理体制の確保等、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。 

２ 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等、再利用を促進するために必

要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。 

３ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源（資源の有効な利用の促

進に関する法律（平成３年法律第４８号）第２条第４項に規定する再生資源をい

う。）及び再生品を利用するよう努めなければならない。 

一部改正〔平成１３年条例３２号〕 

（再利用に関する計画） 

第１４条 市長は、再利用等による廃棄物の減量を促進するため、再利用に関する計

画を定めるものとする。 

（施設の利用） 

第１５条 市長は、再利用等に関する市民の自主的な活動を支援するため、再利用の

対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内におい

て、市長の管理する施設等を市民の利用に供することができる。 

（資源回収業者への協力要請及び支援） 

第１６条 市長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協

力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。 

（再利用の容易性の自己評価等） 

第１７条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用

の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行

うこと及びその製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等によ

り、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。 

（適正包装等） 

第１８条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基

準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に

努めなければならない。 
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２ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、

容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包

装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。 

３ 事業者は、市民が商品等の購入に際して、当該商品について適正な包装、容器等

を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却

をする場合には、その回収等に努めなければならない。 

（事業用大規模建築物の所有者等の義務） 

第１９条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの（以下「事業用大規模建築物」

という。）の所有者は、市長の指導に従い、再利用を促進する等により、当該建築

物から排出される事業系廃棄物を減量しなければならない。 

２ 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量

及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄

物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。 

３ 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、廃棄物の減量及び

再利用に関する計画を作成し、当該計画書を市長に提出しなければならない。 

４ 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従

い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。 

５ 事業用大規模建築物の占有者は、当該建築物から生ずる事業系廃棄物の減量に関

し、事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。 

６ 事業用大規模建築物を建設しようとする者（以下「事業用大規模建築物の建設

者」という。）は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対

象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規

模建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらか

じめ市長に届け出なければならない。 

（改善勧告等） 

第２０条 市長は、事業用大規模建築物の所有者が前条第１項から第３項までのいず

れかの規定に違反していると認めるとき、又は当該事業用大規模建築物の建設者が

同条第６項の規定に違反していると認めるときは、当該事業用大規模建築物の所有

者又は当該事業用大規模建築物の建設者に対し、期限を定めて、必要な改善その他

必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 

（公表） 

第２１条 市長は、前条に規定する勧告を受けた事業用大規模建築物の所有者又は事

業用大規模建築物の建設者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表するこ

とができる。 

２ 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をさ

れるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与え

なければならない。 

一部改正〔平成７年条例２１号〕 

（受入拒否） 

第２２条 市長は、事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者が

前条第１項の規定による公表をされた後において、なお、第２０条に規定する勧告
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に係る措置をとらなかったときは、市長の指定する処理施設への当該建築物から排

出される事業系廃棄物の受入れを拒否することができる。 

一部改正〔平成１７年条例１８号〕 

（市民の自主的行動） 

第２３条 市民は、資源物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するた

めの自主的な活動に参加し、若しくはこれに協力する等により、廃棄物の減量及び

資源の有効利用に努めなければならない。 

（商品の選択） 

第２４条 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を

勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければ

ならない。 

第６章 適正処理困難物の抑制 

（処理困難性の自己評価等） 

第２５条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物

となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が

困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと、及びその製品、容器等に係

る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、

容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となることのないよう

にしなければならない。 

（適正処理困難物の製造等の抑制） 

第２６条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な

処理が困難となる物（以下「適正処理困難物」という。）については、その製造、

加工、販売等を自ら抑制しなければならない。 

（事業者の下取り等の回収義務） 

第２７条 市長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。 

２ 前項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責

任でその適正処理困難物を下取り等により、回収しなければならない。 

３ 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、こ

れに協力しなければならない。 

４ 市長は、第２項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しないと認めるとき

は、その事業者に対し、期限を定めて、回収するよう命ずることができる。 

一部改正〔平成７年条例２１号〕 

第７章 一般廃棄物の処理等 

（家庭廃棄物の処理） 

第２８条 市長は、自らの責任で家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうち

に収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。 

（事業系一般廃棄物の処理） 

第２９条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自

ら運搬し、若しくは処分し、又は法第６条の２第６項に定める一般廃棄物収集運搬

業者等若しくは一般廃棄物処分業者等にそれぞれ委託して運搬し、若しくは処分し

なければならない。 
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２ 事業者は、事業系一般廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、脱

水等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。 

一部改正〔平成１６年条例８号〕 

（一般廃棄物処理計画） 

第３０条 市長は、一般廃棄物の処理について、規則で定めるところにより、一般廃

棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。 

２ 前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度、告示するものとす

る。 

（一般廃棄物の処理） 

第３１条 市長は、前条の規定により定めた計画に従い、家庭廃棄物を処理しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収

集、運搬及び処分を行うものとする。 

３ 前２項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、規則で定める。 

（容器包装プラスチックの処理） 

第３１条の２ 市長は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

（平成７年法律第１１２号）に基づき容器包装プラスチックを処理するものとす

る。 

追加〔平成１８年条例３９号〕 

（計画遵守義務） 

第３２条 土地又は建物の占有者（占有者がない場合には、管理者とする。以下「占

有者」という。）は、その土地又は建物内の家庭廃棄物を処理するときは、第３０

条の規定により定められた計画に従わなければならない。 

一部改正〔平成１４年条例２２号・１８年３９号〕 

（家庭廃棄物の排出方法） 

第３２条の２ 占有者は、市長が収集、運搬及び処分する家庭廃棄物（資源物、粗大

ごみ、し尿及び動物死体を除く。以下この条において同じ。）を排出するときは、

廃棄物の種類に応じて市長が指定する収集袋（以下「指定収集袋」という。）を使

用しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定収集袋の交付によらず第４９条第１項の規定によ

り廃棄物処理手数料の減免をする場合における家庭廃棄物の排出方法は、規則で定

める。 

３ 占有者は、第１項及び前項の規定に基づき家庭廃棄物を排出するときは、家庭廃

棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないようにするとともに、家庭廃棄

物を持ち出しておく場所を常に清潔にしておかなければならない。 

４ 占有者は、指定収集袋を使用することが困難な家庭廃棄物を排出するとき、又は

臨時に家庭廃棄物を排出するときは、市長に連絡し、その指示に従わなければなら

ない。 

追加〔平成１４年条例２２号〕、一部改正〔平成１７年条例１８号・１８年

３９号・１９年２７号〕 

（粗大ごみの排出方法） 
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第３２条の３ 占有者は、市長が収集、運搬及び処分する粗大ごみ（家庭廃棄物に限

る。）を排出するときは、当該粗大ごみに市長が指定するシール（以下「粗大ごみ

指定収集シール」という。）を貼付しなければならない。 

２ 占有者は、前項の粗大ごみを排出するときは、市長に連絡し、その指示に従わな

ければならない。 

追加〔平成１７年条例１８号〕 

（資源物の排出方法等） 

第３２条の４ 占有者は、資源物を排出しようとするときは、当該資源物が飛散し、

流出し、及びその悪臭が発生しないようにしなければならない。 

２ 前項の規定に基づき排出された資源物（次項において単に「排出資源物」とい

う。）の所有権は、市に帰属する。 

３ 市（市長が収集運搬する事業者として指定した場合は、当該事業者を含む。）以

外の者は、排出資源物を収集し、又は運搬してはならない。 

追加〔平成１８年条例２０号〕 

（排出禁止物） 

第３３条 占有者は、市長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げる家庭

廃棄物を排出してはならない。 

(１) 有害性の物 

(２) 危険性のある物 

(３) 引火性のある物 

(４) 著しく悪臭を発する物 

(５) 特別管理一般廃棄物に指定されている物 

(６) 前各号に掲げるもののほか、家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭

廃棄物の処理機能に支障が生ずる物 

２ 占有者は、前各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に

従わなければならない。 

（動物の死体） 

第３４条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できない

ときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。 

（改善勧告等） 

第３５条 市長は、占有者が第３２条、第３２条の２、第３２条の３又は第３２条の

４第１項の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定め

て、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。 

一部改正〔平成１４年条例２２号・２８年２７号〕 

（収集拒否） 

第３６条 市長は、占有者が第３２条の２第１項若しくは第３項若しくは第３２条の

３第１項の規定に違反して家庭廃棄物を排出したとき、第３２条の４第１項の規定

に違反して資源物を排出したとき、第３２条の２第４項、第３２条の３第２項若し

くは第３４条の市長の指示に従わなかったとき、又は前条に規定する勧告に係る措

置をとらなかったときは、当該家庭廃棄物又は当該資源物の収集を拒否することが

できる。 
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一部改正〔平成１４年条例２２号・１７年１８号・１８年２０号・２８年２

７号〕 

（事業者の処理） 

第３７条 市長は、規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、そ

れらを処理するよう命ずることができる。 

２ 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、第３１条第３項に規定

する規則で定める収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。 

（市長が収集等をする場合の事業系一般廃棄物の排出方法） 

第３７条の２ 事業者は、第３１条第２項の規定に基づき市長が収集、運搬及び処分

する場合の事業系一般廃棄物（資源物、粗大ごみ及び動物死体を除く。）を排出す

るときは、指定収集袋を使用しなければならない。 

２ 第３２条の２第３項、第３５条及び第３６条の規定は、指定収集袋を使用して事

業系一般廃棄物を排出する場合について準用する。 

追加〔平成１４年条例２２号・２８年２７号〕 

（事業系一般廃棄物保管場所の設置） 

第３８条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しな

ければならない。 

２ 前項に規定する保管場所は、規則で定める基準に適合するものでなければならな

い。 

３ 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を第１項に規定する保管場所に集めな

ければならない。 

（事業者に対する中間処理等の命令） 

第３９条 市長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般

廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。 

２ 市長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を規則で定める基準に従い、分別

して排出するよう命ずることができる。 

（一般廃棄物管理票） 

第４０条 規則で定める事業者（以下「特定事業者」という。）は、事業系一般廃棄

物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定めるところにより、事

業系一般廃棄物の種類、排出場所等を記載した一般廃棄物管理票を市長に提出しな

ければならない。 

２ 特定事業者は、事業系一般廃棄物を他人に委託して市長の指定する処理施設に運

搬させる場合には、特定事業者から運搬の委託を受けた者（以下「受託者」とい

う。）に前項に規定する一般廃棄物管理票を交付しなければならない。 

３ 受託者は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、第

１項に規定する一般廃棄物管理票を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、特定事業者が第１項に規定する一般廃棄物管理票を提出しないとき又は

受託者が前項に規定する一般廃棄物管理票を提出しないときは、当該事業系一般廃

棄物の受入れを拒否することができる。 

５ 前各項で規定するもののほか、一般廃棄物管理票の回付その他の必要な事項は、

規則で定める。 

（事業系一般廃棄物の受入拒否） 
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第４１条 特定事業者及び受託者は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に

運搬する場合には、規則で定める基準に従わなければならない。 

２ 市長は、特定事業者及び受託者が前項に定める受入基準に従わない場合には、当

該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。 

一部改正〔平成１７年条例１８号〕 

（改善命令等） 

第４２条 市長は、事業者が第３７条第２項又は第３８条の規定に違反していると認

めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他の必要な措置を

命ずることができる。 

（準用） 

第４３条 第３１条第１項、第３２条及び第３３条から第３５条までの規定は、事業

系一般廃棄物の処理について準用する。 

一部改正〔平成１４年条例２２号〕 

第８章 産業廃棄物 

（一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物） 

第４４条 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲

内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を

行うことができる。 

２ 市長は、前項に規定する一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃

棄物の処理について、第３０条に規定する計画に含めるものとする。 

（処理命令） 

第４５条 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障の生ずるおそれ

があると認めるときは、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者

に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。 

（準用） 

第４６条 第３１条、第３２条、第３５条、第３７条の２、第３８条、第３９条及び

第４２条（第３７条第２項の規定に違反したことによる改善命令等に係るものを除

く。）の規定は、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理について準用す

る。 

一部改正〔平成１４年条例２２号〕 

第９章 廃棄物処理手数料 

（廃棄物処理手数料） 

第４７条 市長は、廃棄物の処理に関し、占有者又は事業者から別表第１に掲げる廃

棄物処理手数料を徴収する。 

２ 既納の廃棄物処理手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると

認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

一部改正〔平成１０年条例３５号・１４年２２号〕 

（手数料の算定） 

第４８条 市長は、前条に規定する廃棄物処理手数料について、その廃棄物の重量又

は容量を基準にして算定することが著しく実情に合わないと認めるときは、規則で

定めるところにより、重量又は容量以外の基準により算定することができる。 

一部改正〔平成１４年条例２２号〕 
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（指定収集袋及び粗大ごみ指定収集シールの交付） 

第４８条の２ 市長は、第４７条第１項に規定する廃棄物処理手数料（指定収集袋又

は粗大ごみ指定収集シールで排出するものに限る。以下この条において同じ。）を

あらかじめ納付した者及び次条の規定により廃棄物処理手数料の減免を受けた者

に、指定収集袋又は粗大ごみ指定収集シールを交付する。 

２ 指定収集袋及び粗大ごみ指定収集シールの交付に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

追加〔平成１４年条例２２号〕、一部改正〔平成１７年条例１８号〕 

（手数料の減免） 

第４９条 市長は、廃棄物の処分について、天災その他特別の理由があると認めると

きは、別表第２に定めるところにより、廃棄物処理手数料を減免することができ

る。 

２ 指定収集袋又は粗大ごみ指定収集シールの交付により前項の減免をする場合の交

付枚数、方法等については、規則で定める。 

一部改正〔平成１４年条例２２号・１７年１８号〕 

第１０章 一般廃棄物処理業 

（業の許可） 

第５０条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、規則で定めると

ころにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、事業者（自らその一般

廃棄物を運搬する場合に限る。）、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収

集又は運搬を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。 

２ 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市

長の許可を受けなければならない。ただし、事業者（自らその一般廃棄物を処分す

る場合に限る。）、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行

う者その他規則で定める者については、この限りでない。 

３ 市長は、前２項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなけれ

ば、前２項の許可をしてはならない。 

(１) 市長による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。 

(２) その申請の内容が、市長が定める処理計画に適合するものであること。 

(３) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継

続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。 

(４) 申請者（申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。）が次の

いずれにも該当しないこと。 

イ 法第７条第５項第４号イからヌまでの一に該当する者 

ロ この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せら

れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過

しない者 

ハ この条例の規定により、許可を取り消され、その取り消しの日から５年を経

過しない者 

ニ その他規則で定める者 

４ 第１項又は第２項の許可は、１年を下らない規則で定める期間ごとにその更新を

受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 
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５ 第１項又は第２項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定

め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。 

６ 市長は、第１項又は第２項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。 

一部改正〔平成１６年条例８号〕 

（業の変更の許可） 

第５１条 前条第１項の規定により許可を受けた者（以下「一般廃棄物収集運搬業

者」という。）又は同条第２項の規定により許可を受けた者（以下「一般廃棄物処

分業者」という。）は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲

を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなけれ

ばならない。 

２ 前条第３項及び第５項の規定は、前項の許可について準用する。 

（処理基準） 

第５２条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、第３１条第３項に規

定する規則で定める基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わな

ければならない。 

（遵守義務） 

第５３条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次の各号に掲げる事

項を遵守しなければならない。 

(１) 許可証を事務所等の見やすい場所に掲示すること。 

(２) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。 

一部改正〔平成１６年条例８号〕 

（業の停止等の命令） 

第５４条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号の一

に該当するときは、期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止又は市長の指

定する処理施設への搬入の停止を命ずることができる。 

(１) この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為（以下「違反行為」

という。）をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼

し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。 

(２) その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第５０条第３項第３号に

規定する基準に適合しなくなったとき。 

(３) 第５０条第５項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。 

全部改正〔平成１６年条例８号〕 

（許可の取消し） 

第５４条の２ 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号

のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。 

(１) 第５０条第３項第４号イに該当するに至ったとき。 

(２) 前条第１号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反

したとき。 

２ 市長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が前条第２号又は第３

号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。 

追加〔平成１６年条例８号〕 

（許可証の再交付） 
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第５５条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又

はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て、再交付を

受けなければならない。 

（許可申請手数料） 

第５６条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に、納入しな

ければならない。 

(１) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 １０，０００円 

(２) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 １０，０００円 

(３) 一般廃棄物収集運搬業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする

者 １０，０００円 

(４) 一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 

１０，０００円 

(５) 許可証の再交付を受けようとする者 ５，０００円 

一部改正〔平成１３年条例１６号〕 

第１１章 浄化槽清掃業 

（浄化槽清掃業の許可） 

第５７条 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第３５条第１項の規定により、浄化

槽清掃を業として行おうとするものは、規則で定めるところにより、市長の許可を

受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。 

（許可証の譲渡等の禁止等） 

第５８条 浄化槽清掃業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 

２ 浄化槽清掃業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに市長に許可証を返納

しなければならない。 

(１) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。 

(２) 浄化槽清掃業を廃止したとき。 

(３) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。 

（許可証の再交付） 

第５９条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定める

ところにより、直ちに市長に届け出て、再交付を受けなければならない。 

（許可申請手数料） 

第６０条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に、納入しな

ければならない。 

(１) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 １０，０００円 

(２) 許可証の再交付を受けようとする者 ５，０００円 

一部改正〔平成１３年条例１６号〕 

第１２章 地域の生活環境 

（清潔の保持） 

第６１条 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して

地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。 

２ 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。 
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３ 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物を配布し、又は配布させた者

は、散乱した物を速やかに清掃しなければならない。 

４ 土木建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正

に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出する等によって生活環境の保

全上支障が生ずることのないようにしなければならない。 

（公共の場所の管理者責務） 

第６２条 前条第２項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に

保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならな

い。 

（空き地の管理） 

第６３条 空き地を所有し、又は管理する者は、空き地の管理の適正化に関する条例

（昭和４４年東村山市条例第５号）に定めるもののほか、その空き地にみだりに廃

棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければなら

ない。 

２ 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自

らの責任で処理しなければならない。 

第１３章 雑則 

（大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置） 

第６４条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者（以下「建設者」とい

う。）は、その建築物又は敷地内に廃棄物の保管場所及び保管設備（以下「保管場

所等」という。）を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該

保管場所等について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なけれ

ばならない。 

２ 前項に規定する保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければなら

ない。 

３ 市長は、第１項に規定する保管場所等について、建設者が前２項の規定に違反す

ると認めるときは、当該建設者に対し、期限を定めて、保管場所等の設置その他必

要な措置を命ずることができる。 

４ 第１項に規定する建築物の占有者は、その建築物から排出される廃棄物を同項に

規定する保管場所等に集めなければならない。 

（報告の徴収） 

第６５条 市長は、法第１８条第１項に規定するもののほか、この条例の施行に必要

な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができ

る。 

一部改正〔平成１３年条例３２号〕 

（立入検査） 

第６６条 市長は、法第１９条第１項に規定するもののほか、この条例の施行に必要

な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処

理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査する職員は、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。 
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３ 第１項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。 

（清掃指導員） 

第６７条 市長は、前条並びに廃棄物の適正処理及び減量に関する指導の職務を担当

させるため、規則で定めるところにより、清掃指導員を置く。 

（技術管理者の資格） 

第６８条 法第２１条第３項の条例で定める資格は、次のとおりとする。 

(１) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第２条第１項に規定する技術士（化学

部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。） 

(２) 技術士法第２条第１項に規定する技術士（前号に該当する者を除く。）であ

って、１年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

(３) 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）第８条の１７第２号イからチまでに掲げる者 

(４) 前３号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 

追加〔平成２４年条例１９号〕 

（委任） 

第６９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規

則で定める。 

一部改正〔平成２４年条例１９号〕 

第１４章 罰則 

（罰則） 

第７０条 次の各号の一に該当する者は、２０万円以下の罰金に処する。 

(１) 第２７条第４項の規定による命令に違反した者 

(２) 第３９条（第４６条において準用する場合を含む。）の規定による命令に違

反した者 

(３) 第４２条（第４６条において準用する場合を含む。）の規定による命令に違

反した者 

(４) 第６４条第３項の規定による命令に違反した者 

一部改正〔平成２４年条例１９号〕 

第７１条 次の各号のいずれかに該当する者は、３万円以下の罰金又は科料に処す

る。 

(１) 第５３条の規定に違反した者 

(２) 第６４条第１項の規定による届出をしなかった者 

一部改正〔平成２４年条例１９号〕 

（両罰規定） 

第７２条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ

の法人又は人の業務に関し、前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。 

一部改正〔平成２４年条例１９号〕 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成５年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東村山市廃棄物の処理及び清

掃に関する条例（昭和４７年東村山市条例第１９号。以下「旧条例」という。）第

１２条第１項の許可で次の表の左欄に掲げるものを受けている者は、この条例の施

行の日にそれぞれ同表の右欄に掲げるこの条例（以下同表において「新条例」とい

う。）第５０条第１項若しくは第２項又は第５７条第１項の許可を受けている者と

みなす。 

一般廃棄物の収集又は運搬のみの業に係る旧条例第

１２条第１項の許可 

新条例第５０条第１項の許可 

一般廃棄物の処分のみの業に係る旧条例第１２条第

１項の許可 

新条例第５０条第２項の許可 

浄化槽清掃の業に係る旧条例第１２条第１項の許可 新条例第５７条第１項の許可 

３ この条例の施行の際、現に旧条例の規定によりされている申請で、前項の表の左

欄に掲げる許可に係るものは、それぞれ同表の右欄に掲げる許可に係る申請とみな

す。 

４ 前２項に規定する場合のほか、この条例の施行前に旧条例の規定によってした処

分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条

例の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 

（非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

５ 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年東村山市条

例第１２号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則（平成７年１２月８日条例第２１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正条例のうち、

次の各号に定める改正条例の改正後の規定は、平成８年４月１日以降においてする

申請、処分、行政指導及び届出に係る手続から適用する。 

(１) 略 

(２) この条例による第２条東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

の一部改正における改正後の規定（第８条の規定を除く。） 

(３) 略 

(４) 略 

附 則（平成１０年１２月２４日条例第３５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１１年６月１日から施行する。 

（手数料減免に係る経過措置） 

２ この条例の施行の際、別表第２（５）の項に定める者のうち、現に居住している

住宅に係る建替え又は撤去の計画及び工事等の期間が既に定められているものにあ

っては、当該住宅を立ち退くまでの間は、同表同項中「減額（５割）」とあるのは

「免除」と読み替えて適用する。 
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附 則（平成１１年７月１日条例第１８号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１３年３月２９日条例第１６号） 

この条例は、平成１３年６月１日から施行する。 

附 則（平成１３年９月２８日条例第３２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

ただし、別表第１の改正規定は、平成１４年４月１日から施行する 

附 則（平成１４年６月２５日条例第２２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１４年１０月１日から施行する。ただし、第４項の規定は、平

成１４年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

（以下「新条例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に排出される廃棄物から適用し、施行日前に排出された廃棄物について

は、なお従前の例による。 

３ 東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例（平

成１０年東村山市条例第３５号）附則第２項の規定によるし尿及び浄化槽汚泥の廃

棄物処理手数料の免除については、なお従前の例による。 

４ 新条例の規定に基づく廃棄物処理手数料（指定収集袋で排出するものに限る。）

の徴収及び指定収集袋の交付は、施行日前においても行うことができる。 

附 則（平成１５年９月２６日条例第１３号） 

この条例は、平成１５年１１月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月２６日条例第８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第５４条の２の規定は、この条例の施行前に生じた事項

にも適用する。 

附 則（平成１７年６月２７日条例第１８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。ただし、第３項の規定は、平

成１７年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

（以下「新条例」という。）第３２条の３の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以後に排出される粗大ごみから適用し、施行日前に排出され

た粗大ごみについては、なお従前の例による。 

３ 新条例の規定に基づく廃棄物処理手数料（粗大ごみ指定収集シールで排出するも

のに限る。）の徴収及び粗大ごみ指定収集シールの交付は、施行日前においても行

うことができる。 
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附 則（平成１８年３月３０日条例第２０号） 

この条例は、平成１８年７月１日から施行する。 

附 則（平成１８年９月２９日条例第３９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年１月４日から施行する。ただし、第３項の規定は、平成

１８年１２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

（以下「新条例」という。）の規定は、平成１９年１月４日（以下「施行日」とい

う。）以後に排出される容器包装プラスチックから適用し、施行日前に排出された

容器包装プラスチックについては、なお従前の例による。 

３ 新条例の規定に基づく容器包装プラスチックに係る廃棄物処理手数料の徴収及び

指定収集袋の交付は、施行日前においても行うことができる。 

附 則（平成１９年１２月２７日条例第２７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の

規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に排出される廃棄物

から適用し、施行日前に排出された廃棄物については、なお従前の例による。 

附 則（平成２２年１０月７日条例第１８号） 

この条例は、平成２３年１月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１２月２５日条例第１９号） 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月２７日条例第３７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第１の規定は、この条例の施行の日（以下「施行

日」という。）以後に排出される廃棄物から適用し、施行日前に排出された廃棄物

については、なお従前の例による。 

附 則（平成２７年３月３０日条例第４号） 

この条例は、公布の日から施行し、第１条の規定による改正後の学校医等の報酬及

び費用弁償に関する条例の規定は、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（平成２８年１２月２０日条例第２７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第３５条、第３６条及

び第３７条の２第２項の改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第１の規定は、平成２９年４月１日以後に排出され

る廃棄物から適用し、同日前に排出された廃棄物については、なお従前の例によ

る。 
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別表第１（第４７条） 

一般廃棄物処理手数料 

  廃棄物（可燃・不

燃） 

容器包装プラスチ

ック 

粗大ごみ し尿 浄化槽汚泥 動物死体 

家庭系 事業系 家庭系 事業系 家庭系 事業系 家庭系 事業系 

(１） 

市が収

集運搬

及び処

分する

場合 

特小袋１

０枚１組

につき 

９０円 

小袋１０

枚１組に

つき １

８０円 

中袋１０

枚１組に

つき ３

６０円 

大袋１０

枚１組に

つき ７

２０円 

特中袋１

０枚１組

につき 

２，１０

０円 

特大袋１

０枚１組

につき 

４，２０

０円 

特小袋１

０枚１組

につき 

３８円 

小袋１０

枚１組に

つき ７

５円 

中袋１０

枚１組に

つき １

５０円 

大袋１０

枚１組に

つき ３

００円 

特中袋１

０枚１組

につき 

８８０円 

特大袋１

０枚１組

につき 

１，７５

０円 

品目別に

規則で定

める額 

一般家庭便

所 

１世帯１回 

２，７００

円 

共同住宅便

所 

１人１回 

５５０円 

― ― ― １頭 

５，２０

０円 

（２） 

市が処

分のみ

をする

場合 

１０キログラムに

つき ３５０円 

（指定収集袋によ

り排出する場合

は、当該指定収集

袋相当額） 

― １０キロ

グラムに

つき ３

５０円 

― １リット

ルにつき 

４０円 

１リット

ルにつき 

１２円 

１リット

ルにつき 

４０円 

１頭 

２，５０

０円 

 

一部改正〔平成１０年条例３５号・１３年１６号・３２号・１４年２２号・

１５年１３号・１８年３９号・１９年２７号・２２年１８号・２５年３７

号・２８年２７号〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

148 

別表第２（第４９条） 

一般廃棄物処理手数料減免基準 

減免対象事由 減免割合 

（１） 震災、火災その他の災害により著しい被害を受けたとき。 免除 

（２） 社会福祉事業その他公益を目的とする事業を行う者（市長が特

別な理由があると認める者に限る。）が、その事業活動に伴い廃棄物

を排出するとき。 

免除 

（３） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１１条に掲げる保

護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）の規定による支援給付を受けているとき。 

免除 

（４） 次の各号のいずれかに該当する世帯が、家庭廃棄物を排出する

とき。ただし、オからキまでの世帯にあっては、市町村民税非課税世

帯である場合に限る。 

ア 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）により児童扶養手

当を受けている世帯 

イ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３

４号）により特別児童扶養手当を受けている世帯 

ウ 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第３７条に規定する遺

族基礎年金（国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律

第３４号）附則第２８条に該当する場合に限る。）を受けている世

帯 

エ 国民年金法等の一部を改正する法律附則第３２条の規定によりな

お従前の例によることとされた同法第１条の規定による改正前の国

民年金法に基づく老齢福祉年金を受けている世帯 

オ 身体障害者であって、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則

（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号に定める身体障害者障

害程度等級表のうち２級以上であるものの属する世帯 

カ 知的障害者であって、障害の程度が東京都愛の手帳交付要綱（昭

和４２年３月３０日付４２民児精発第５８号）別表第１に定める知

的障害総合判定基準表のうち２度以上であるものの属する世帯 

キ 精神障害者であって、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項の

表のうち障害等級が２級以上であるものの属する世帯 

 

免除（別表第１に定

めるごみに限る。） 

（５） 自らの責任によらない理由により公共下水道に接続できない者

が、し尿又は浄化槽汚泥を排出するとき。 

減額（５割） 
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（６） 環境保全又は道路、公園等の維持管理のために生じる廃棄物で

あって、規則で定める事由に該当するものを排出するとき。 

免除 

（７） 育児、介護等の事情のために使用した紙おむつを排出すると

き。 

免除 

（８） その他市長が特別の理由があると認めるとき。 免除又は減額 

 

全改〔平成１９年条例２７号〕、一部改正〔平成２７年条例４号〕 
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○東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則 

平成５年３月３１日 

規則第１３号 

改正 平成５年１１月３０日規則第５６号 

平成７年３月２９日規則第１４号 

平成７年４月２８日規則第２７号 

平成８年３月２２日規則第１０号 

平成９年３月３１日規則第１３号 

平成１０年３月２６日規則第２０号 

平成１１年３月３１日規則第２７号 

平成１１年６月３０日規則第５９号 

平成１１年１０月２１日規則第７７号 

平成１３年１月４日規則第２号 

平成１３年３月１５日規則第１０号 

平成１３年４月２０日規則第３５号 

平成１３年１０月３１日規則第７０号 

平成１４年８月１２日規則第６６号 

平成１５年３月２８日規則第２９号 

平成１５年９月２６日規則第５７号 

平成１６年３月２６日規則第８号 

平成１７年１２月１３日規則第５５号 

平成１８年１２月２８日規則第７５号 

平成１９年１０月１日規則第４４号 

平成２０年３月３１日規則第２２号 

平成２０年９月３０日規則第５９号 

平成２０年１１月２０日規則第７１号 

平成２１年３月３１日規則第２４号 

平成２３年３月２５日規則第９号 

平成２４年３月３０日規則第３８号 

平成２５年１２月１３日規則第６６号 

平成２６年３月７日規則第８号 

平成２６年８月２５日規則第６９号 

平成２６年９月３０日規則第７４号 

平成２７年３月３０日規則第１８号 

平成２８年３月２３日規則第１号 

平成２９年６月１４日規則第５３号 

 

東村山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（昭和４８年東村山市規則第

３８号）の全部を次のように改正する。 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第８条） 
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第２章 事業用大規模建築物（第９条―第１３条） 

第２章の２ 適正処理困難物（第１４条） 

第３章 一般廃棄物の処理等（第１５条―第２８条） 

第４章 廃棄物処理手数料（第２９条―第３３条の５） 

第５章 一般廃棄物処理業（第３４条―第４７条） 

第６章 浄化槽清掃業（第４８条―第５１条） 

第７章 雑則（第５２条―第５５条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は、東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例（平成４

年東村山市条例第３２号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定

めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、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。）、同法施行令（昭和４６年政令第３

００号。以下「政令」という。）、同法施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号。

以下「省令」という。）、浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）及び条例の例によ

る。 

（廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営） 

第３条 条例第７条第１項の規定に基づき設置する東村山市廃棄物減量等推進審議会

（以下「審議会」という。）に会長及び副会長をそれぞれ１人置き、委員の互選に

より選任する。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

４ 審議会は、会長が招集し、議長となる。 

５ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

６ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決すると

ころによる。 

７ 会長は、必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くこ

とができる。 

（所掌事項） 

第４条 審議会は、市長の諮間に応じ、次の各号に掲げる事項について審議し、答申

する。 

(１) 一般廃棄物の処理の基本方針に関する事項 

(２) 廃棄物の減量及び再利用の促進に関する事項 

(３) その他市長が必要と認める事項 

２ 審議会は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、同項第１号及

び第２号に定める事項について、市長に意見を述べることができる。 

（部会） 

第５条 会長が必要と認めたときは、審議会に部会を置くことができる。 
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２ 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。 

（庶務） 

第６条 審議会に関する庶務は、資源循環部管理課において処理する。 

（廃棄物減量等推進員） 

第７条 条例第８条第１項の規定に基づく廃棄物減量等推進員（以下「推進員」とい

う。）は、１丁につき原則として１人とする。 

２ 推進員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠推進員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

３ 推進員は、次の各号に掲げる事項について、市の施策に協力するものとする。 

(１) 一般廃棄物の減量に関し、地域住民への啓発に関する事項 

(２) 一般廃棄物の分別及び適正な排出等に関する事項 

(３) 資源物の資源化及び再利用の促進に関する事項 

(４) その他一般廃棄物の適正処理及び減量に関する事項 

４ 市長は、前項に規定する市の施策への推進員の協力に対して、予算の範囲内で謝

礼を支給するものとする。 

（再利用に関する計画） 

第８条 条例第１４条に規定する再利用に関する計画には、次の各号に掲げる事項を

定めるものとする。 

(１) 再利用の基本方針に関する事項 

(２) 再利用促進のための方策に関する事項 

(３) 資源物等の発生量及び再利用量の見込みに関する事項 

(４) 再利用のための施設整備に関する事項 

(５) 再利用促進のための教育に関する事項 

(６) その他再利用に関し必要な事項 

２ 市長は、再利用に関する計画を定めたときは、これを市民及び事業者に明らかに

し、また、必要があるときは他の地方自治体に連絡するものとする。 

第２章 事業用大規模建築物 

（事業用大規模建築物） 

第９条 条例第１９条第１項に規定する事業用の大規模建築物（以下「事業用大規模

建築物」という。）は、事業用途に供する延床面積が３，０００平方メートル以上

の建築物とする。 

（廃棄物管理責任者） 

第１０条 事業用大規模建築物の所有者は、条例第１９条第２項の規定に基づき、当

該建築物から排出される廃棄物を管理することができる者のうちから廃棄物管理責

任者を１名選任し、選任の日から３０日以内に廃棄物管理責任者選任（解任）届

（第１号様式）により市長に届け出なければならない。 

２ 事業用大規模建築物の所有者は、前項の届出に変更があった場合は、その事実が

生じた日から３０日以内に廃棄物管理責任者選任（解任）届により市長に届け出な

ければならない。 

（事業用大規模建築物における減量及び再利用計画） 
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第１１条 事業用大規模建築物の所有者は、条例第１９条第３項の規定に基づき、次

の各号に掲げる事項を記載した廃棄物の減量及び再利用に関する計画書（第２号様

式）を毎年５月末日までに市長に提出しなければならない。 

(１) 建築物の種類 

(２) 廃棄物の排出量、処分量、再利用量の前年度実績及び当該年度の見込み 

(３) 前年度実績の自己評価 

(４) 再利用の方法 

(５) その他廃棄物の減量及び再利用に関し必要な事項 

（再利用対象物の保管場所） 

第１２条 条例第１９条第４項及び第６項に規定する再利用の対象となる物（以下

「再利用対象物」という。）の保管場所の設置基準は、次の各号に定めるとおりと

する。 

(１) 廃棄物の保管場所と明確に区分し、再利用対象物に廃棄物が混入しないよう

にすること。 

(２) 再利用対象物を十分かつ適切に収納できるものであること。 

(３) 再利用対象物を品目別に分別して保管できるものであること。 

(４) 搬入、搬出作業が容易にできるものであること。 

(５) 保管場所には、再利用対象物の種類その他注意事項を表示すること。 

２ 事業用大規模建築物を建設しようとする者は、条例第１９条第６項の規定に基づ

き、再利用の対象となる物の保管場所の設置について、建築基準法（昭和２５年法

律第２０１号）第６条第１項の規定による当該建築の確認の申請の前までに、再利

用対象物保管場所設置届（第３号様式）により市長に届け出なければならない。 

（改善勧告等） 

第１３条 条例第２０条の規定に基づき勧告する場合は、義務違反に係る勧告書（第

４号様式）により行うものとする。 

第２章の２ 適正処理困難物 

（適正処理困難物） 

第１４条 条例第２７条第１項に規定する市長が指定することができる適正処理困難

物は、法第２条第３項及び政令第１条に規定するもののほか、条例第３３条各号に

掲げる種類の廃棄物とする。 

２ 市長は、適正処理困難物を指定する場合は、審議会の意見を聴くとともに、他の

地方公共団体と協議するものとする。 

３ 市長は、適正処理困難物を指定したときは、これを市民に明らかにするととも

に、事業者に通知するものとする。 

第３章 一般廃棄物の処理等 

（一般廃棄物処理計画） 

第１５条 条例第３０条第１項に規定する一般廃棄物処理計画には、次の各号に掲げ

る事項を定めるものとする。 

(１) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

(２) 一般廃棄物の減量のための方策に関する事項 

(３) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分 

(４) 一般廃棄物の適正処理の方法 
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(５) 市が行う廃棄物の収集、運搬及び処分の方法に関し、占有者又は事業者の協

力義務の内容 

(６) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

(７) その他一般廃棄物等の処理に関して必要な事項 

（一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準） 

第１６条 条例第３１条第３項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準

は、政令第３条に定める基準によるものとする。 

（事業系一般廃棄物の収集等の申込み） 

第１６条の２ 事業者は、条例第３１条第２項の規定による事業系一般廃棄物の収

集、運搬及び処分を希望するときは、あらかじめ事業系一般廃棄物収集等（新規・

変更）申込書（第４号様式の２）に、市長が必要と認める書類を添付して市長に提

出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申込みに対して、家庭廃棄物の処理に支障がないか審

査し、承認又は不承認の決定をしたときは、事業系一般廃棄物収集等承認・不承認

通知書（第４号様式の３）により当該申込みをした者に通知する。 

（事業系一般廃棄物の収集等の廃止） 

第１６条の３ 前条の規定による承認の通知を受けた事業者は、事業系一般廃棄物の

収集、運搬及び処分の廃止を希望するときは、その旨を記載した書面を市長に届け

出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、前条第２項の規定による承認を

取り消し、その旨を書面で通知するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長は、第１項の規定による届出がない場合であって

も、承認の事由が消滅したものと認められるときその他必要と認められるときは、

職権により当該承認を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該承

認を取り消した旨を書面で通知するものとする。 

（指定収集袋及び粗大ごみ指定収集シールの基準） 

第１６条の４ 指定収集袋（条例第３２条の２第１項に規定する指定収集袋をいう。

以下同じ。）の材質は、耐水性及び内容物が認識できる程度の透明度を有するもの

であって、その種別及び容量は、次のとおりとする。 

 

指定収集袋の種別 容量 

家庭系 可燃用指定収集袋 

（第５号様式） 

特小袋 ５リットル相当 

小袋 １０リットル相当 

中袋 ２０リットル相当 

大袋 ４０リットル相当 

不燃用指定収集袋 

（第５号様式の２） 

特小袋 ５リットル相当 

小袋 １０リットル相当 

中袋 ２０リットル相当 

大袋 ４０リットル相当 
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容器包装プラスチック用指

定収集袋 

（第５号様式の９） 

特小袋 ５リットル相当 

小袋 １０リットル相当 

中袋 ２０リットル相当 

大袋 ４０リットル相当 

事業系 可燃用指定収集袋 

（第５号様式の３） 

特中袋 ２２．５リットル相当 

特大袋 ４５リットル相当 

不燃用指定収集袋 

（第５号様式の４） 

特中袋 ２２．５リットル相当 

特大袋 ４５リットル相当 

容器包装プラスチック用指

定収集袋 

（第５号様式の１０） 

特中袋 ２２．５リットル相当 

特大袋 ４５リットル相当 

免除事業者用（第３３条

の２第３項に規定する場

合の指定収集袋） 

可燃用指定収集袋 

（第５号様式の７） 

特中袋 ２２．５リットル相当 

特大袋 ４５リットル相当 

不燃用指定収集袋 

（第５号様式の８） 

特中袋 ２２．５リットル相当 

特大袋 ４５リットル相当 

容器包装プラスチック用指

定収集袋 

（第５号様式の１１） 

特中袋 ２２．５リットル相当 

特大袋 ４５リットル相当 

ボランティア専用（第３

３条の３第１号に規定す

る場合の指定収集袋） 

可燃用指定収集袋 

（第５号様式の５） 

中袋 ２０リットル相当 

大袋 ４０リットル相当 

不燃用指定収集袋 

（第５号様式の６） 

中袋 ２０リットル相当 

大袋 ４０リットル相当 

容器包装プラスチック用指

定収集袋 

（第５号様式の１２） 

中袋 ２０リットル相当 

大袋 ４０リットル相当 

２ 粗大ごみ指定収集シール（条例第３２条の３第１項に規定する粗大ごみ指定収集

シールをいう。以下同じ。）は、耐水性を有し、再使用防止の処理を施したもので

あって、その種別は、次のとおりとする。 

種別 

粗大ごみ指定収集シール 

（第９号様式） 

１００円券 

３００円券 

５００円券 

１，０００円券 
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２，０００円券 

（条例第３２条の２第２項の規則で定める排出方法等） 

第１６条の５ 条例第３２条の２第２項に規定する規則で定める家庭廃棄物の排出方

法は、次の各号に定める廃棄物処理手数料の減免事由等に応じ、当該各号に定める

とおりとする。 

(１) 条例別表第２（１）の項に定める事由により排出する家庭廃棄物又は同表

（８）の項に定める事由により排出する家庭廃棄物（指定収集袋の交付を受ける

ものを除く。） 市長が指示する排出方法 

(２) 条例別表第２（６）の項に定める事由（第３３条の３第２号に定める事由に

該当するものに限る。次号において同じ。）により排出するせん定枝で直径が概

ね５センチメートル未満、長さが６０センチメートル以下のもの 次に定める方

法 

ア 紐などにより直径が概ね３０センチメートル未満の束とする方法で１回当た

り３束まで 

イ 透明又は半透明の袋で容量が概ね４５リットル以下のものに入れる方法で１

回当たり３袋まで 

(３) 条例別表第２（６）の項に定める事由により排出する落葉、落枝及び下草 

透明又は半透明の袋で容量が概ね４５リットル以下のものに入れる方法で１回当

たり３袋まで（前号に規定する廃棄物を同号イの方法により排出するときは、当

該廃棄物の分と合わせて３袋まで） 

(４) 条例別表第２（７）の項に定める事由により排出する紙おむつ 透明又は半

透明の袋で容量が概ね４５リットル以下のものに入れる方法 

（占有者への改善勧告等） 

第１７条 条例第３５条の規定に基づき勧告する場合は、占有者義務違反に係る勧告

書（第６号様式）により行うものとする。 

（事業者に対する運搬等の命令） 

第１８条 条例第３７条第１項に規定する市長がその処理を命ずることのできる事業

系一般廃棄物の量は、継続的に排出するものにあっては１週間当たりの平均排出量

が３６０リットル以上とし、臨時に排出するものにあっては品目ごとに市長が定め

る量とする。 

（事業系一般廃棄物保管場所の設置基準） 

第１９条 条例第３８条第２項に規定する事業系一般廃棄物の保管場所の設置基準

は、次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 廃棄物が種類別に分別できるものであること。 

(２) 廃棄物を十分かつ適切に収納できるものであること。 

(３) 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が漏れないもので

あること。 

(４) ねずみが生息し、及び蚊、はえ、その他の害虫が発生しないものであるこ

と。 

(５) その他生活環境の保全上支障の生じるおそれのないものであること。 

(６) 搬入、搬出等の作業の安全が確保できるものであること。 

(７) 保管場所には、廃棄物の種類その他の注意事項を表示すること。 
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(８) 市長が実施する収集、運搬等の業務の提供を受ける場合は、市の収集運搬作

業の方法に適合するものであること。 

（事業系一般廃棄物の排出基準） 

第２０条 条例第３９条第２項に規定する事業系一般廃棄物の排出基準は、次の各号

に定めるとおりとする。 

(１) 家庭廃棄物の排出に準じ、種類ごとに分別して排出すること。 

(２) 再利用が可能な物と廃棄物を分別して排出すること。 

(３) その他一般廃棄物処理計画に適合したものであること。 

（一般廃棄物管理票提出事業者） 

第２１条 条例第４０条第１項に規定する特定事業者は、次の各号に定める者とす

る。 

(１) 事業系一般廃棄物を１日平均１００キログラム以上排出する者 

(２) 事業系一般廃棄物を臨時に排出する者 

(３) その他特に市長が指定する者 

（一般廃棄物管理票） 

第２２条 条例第４０条第１項に規定する一般廃棄物管理票は、次の各票からなる複

写式による一般廃棄物管理票（第７号様式）とする。 

(１) 一般廃棄物管理票（甲票） （以下「甲票」という。） 

(２) 一般廃棄物管理票（乙票） （以下「乙票」という。） 

(３) 一般廃棄物管理票（丙票） （以下「丙票」という。） 

(４) 一般廃棄物管理票（丁票） （以下「丁票」という。） 

第２３条 前条に規定する一般廃棄物管理票には、次の各号に掲げる事項を記載する

ものとする。 

(１) 作成年月日及び作成担当者の氏名 

(２) 排出事業者の氏名又は名称及び所在地 

(３) 事業系一般廃棄物の排出場所 

(４) 事業系一般廃棄物の種類、形状及び重量 

(５) 運搬車の種類、車両番号及び運転者の氏名 

(６) 積替え又は保管の有無 

(７) その他市長が必要と認める事項 

２ 条例第４０条第２項の規定により特定事業者が受託者に交付する一般廃棄物管理

票には、前項各号に規定する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載するものと

する。 

(１) 受託者の氏名又は名称及び所在地 

(２) 受託者の一般廃棄物収集運搬業の許可番号 

（一般廃棄物管理票の交付） 

第２４条 条例第４０条第２項に規定する一般廃棄物管理票の交付は、次の各号に定

めるところにより行なうものとする。 

(１) 事業系一般廃棄物を受託者に引き渡す際に交付すること。 

(２) 一般廃棄物管理票に記載された事項が事実と相違ないことを確認のうえ、交

付すること。 

（一般廃棄物管理票の回付） 
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第２５条 条例第４０条第２項に規定する受託者は、前条の規定により、一般廃棄物

管理票の交付を受けたときは、乙票及び丙票に運搬車の種類及び重量、積替え又は

保管の有無を記載するとともに、当該事業系一般廃棄物と一般廃棄物管理票に記載

された事項が相違ないことを確認のうえ、甲票を当該特定事業者に回付する。 

２ 市長は、条例第４０条第１項の規定により特定事業者から丙票及び丁票の提出を

受けた場合には、丙票及び丁票に受領の日時を記載するとともに、当該事業系一般

廃棄物の種類及び数量が一般廃棄物管理票に記載された事項と相違ないことを確認

のうえ、丙票を自らが保管し、当該特定事業者に丁票を回付する。 

３ 前項の規定は、条例第４０条第３項の規定により市長が受託者から一般廃棄物管

理票の提出を受けた場合に準用する。この場合において、前項中「特定事業者」と

あるのは「受託者」と、「丙票及び丁票」とあるのは「乙票、丙票及び丁票」と、

「丁票」とあるのは「乙票及び丁票」と読み替えるものとする。 

４ 前項の規定により市長から乙票及び丁票を回付された受託者は、乙票を保存する

とともに、速やかに丁票を特定事業者に回付しなければならない。 

（一般廃棄物管理票の確認） 

第２６条 一般廃棄物管理票を交付した特定事業者は、当該丁票と受託者から回付さ

れた甲票の記載の内容を照合し、当該事業系一般廃棄物が適正に処理されたことを

確認しなければならない。 

２ 前項に定める特定事業者は、受託者に一般廃棄物管理票を交付した日から３０日

以内に丁票が回付されないとき、又は当該事業系一般廃棄物が不適正に処理された

おそれがあると認めるときは、受託者に対し必要な措置を講ずるとともに、速やか

に市長に報告しなければならない。 

（事業系一般廃棄物の受入基準） 

第２７条 条例第４１条第１項に規定する市長が指定する処理施設での受入基準は、

次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 一般廃棄物処理計画に適合したものであること。 

(２) 条例第３３条第１項に掲げるもの以外のものであること。 

(３) その他一般廃棄物の処理施設に支障をきたさないものであること。 

（改善命令等） 

第２８条 条例第４２条の規定に基づき改善その他必要な措置を命ずる場合は、改善

命令に係る命令書（第８号様式）により行うものとする。 

第４章 廃棄物処理手数料 

（粗大ごみ処理手数料） 

第２９条 条例別表第１に定める粗大ごみの品目別の処理手数料は、別表に定めると

おりとする。 

（排出量の算定） 

第３０条 条例第４７条第１項の規定による廃棄物処理手数料（指定収集袋により排

出する場合を除く。）の徴収に係る廃棄物の排出量は、次の各号に定めるところに

より算定する。 

(１) 臨時に家庭廃棄物（資源物、粗大ごみ、し尿及び動物死体を除く。）を排出

する占有者及び事業系一般廃棄物（資源物、粗大ごみ、し尿及び動物死体を除
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く。）を排出する事業者の排出量については、その都度、当該排出された量をも

って算定する。 

(２) し尿の排出量については、一般廃棄物管理票により確認して算定する。 

（排出量算定基準の特例） 

第３１条 条例第４８条に規定する重量又は容量以外の基準による場合は、廃棄物の

種類、形状及び特性なども含めて排出量の算定を行うものとする。 

（指定収集袋の交付） 

第３１条の２ 指定収集袋の交付（第３３条の４の規定により交付する場合を除

く。）は、１０袋を単位として行うものとする。ただし、市長が特別の理由がある

と認める場合は、この限りでない。 

（廃棄物処理手数料の徴収方法） 

第３２条 条例第４７条第１項の規定による廃棄物処理手数料は、廃棄物処理手数料

納付通知書（第１０号様式）により徴収する。 

２ 前項の規定にかかわらず、臨時に排出し、若しくは運搬する廃棄物又は指定収集

袋若しくは粗大ごみ指定収集シールにより排出する廃棄物については、納付通知書

を省略することができる。 

（指定収集袋及び粗大ごみ指定収集シールの交付に係る廃棄物処理手数料の収納の

委託） 

第３２条の２ 指定収集袋及び粗大ごみ指定収集シールの交付に係る廃棄物処理手数

料については、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「自治令」とい

う。）第１５８条第１項の規定に基づき東村山市内の小売業者等及び東村山市に隣

接する市の小売業者等で市長が必要と認めるものにその収納を委託することができ

る。 

２ 前項の規定に基づき委託を受けた小売業者等（以下「収納委託業者等」とい

う。）は、廃棄物処理手数料を収納したときは、その支払いをした者に、指定収集

袋又は粗大ごみ指定収集シール及び領収書又はレシートを交付しなければならな

い。 

３ 収納委託業者等は、その収納した廃棄物処理手数料を委託契約で定める期日まで

に、納付書により指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならな

い。 

４ 前３項に定めるもののほか、指定収集袋及び粗大ごみ指定収集シールの交付に係

る廃棄物処理手数料の収納の委託に関し必要な事項は、別に定める。 

（徴収の委託） 

第３２条の３ し尿及び浄化槽汚泥に係る廃棄物処理手数料については、自治令第１

５８条第１項の規定に基づき条例第５０条第１項の許可を受けた一般廃棄物処理業

者又は条例第５７条第１項の許可を受けた浄化槽清掃業者にその徴収を委託するこ

とができる。 

２ 前項の規定に基づき委託を受けた業者（以下「徴収委託業者」という。）は、し

尿及び浄化槽汚泥に係る廃棄物処理手数料を徴収したときは、その支払いをした者

に領収書を交付しなければならない。 
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３ 徴収委託業者は、納付書に徴収した廃棄物処理手数料の内容を示す計算書を添え

て、その徴収した日の属する月の翌月の２５日までに当該徴収金を指定金融機関に

払い込まなければならない。 

４ 前３項に定めるもののほか、し尿及び浄化槽汚泥に係る廃棄物処理手数料の徴収

の委託に関し必要な事項は、別に定める。 

第３２条の４ 動物死体に係る廃棄物処理手数料については、自治令第１５８条第１

項の規定に基づき動物死体を処理する業者にその徴収を委託することができる。 

２ 前条第２項から第４項までの規定は、動物死体に係る廃棄物処理手数料について

準用する。この場合において、「し尿及び浄化槽汚泥」とあるのは「動物死体」

と、「２５日」とあるのは「指定された日」と読み替えるものとする。 

（手数料の減免申請手続） 

第３３条 条例第４９条第１項の規定による廃棄物処理手数料の減免を受けようとす

る者は、廃棄物処理手数料減免申請書（第１１号様式、第１１号様式の２又は第１

１号様式の３）により市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する申請に併せて、当該申請を

する者に係る身分証明書その他必要と認める書類の提出又は提示を求めることがで

きる。 

３ 市長は、第１項の規定に基づき申請を受けたときは、条例別表第２に定める減免

基準に該当するか否かを決定する。 

４ 市長は、前項の規定に基づき決定したときは、廃棄物処理手数料減免決定・却下

通知書（第１２号様式）により当該申請をした者に通知する。ただし、指定収集袋

の交付により減免をする場合は、この限りでない。 

５ 前各項の規定にかかわらず、条例別表第２（６）の項に定める事由（第３３条の

３第２号に定める事由に該当するものに限る。）又は同表（７）の項に定める事由

に該当する場合において、市が収集、運搬及び処分するときは、その排出をもって

申請とみなし、その収集の事実をもってその決定に代えるものとする。 

（手数料免除対象廃棄物の排出量の認定） 

第３３条の２ 条例別表第２（２）に規定する事由により廃棄物処理手数料の免除を

受けようとする事業者は、前条第１項の規定による申請の際、廃棄物の排出に関す

る計画書（第１２号様式の２）を市長に提出し、免除の対象となる廃棄物の排出量

について認定を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定に基づき免除の対象となる廃棄物の排出量を認定したとき

は、免除廃棄物排出量認定通知書（第１２号様式の３）により通知するものとす

る。 

３ 前項の規定に基づき認定を受けた事業者（以下「免除事業者」という。）は、当

該認定を受けた廃棄物を排出するときは、免除事業者用指定収集袋（第５号様式の

７、第５号様式の８、第５号様式の１１）を使用しなければならない。 

４ 免除事業者用指定収集袋は、免除事業者において購入するものとする。 

（条例別表第２（６）の項の規則で定める事由） 

第３３条の３ 条例別表第２（６）の項に定める規則で定める事由は、次のとおりと

する。 

(１) 自治会その他の団体及び個人が道路、公園等の清掃に伴い排出するとき。 
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(２) 庭木等から生ずる落葉、落枝及び下草並びにせん定枝を排出するとき。ただ

し、農業又は造園業等の事業活動に伴うものを除く。 

（指定収集袋の交付による廃棄物処理手数料の減免） 

第３３条の４ 条例別表第２（３）の項、（４）の項、（６）の項（前条第１号に定

める事由に該当するものに限る。）又は（８）の項（指定収集袋の交付を受ける場

合に限る。）に定める事由に該当する場合で、指定収集袋を交付して廃棄物処理手

数料を免除するときの交付枚数、方法等については、次の表のとおりとする。 

廃棄物の種類 

事由 

可燃物 不燃物 容器包装プラスチッ

ク 

条例別表第２（３）の項に定める

事由 

可燃用指定収集袋

（第５号様式。以

下「可燃用袋」と

いう。） 

１１０枚 

不燃用指定収集袋

（第５号様式の

２。以下「不燃用

袋」という。） 

１０枚 

容器包装プラスチッ

ク用指定収集袋（第

５号様式の９。以下

「容器包装プラスチ

ック用袋」とい

う。） 

５０枚 

条例別表第２（４）の項に定める

事由（アの世帯に該当するとき） 

可燃用袋 

１１０枚 

不燃用袋 

１０枚 

容器包装プラスチッ

ク用袋 

５０枚 

条例別表第２（４）の項に定める

事由（イの世帯に該当するとき） 

可燃用袋 

１１０枚 

不燃用袋 

１０枚 

容器包装プラスチッ

ク用袋 

５０枚 

条例別表第２（４）の項に定める

事由（ウの世帯に該当するとき） 

可燃用袋 

１１０枚 

不燃用袋 

１０枚 

容器包装プラスチッ

ク用袋 

５０枚 

条例別表第２（４）の項に定める

事由（エの世帯に該当するとき） 

可燃用袋 

１１０枚 

不燃用袋 

１０枚 

容器包装プラスチッ

ク用袋 

５０枚 

条例別表第２（４）の項に定める

事由（オの世帯に該当するとき） 

可燃用袋 

１１０枚 

不燃用袋 

１０枚 

容器包装プラスチッ

ク用袋 

５０枚 

条例別表第２（４）の項に定める

事由（カの世帯に該当するとき） 

可燃用袋 

１１０枚 

不燃用袋 

１０枚 

容器包装プラスチッ

ク用袋 

５０枚 

条例別表第２（４）の項に定める

事由（キの世帯に該当するとき） 

可燃用袋 

１１０枚 

不燃用袋 

１０枚 

容器包装プラスチッ

ク用袋 

５０枚 
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条例別表第２（６）の項に定める

事由（前条第１号に定める事由に

該当するものに限る。） 

可燃用指定収集袋

（第５号様式の

５） 

市長が認める枚数 

不燃用指定収集袋

（第５号様式の

６） 

市長が認める枚数 

容器包装プラスチッ

ク用指定収集袋（第

５号様式の１２） 

市長が認める枚数 

条例別表第２（８）の項に定める

事由（指定収集袋の交付を受ける

場合に限る。） 

市長が認める種類及び枚数 

備考 

１ 各指定収集袋の枚数は、決定月数に応じて按分する。ただし、その端数は、切り捨てるもの

とする。 

２ 条例別表第２（３）の項及び（４）の項に該当する世帯に交付する指定収集袋の大きさは、

原則として４人以下の世帯にあっては中袋、５人以上の世帯にあっては大袋とする。 

３ 重複して該当する場合は、交付枚数の多い方を基準とする。 

（粗大ごみ指定収集シールの交付による廃棄物処理手数料の減免） 

第３３条の５ 条例第３２条の３の規定により粗大ごみを排出する場合で、条例別表

第２（３）の項又は（８）の項に定める減免対象事由に該当するときの減免は、市

長が認定する排出量相当の粗大ごみ指定収集シールを交付して行うものとする。 

第５章 一般廃棄物処理業 

（一般廃棄物収集、運搬業の許可申請） 

第３４条 条例第５０条第１項の規定による一般廃棄物収集又は運搬業の許可を受け

ようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書（第１３号様式）に次の各号に

掲げる事項を記載し、市長に申請しなければならない。 

(１) 住所、氏名、生年月日（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び

代表者の氏名）及び電話番号 

(２) 取り扱う一般廃棄物の種類 

(３) 収集又は運搬の別 

(４) 運搬車その他主たる収集又は運搬のための施設の種類及び数量 

(５) 主たる事務所以外の事務所、事業場、運搬車の車庫等の名称、所在地及び電

話番号 

(６) 作業計画 

(７) 従業員の数 

(８) その他市長が必要と認める事項 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 

(１) 住民票の写し（法人にあっては、定款及び登記事項証明書） 

(２) 身分証明書（法人にあっては、代表者及びその業務を行う役員とする。） 

(３) 申請者（法人にあっては、代表者及びその業務を行う役員とする。）が条例

第５０条第３項第４号イからニまでに該当しない旨を記載した書類 

(４) 印鑑証明書 

(５) 運搬先を証明できる書類 

(６) 運搬車の車庫、廃棄物の積替施設等の配置図、設計図（積替施設に限

る。）、写真及び付近の見取図 
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(７) 事務所その他の施設等を自ら所有する場合には、それを証明する書類（借用

する場合には、その契約書の写し）及び事務所の案内図 

(８) 自動車検査証の写し 

(９) 従業員名簿 

(10) 法人にあっては、直前３年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、

法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類（新規に事業を始める者は資

本金額等を証明する書類） 

(11) 個人にあっては、直前３年の所得税の納付すべき額及び納付済額を記載した

書類 

(12) その他市長が必要と認める書類及び図面 

３ 法第７条第２項に規定する許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかか

わらず、その内容に変更がない場合に限り、前項各号に掲げる書類又は図面の添付

を要しないものとする。 

（一般廃棄物処分業の許可申請） 

第３５条 条例第５０条第２項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとす

る者は、一般廃棄物処分業許可申請書（第１４号様式）に次の各号に掲げる事項を

記載し、市長に申請しなければならない。 

(１) 住所、氏名、生年月日（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び

代表者の氏名）及び電話番号 

(２) 取り扱う一般廃棄物の種類 

(３) 作業場所、処分方法及び処分先 

(４) 一般廃棄物処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力（当該施設が最終

処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。） 

(５) 主たる事務所以外の事務所、事業場等の名称、所在地及び電話番号 

(６) 作業計画 

(７) 従業員の数 

(８) その他市長が必要と認める事項 

２ 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 

(１) 住民票の写し（法人にあっては、定款及び登記事項証明書） 

(２) 身分証明書（法人にあっては、代表者及びその業務を行う役員とする。） 

(３) 申請者（法人にあっては、代表者及びその業務を行う役員とする。）が条例

第５０条第３項第４号イからニまでに該当しない旨を記載した書類 

(４) 印鑑証明書 

(５) 処分先を証明できる書類（最終処分場である場合を除く。） 

(６) 一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造

図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図（最終処分場にあっては、周囲

の地形、地質、地下水の状況を明らかにする書類及び図面） 

(７) 事務所及び一般廃棄物処理施設等を自ら所有する場合には、それを証明する

書類（借用する場合には、その契約書の写し）及び事務所の案内図 

(８) 従業員名簿 
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(９) 法人にあっては、直前３年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、

法人税の納付すべき額及び納付済額を記載した書類（新規に事業を始める者は資

本金額等を証明する書類） 

(10) 個人にあっては、直前３年の所得税の納付すべき額及び納付済額を記載した

書類 

(11) その他市長が必要と認める書類及び図面 

３ 法第７条第７項に規定する許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかか

わらず、その内容に変更がない場合に限り、前項各号に掲げる書類又は図面の添付

を要しないものとする。 

（業の許可を要しない者） 

第３６条 条例第５０条第１項ただし書及び第２項ただし書に規定するその他規則で

定める者は、それぞれ省令第２条及び第２条の３に定める者とする。 

２ 前項に規定する者のうち省令第２条第２号又は第２条の３第２号の規定により市

長の指定が必要な者に係る基準については、別に定める。 

（業の許可基準） 

第３７条 条例第５０条第３項第３号（条例第５１条第２項において準用する場合を

含む。）に規定する基準は、一般廃棄物収集運搬業にあっては省令第２条の２各号

に、また、一般廃棄物処分業にあっては省令第２条の４各号に規定するもののほ

か、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 一般廃棄物収集運搬業にあっては、一般廃棄物の運搬先を明確にできるこ

と。 

(２) 一般廃棄物処分業（最終処分場である場合を除く。）にあっては、一般廃棄

物の処分先を明確にできること。 

（申請者の条件） 

第３８条 条例第５０条第３項第４号に規定するその他規則で定める者は、申請時に

おいて、条例に基づく勧告等又は業の停止を現に受けている者とする。 

（許可の更新期間） 

第３９条 条例第５０条第４項の規定による期間は、許可の日から２年とする。 

（許可証） 

第４０条 条例第５０条第６項に規定する許可証は、一般廃棄物収集運搬業許可証

（第１５号様式）又は一般廃棄物処分業許可証（第１６号様式）とする。 

（業の変更の許可） 

第４１条 条例第５０条第１項の規定により許可を受けた者（以下「一般廃棄物収集

運搬業者」という。）は、条例第５１条第１項の規定により、第３４条第１項第２

号又は第３号に規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物収集運搬業変

更許可申請書（第１７号様式）に次の各号に掲げる事項を記載し、市長に申請しな

ければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りで

ない。 

(１) 住所、氏名、生年月日（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び

代表者の氏名）及び電話番号 

(２) 許可の年月日及び許可の番号 

(３) 変更の内容 
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(４) 変更の理由 

(５) 変更に係る事業の用に供する収集運搬施設の種類及び数量 

(６) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その

変更後の内容 

(７) 変更予定年月日 

(８) その他市長が必要と認める事項 

２ 第３４条第２項の規定は、前項の申請書について準用する。 

３ 条例第５０条第２項の規定により許可を受けた者（以下「一般廃棄物処分業者」

という。）は、条例第５１条第１項の規定により、第３５条第１項第２号又は第３

号に規定する事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処分業変更許可申請書

（第１８号様式）に次の各号に掲げる事項を記載し、市長に申請しなければならな

い。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。 

(１) 住所、氏名、生年月日（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び

代表者の氏名）及び電話番号 

(２) 許可の年月日及び許可の番号 

(３) 変更の内容 

(４) 変更の理由 

(５) 変更に係る事業の用に供する一般廃棄物処理施設の種類、数量、設置場所及

び処理能力（当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量

をいう。） 

(６) 前号に掲げるもののほか、変更に伴い許可事項に変更がある場合には、その

変更後の内容 

(７) 変更予定年月日 

(８) その他市長が必要と認める事項 

４ 第３５条第２項の規定は、前項の申請について準用する。 

（業の変更届） 

第４２条 一般廃棄物収集運搬業者が第３４条第１項第１号若しくは第４号から第８

号までに規定する事項を変更したとき、収集運搬施設を変更したとき、自動車検査

証の内容を変更したとき、又は一般廃棄物処分業者が第３５条第１項第１号若しく

は第４号から第８号までに規定する事項を変更したときは、その変更した日から１

０日以内に業の変更届（第１９号様式）により市長に届け出なければならない。 

（業又は搬入の停止命令等） 

第４３条 市長は、条例第５４条の規定に基づき事業の全部若しくは一部の停止又は

市長の指定する処理施設への搬入の停止を命ずるときは、事業停止命令書（第２０

号様式）又は搬入停止命令書（第２０号様式の２）により行うものとする。 

２ 市長は、条例第５４条の規定に基づき事業の全部若しくは一部の停止又は市長の

指定する処理施設への搬入の停止を命じたために一般廃棄物収集運搬業者及び一般

廃棄物処分業者に損害を及ぼすことがあっても、その責任を負わない。 

（許可の取消し等） 

第４３条の２ 市長は、条例第５４条の２の規定に基づき許可を取り消すときは、許

可取消書（第２１号様式）により行うものとする。 
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２ 前条第２項の規定は、条例第５４条の２の規定に基づき許可を取り消す場合につ

いて準用する。 

（業の休止及び廃止届） 

第４４条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が事業を休止し、又は廃

止しようとするときは、業を休止し、又は廃止しようとする日の３０日前までに業

の休止兼廃止届（第２２号様式）により市長に届け出なければならない。 

（許可証の再交付） 

第４５条 条例第５５条に規定する許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再

交付申請書（第２３号様式）により市長に申請しなければならない。 

２ き損により前項の申請を行う者は、当該申請書にき損した許可証を添付するもの

とする。 

（許可申請手数料の徴収方法） 

第４６条 条例第５６条の規定に基づく許可申請手数料は、納入通知書により徴収す

る。 

（許可証の返還） 

第４７条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、次の各号の一に該当

するときは、直ちに、許可証を市長に返還しなければならない。 

(１) 条例第５４条の２の規定により許可を取り消されたとき。 

(２) 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が事業を廃止したとき。 

(３) 許可の期間が満了したとき。 

第６章 浄化槽清掃業 

（浄化槽清掃業の許可の申請） 

第４８条 条例第５７条第１項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者

は、浄化槽清掃業許可申請書（第２４号様式）に次の各号に掲げる事項を記載し、

市長に申請しなければならない。 

(１) 住所、氏名、生年月日（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び

代表者の氏名）及び電話番号 

(２) 事業者の用に供する施設の概要 

(３) 主たる事務所以外の営業所等の名称、所在地及び電話番号 

(４) 従業員の数 

(５) その他市長が必要と認める事項 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 

(１) 住民票の写し（法人にあっては、定款及び登記事項証明書） 

(２) 身分証明書（法人にあっては、代表者及びその業務を行う役員とする。） 

(３) 印鑑証明書 

(４) 申請者（法人にあっては、代表者及びその業務を行う役員とする。）が浄化

槽法第３６条第２号イからニ及びヘからリまでのいずれにも該当しない旨を記載

した書類 

(５) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有していることを

証明する書類 

(６) 環境省関係浄化槽法施行規則（昭和５９年厚生省令第１７号）第１１条第１

号から第３号までに規定する器具の収納場所の配置図、写真及び案内図 
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(７) 事務所を自ら所有する場合には、それを証明する書類（借用する場合には、

その契約書の写し）及び事務所の案内図 

(８) 従業員名簿 

(９) その他市長が必要と認める書類及び図面 

（許可の基準） 

第４９条 浄化槽清掃業の許可の基準は、浄化槽法第３６条の規定に定める基準によ

るものとする。 

（浄化槽清掃業許可証） 

第５０条 条例第５７条第２項に規定する許可証は、浄化槽清掃業許可証（第２５号

様式）とする。 

（準用） 

第５１条 第３８条から第４７条までの規定（第４０条を除く。）は、浄化槽清掃業

の許可及び許可申請手数料について準用する。 

第７章 雑則 

（大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置） 

第５２条 条例第６４条第１項に規定する大規模建築物は、延べ面積（建築基準法施

行令（昭和２５年政令第３３８号）第２条第１項第４号に規定する延べ面積をい

う。）が１，０００平方メートル以上の建築物及び共同住宅で建築計画戸数が１６

戸以上の建築物とする。 

２ 大規模建築物を建設しようとする者は、廃棄物の保管場所及び保管設備（以下

「保管場所等」という。）の設置について、条例第６４条第１項の規定に基づき、

建築基準法第６条第１項の規定による当該建築の確認の申請の前までに、廃棄物保

管場所等設置届（第２６号様式）により市長に届け出なければならない。ただし、

市が実施する収集、運搬等の業務の提供を受けない者は、この限りでない。 

３ 条例第６４条第２項に規定する保管場所等の設置基準は、第１９条に定めるもの

のほか、東村山市宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱（平成１３年東村山

市訓令第２号）に定めるところによる。 

（清掃指導員） 

第５３条 条例第６７条に規定する清掃指導員は、市職員のうちから、市長が任命す

る。 

２ 清掃指導員は、次の各号に定める職務を担当する。 

(１) 条例第６６条第１項に規定する立入検査 

(２) 廃棄物の処理及び施設の維持管理に関する指導 

(３) 廃棄物の減量及び再利用に関する指導 

(４) その他市長が必要と認める事項 

（清掃指導員の証票） 

第５４条 市長は、前条の規定に基づき任命したときは、清掃指導員に清掃指導員証

（第２７号様式）を交付する。 

２ 清掃指導員は、職務執行に当たり、常に清掃指導員証を携帯し、関係人からその

提示を求められたときは、これに応じなければならない。 

（委任） 

第５５条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

（経過借置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の東村山市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例施行規則（昭和４８年東村山市規則第３８号）別記第１号様式から第１

７号様式までの用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお、使用するこ

とができる。 

附 則（平成５年１１月３０日規則第５６号） 

この規則は、平成５年１２月１日から施行する。 

附 則（平成７年３月２９日規則第１４号） 

この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年４月２８日規則第２７号） 

この規則は、平成７年７月１日から施行する。 

附 則（平成８年３月２２日規則第１０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年３月３１日規則第１３号） 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１０年３月２６日規則第２０号） 

この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年３月３１日規則第２７号） 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年６月３０日規則第５９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１１年１０月２１日規則第７７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１３年１月４日規則第２号） 

この規則は、平成１３年１月６日から施行する。 

附 則（平成１３年３月１５日規則第１０号） 

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年４月２０日規則第３５号） 

この規則は、平成１３年６月１日から施行する。 

附 則（平成１３年１０月３１日規則第７０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１４年８月１２日規則第６６号） 

（施行期日等） 

１ この規則は、平成１４年１０月１日から施行する。ただし、第１６条の次に３条

を加える改正規定（第１６条の２に係る部分に限る。）及び第５項の規定は、公布

の日から施行する。 

２ この規則による改正後の東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施

行規則（以下「新規則」という。）第１６条の２の規定は、この規則の施行の日
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（以下「施行日」という。）以後に排出される事業系一般廃棄物について適用す

る。 

（経過措置） 

３ 施行日前に市が処分をした廃棄物に係る廃棄物処理手数料の徴収については、な

お従前の例による。 

４ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第３３条の規定により廃棄物

処理手数料の減免の決定を受けている者については、新規則第３３条の規定により

減免の決定を受けている者とみなす。 

５ 新規則の規定に基づく廃棄物処理手数料（指定収集袋で排出するものに限る。）

の徴収及び指定収集袋の交付並びに減免手続は、施行日前においても行うことがで

きる。 

附 則（平成１５年３月２８日規則第２９号） 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第７条の改正規定は、平成１５年

４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の第３３条の２の規定は、平成１５年４月１日以後に排出

する廃棄物から適用する。 

附 則（平成１５年９月２６日規則第５７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

ただし、第１６条の３の改正規定は、平成１５年１１月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月２６日規則第８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年１２月１３日規則第５５号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成１７年１０月１日から適用する。 

附 則（平成１８年１２月２８日規則第７５号） 

（施行期日等） 

１ この規則は、平成１９年１月４日（以下「施行日」という。）から施行する。た

だし、第３２条の２の改正規定及び第３２条の３の次に１条を加える改正規定は、

平成１９年４月１日から施行する。 

２ この規則による改定後の東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施

行規則（以下「新規則」という。）第１６条の３の規定は、施行日以後に排出され

る容器包装プラスチックから適用し、同日前に排出された容器包装プラスチックに

ついては、なお従前の例による。 

（経過措置） 

３ 新規則の規定に基づく容器包装プラスチックに係る廃棄物処理手数料の徴収及び

指定収集袋の交付は、施行日前においても行うことができる。 

附 則（平成１９年１０月１日規則第４４号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則の一部改正に伴う

経過措置） 
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４ この規則の施行の際、この規則による改正前の東村山市廃棄物の処理及び再利用

の促進に関する条例施行規則第１０号様式による用紙で、現に残存するものは、所

要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成２０年３月３１日規則第２２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による、改正後の東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

施行規則（以下「新規則」という。）の規定は、この規則の施行の日（以下「施行

日」という。）以後に排出される一般廃棄物から適用し、施行日前に排出された一

般廃棄物については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、現に行われている施行日以後に排出される廃棄物に係る廃

棄物処理手数料の減免に関する手続は、新規則の規定に基づき行われた手続とみな

す。 

附 則（平成２０年９月３０日規則第５９号） 

この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１１月２０日規則第７１号） 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第７条の規定は、平成

２１年１０月分以後の推進員の謝礼から適用する。 

附 則（平成２１年３月３１日規則第２４号） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月２５日規則第９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。ただし、第９号様式の改正規定

は、平成２３年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の第９号様式の粗大ごみ指定収集シールは、平成２３年６

月１日以後においても、この規則による改正後の第９号様式の粗大ごみ指定収集シ

ールとみなして使用することができる。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の第１０号様式及び第１１号様式に

よる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができ

る。 

附 則（平成２４年３月３０日規則第３８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の第４号様式の２、第１１号様式の

３、第１５号様式及び第１６号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修

正を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成２５年１２月１３日規則第６６号） 

（施行期日） 
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１ この規則は、平成２６年７月１日から施行する。ただし、別表の改正規定（衣類

乾燥機の項を削る部分に限る。以下「乾燥機改正規定」という。）は、公布の日か

ら施行する。 

（経過措置） 

２ この規則（乾燥機改正規定を除く。）による改正後の別表の規定は、平成２６年

７月１日以後に排出される廃棄物から適用し、同日前に排出された廃棄物について

は、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年３月７日規則第８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に交付されているこの規則による改正前の第２７号様式

による清掃指導員証は、この規則による改正後の第２７号様式によるものとみな

す。 

附 則（平成２６年８月２５日規則第６９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の第４号様式の２による事業系一般

廃棄物収集等申込書で、現に使用されたものについては、この規則による改正後の

第４号様式の２による事業系一般廃棄物収集等（新規・変更）申込書とみなす。 

３ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第１６条の２第２項の規定に

より事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分の承認を受けている事業者は、この規

則による改正後の第１６条の２第２項の規定により事業系一般廃棄物の収集、運搬

及び処分の承認を受けた事業者とみなす。 

附 則（平成２６年９月３０日規則第７４号） 

この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３０日規則第１８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月２３日規則第１号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年６月１４日規則第５３号） 

この規則は、平成２９年１０月１日から施行する。ただし、第１６条の５第２号、

第３３条第５項、第３３条の４及び第１２号様式の３の改正規定は、公布の日から施

行する。 
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別表（第２９条） 

粗大ごみ処理手数料 

品目 単位 金額 

照明器具 １個 ３００円 

掃除機 １個 ３００円 

ストーブ １個 ３００円 

コタツ １式 ５００円 

電子レンジ １台 ９００円 

ミニコンポ １式 ９００円 

ステレオ １式 １，４００円 

スピーカー １個 ４００円 

卓上ミシン １台 ３００円 

ミシン １台 ７００円 

ソファー（１人掛け） １点 ９００円 

ソファー（２人掛け以上） １点 １，３００円 

折畳ベッド １台 ８００円 

シングルベッド １台 １，３００円 

ダブルベッド １台 ２，４００円 

マットレス １枚 ８００円 

マットレス（スプリング入り） １枚 １，２００円 

カーペット・ジュータン（３畳未

満） 

１枚 ５００円 

カーペット・ジュータン（３畳以

上） 

１枚 ８００円 

机（片袖） １脚 １，０００円 

机（両袖） １脚 １，３００円 

椅子 １脚 ６００円 

自転車（２０インチ未満） １台 ３００円 

自転車（２０インチ以上） １台 ７００円 

幼児用玩具 １個 ３００円 

乳母車 １台 ４００円 

チャイルドシート １台 ５００円 
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ブランコ・スベリ台 １台 ９００円 

コンロ １台 ３００円 

ガスレンジ １台 ８００円 

物干し竿 ３本まで ３００円 

小物家電 １個 ３００円 

布団 １枚 ３００円 

タンス・棚類 １棹（正面の高さ幅合計１９０cm未満） ３００円 

１棹（正面の高さ幅合計１９０cm以上２４０cm

未満） 

７００円 

１棹（正面の高さ幅合計２４０cm以上２９０cm

未満） 

９００円 

１棹（正面の高さ幅合計２９０cm以上３４０cm

未満） 

１，４００円 

１棹（正面の高さ幅合計３４０cm以上） ２，４００円 

テーブル・座卓・家具調コタツ １台（縦横合計２００cm未満） ５００円 

１台（縦横合計２００cm以上） ９００円 

その他の品目 形状・重量等を勘案し、上記金額の品目に準じて市長が定める

額とする。 

 

第１号様式～第２６号様式（略） 
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○東村山市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に

関する条例 

平成２２年１０月７日 

条例第１９号 

改正 平成２６年３月３１日条例第９号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、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９条の３第２項（同条第９項において準用する場合を

含む。以下同じ。）の規定に基づき、一般廃棄物処理施設（以下「施設」とい

う。）を設置又は変更しようとするときに市長が実施する周辺地域の生活環境に及

ぼす影響についての調査（以下「生活環境影響調査」という。）の結果を記載した

書類（以下「報告書」という。）の縦覧の手続及び当該施設の設置又は変更に関し

利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書（以下「意見書」とい

う。）を提出する機会の付与の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。 

一部改正〔平成２６年条例９号〕 

（対象となる施設の種類） 

第２条 報告書の縦覧及び意見書の提出の対象となる施設は、法第８条第１項に規定

する施設とする。 

（縦覧等の告示） 

第３条 市長は、法第９条の３第２項の規定により報告書を公衆の縦覧に供し、当該

施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者に意見書を提出する機会を付与しよ

うとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。 

(１) 施設の名称 

(２) 施設の設置の場所 

(３) 施設の種類 

(４) 施設において処理する一般廃棄物の種類 

(５) 施設の処理能力 

(６) 実施した生活環境影響調査の項目 

(７) 報告書を縦覧に供する場所及び期間 

(８) 意見書の提出先、提出期限その他提出に関し必要な事項 

（報告書の縦覧の場所及び期間） 

第４条 報告書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所とする。 

(１) 東村山市資源循環部内で市長が指定する場所 

(２) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で市長が指定する場所 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所 

２ 報告書を縦覧に供する期間は、前条の規定による告示の日から１月間とする。 

（意見書の提出先及び提出期限） 

第５条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。 

(１) 東村山市資源循環部内で市長が指定する場所 

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所 

２ 意見書の提出期限は、前条第２項に規定する期間の満了の日の翌日から起算して

２週間を経過する日までとする。 
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（環境影響評価との関係） 

第６条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法（平成９年法律第８１号）又は

東京都環境影響評価条例（昭和５５年東京都条例第９６号）に基づく環境影響評価

（生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。）に係る公告、縦覧等の

手続を経たものは、第３条から前条までに定める手続を経たものとみなす。 

（他の市区町村との協議） 

第７条 市長は、施設の設置又は変更に関する区域が次の各号の一に該当するとき

は、当該区域を管轄する市区町村の長に報告書の写し及び第３条各号に掲げる事項

を記載した書類を送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議する

ものとする。 

(１) 施設を他の市区町村の区域に設置するとき。 

(２) 施設の敷地が他の市区町村の区域にわたるとき。 

(３) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、他の市区

町村の区域が含まれているとき。 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年３月３１日条例第９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○東村山市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に

関する条例施行規則 

平成２２年１０月７日 

規則第６６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東村山市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調

査結果の縦覧等の手続に関する条例（平成２２年東村山市条例第１９号。以下「条

例」という。）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、条例の例による。 

（報告書の縦覧の期間等） 

第３条 条例第４条第２項に規定する報告書を縦覧に供する期間のうち、東村山市の

休日を定める条例（平成元年東村山市条例第１１号）第１条第１項各号に掲げる日

は、縦覧に供しない。 

２ 市長は、前項に規定する日以外の日であっても、必要があると認めるときは、報

告書を縦覧に供しないことができる。 

３ 市長は、前項の規定により報告書を縦覧に供しないことを決定したときは、その

旨を条例第４条第１項各号に規定する報告書を縦覧に供する場所に掲示しなければ

ならない。 

４ 報告書を縦覧に供する時間は、午前８時３０分から午後５時までの間とする。 

（報告書の縦覧の手続） 

第４条 縦覧に供された報告書を縦覧しようとする者（以下「縦覧者」という。）

は、縦覧申込書（第１号様式）に必要な事項を記入し、市長に提出しなければなら

ない。 

（縦覧者の遵守事項） 

第５条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 報告書を縦覧に供する場所から持ち出さないこと。 

(２) 報告書を改ざんし、汚損し、又は損傷しないこと。 

(３) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。 

２ 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することがで

きる。 

（報告書の複写等） 

第６条 縦覧者は、持参した携帯複写機、カメラ等を使用して報告書の複写及び撮影

をすることができる。 

（意見書の記載事項） 

第７条 意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。 

(１) 氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所

又は事業所の所在地） 

(２) 施設の名称 

(３) 施設の設置又は変更に関し利害関係を有する理由 

(４) 生活環境の保全上の見地からの意見 

（その他） 
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第８条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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○東村山市ごみ処理施設のあり方検討会設置規則 

平成２８年５月１６日 

規則第５２号 

（設置） 

第１条 東村山市のごみ処理施設のあり方について検討するため、東村山市ごみ処理

施設のあり方検討会（以下「検討会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 検討会は、ごみ処理の実施主体を含め、将来にわたって安定したごみ処理を

行っていくために必要なごみ処理施設のあり方について、検討を行うものとする。 

（組織） 

第３条 検討会は、別表に掲げる者で、市長が委嘱する委員１３人以内をもって組織

する。 

２ 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。 

（会長等） 

第４条 検討会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

３ 会長は、検討会を代表し、会務を総括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（部会） 

第５条 会長は、必要があると認めるときは、検討会に諮って部会を置くことができ

る。 

（会議等） 

第６条 検討会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 検討会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 検討会の議事は、会長を除く出席委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、会長の決するところによる。 

（関係者の出席） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は

意見を聴くことができる。 

（謝礼） 

第８条 検討会に出席した委員及び前条の規定により出席を求められた者で、必要が

あると認められるものに対しては、謝礼を支払うことができる。 

（委員の責務等） 

第９条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

また同様とする。 

（公開） 

第１０条 検討会の会議は、公開とする。ただし、会長が会議内容により当該会議を

公開することが妥当でないと認める場合は、検討会に諮って会議の全部又は一部を

非公開とすることができる。 

２ 会長は、前項ただし書の規定により会議を非公開の扱いとするときは、その理由

を示さなくてはならない。 

（庶務） 
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第１１条 検討会の庶務は、資源循環部施設課において処理する。 

（委任） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２８年７月１日から施行する。 

 

別表（第３条） 

検討会委員 

委員区分 人数 

公募市民 ３人以内 

秋水園周辺対策協議会の推薦する者 ４人以内 

周辺自治会（秋水園周辺対策協議会を構成する自治会を除

く。）の推薦する者 

２人以内 

学識経験者その他優れた識見を有する者 ４人以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

180 

○東村山市美住リサイクルショップ条例 

平成１０年６月２２日 

条例第１９号 

改正 平成１８年３月３０日条例第２１号 

（設置） 

第１条 資源循環型のまちづくりに向け、市民の協力を得て、ごみの減量、リサイク

ル活動の普及及び資源の有効利用等を図るため、東村山市美住リサイクルショップ

（以下「リサイクルショップ」という。）を設置する。 

（位置） 

第２条 リサイクルショップは、東村山市美住町２丁目１１番地３２に置く。 

（施設） 

第３条 リサイクルショップの施設は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 再生家具等展示販売室 

(２) リサイクル情報コーナー 

(３) リサイクル活動室 

(４) リサイクル広場 

（事業） 

第４条 リサイクルショップは、第１条に定める目的を達成するため、次の各号に掲

げる事業を行う。 

(１) 再生家具類等の展示販売及び不用物品の販売又は交換の場を提供すること。 

(２) 環境保全に関する資料を収集し、利用に供すること。 

(３) リサイクルの活動及び学習の機会を提供すること。 

(４) 前各号に掲げるもののほか、リサイクルに関し市長が必要と認める事業を行

うこと。 

（休館日） 

第５条 リサイクルショップの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必

要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に開館することができる。 

(１) 水曜日 

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日 

(３) １月２日から同月４日まで及び１２月２７日から同月３１日までの日 

（開館時間） 

第６条 リサイクルショップの開館時間は、午前９時から午後５時までとする。ただ

し、市長が特に必要があると認めたときは、これを延長し、又は短縮することがで

きる。 

（リサイクル活動室の使用時間） 

第７条 リサイクル活動室（以下「活動室」という。）を使用できる時間は、前条の

規定にかかわらず、午前９時３０分から午後１０時までとする。 

２ 活動室の使用時間の区分は、午前、午後、夜間の３区分とし、その時間は、別表

に定めるとおりとする。 

（活動室の使用） 

第８条 活動室を使用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。 
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２ 活動室を使用できる者は、東村山市内（以下「市内」という。）に在住、在勤又

は在学する者で、市内においてごみの減量、リサイクル活動等を行うものとする。

ただし、市長が特に使用を認める者にあっては、この限りでない。 

（使用の不承認） 

第９条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、活動室の使用を承認しな

い。 

(１) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。 

(２) 施設を損傷するおそれがあるとき。 

(３) 管理上支障があるとき。 

(４) 前各号に定めるもののほか、使用が不適当であると認めるとき。 

（使用の制限） 

第１０条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、活動室の使用の条件を

変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。 

(１) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(２) 使用の目的が承認のときと違ったとき。 

(３) 災害その他の事故により活動室が使用できなくなったとき。 

（使用料） 

第１１条 活動室を使用しようとする者は、別表に定める使用料を前納しなければな

らない。 

（使用料の免除） 

第１２条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を免除することができ

る。 

(１) 国又は地方公共団体が公用又は公共用に使用するとき。 

(２) 市内のリサイクル活動関係団体（営利を目的とする団体を除く。）が使用す

るとき。 

(３) 市内の環境保全活動関係団体が使用するとき。 

(４) 前各号に定めるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。 

（使用料の不還付） 

第１３条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次のいずれかに該当するときは、

その全部又は一部を還付することができる。 

(１) 使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）の責によらない理由によ

り使用できなくなったとき。 

(２) 使用者が規則で定める使用申請の受付期限内に使用の取消し又は変更の申出

をし、市長が認めたとき。 

（使用権の譲渡等の禁止） 

第１４条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（原状回復の義務） 

第１５条 使用者は、活動室の使用が終わったとき、又は第１０条の規定に基づき、

使用の停止若しくは取消しをされたときは、直ちに活動室を原状に回復しなければ

ならない。 

２ 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を使用者から

徴収することができる。 
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（損害賠償） 

第１６条 使用者等は、リサイクルショップ及びその施設、設備、資料等を汚損し、

若しくは損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出るとともに、これを復

元し、又は市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が

やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額又は免除することができ

る。 

（委任） 

第１７条 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 

この条例は、平成１０年７月１８日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３０日条例第２１号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後のリサイクル活

動室の使用について、適用する。 

 

別表（第７条、第１１条） 

使用区分及び使用料 

リサイクル活動室 

使用区分 午前 

９：３０～１２：００ 

午後 

１３：００～１７：００ 

夜間 

１８：００～２２：００ 

使用料 ８００円 １，２００円 １，２００円 

 

一部改正〔平成１８年条例２１号〕 
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○東村山市美住リサイクルショップ条例施行規則 

平成１０年６月２２日 

規則第５３号 

（目的） 

第１条 この規則は、東村山市美住リサイクルショップ条例（平成１０年東村山市条

例第１９号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めることを目的

とする。 

（使用時間） 

第２条 条例第７条に規定するリサイクル活動室（以下「活動室」という。）の使用

時間は、承認を受けた時間とし、準備、後片付けの時間を含むものとする。 

（使用の申請） 

第３条 条例第８条の規定に基づき、活動室を使用しようとする者は、リサイクル活

動室使用申請書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書は、使用日の２月前から受け付ける。 

（使用の承認） 

第４条 市長は、前条第１項の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査

し、使用を承認したときは、当該申請をした者に対して、リサイクル活動室使用承

認書（第２号様式）を交付する。 

２ 市長は、その使用を不適当と認めたときは、当該申請をした者に対して、リサイ

クル活動室使用不承認通知書（第３号様式）により通知する。 

（使用料の免除） 

第５条 条例第１２条の規定に基づき、使用料の免除を受けようとする者は、第７条

の申請書を提出するときに、リサイクル活動室使用料免除申請書（第４号様式）を

併せて提出しなければならない。 

（免除申請書の省略） 

第６条 使用料の免除を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するとき

は、前条の免除申請書の提出を省略することができる。 

(１) 条例第１２条第１号の規定に該当するとき。 

(２) 次条に規定する登録団体が、リサイクル活動等のために使用するとき。 

（登録団体） 

第７条 条例第１２条第２号又は第３号の規定に該当する団体で、使用料の免除を受

けようとするものは、あらかじめリサイクル活動室使用料免除団体登録申請書（第

５号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、当該申請をした団体を使用料免除団体として登録し、リサイクル活動

室使用料免除団体登録証（第６号様式。以下「登録証」という。）を交付する。 

３ 市長は、その登録を不適当と認めたときは、当該申請をした団体に対して、リサ

イクル活動室使用料免除団体登録不承認通知書（第７号様式）により通知する。 

（登録証の提示） 

第８条 登録証の交付を受けた団体は、活動室を使用しようとするときは、登録証を

提示しなければならない。 

（登録有効期間） 
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第９条 登録の有効期間は、２年とする。 

（使用料の還付請求） 

第１０条 条例第１３条ただし書の規定に基づき、使用料の還付を受けようとする者

は、リサイクル活動室使用料還付請求書（第８号様式）に第４条第１項の承認書を

添えて、市長に提出しなければならない。 

（造作等の制限） 

第１１条 第４条第 l項の規定により活動室の使用の承認を受けた者は、活動室の使

用に当たって特別の設備をし、又は備付けの機材、器具以外のものを使用するとき

は、市長の承認を受けなければならない。 

（登録の取消し） 

第１２条 市長は、登録団体が次の各号の一に該当したときは、登録を取り消すもの

とする。 

(１) 条例又はこの規則に違反したとき。 

(２) 登録団体として不適当と認めるとき。 

(３) 登録の辞退があったとき。 

（交換品の申込み） 

第１３条 リサイクルショップに販売又は交換のための不用物品を展示しようとする

者は、東村山市美住リサイクルショップ不用物品交換申込書（第９号様式）によ

り、市長の承認を受けなければならない。 

（委任） 

第１４条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１０年７月１８日から施行する。 

 

第１号様式～第９号様式（略） 
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○東村山市美住リサイクルショップ運営委員会設置規則 

平成１０年８月１２日 

規則第７２号 

改正 平成１１年３月３１日規則第２７号 

平成２１年３月３１日規則第２４号 

（設置） 

第１条 東村山市美住リサイクルショップ条例（１０東村山市条例第１９号）第４条

に規定する事業（以下「事業」という。）の円滑な運営を図るため、東村山市美住

リサイクルショップ運営委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 事業の調査、検討及び企画に関すること。 

(２) 事業の運営に関すること。 

(３) 事業の実施に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２０人以内をもって構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 一般市民 

(２) リサイクル関係事業者 

(３) 学識経験者 

(４) 市職員 

３ 前項第１号の一般市民の委員については、公募による。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補充委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長を１人及び副委員長を２人置き、委員の互選により選任す

る。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

（書記） 

第６条 委員会に書記を２人置き、委員の互選により選任する。 

２ 書記は、委員会の会務を記録する。 

（招集） 

第７条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

（意見の聴取） 

第８条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を

聴くことができる。 

（課題別検討チームの設置） 
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第９条 委員会は、事業運営に関し課題別に調査及び研究が必要と認めるときは、課

題別検討チームを置くことができる。 

（報償） 

第１０条 委員（市職員を除く。）に対しては、予算の定めるところにより報償費を

支払うものとする。 

（庶務） 

第１１条 委員会の庶務は、資源循環部ごみ減量推進課において処理する。 

（委任） 

第１２条 この規則に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

委員会に諮って別に定める。 

附 則 

この規則は、平成１０年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１１年３月３１日規則第２７号） 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３１日規則第２４号） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 
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○東村山市アメニティ基金条例 

平成２年３月１３日 

条例第３号 

改正 平成４年１２月９日条例第３１号 

平成１３年９月２８日条例第３１号 

平成１４年６月２５日条例第２３号 

平成１６年３月２６日条例第５号 

（設置） 

第１条 天然資源の消費の抑制及び廃棄物の再資源化を図り、循環型社会の形成に寄

与するため、アメニティ基金（以下「基金」という。）を設置する。 

全部改正〔平成１４年条例２３号〕 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、分別排出された資源物の売却金の額及び一般廃

棄物処理手数料の一部に相当する額とし、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上して

整理する。 

２ 前条の趣旨に添う寄付金は、基金に追加して積み立てることができる。 

一部改正〔平成１４年条例２３号〕 

（周知等） 

第３条 市長は、基金の充実を図るため、市民に基金の目的、現状及び使途等につい

て周知をするものとする。 

（管理） 

第４条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えることがで

きる。 

（運用益金の処理） 

第５条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金

に繰り入れるものとする。 

（繰替運用） 

第６条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び

利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

追加〔平成１６年条例５号〕 

（処分） 

第７条 基金は、次の各号に定めることの経費の財源に充てるときに、その全部又は

一部を処分することができる。 

(１) 環境の保全、回復及び創造の推進の援助並びに育成に関すること。 

(２) 廃棄物の発生の抑制及び循環的な利用の推進に関すること。 

(３) 廃棄物の再使用及び再生利用等に必要な処理施設の整備に関すること。 

２ 市長は、基金の処分に関して、関係者その他必要なものの意見を聞くことができ

る。 

一部改正〔平成４年条例３１号・１３年３１号・１４年２３号・１６年５

号〕 
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（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

一部改正〔平成１６年条例５号〕 

附 則 

この規則は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年１２月９日条例第３１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１３年９月２８日条例第３１号） 

この条例は、平成１３年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１４年６月２５日条例第２３号） 

この条例は、平成１４年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月２６日条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行する。  
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○東村山市秋水園周辺対策施設整備基金条例 

平成１３年９月２８日 

条例第３０号 

改正 平成１６年３月２６日条例第５号 

（設置） 

第１条 東村山市秋水園の近隣地域に居住する市民のための公共施設の建設及び整備

に要する資金（以下「近隣地域還元施設整備資金」という。）に充てるため、秋水

園周辺対策施設整備基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることが

できる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金

に繰り入れるものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び

利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

追加〔平成１６年条例５号〕 

（処分） 

第６条 基金は、近隣地域還元施設整備資金に充てる場合に限り、その全部又は一部

を処分することができる。 

一部改正〔平成１６年条例５号〕 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

一部改正〔平成１６年条例５号〕 

附 則 

この条例は、平成１３年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月２６日条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可調査委員会設置規程 

平成１１年３月３１日 

規程第８号 

改正 平成１３年３月３０日規程第３号 

平成１６年３月３０日規程第３号 

平成２１年３月３１日規程第９号 

平成２２年７月３０日規程第９号 

平成２３年６月３０日規程第１３号 

平成２４年３月３０日規程第４号 

平成２６年７月２日規程第１０号 

（設置） 

第１条 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請について調査及び審議をする

ため、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可調査委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 

（所管事項） 

第２条 委員会の所管事項は、次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 一般廃棄物の収集又は運搬若しくは処分業の許可（変更の許可を含む。）申

請が東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例（平成４年東村山市条

例第３２号）第５０条第３項に適合しているか否かに関すること。 

(２) 浄化槽清掃業の許可（変更の許可を含む。）申請が東村山市廃棄物の処理及

び再利用の促進に関する条例施行規則（平成５年東村山市規則第１３号）第４９

条に規定する許可の基準に適合しているか否かに関すること。 

(３) 一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業者に対する

業の許可の取消し及び停止命令等に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる

者をこれに充てる。 

委員長 資源循環部長の職にある者 

副委員長 資源循環部次長の職にある者 

委員 資源循環部の課長、課長補佐、係長及び主査の職にある者 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

（招集） 

第５条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、資源循環部管理課において処理する。 

附 則 

この規程は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年３月３０日規程第３号） 

この規程は、平成１３年４月１日から施行する。 
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附 則（平成１６年３月３０日規程第３号） 

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３１日規程第９号） 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年７月３０日規程第９号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年６月３０日規程第１３号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日規程第４号） 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年７月２日規程第１０号） 

この規程は、公布の日から施行する。 
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○東村山市集団資源回収補助金交付規則 

平成４年３月３０日 

規則第１７号 

改正 平成９年１０月１４日規則第６２号 

平成１４年３月７日規則第６号 

平成１５年３月１４日規則第１５号 

平成１８年３月１４日規則第７号 

平成２３年３月２５日規則第１０号 

平成２６年３月７日規則第９号 

平成２７年３月３０日規則第１９号 

（目的） 

第１条 この規則は、日常生活から排出される再生資源物を集団回収する市内の自治

会等の団体に補助金を交付することにより、ごみの減量及び再資源化の促進と地域

コミュニティの活性化を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において「再生資源物」とは、次に掲げる物のうち、日常の生活に

おいて家庭から排出されたものをいう。 

(１) 古紙 

ア 新聞紙 

イ 雑誌 

ウ ダンボール 

エ 牛乳パック 

(２) 古布 

(３) アルミ缶 

（補助対象団体） 

第３条 補助対象団体は、市内において地域住民で組織する自治会、婦人会、子供会

等の営業を目的としない団体で、再生資源物を集団回収する団体（以下「集団資源

回収団体」という。）とする。 

（補助金交付） 

第４条 市長は、集団資源回収団体として登録を受けた団体が再生資源物を第１１条

の規定により市長が指定した業者に引き渡した場合に、その引渡し実績に応じて補

助金を交付する。 

（補助額） 

第５条 補助額は、引渡し実績１キログラムにつき５円を限度として予算の範囲内で

定める額とする。 

（登録） 

第６条 集団資源回収団体として登録を受けようとする団体は、集団資源回収団体登

録申請書（第１号様式）により市長に申請しなければならない。 

（認定通知） 

第７条 市長は、前条の登録申請があったときは、速やかに資格要件を審査し、集団

資源回収団体として登録した場合は集団資源回収団体登録通知書（第２号様式）に

より当該申請をした団体に通知する。 
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（交付申請） 

第８条 前条の規定に基づき登録された団体は、補助金の交付を受けようとするとき

は、３月、８月及び１２月の３期にそれぞれ前４月分（３月の申請にあっては当該

月分及び前３月分）の引渡し実績をまとめたうえ、指定された日までに集団資源回

収補助金交付申請書（第３号様式）により市長に申請しなければならない。ただ

し、特別の事情により当該月において申請が困難な団体にあっては、市長の承認を

得て他の月に申請することができる。 

２ 前項の申請書には、市長が指定する回収量の実績を証明する書類を添付しなけれ

ばならない。 

（交付の決定） 

第９条 市長は、前条の規定に基づく補助金の交付申請があったときは、当該申請に

係る書類等を審査し、又は必要に応じて調査を行い、補助金を交付すべきか否かを

決定する。 

２ 市長は、前項に基づき補助金を交付すべきものと決定したときは、集団資源回収

補助金交付決定通知書（第４号様式）により当該申請をした団体に通知しなければ

ならない。 

（台帳の整備） 

第１０条 市長は、第７条の規定に基づき登録した団体、回収業者その他の必要な事

項を集団資源回収登録台帳に登載し、整備しておくものとする。 

（その他） 

第１１条 この規則に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、東村山市

補助金等の予算の執行に関する規則（昭和４５年東村山市規則第２９号）の定める

ところによる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に資源回収の補助金交付団体として登録している団体

は、この規則により登録されたものとみなす。 

附 則（平成９年１０月１４日規則第６２号） 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市集団資源回収

補助金交付規則第５条の規定は、平成９年１０月１日以後において、第４条に規定す

る業者に引渡しをした分から適用する。 

附 則（平成１４年３月７日規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第７条の規定に基づき集団資

源回収団体として登録を受けた団体は、この規則による改正後の第７条の規定に基

づき集団資源回収団体として登録を受けた団体とみなす。 

附 則（平成１５年３月１４日規則第１５号） 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 
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附 則（平成１８年３月１４日規則第７号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月２５日規則第１０号） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月７日規則第９号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３０日規則第１９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の第５条の規定は、平成２７年４月１日以後における再生

資源物の引渡し分について適用する。 

 

第１号様式～第６号様式（略） 
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○東村山市生ごみ集団回収事業に関する規則 

平成１８年５月３１日 

規則第３８号 

改正 平成２６年１月３１日規則第１号 

（目的） 

第１条 この規則は、市民が分別して排出した生ごみを集団回収することにより、生

ごみのリサイクルシステムを確立し、もってごみ減量の推進と普及に寄与すること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において「生ごみ集団回収」とは、東村山市（以下「市」とい

う。）内の一定区域の世帯が日常生活に伴って生じた生ごみを資源化用に分別し、

登録された特定の場所（以下「排出場所」という。）に集め、これを市があらかじ

め指定した日時に回収することをいう。 

（生ごみ集団回収の実施） 

第３条 生ごみ集団回収は、市内の次に掲げる要件を満たす団体で、第６条に定める

登録団体が実施するものとする。 

(１) ３世帯以上で構成されていること。 

(２) 生ごみの排出場所が１か所確保されていること。 

(３) 各世帯が抗酸化溶液配合バケツ（以下「専用バケツ」という。）により生ご

みを排出できること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、生ごみの集団回収に支障がないと認められるこ

と。 

（登録申請） 

第４条 生ごみ集団回収団体として登録を受けようとする団体は、東村山市生ごみ集

団回収団体登録申請書（第１号様式）により市長に申請しなければならない。 

（通知） 

第５条 市長は、前条の登録申請があったときは、速やかに資格要件を審査し、その

適否を決定する。 

２ 市長は、前項の規定により生ごみ集団回収団体として登録をしたときは、東村山

市生ごみ集団回収団体登録通知書（第２号様式）により当該申請をした団体に通知

するものとする。 

（台帳の整備） 

第６条 市長は、前条の規定に基づき登録した団体（以下「登録団体」という。）を

東村山市生ごみ集団回収団体登録台帳（第３号様式）に登載し、整備しておくもの

とする。 

（遵守事項） 

第７条 登録団体は、生ごみを排出する場合は、次に掲げる事項を守らなければなら

ない。 

(１) あらかじめ決められた種類の生ごみに分別すること。 

(２) 分別した生ごみを専用バケツに入れ、決められた時間及び場所に排出するこ

と。 

(３) 市が生ごみを回収した後は、速やかに専用バケツを持ち帰ること。 
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(４) 専用バケツ及び排出場所の管理は、団体の責任で行うこと。 

(５) その他市長の指示に従い排出すること。 

（排出場所の変更） 

第８条 登録団体は、集団回収の排出場所を変更するときは、２週間前までに東村山

市生ごみ集団回収排出場所変更願（第４号様式）を市長に提出し、その承認を受け

なければならない。 

（届出） 

第９条 登録団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長

に届け出なければならない。 

(１) 代表者又は構成世帯に異動があったとき。 

(２) 生ごみ集団回収を辞退するとき。 

２ 前項の届出は、同項第１号の規定に該当するときは東村山市生ごみ集団回収団体

異動届（第５号様式）により、同項第２号の規定に該当するときは東村山市生ごみ

集団回収辞退届（第６号様式）により行うものとする。 

（登録の取消し） 

第１０条 市長は、登録団体から生ごみ集団回収の辞退の届出があったときは、生ご

み集団回収の団体登録を取り消すものとする。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、生ごみ集団回収の団体登録を取

り消すことができる。 

(１) 第３条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。 

(２) 第７条各号に掲げる事項が遵守されないことにより、生ごみ集団回収に著し

く支障をきたすと認めるとき。 

(３) 登録団体が理由なく長期間生ごみ集団回収活動を行わないとき。 

（専用バケツ購入費補助） 

第１１条 市長は、登録団体の構成世帯に対し、生ごみ集団回収に使用する専用バケ

ツの購入費の一部を補助することができる。 

２ 補助金の額は、専用バケツ購入費の２分の１の額（その額に１０円未満の端数が

ある場合は、その端数を切り捨てた額）とし、予算の範囲内で市長が定める額とす

る。ただし、１容器につき、３，０００円を限度とする。 

（数量の制限） 

第１２条 この規則による補助は、１世帯につき１容器までとする。 

２ 前項の規定を適用する場合において、この規則により補助を受けた専用バケツが

購入後５年を経過したときは、当該専用バケツの数は、前項の数量に算入しない。 

（補助の申請） 

第１３条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、専用バ

ケツの購入後に、当該専用バケツの購入に要した費用を証明する書類その他市長が

認める書類を添付し、東村山市専用バケツ購入費補助金交付申請書（第７号様式）

により市長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請は、購入後６月以内にしなければならない。ただし、市長が特別の理

由があると認めるときは、この限りでない。 

（決定） 
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第１４条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、補

助金の交付の可否を決定する。 

２ 市長は、前項の規定に基づき決定したときは東村山市専用バケツ購入費補助金交

付可否決定通知書（第８号様式）により申請者に通知するものとする。 

（使用の制限） 

第１５条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、専用

バケツを補助の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けてはならない。た

だし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。 

（交付決定の取消し） 

第１６条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた

とき又はこの規則に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す

ことができる。 

（補助金の返還命令） 

第１７条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、既に交付した補助

金があるときは、その返還を命じるものとする。 

（その他） 

第１８条 この規則に定めるもののほか、生ごみ集団回収事業に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 

附 則（平成２６年１月３１日規則第１号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

第１号様式～第８号様式（略） 
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○東村山市生ごみ減量化容器購入費の補助に関する規則 

平成１６年３月３１日 

規則第２１号 

改正 平成１７年３月１１日規則第５号 

平成１７年３月３１日規則第１８号 

平成２０年３月２８日規則第１１号 

平成２２年３月３１日規則第２１号 

〔題名改正〕 

平成２３年３月１７日規則第５号 

平成２８年３月３１日規則第４４号 

東村山市生ごみ堆肥化容器購入費の補助に関する規則（平成３年東村山市規則第２

１号）の全部を改正する。 

（目的） 

第１条 この規則は、家庭等で使用される生ごみ減量化容器の購入費の一部を補助す

ることにより、生ごみ減量化容器の普及を図り、並びにごみ排出者における生ごみ

の減量及び資源化を促進し、もってごみ減量の推進に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において「生ごみ減量化容器」とは、生ごみ等の有機物を微生物等

により発酵させることにより生ごみを減量させる容器（電動式のものを除く。）を

いう。 

（対象者） 

第３条 補助の対象者は、東村山市内（以下「市内」という。）に住所を有する者又

は市内に事務所若しくは事業所（以下「事務所等」という。）を有する個人若しく

は法人で、生ごみ減量化容器の購入者とする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、生ごみ減量化容器１基につき、その購入に要した費用の額に

２分の１を乗じて得た額（その額が３，０００円を超えるときは３，０００円と

し、その額に１０円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）とし、

毎年度予算の範囲内で市長が定める額とする。 

（数量の制限） 

第５条 この規則による補助は、１世帯又は１事務所等につき２基までとする。 

２ 前項の規定を適用する場合において、この規則により補助を受けた生ごみ減量化

容器（以下「補助容器」という。）が購入後５年を経過したときは、当該補助容器

の数は、前項の数量に算入しない。 

（申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助容器

の購入後に、領収書その他市長が必要と認める書類を添付し、東村山市生ごみ減量

化容器補助金交付申請書（第１号様式）により市長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請は、購入後６月以内にしなければならない。ただし、市長が特別の事

情があると認めたときは、この限りでない。 

（決定） 
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第７条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、補助

金の交付の可否を決定する。 

２ 市長は、前項の規定に基づき決定したときは、東村山市生ごみ減量化容器補助金

交付可否決定通知書（第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

（請求） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助金

の交付を受けようとするときは、東村山市生ごみ減量化容器補助金交付請求書（第

３号様式）により市長に請求しなければならない。 

（処分の制限） 

第９条 交付決定者は、補助容器（第５条第２項の年数を経過したものを除く。）を

補助の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはなら

ない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。 

（交付決定の取消し） 

第１０条 市長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた

とき又はこの規則に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す

ことができる。 

（補助金の返還命令） 

第１１条 市長は、前条の規定による取消しをした場合において、既に交付した補助

金があるときは、その返還を命じるものとする。 

（補助の特例） 

第１２条 申請者は、第６条から第８条までの規定にかかわらず、生ごみ減量化容器

販売登録業者（以下「登録業者」という。）から補助金相当額を控除した額でこれ

を購入することができる。 

２ 前項の規定により補助容器を購入する者は、東村山市生ごみ減量化容器購入費控

除申請書（第７号様式。以下「控除申請書」という。）を登録事業者を通じて市長

に提出しなければならない。 

３ 前２項の規定により補助容器を購入した者については、交付決定者とみなす。 

（登録業者の登録） 

第１３条 登録業者の登録を受けようとする者は、東村山市生ごみ減量化容器販売登

録業者申請書（第４号様式）を市長に提出し、登録を受けなければならない。ただ

し、次の各号の一に該当するときは、登録を受けることができない。 

(１) 市内に販売店を有していないとき。 

(２) 第４条で定める補助額を控除した額で補助容器を販売することができないと

き。 

(３) その他登録業者として不適当と認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定に基づき登録の決定をしたときは、東村山市生ごみ減量化容

器販売登録業者決定通知書（第５号様式）により、当該申請をした者に通知するも

のとする。 

（登録業者の請求） 

第１４条 登録業者は、第４条で定める補助額を控除した額で補助容器を販売したと

きは、当該控除相当額を市長に請求することができる。 
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２ 登録事業者は、前項の規定により請求するときは、東村山市生ごみ減量化容器購

入費補助金交付請求書（第６号様式）に購入者が提出した控除申請書を添付し、市

長に提出しなければならない。 

（登録業者の取消し） 

第１５条 市長は、登録業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消す

ことができる。 

(１) 偽りその他不正な手段により登録を受け、又は第１４条第１項の控除相当額

を請求したとき。 

(２) 登録の取消しの申出があったとき。 

(３) その他登録事業者として不適当と認めたとき。 

（不正利得の返還命令） 

第１６条 市長は、登録業者が偽りその他不正な手段により第１４条第１項の控除相

当額の支払を受けたときは、その返還を命じるものとする。 

（その他） 

第１７条 この規則に定めるもののほか、補助容器の補助に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東村山市生ごみ堆肥化容器購

入費の補助に関する規則（以下「旧規則」という。）第３条の規定により協力業者

として市長の承認を受けている者は、この規則による改正後の東村山市生ごみ減量

化処理機等購入費の補助に関する規則（以下「新規則」という。）第１３条の規定

による登録事業者とみなす。 

３ この規則の施行の際、現に旧規則第６条の規定によりされている請求及び旧規則

第９条の規定によりされている申請に係る補助については、なお従前の例による。 

４ 旧規則に基づき補助金の交付を受けた生ごみ堆肥化容器は、新規則に基づき補助

金の交付を受けた生ごみ減量化処理機等とみなす。 

附 則（平成１７年３月１１日規則第５号） 

改正 平成１７年３月３１日規則第１８号 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の第４条の規定は、この規則の施行の日以後に購入する生

ごみ減量化処理機に係る申請から適用し、同日前に購入した生ごみ減量化処理機に

係る申請については、なお従前の例による。 

附 則（平成１７年３月３１日規則第１８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（東村山市生ごみ減量化処理機等購入費の補助に関する規則の一部を改正する規則

の一部改正） 
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２ 東村山市生ごみ減量化処理機等購入費の補助に関する規則の一部を改正する規則

（平成１７年東村山市規則第５号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則（平成２０年３月２８日規則第１１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日規則第２１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存する

ものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成２３年３月１７日規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第４４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

第１号様式～第７号様式（略） 
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○東村山市ふれあいセンター条例 

平成１１年３月２９日 

条例第９号 

改正 平成１２年１２月２６日条例第３５号 

〔題名改正〕 

平成１４年３月２８日条例第５号 

平成１５年３月２７日条例第３号 

平成１６年３月２６日条例第７号 

平成１７年９月３０日条例第１９号 

平成１８年３月３０日条例第１２号 

（設置） 

第１条 市民の地域的なコミュニティの醸成及び福祉の向上を図るため、東村山市ふ

れあいセンター（以下「センター」という。）を設置する。 

全部改正〔平成１２年条例３５号〕 

（名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。 

追加〔平成１２年条例３５号〕 

（多摩湖ふれあいセンター及び秋水園ふれあいセンターの性格） 

第３条 センターのうち、多摩湖ふれあいセンターについては、西武園競輪場周辺対

策整備基金条例（昭和５７年東村山市条例第１９号）に基づく基金を主たる建設費

及び運営費とする西武園競輪場近隣地域還元施設とする。 

２ センターのうち、秋水園ふれあいセンターについては、東村山市秋水園周辺対策

施設整備基金条例（平成１３年東村山市条例第３０号）に基づく基金を主たる建設

費とする秋水園近隣地域還元施設とする。 

一部改正〔平成１２年条例３５号・１５年３号〕 

（指定管理者による管理） 

第４条 センターの管理運営は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条

の２第３項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下

「指定管理者」という。）に行わせるものとする。 

２ 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 第６条の規定に基づきセンターの使用を承認すること。 

(２) 第１０条の規定に基づきセンターの使用を承認しないこと。 

(３) 第１１条の規定に基づきその使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しく

は使用の承認を取り消すこと。 

(４) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。 

３ 指定管理者は、次に掲げる基準によりセンターを管理しなければならない。 

(１) 関係法令及び条例を遵守し、適正な管理運営を行うこと。 

(２) 使用者に適切なサービスを提供すること。 

(３) 施設、付属設備及び物品の維持管理並びに修繕を適切に行うこと。 

(４) 業務に関連して取得した使用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。 

全部改正〔平成１７年条例１９号〕 

（休館日及び開館時間） 
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第５条 休館日及び開館時間は、市長の承認を得て、指定管理者が定める。 

全部改正〔平成１７年条例１９号〕 

（使用の承認） 

第６条 センターを使用しようとするものは、指定管理者の承認を受けなければなら

ない。 

２ 指定管理者は、前項の承認をする場合において、センターの管理運営上必要な範

囲内で条件を付することができる。 

追加〔平成１７年条例１９号〕 

（利用料金） 

第７条 センターを使用しようとするものは、センターの利用に係る料金（以下「利

用料金」という。）を指定管理者に納付しなければならない。 

２ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

一部改正〔平成１２年条例３５号・１７年１９号〕 

（利用料金の算定等） 

第８条 利用料金は、市の他の集会施設等の使用料に準じて算定し、指定管理者が定

める。 

２ 指定管理者は、前項の規定に基づき利用料金を定めるときは、あらかじめ当該利

用料金について市長の承認を受けなければならない。 

３ 市長は、利用料金の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。 

一部改正〔平成１２年条例３５号・１７年１９号〕 

（利用料金の免除） 

第９条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、利用料金を免除することが

できる。 

(１) 法令に基づいて使用するとき。 

(２) 国又は地方公共団体その他公共団体が、公用又は公共用に使用するとき。 

(３) 市又は教育委員会の共催又は後援で行う事業、行事に使用するとき。 

(４) 指定管理者が使用するとき。 

(５) 東村山市社会福祉協議会が使用するとき。 

(６) 指定管理者が特別の理由があると認めるとき。 

２ 前項各号に定めるもののほか、第３条に定めるその施設の性格から多摩湖ふれあ

いセンターについては多摩湖町を、秋水園ふれあいセンターについては秋津町を中

心として地域活動をしている団体（営利団体を除く。）が使用するときは、利用料

金を免除する。 

一部改正〔平成１２年条例３５号・１５年３号・１６年７号・１７年１９

号・１８年１２号〕 

（使用の不承認） 

第１０条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認められるときは、センターの

使用を承認しないことができる。 

(１) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。 

(２) 施設を破損するおそれがあるとき。 

(３) 営利を目的とするとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があるとき。 
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一部改正〔平成１２年条例３５号・１７年１９号〕 

（使用の制限） 

第１１条 指定管理者は、センターの使用について、次の各号の一に該当すると認め

るときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り

消すことができる。 

(１) その使用が前条各号の一に該当することが明らかになったとき。 

(２) 第６条第２項の規定による条件に違反したとき。 

(３) 偽りその他不正な行為により第６条第１項の承認を受けたとき。 

(４) 災害その他の事故によりセンターの使用ができなくなったとき。 

一部改正〔平成１２年条例３５号・１７年１９号〕 

（損害賠償） 

第１２条 使用者は、センターの使用に際して施設及び設備をき損又は滅失したとき

は、損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると

認めたときは、その賠償額を減額し、又は免除することができる。 

一部改正〔平成１２年条例３５号・１７年１９号〕 

（指定管理者の指定） 

第１３条 市長は、次に掲げる基準により適切にセンターの管理を行うことができる

と認められるものを指定管理者に指定するものとする。 

(１) センターの管理運営に関し、センター近隣地域に居住する市民の意思を適切

に反映させることができること。 

(２) センターの効率的な管理運営ができること。 

(３) 使用者へのサービスの向上を図ることができること。 

(４) 地域の公益的な活動を行う団体や教育機関等と連携できること。 

２ 市長は、前項の規定に基づき指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定

めるところにより指定管理者に指定しようとするものから必要な書類を提出させ、

前項の基準に該当していることを審査しなければならない。 

追加〔平成１７年条例１９号〕 

（指定期間） 

第１４条 指定管理者の指定期間は、５年とする。ただし、再度の指定を妨げない。 

追加〔平成１７年条例１９号〕 

（指定の制限） 

第１５条 市長又は東村山市議会議員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査

役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び精算人となっている団体は、指定管理

者の指定を受けることができない。 

追加〔平成１７年条例１９号〕 

（指定管理者の指定の取消し等） 

第１６条 市長は、指定管理者が次の各号の一に該当するときは、第１３条の規定に

よる指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命

じることができる。 

(１) 管理の業務又は経理に関する市長の指示に従わないとき。 

(２) 第４条第３項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。 

(３) 第１３条第１項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。 
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(４) 前３号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適

当でないと認めるとき。 

２ 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の

全部若しくは一部（利用料金の収受を含む場合に限る。）の停止を命じた場合で、

市長が臨時にセンターの管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、

又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長が利用料金額と同額の使用料を徴収

する。 

追加〔平成１７年条例１９号〕 

（指定管理者の公表） 

第１７条 市長は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間

を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を

告示するものとする。 

追加〔平成１７年条例１９号〕 

（協定の締結） 

第１８条 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとす

る。 

(１) 第４条第３項各号に掲げる管理の基準に関し必要な事項 

(２) 業務の実施に関する事項 

(３) 事業報告に関する事項 

(４) 前３号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項 

追加〔平成１７年条例１９号〕 

（委任） 

第１９条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

一部改正〔平成１２年条例３５号・１７年１９号〕 

附 則 

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年１２月２６日条例第３５号） 

この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２８日条例第５号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年３月２７日条例第３号） 

この条例は、平成１５年７月１日から施行する。 

ただし、別表の改正規定（久米川ふれあいセンターを加える部分に限る。）は、平

成１５年６月１日から施行する。 

附 則（平成１６年３月２６日条例第７号） 

この条例は、平成１６年７月１日から施行する。 

附 則（平成１７年９月３０日条例第１９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の第４条第１項の規定に基づき

管理運営を委託しているセンターについては、この条例による改正前の第４条から

第１０条までの規定は、平成１８年３月３１日までの間は、なおその効力を有す

る。 

附 則（平成１８年３月３０日条例第１２号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第９条の規定は、この条例の施行の日以後のセンターの

利用に係る利用料金の免除について、適用する。 

 

別表（第２条） 

名称 位置 

多摩湖ふれあいセンター 東村山市多摩湖町１丁目１８番地１６ 

恩多ふれあいセンター 東村山市恩多町５丁目４０番地１ 

栄町ふれあいセンター 東村山市栄町２丁目２５番地５ 

久米川ふれあいセンター 東村山市久米川町３丁目１６番地４ 

秋水園ふれあいセンター 東村山市秋津町４丁目２４番地１２ 

 

追加〔平成１２年条例３５号〕、一部改正〔平成１４年条例５号・１５年３号〕 
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○東村山市ふれあいセンター条例施行規則 

 

平成１１年３月２９日 

規則第２３号 

改正 平成１３年１月２６日規則第４号 

〔題名改正〕 

平成１５年６月２７日規則第４７号 

平成１７年１１月２５日規則第５２号 

平成２０年９月３０日規則第５９号 

（目的） 

第１条 この規則は、東村山市ふれあいセンター条例（平成１１年東村山市条例第９

号。以下「条例」という。）の施行について必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（利用料金の承認） 

第２条 条例第４条第１項に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）

は、条例第８条第２項の規定に基づき利用料金の承認を受けようとするときは、利

用料金表に利用料金の算定に使用した資料等を添えて、市長に申請しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、決定した

ときは、指定管理者に通知する。 

（免除団体） 

第３条 条例第９条第２項に規定する団体とは、構成員が５人以上の団体で、次の表

の左欄に掲げる団体に応じ、同表の右欄に掲げる要件のいずれかに該当するものと

する。 

多摩湖町を中心として地域活動を

している団体 

（１） 多摩湖町（市道第１９２号線１以北の野口町３丁目

を含む。次号において同じ。）に居住する者を主たる構成

員とする団体 

（２） 主として多摩湖町で活動している公共的団体 

秋津町を中心として地域活動をし

ている団体 

（１） 秋津町（主要地方道さいたま東村山線（志木街道）

以南、東日本旅客鉄道武蔵野線以東及び西武池袋線以北を

除く。次号において同じ。）に居住する者を主たる構成員

とする団体 

（２） 主として秋津町で活動している公共的団体 

（調査等） 

第４条 市長は、東村山市ふれあいセンター（以下「センター」という。）の管理運

営又は経理の状況に関し指定管理者に報告を求め、実地について調査し、又は必要

な指示をすることができる。 

（指定管理者の指定に係る提出書類等） 

第５条 条例第１３条第２項の規定に基づき指定管理者に指定しようとするものから

提出させる書類は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 指定管理者指定申請書（第１号様式） 
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(２) 定款又はこれらに類するもの 

(３) 登記事項証明書（法人の場合に限る。） 

(４) 事業計画書 

(５) センター又はこれに類する施設の管理運営に関する業務実績を記載した書類 

(６) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの 

(７) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（その他） 

第６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１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年１月２６日規則第４号） 

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年６月２７日規則第４７号） 

この規則は、平成１５年７月１日から施行する。 

附 則（平成１７年１１月２５日規則第５２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成１７年１０月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 東村山市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例（平成１７年東村山市条例

第１９号）附則第２項の規定の適用を受けるセンターについては、この規則による

改正前の第２条から第４条までの規定は、平成１８年３月３１日までの間は、なお

その効力を有する。 

附 則（平成２０年９月３０日規則第５９号） 

この規則は、平成２０年１２月１日から施行する。 
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【iPhone をお使いの方】 

AppStore で「東村山市ごみ分別アプリ」と

検索しますとアプリインストール画面へ移動

します。 

【Android 端末をお使いの方】 

 Google play で「東村山市ごみ分別アプリ」

と検索しますとアプリインストール画面へ移

動します。 

    

【日本語版】 【外国語版】 【日本語版】 【外国語版】 

  

 
※ＱＲコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

東村山市ごみ分別アプリＱＲコード 


