
   留萌南部衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

 

平成２５年１月７日条例第１号 

    改正 

     平成２６年３月１２日条例第１号 

 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、留萌南部衛生組合（以下「組合」という。）の区域内における廃棄

物の収集及び処理に関し、廃棄物を適正に処理し、もって生活環境の保全及び公衆衛

生の向上を図ることを目的とする。 

 （処理施設の設置及び名称） 

第２条 前条の目的を達成するため、次の施設を設置する。 

名称 位置 

一般廃棄物最終処分場 増毛郡増毛町御料１５５０番地１外 

生ごみ処理施設 留萌郡小平町字鬼鹿富岡４６番１ 

資源化施設 留萌市大字留萌村字藤山１７１４番１ 

有害鳥獣焼却施設 留萌郡小平町字鬼鹿富岡４６番１ 

 （用語の定義） 

第３条 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) 法 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）をいう。 

 (２) 施行令 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）をいう。 

 (３) 廃棄物 法第２条第１項に規定する物をいう。 

 (４) 一般廃棄物 法第２条第２項に規定する廃棄物をいう。 

 (５) 処理区域 一般廃棄物の処理について組合長が定めた区域をいう。 

 (６) 清掃義務者 処理区域内における土地又は建物の占有者（占有者がない場合に

  は、管理者）をいう。 

 （処理区域） 

第４条 組合長が定めた処理区域は、留萌市及び増毛町並びに小平町の全区域とする。 

 （収集日程） 

第５条 収集日程については、組合長が別に定める。 

 （住民の協力義務） 

第６条 清掃義務者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障

のない方法で容易に処分できる一般廃棄物は、自ら処分するように努めるとともに、

自ら処分できない一般廃棄物については、組合長が指定する容器に収納するほか、組

合長の指示する方法に従い排出し、収集、運搬及び処理に協力しなければならない。 

 （事業者の責務） 

第７条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処

理しなければならない。 

２ 事業者は、原材料の合理的使用及びその事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用

を図るなど減量化に努めなければならない。 

 （一般廃棄物処理計画） 

第８条 組合は、法第６条第１項の規定により定める一般廃棄物処理計画に基づき、総

合的かつ適正な一般廃棄物の処理を行うものとする。 



 （一般廃棄物の処理に関する基本的事項の告示） 

第９条 組合長は、清掃義務者及び事業者が一般廃棄物の適正な処理を容易に行うこと

ができるよう、一般廃棄物処理計画のうち排出方法、処理施設、受入時間等基本的事

項を告示するものとする。 

２ 組合長は、前項の基本的事項に変更が生じた場合は、その都度変更の内容を告示す

るものとする。 

 （組合が処理する一般廃棄物） 

第１０条 組合は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を処理するものとする。

ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。 

２ 組合は、家庭系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、運搬又は処分をすることができる。 

３ 組合は、前２項に規定するもののほか、必要と認めた一般廃棄物の収集、運搬及び

処分をすることができる。 

 （排出マナーの遵守義務等） 

第１１条 清掃義務者は、自ら処分できない一般廃棄物については、組合長の定める排

出日時及び排出方法を遵守して所定の場所へ持ち出す等第９条第１項の基本的事項に

従わなければならない。 

 （多量の一般廃棄物） 

第１２条 組合長は、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる清掃義務者に対し、当

該一般廃棄物を運搬処理すべき方法を別に指示することができる。 

 （適正処理困難物） 

第１３条 組合長は、組合が行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分に際し、適正な処理

が困難となる物（以下「適正処理困難物」という。）を指定することができる。 

２ 組合長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収

等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。 

 （排出禁止物） 

第１４条 清掃義務者は、組合が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄

物を排出してはならない。ただし、規則で定める処理を施した物については、この限

りでない。 

 (１) 有害性のある物 

 (２) 感染性のある物 

 (３) 危険性のある物 

 (４) 引火性のある物 

 (５) 著しく悪臭を発する物 

 (６) 特別管理一般廃棄物に指定されている物 

 (７) 収集、運搬又は処分に際し、特別の取扱いを要する物で、規則で定める物 

 （一般廃棄物の自己処理の基準） 

第１５条 清掃義務者及び事業者は、自らその一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行う

場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第３条又は第４条の２に定める

基準に従わなければならない。 

 （組合長の指示） 

第１６条 組合長は、必要と認めるときは、一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該

一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法を指示することができる。 

 （一般廃棄物の受入基準等） 

第１７条 一般廃棄物を組合長の指定する処理施設に搬入する者は、規則で定める受入

基準に従わなければならない。 



２ 前項の処理施設の管理者は、当該施設に一般廃棄物を搬入する者が同項に定める受

入基準に従わない場合には、当該一般廃棄物の受入れを拒否することができる。 

 （改善命令等） 

第１８条 組合長は、清掃義務者及び事業者が条例の規定に違反していると認めるとき

は、その者に対して、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。 

２ 組合長は、前項の規定による命令を受けた者が、その命令に従わなかったときは、

その旨を公表するとともに、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を拒否することができ

る。 

 （一般廃棄物の処理手数料） 

第１９条 組合は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分をする場合は、別表第１及び別表

第２に定める手数料を徴収する。 

２ 前項の手数料の徴収方法については、規則で定める。 

 （手数料の減免） 

第２０条 組合長は、特に必要と認めるときは、前条に定める手数料を減免することが

できる。 

 （一般廃棄物の収集、運搬及び処理の委託） 

第２１条 組合長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処理の業務を施行令第４条第１項か

ら第３項に定める基準に適合する者に委託することができる。 

 （一般廃棄物収集運搬業等の許可申請等） 

第２２条 法第７条第１項又は第６項の規定により一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物

処分業の許可を受けようとする者若しくは法第７条第２項、第７項の規定により一般

廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者は、組合長

の定めるところにより申請し、組合長の許可を受けなければならない。 

２ 前項による許可を受けようとする者は、次の各号に定める手数料を申請の際、納入

しなければならない。 

 (１) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料   １件につき   １０，０００円 

 (２) 一般廃棄物処分業許可申請手数料     １件につき   １０，０００円 

 (３) 一般廃棄物収集運搬業許可更新手数料   １件につき   １０，０００円 

 (４) 一般廃棄物処分業許可更新手数料     １件につき   １０，０００円 

 (５) 前各号における許可証の再交付申請手数料 １件につき    １，０００円 

３ 既納の手数料は、還付しない。 

４ 前項の許可を受けた者が法律又はこの条例に違反する行為をしたときは、その許可

を取消し、若しくは期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができ

る。 

 （一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格） 

第２３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（科学部

  門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第２次試験に合格した者に限る。）であ

  ること。 

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

  こと。 

 (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号イからチまでのいずれかに該当する者であること。 

 (４) 前３号に規定す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である

  こと。 



 （過料） 

第２４条 詐欺その他の不正行為により、この条例に定める手数料又は費用の徴収を免

れた者は、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が

５０，０００円を超えないときは、５０，０００円とする。） 

 （委任） 

第２４条 この条例の施行について必要な事項は、組合長が規則で定める。 

 

 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平２５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、留萌市廃棄物の適正処理及び環境美化に関する

条例（平成９年３月２６日条例第７号。以下「留萌市条例」という。）、増毛町廃棄物

の処理及び清掃に関する条例（平成１４年１２月２０日条例第２１号。以下「増毛町

条例」という。）又は小平町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成１３年１２月２

１日条例第３６号。以下「小平町条例」という。）の規定により公布された一般廃棄物

収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可証は、有効期間の満了する日までの間は、第

２２条第１項の規定により交付された一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の

許可証とみなす。 

３ この条例の施工の際、留萌市条例、増毛町条例又は小平町条例で規定している手数

料を既に納入している指定ごみ袋があるときは、この条例の施行の日から平成２５年

４月３０日までの間、当該指定ごみ袋を用いて一般廃棄物（可燃系埋立ごみ、不燃系

埋立ごみに限る。）を排出することができる。 

 （準備行為） 

４ 第１９条第１項の規定による一般廃棄物の処理手数料の徴収及びその他条例を施行

するために必要な準備行為は、施工期日前に行うことができる。 

  附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

  



別表第１（第１９条第１項関係） 

 １ ごみ処理手数料 

 

手数料の種類 取扱区分 単位 金額 

収集 

（家庭系） 生ごみ 指定ごみ袋１枚 

１２ℓ ８０円 

６ℓ ４５円 

３ℓ ２５円 

可燃ごみ 指定ごみ袋１枚 

４０ℓ ８０円 

３０ℓ ６０円 

２０ℓ ４０円 

不燃ごみ 指定ごみ袋１枚 
４０ℓ ８０円 

２０ℓ ４０円 

粗大ごみ 

１００円ごみ処理券 

品目別に別表第２で

定める額 

２００円ごみ処理券 

４００円ごみ処理券 

１，０００円ごみ処理券 

直接搬入 

（組合の処分場

に自ら搬入され

たものを処分す

るとき） 

生ごみ １０kg ごとに ２１０円 

可燃ごみ １０kg ごとに １６０円 

不燃ごみ １０kg ごとに １６０円 

粗大ごみ １０kg ごとに ２２０円 

 

  



別表第２（第１９条第１項関係） 

 ※粗大ごみ処理手数料一覧表 

種目 品 目 手数料の額 

電気・ガ

ス ・ 暖

房・ちゅ

う房器具 

ガス台 400 円 

炊飯器 
３合炊未満 100 円 

３合炊以上 200 円 

ステレオ 

ミニコンポのスピーカー又は本体のみ 400 円 

ミニコンポセット 1,000 円 

大型でスピーカー又は本体 1,000 円 

大型セット 2,800 円 

ストーブ 
ポータブル 400 円 

据え置き型 1,000 円 

エアコン（ウイン

ドウ型・壁掛型・

床置き型を除く 

室内装置（家電リサイクル対象外のもの） 400 円 

室外装置（家電リサイクル対象外のもの） 1,600 円 

テレビ（ブラウン

管式・液晶式・プ

ラズマ式を除く） 

20 型未満（家電リサイクル対象外のもの） 400 円 

20 型以上 29 型未満（家電リサイクル対象外のもの） 1,000 円 

29 型以上（家電リサイクル対象外のもの） 2,800 円 

業務用冷蔵庫・冷

凍庫（家庭で使用

のものに限る） 

１５０L 未満 1,000 円 

１５０L 以上 2,800 円 

掃除機 

ハンドクリーナー 100 円 

その他の掃除機 200 円 

大型掃除機 400 円 

電子レンジ 400 円 

ワープロ・プリンター 400 円 

ビデオデッキ 200 円 

ミシン・編み機 400 円 

風呂釜 1,000 円 

ラジカセ 
幅３０㎝未満 100 円 

幅３０㎝以上 200 円 

マッサージチェ

ア 

コンパクトタイプ（30kg 未満のもの） 400 円 

標準タイプ（30kg 以上 50kg 未満のもの） 1,600 円 

大型タイプ（50kg 以上 100kg 以下のもの） 2,800 円 

家具・寝

具 
椅子 

一人掛け用 400 円 

二人掛け用以上のもの 1,000 円 

カーペット ６畳敷き未満のもの 200 円 

じゅうたん ６畳敷き以上のもの 400 円 

タンス・戸棚 
高さ又は幅が１ｍ未満のもの 1,000 円 

高さ又は幅が１ｍ以上のもの 1,600 円 

机 1,600 円 

テーブル 最大の辺又は径が１ｍ未満のもの 400 円 

こたつ 最大の辺又は径が１ｍ未満のもの 1,000 円 



 布団・マットレス・毛布 200 円 

ベッド 

スプリングマットレス 1,000 円 

シングルベッド 1,000 円 

ダブルベッド・２段ベッド 1,600 円 

その他 オルガン・エレクトーン 2,800 円 

灯油タンク ８０ℓ 未満のもの 400 円 

（室内用） ８０～９０ℓ のもの 1,000 円 

自転車 
三輪車・子供用補助付き 400 円 

その他の自転車 1,000 円 

除雪用具類 
スコップ類 200 円 

スノーダンプ 400 円 

スキー・スノーボード１組 200 円 

物干し 

さお（４本まで） 200 円 

支柱（２本まで） 400 円 

土台（２個まで） 1,600 円 

電子レンジ台 1,000 円 

木材・トタン板 
長さ 1m くらいのヒモ等で縛ったもの 

200 円 
（長さ 2m 未満） 

その他 

最大の辺又は径が 30 ㎝未満のもの 100 円 

最大の辺又は径が 30 ㎝以上 1ｍ未満のもの 200 円 

最大の辺又は径が 1m 以上 2m 未満のもの 400 円 

 


