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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することにより、

生活環境の保全と公衆衛生の向上を図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。)において使用する用語の例による。

2　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)　家庭廃棄物　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　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　事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4)　再利用　活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び利用すること又は資源として利用することをい

う。

(市の責務)

第3条　市は、廃棄物の発生の抑制及び再利用の促進並びに一般廃棄物の適正な処理を図るために必要な施策を実

施するものとする。

2　市は、廃棄物の減量推進及び適正な処理に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るように努めなければなら

ない。

(市民の責務)

第4条　市民は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を図ること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2　市民は、廃棄物の減量推進及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条　事業者は、その事業系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、廃棄物の発生を抑制し、再利用の促進等により、廃棄物の減量に積極的に努めなければならない。

3　事業者は、廃棄物の減量推進及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(和歌山市廃棄物減量等推進審議会)

第5条の2　法第5条の7第1項の規定に基づき、和歌山市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置

する。

2　審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1)　一般廃棄物の発生の抑制及び再利用に関する事項

(2)　一般廃棄物の適正な処理の推進に関する事項

(3)　その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項

(審議会の組織等)

第5条の3　審議会は、委員20人以内で組織する。

2　委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1)　学識経験のある者

(2)　各種団体の役職員

(3)　関係行政機関の職員

(4)　市民

3　委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4　委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5　前条及び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。

第2章　廃棄物の減量推進

(市の行う減量推進)



第6条　市は、資源ごみ(資源として利用することを目的として分別して収集する物として規則で定めるものをい

う。以下同じ。)の収集を行い、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。以下同じ。)の利用の促進に努めなければならない。

2　市は、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した製品を使用するように努めなければならない。

(市民の行う減量推進)

第7条　市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、市が行う分別収集に協力すること、集団回収に参加す

ること等により、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。

2　市民は、商品の購入に際し、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に努めなければなら

ない。

(事業者の行う減量推進)

第8条　事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底その他の再利用を促進するために必要な措置を講ずることによ

り、事業系廃棄物の発生を抑制するように努めなければならない。

2　事業者は、その物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用することが可能な製品等の開発、製品等の修理

体制の確保その他廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるように努めなければならない。

3　事業者は、その物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するように努めなければならな

い。

4　事業者は、その製品等が不用となった場合において、再利用の可能な物の回収等に努めなければならない。

(再利用の促進)

第9条　事業者は、その物の製造、加工、販売等に際して、当該製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじ

め自ら評価を行い、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、当該製品、容器等の再利用の方法の情報を

提供すること等により、当該製品、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10条　事業者は、その物の製造、加工、販売等に際して、包装、容器等に係る基準を自ら設定し、当該基準に従

い包装、容器等の適正化を図ることにより、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2　事業者は、商品購入等に際し、市民が当該商品に係る適正な包装、容器等を選択できるように努めるととも

に、市民が当該包装、容器等を不要とし、当該包装、容器等を返却しようとするときは、当該包装、容器等の回

収等に努めなければならない。

第3章　廃棄物の適正処理

(一般廃棄物処理計画)

第11条　市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)

を定め、これを告示するものとする。

2　一般廃棄物処理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12条　市は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物を処理するものとする。

2　市は、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(第14条に規定する多量排出事業者か

ら排出される物を除く。)の処理を行うものとする。

(産業廃棄物の処分)

第12条の2　市が法第11条第2項の規定により市の廃棄物処理施設で処分する産業廃棄物は、市内の木製品の製造業

(家具の製造業を含む。)に係る木くず(以下「木くず」という。)とする。

(適正処理困難物の指定等)

第13条　市長は、一般廃棄物のうち、本市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困

難であると認められるもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2　市長は、前項の規定により適正処理困難物を指定したときは、告示するものとする。

3　市長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、当該適正処理困

難物の回収等の協力を求めることができる。

(多量排出事業者に対する市長の指示等)

第14条　市長は、1日当たり20キログラム以上又は1月当たり600キログラム以上の事業系一般廃棄物を排出する事

業者(以下「多量排出事業者」という。)に対し、その排出する事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬

の方法その他必要な事項を指示することができる。

(占有者の協力義務)

第15条　土地又は建物の占有者(占有者がいない場合にあっては、当該土地又は建物の管理者とする。以下「占有

者」という。)は、その土地又は建物から排出される物を自ら処理するときは、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。以下「政令」という。)第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければなら

ない。

2　占有者は、自ら処理しない一般廃棄物を排出する場合には、一般廃棄物処理計画に定める分別の区分に従い適

正に分別し、市が指定する袋(これに準ずるものとして市が認める物を含む。)へ収納の上、所定の場所(一般廃



棄物処理計画で定める場所をいう。次条において同じ。)へ排出することその他の市長の指示に従って排出しな

ければならない。

3　市長は、第1項の基準並びに前項の一般廃棄物処理計画及び市長の指示に従わない者に対し、改善その他必要な

措置を講ずるように指示することができる。

(収集又は運搬の禁止等)

第15条の2　市並びに市が資源ごみの収集及び運搬を委託する者(次項において「市等」という。)以外の者は、市

が行う資源ごみの収集における所定の場所に置かれた資源ごみを収集し、又は運搬してはならない。

2　市長は、市等以外の者が前項の規定に違反して、所定の場所に置かれた資源ごみを収集し、又は運搬したとき

は、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(排出禁止物)

第16条　占有者は、市が行う一般廃棄物の収集及び処理に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1)　有害性のある物

(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)　容積又は重量の著しく大きい物

(6)　適正処理困難物

(7)　その他市長が生活環境の保全上特に適正な処理が必要と認める物及び本市の廃棄物の処理に支障を及ぼす

おそれがあると認める物

2　占有者は、前項各号に掲げる一般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。

(地域の清潔保持)

第17条　占有者は、その土地又は建物及びそれらの周辺の清潔保持を図るとともに、相互に協力して地域の生活環

境の清潔を保持するように努めなければならない。

(公共の場所の清潔保持)

第18条　何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所にみだりに廃棄物を捨てること等により、当

該公共の場所を汚してはならない。

(不動産の管理)

第19条　占有者は、その土地又は建物の区域内にみだりに廃棄物が捨てられることのないように、当該土地又は建

物を適正に管理しなければならない。

2　占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の区域内に廃棄物が捨てられたときは、自らの責任におい

て当該廃棄物を処理するように努めなければならない。

第4章　一般廃棄物処理施設の設置等に係る縦覧等の手続

(市が設置等を行う一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査書の作成)

第20条　市長は、次に掲げる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)の設置又は法第8条第2項第4号から

第7号までに掲げる事項の変更(以下「設置等」という。)をしようとするときは、当該設置等が周辺地域の生活

環境に及ぼす影響についての調査を行い、当該調査の結果を記載した書類(次条において「生活環境影響調査

書」という。)を作成しなければならない。

(1)　政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設

(2)　政令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場

(生活環境影響調査書等の縦覧)

第21条　市長は、前条の規定により生活環境影響調査書を作成したときは、当該生活環境影響調査書及び法第8条

第2項各号に掲げる事項を記載した書類(以下「生活環境影響調査書等」という。)を次項の規定による告示の日

から1月間、公衆の縦覧に供するものとする。

2　市長は、前項の規定による縦覧を行うときは、縦覧の場所その他規則で定める事項を告示するものとする。

(意見書の提出)

第22条　前条第2項の規定による告示があったときは、当該対象施設の設置等に関し利害関係を有する者は、同条

第1項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に生活環境の保全上の見

地からの意見書を提出することができる。

(他の市町村との協議)

第23条　市が設置等をしようとする対象施設の周辺地域に他の市町村の区域が含まれるときは、市長は、生活環境

影響調査書等の写しを当該市町村の長に送付するとともに、生活環境影響調査書等の縦覧その他の手続について

協議するものとする。

第5章　廃棄物の処理の手続及び処理手数料等

(一般廃棄物の処理の申出)

第24条　占有者は、臨時に若しくは継続して一般廃棄物の収集を受けようとするとき又は動物の死体を自ら処分し

ないときは、速やかに市長に申し出なければならない。

(処理の委託)



第25条　多量排出事業者及び市長が特に認める事業系一般廃棄物を排出する者は、事業系一般廃棄物(し尿を除

く。)のうち、市の処理に支障を及ぼすと認めるものを除き、その処理を市に委託することができる。

(木くずの搬入手続等)

第25条の2　事業者は、市の廃棄物処理施設へ木くずを搬入しようとする場合は、規則で定めるところにより、あ

らかじめ市長に搬入の登録を申請し、その承認を受けなければならない。

2　前項の承認の有効期間は、1年とする。

3　第1項の承認を受けた事業者は、市の廃棄物処理施設へ木くずを搬入するときは、次に定める受入基準を遵守し

なければならない。

(1)　他の廃棄物との混載をしないこと。

(2)　他の事業者の木くずとの混載をしないこと。

(3)　木くずのうち、粉状の物については第15条第2項に定める袋に入れ、木片については長さ50センチメート

ル、太さ10センチメートル以下とし、飛散を防止する措置を講ずること。

(4)　あらかじめ定めた自動車以外の自動車で搬入をしないこと。

4　市長は、木くずの搬入が前項の受入基準に合致しないときは、その受入れを拒否することができる。

(搬入記録票)

第25条の3　前条第1項の承認を受けた事業者は、市の廃棄物処理施設へ木くずを搬入するときは、規則で定める搬

入記録票を市長に提出しなければならない。

2　市長は、事業者が前項の搬入記録票を提出しないときは、木くずの受入れを拒否することができる。

(廃棄物に係る手数料等)

第26条　地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びに木くず

の処分に関し、別表第1に掲げる手数料を徴収する。

2　前項の規定にかかわらず、1日平均180リットル以上のし尿を排出する施設又は建物のし尿くみ取り手数料の額

は、別表第1に定める額に100分の80を乗じて得た額とする。

3　第1項の規定にかかわらず、1月に1回を超えてし尿をくみ取る場合における人員による手数料の額は、別表第1

に定める額をその月のくみ取り回数で除して得た額に70円を加えた額とする。

4　第1項の規定にかかわらず、水を使用することを必要とする特殊型無臭便槽のし尿くみ取り手数料の額は、別表

第1に定める人員による手数料の額に、1便槽1回につき1人分の手数料の額を加えた額とする。

5　月の途中から新たにくみ取りを開始し、又は月の途中でくみ取りを廃止した場合のし尿くみ取り手数料は、人

員による手数料とする。

6　し尿くみ取り手数料の人員の算定は、月の途中からくみ取りを開始した場合を除くほか、毎月1日現在における

居住人員による。

(手数料の減免)

第27条　市長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができ

る。

第6章　一般廃棄物収集運搬業等の許可申請及び手数料等

(許可及び申請手数料)

第28条　法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集若しくは運搬を業として行おうとする者又は同条第6項の規

定により一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、申請書を市長に提出し、その許可を受けなければなら

ない。許可の更新を受けようとする場合も、また同様とする。

2　前項の許可を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。

(鑑札の交付)

第29条　前条第1項による許可を受けた者は、その業に従事しようとする者を市長に届け出て、鑑札の交付を受け

なければならない。

2　鑑札を亡失又はき損した場合は、直ちに市長に申し出て、鑑札の再交付を受けなければならない。

(手数料の不還付)

第30条　既納の手数料は、還付しない。ただし、市長において特別の事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。

第7章　雑則

(技術管理者の資格)

第31条　法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、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、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。)

(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)　2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4)　学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工

学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2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者

(5)　学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学

工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3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

験を有する者

(6)　学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬

学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同

法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4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者

(7)　学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬

学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒

業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5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者

(8)　学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修め

て卒業した後、6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者

(9)　学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当

する科目を修めて卒業した後、7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者

(10)　10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者

(11)　前各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

(規則への委任)

第32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

1　この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2　和歌山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第13号。次項において「旧条例」という。)は、廃

止する。

3　この条例の施行前に旧条例の規定に基づき行った処分、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、この条例の規定に基づき行った処分、手続その他の行為とみなす。

附　則(平成13年3月28日)

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12月26日)

この条例は、平成15年1月14日から施行する。

附　則(平成16年3月25日)

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16年5月1日から施行する。

附　則(平成20年3月25日)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

附　則(平成22年3月23日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附　則(平成24年12月20日)

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20日)

1　この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2　この条例による改正後の和歌山市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例別表第2の規定は、前項ただし書

に規定する規定の施行の日以後にされる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7条第1項

の許可の申請及び同条第6項の許可の申請に係る手数料について適用し、同日前にされたこれらの申請に係る手

数料については、なお従前の例による。

附　則(平成26年3月24日)

1　この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2　この条例による改正後の和歌山市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例(次項において「新条例」とい

う。)別表第1死体処理手数料の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収集し、又は

搬入される犬、猫等の死体に係る死体処理手数料について適用し、施行日前に収集し、又は搬入された犬、猫等

の死体に係る死体処理手数料については、なお従前の例による。

3　新条例別表第1し尿くみ取手数料の項の規定は、施行日以後のし尿のくみ取りに係る手数料について適用し、施

行日前のし尿のくみ取りに係る手数料については、なお従前の例による。

附　則(平成31年3月22日)

1　この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第31条第6号及び第7号の改正規定は、同年4月1日から施

行する。

2　この条例による改正後の和歌山市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例別表第1し尿くみ取手数料の項の

規定は、この条例の施行の日以後のし尿のくみ取りに係る手数料について適用し、同日前のし尿のくみ取りに係



る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第26条関係)

種別 区分 金額

死体処理手
数料

犬、猫等の死体 1体につき(収集) 2,080円

1体につき(自己搬入) 1,030円

ごみ処理手
数料

第25条の規定による処理の委
託

1月の排出量が600キログラム以下の場合1月の
基本手数料

15,600円

1月の排出量が600キログラムを超えた場合10
キログラム(10キログラム未満は、10キログラ
ムとする。)ごとに1月の基本手数料に加算す
る額

260円

自己搬入 事業系一般廃棄物を市長の指定する場所に運
搬した場合10キログラム(10キログラム未満
は、10キログラムとする。)につき

130円

し尿くみ取
手数料

本町、城北、広瀬、雄湊、大
新、新南、吹上、砂山、今
福、高松、雑賀、芦原、宮、
宮北、四箇郷、中之島、和歌
浦、宮前、湊、野崎、三田、
名草、松江、木本、貴志、楠
見、西和佐、岡崎、西脇、有
功、直川地区

人員による手数料(普
通世帯及び準世帯)

1人(1歳未満の幼児を
除く。)1月1回につき

635円(くみ取式簡
易水洗便槽につい
ては、1,270円とす
る。)

くみ取量による手数料
(官公庁、学校、会
社、工場、事務所、事
業所その他これらに準
ずるもの)

18リットル(18リット
ル未満は、18リットル
とする。)につき

266円

雑賀崎、田野、和佐、安原、
西山東、東山東、川永、小
倉、加太、山口、紀伊地区

人員による手数料(普
通世帯及び準世帯)

1人(1歳未満の幼児を
除く。)1月1回につき

665円(くみ取式簡
易水洗便槽につい
ては、1,325円とす
る。)

くみ取量による手数料
(官公庁、学校、会
社、工場、事務所、事
業所その他これらに準
ずるもの)

18リットル(18リット
ル未満は、18リットル
とする。)につき

277円

木くず処分
手数料

10キログラム(10キログラム未満は、10キログラムとする。)につき 130円

別表第2(第28条関係)

種別 単位 金額

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件 15,000円

一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件 15,000円

一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件 5,000円

一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件 5,000円


