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（目的） 

第１条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、

収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることによ

り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、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。 

（市の責務） 

第３条 市は、廃棄物の排出の抑制、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用

の推進その他の施策を通じて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。［３］ 



２ 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、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に努めなければならない。 

３ 市は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに清潔の保持に関する市民及び事業

者の意識の啓発を図るとともに、廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主

的な活動を促進するよう努めなければならない。［３］ 

（事業者の責務） 

第４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、

生活環境の保全上支障のない方法により、適正に処理しなければならない。 

２ 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによ

りその減量に努めるとともに、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、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、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、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材

料として使用された製品の使用、長期間使用が可能な製品及び再生利用が容易

な製品の開発及び普及、修理体制の整備、包装の簡素化、不要容器及び包装材

の回収等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。 

４ 事業者は、前３項に定めるもののほか、廃棄物の減量、再生利用及び適正な

処理並びに地域の清潔の保持に関し市の施策に積極的に協力しなければならな

い。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、相互に協力して廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品

の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、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、再生利用及び

適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し市の施策に協力しなければならない。 

（清潔の保持） 



第６条 土地又は建物の占有者（占有者がいない場合には、管理者とする。以下

同じ。）は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努め

なければならない。 

２ 何人も、公園、広場、キャンプ場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を

汚さないようにしなければならない。 

３ 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保持するととも

に、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理しなければならな

い。 

（ごみ減量等推進員） 

第７条 市長は、一般廃棄物の適正な処理に理解と熱意のある者のうちから、ご

み減量等推進員を委嘱することができる。 

２ ごみ減量等推進員は、廃棄物の排出の抑制、再生利用及び適正な処理並びに

地域の清潔の保持の推進のための市の施策への協力その他の活動を行うものと

する。 

３ 前２項に規定するもののほか、ごみ減量等推進員に関し必要な事項は規則で

定める。 

（一般廃棄物処理計画） 

第８条 市は、一般廃棄物の減量及び処理に関し次に掲げる事項を定める計画（以

下「一般廃棄物処理計画」という。）を法第６条第１項の規定により定めるも

のとする。 

(１) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

(２) 一般廃棄物の排出の抑制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) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 

(５) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

［５］［１０］［１１］ 

２ 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の

実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画（以下「実施計画」と

いう。）に分けて定めるものとする。 



３ 市長は、実施計画を定めたとき、又は変更したときは、これを告示するもの

とする。 

（市による一般廃棄物の減量及び処理） 

第９条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分（再

生することを含む。以下同じ。）を行わなければならない。 

２ 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分（一般廃棄物の収集、運搬

及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託）は、

法第６条の２第２項及び第３項の規定に基づき定められた基準並びに海洋汚染

及び海上災害の防止に関する法律（昭和４５年法律第１３６号）に基づき定め

られた基準に従って行うものとする。 

３ 市は、一般廃棄物処理計画において分別して収集するものとした一般廃棄物

の分別排出を市民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要

な措置を講ずるものとする。 

４ 市は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資

源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の

抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。 

５ 市は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障を生じない範囲にお

いて、規則で定めるところにより、一般廃棄物と併せて処理することが必要で

あり、かつ、可能であると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。 

（事業者等による一般廃棄物の減量及び処理） 

第１０条 市民及び事業者並びに土地又は建物の占有者（以下「事業者等」とい

う。）は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、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

廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。 

２ 事業者等は、その排出した一般廃棄物（一般廃棄物処理計画において市（市

による委託を含む。）以外の者が収集、運搬及び処分するものとして定めた一

般廃棄物に限る。）を適正に自ら処理し、又は法第７条の規定に基づく許可を

受けた者（同条第１項ただし書及び第６項ただし書の規定により許可を要しな

いとされた者を含む。以下同じ。）にその処理を委託しなければならない。［６］

［１２］ 



３ 市長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第７

条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し、改善のた

めの必要な指示を行うことができる。 

４ 事業者等は、規則で定める一般廃棄物の処分を市に依頼するときは、あらか

じめ市に届け出るとともに、その収集及び運搬の実施について、その指示に従

わなければならない。 

（事業者等の協力） 

第１１条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物

の減量のための市が講ずる施策に協力しなければならない。 

２ 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより、自ら処分しない一

般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等市の一般廃棄物の収集、運搬及

び処分に協力しなければならない。 

３ 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、市の行う一

般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。 

（特定事業者の減量化等計画） 

第１２条 規則で定める規模以上の建築物を事業の用に供する事業者（以下「特

定事業者」という。）は、規則で定めるところにより、その事業活動に伴って

生じた一般廃棄物の処理及び再生利用に関する計画書（以下「減量化等計画書」

という。）を市長に提出しなければならない。減量化等計画書に変更があった

場合も、同様とする。 

２ 特定事業者は、その事業活動に伴って生じた一般廃棄物の減量、再生利用及

び適正な処理に関する業務を行わせるため、規則で定めるところにより、廃棄

物管理責任者を選任し、市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を

変更した場合も、同様とする。 

（一般廃棄物多量排出事業者に対する指示）［３］ 

第１３条 市長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者に

対し、当該事業者が排出する一般廃棄物を運搬又は処分すべき場所及び運搬又

は処分の方法その他必要な事項を指示することができる。 

（適正処理が困難な廃棄物） 



第１４条 事業者等は、次に掲げる一般廃棄物を他の一般廃棄物と混合して排出

してはならない。 

(１) 特別管理一般廃棄物 

(２) 環境大臣の指定する処理困難物 

(３) 有毒物質を含む物 

(４) 引火性のある物 

(５) 爆発する危険性のある物 

(６) 著しく悪臭を発する物 

(７) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、

又は市の処理施設の機能に支障が生ずる物 

［４］ 

２ 事業者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を排出しようとするときは、あら

かじめ、市長に届け出てその指示に従わなければならない。 

３ 市長は、事業者等に対して、第１項各号に掲げる一般廃棄物の処理が適正に

行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。 

（改善勧告） 

第１５条 市長は、第１０条第３項、第１１条第３項、第１３条及び前条第２項

に規定する指示に従わない事業者等に対し、期限を定めて指示の内容を履行す

るよう勧告することができる。 

２ 市長は、前項に規定する勧告を受けた事業者等が、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。 

３ 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、当該事

業者等にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければ

ならない。 

（動物の死体の排出） 

第１６条 規則で定める動物の死体を排出しようとする者は、あらかじめ市に届

け出て、排出方法その他について、その指示に従わなければならない。 

（廃棄物再生事業者の協力） 



第１７条 市は、一般廃棄物の減量を図るため、法第２０条の２第１項の規定に

より登録を受けた廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関して必要な

協力を求めることができる。 

（特定再生資源の収集及び運搬の禁止等）［１２］ 

第１７条の２ 次に掲げる者以外の者は、一般廃棄物処理計画に定めるところに

より所定の場所に排出された古紙、缶その他の一般廃棄物で、規則で定めるも

の（次項において「特定再生資源」という。）を収集し、又は運搬してはなら

ない。 

(１) 市（市から一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者を含む。） 

(２) その他市長が認めた者 

［１２］ 

２ 市長は、前項の規定に違反して、特定再生資源を収集し、又は運搬した者に

対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。［１２］ 

（一般廃棄物処理手数料等） 

第１８条 市は、一般廃棄物の処理を求める者から、別表第１に定める手数料を

徴収する。［７］ 

２ 市は、第９条第５項の規定により産業廃棄物の処理を行うときは、その処理

を求める者から、別表第２に定める費用を徴収する。［７］ 

３ 前２項に規定する手数料及び費用の徴収方法については、規則で定める。 

４ 市長は、天災その他特別の理由があると認められるときは、規則に定めると

ころにより第１項に規定する手数料又は第２項に規定する費用を減免すること

ができる。 

（生活環境影響調査書の縦覧等）［３］ 

第１８条の２ 市長は、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）第５条第１項に規定するごみ焼却施設及び同条第２項に規定

する一般廃棄物の最終処分場（以下「対象施設」という。）について、法第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。）の規定により、同

条第１項に規定する調査の結果を記載した書類（以下「生活環境影響調査書」

という。）を公衆の縦覧に供しようとするときは、その旨を告示し、当該生活



環境影響調査書について告示の日から１月間、市の所管部局その他市長が必要

と認める場所において縦覧を行うものとする。［３］［９］ 

２ 法第９条の３第１項（同条第９項において準用する場合を含む。）の規定に

よる届出に係る対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、前項に

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、そ

の氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の

所在地）並びに生活環境の保全上の見地からの意見を記載した意見書を市長に

提出することができる。［３］［９］ 

［８］ 

（技術管理者の資格）［１１］ 

第１８条の３ 法第２１条第３項に規定する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、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

ものであること。 

(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であること。 

(４) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１０４条第１項に規定する大学

（以下「大学」という。）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であること。 

(５) 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であること。 

(６) 学校教育法第１０４条第１項に規定する短期大学（以下「短期大学」とい

う。）又は同法第１条に規定する高等専門学校（以下「高等専門学校」という。）

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であること。 

(７) 短期大学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

であること。 

(８) 学校教育法第１条に規定する高等学校（以下「高等学校」という。）又は

同条に規定する中等教育学校（以下「中等教育学校」という。）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であること。 

(９) 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であること。 

(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

者であること。 

(１１) 前各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。 

［１１］ 

（許可申請手数料） 

第１９条 別表第３左欄に掲げる者は、同表右欄に掲げる手数料を申請の際に納

付しなければならない。 

２ 前項の規定により納付した手数料は、返還しない。 

（報告の徴収） 

第２０条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物又は産業

廃棄物を排出する事業者、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集、運搬又は処分を

業とする者、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置者その他必要

と認める者に対し、報告を求めることができる。［３］ 

（立入調査） 

第２１条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃

棄物又は産業廃棄物を排出する事業者、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集、運



搬又は処分を業とする者その他必要と認める者の事務所若しくは事業場又は一

般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物に立ち

入り、必要な調査をさせることができる。［３］ 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、規則で定める立入調査員証を携帯

し、関係人に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、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。 

（規則への委任） 

第２２条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項

は規則で定める。 

（罰則）［１２］ 

第２３条 第１７条の２第２項の規定による命令に違反した者は、２０万円以下

の罰金に処する。［１２］ 

（両罰規定）［１２］ 

第２４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、同条の罰金刑を科する。［１２］ 

付 則 

１ この条例は、平成７年４月１日から施行する。 

２ 西宮市廃棄物処理手数料条例（昭和４６年条例第２６号）は、廃止する。 

付 則（平成８年１２月２６日西宮市条例第１９号［１］） 

 この条例は、平成９年４月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定

（粗大ごみの部を加える部分に限る。）は、平成９年６月１日から施行する。 

付 則（平成１１年１２月２４日西宮市条例第２５号［２］） 

 この条例は、平成１２年２月１日から施行する。 

付 則（平成１２年３月３０日西宮市条例第６８号［３］） 

 この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

付 則（平成１２年１２月２７日西宮市条例第２６号［４］） 

 この条例は、平成１３年４月１日から施行する。ただし、第１４条の改正規

定は、同年１月６日から施行する。 



付 則（平成１３年３月２８日西宮市条例第４２号［５］） 

１ この条例は、平成１３年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、第８条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の別表第３の規定は、施行日以後に許可又は認可の申請がなされたも

のに係る審査の手数料について適用する。 

付 則（平成１７年１２月２７日西宮市条例第４６号［６］） 

 この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

付 則（平成１９年３月２７日西宮市条例第５１号［７］） 

 この条例は、平成１９年１０月１日から施行する。 

付 則（平成１９年９月２７日西宮市条例第１１号［８］西宮市廃棄物の処理及び清掃

に関する条例及び西宮市産業廃棄物処理施設等の設置に係る紛争の予防及び調

整に関する条例の一部を改正する条例１条による改正付則） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２３年７月１５日西宮市条例第４号［９］西宮市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例等の一部を改正する条例１条による改正付則） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２３年９月２７日西宮市条例第７号［１０］） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２４年９月２４日西宮市条例第２６号［１１］） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

付 則（平成２９年７月１３日西宮市条例第３号［１２］） 

 この条例は、平成２９年１１月１日から施行する。 

  

別表第１（第１８条関係） 

［１］［４］［６］［７］ 

一般廃棄物の種類 取扱種別 処理手数料 備考 

し尿 
くみ取手

数料 

３０リットルまでご

とに  ２００円 

ただし、臨時に排出

されたし尿を収集す

３０リットル（又はその整数

倍）を超える場合で、その超

える量が１５リットル未満

の場合は、これを切り捨て



る場合は、１便槽に

つき  ４,０００

円 

る。 

終末処理

手数料 

１８０リットルまで

ごとに  １８０円 

  

可燃ごみ 
焼却処理

手数料 

１０キログラムまで

ごとに  ９０円 

事業活動に伴って生じた廃

棄物に限る。 

不燃ごみ 

粗大ごみ 

破砕処理

手数料 

１０キログラムまで

ごとに  １２０円 

事業活動に伴って生じた廃

棄物に限る。 

粗大ごみ 

粗大ごみ

処理手数

料 

１品目３,６００円

の範囲内で規則で定

める額 

家庭から排出される廃棄物

で、市が収集し、運搬するも

のに限る。 

５０キログラムまで  

３００円 

５０キログラムを超

える場合は、その超

える１０キログラム

までごとに６０円加

算 

１ 家庭から排出される廃

棄物で、自ら(一般廃棄物収

集運搬業者が収集する場合

を含む｡)が運搬するものに

限る。 

２ 粗大ごみと併せて臨時

に排出される他のごみがあ

る場合は、その合計重量とす

る。 

家電ごみ 

家電ごみ

処理手数

料 

１品目７,５００円

の範囲内で規則で定

める額 

家庭から排出される機械器

具（特定家庭用機器再商品化

法施行令（平成１０年政令第

３７８号）第１条に規定する

機械器具をいう。）で、小売

業者に引取義務がないもの

に限る。 

猫、犬等の死体 
死体処理

手数料 

１頭につき 

猫、犬その他これに

類する動物  １,

８００円 

特大犬等  ３,６

００円 

特大犬等とは、シェパードの

成犬以上の大きさの犬その

他これに類するものをいう。 



ただし、市が指定す

る場所へ直接搬入す

る場合は、１頭につ

き 

猫、犬その他これに

類する動物  ９０

０円 

特大犬等  １,８

００円 

  

別表第２（第１８条関係） 

［１］［６］［７］ 

産業廃棄物の種類 処理費用 備考 

可燃ごみ 
１０キログラムまでごとに  ９

０円 第９条第５項に規定する

廃棄物 不燃ごみ 

粗大ごみ 

１０キログラムまでごとに  １

２０円 

  

別表第３（第１９条関係） 

［２］［３］［５］［９］ 

種別 金額 

一般廃棄物収集運搬業の許可又

は当該許可の更新を受けようと

する者 

１件につき  １２,０００円 

一般廃棄物処分業の許可又は当

該許可の更新を受けようとする

者 

一般廃棄物収集運搬業者又は一

般廃棄物処分業者で、許可を受け

た事業の範囲の変更の許可を受

けようとする者 

浄化槽法（昭和５８年法律第４３



号）第３５条第１項の規定による

浄化槽清掃業の許可又は当該許

可の更新を受けようとする者 

前各項に掲げる許可に係る認可

証の再交付を受けようとする者 
１件につき  ６,０００円 

一般廃棄物処理施設の設置の許

可を受けようとする者 

法第８条第４項に規定する一般廃棄物処理施

設に係るものにあっては１件につき１３０,

０００円、その他の一般廃棄物処理施設に係

るものにあっては１件につき１１０,０００

円 

一般廃棄物処理施設の変更の許

可を受けようとする者 

法第８条第４項に規定する一般廃棄物処理施

設に係るものにあっては１件につき１２０,

０００円、その他の一般廃棄物処理施設に係

るものにあっては１件につき１００,０００

円 

一般廃棄物処理施設の熱回収施

設設置者の認定を受けようとす

る者 

１件につき  ３３,０００円 

一般廃棄物処理施設の熱回収施

設設置者の認定の更新を受けよ

うとする者 

１件につき  ２０,０００円 

一般廃棄物処理施設の譲受け又

は借受けの許可を受けようとす

る者 
１件につき  ９４,０００円 

一般廃棄物処理施設設置者の合

併又は分割の認可を受けようと

する者 

  

 


