
○資源物等の持ち去り状況について 

（平成22年度一般廃棄物の再生利用・適正処理に関する実態調査業務報告書[環境省 H23.3]から抜粋） 

■調査内容 

 以下のフローにより、環境省が平成２２年度に全国市町村を対象に実施した調査報告書 

■概要 

○一般廃棄物のリサイクルの推進は、住民の理解と協力が不可欠であるが、現在、市町村が分別

する空き缶、空きびん、古紙等の再生利用が可能な「資源ごみ」が集積場所等から持ち去られる

事案が全国的に発生している。⇒⇒⇒住民の分別協力意識の低下

○近年、一般家庭等から排出される家電製品等の使用済物品を収集、運搬等する者が増加してお

り、その営業行為に対する苦情や問合せ等が都道府県や市町村に寄せられる事例が見られるが、

それらの中には、排出者に費用負担を求める等、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に抵触す

る疑いのあるものも散見される。⇒⇒⇒適正なリサイクルの阻害、不法投棄による環境汚染

資料２－１
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■資源物等が集積場所から持ち去られる事案の有無

○「あり」が９４１市町村、「なし」が８０２市町村

 ⇒特に大阪府（事案発生率 95.3％）

い値を示したのが長野県（事案発生率

持ち去り事案の有無（有効回答数１，７４３市町村）

都道府県別 資源ごみ持ち去り事案発生率分布図

○空き缶が最も多く６１８市町村で持ち去られて

資源物等が集積場所から持ち去られる事案の有無

○「あり」が９４１市町村、「なし」が８０２市町村

％）や茨城県（事案発生率 93.2％）が高い値を示している。低

（事案発生率 11.7％）や山形県（事案発生率 25.7％）である。

持ち去り事案の有無（有効回答数１，７４３市町村）

資源ごみ持ち去り事案発生率分布図

空き缶が最も多く６１８市町村で持ち去られている。次いで古紙が５５７市町村で持ち去られ

が高い値を示している。低

である。

次いで古紙が５５７市町村で持ち去られ
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ている。 

○空き缶については、取引相場の高いアルミ缶の持ち去りが多く、また古紙については取引相場

が比較的に高く、更には軽トラックなどの車両へコンパクトに積込める新聞紙が多くなっている。

項目／種類 空き缶 古紙 

持ち去り事

案がある市

町村数 

618 557

割合※２ 65.7％ 59.2％

※１ その他・・・不燃物、粗大ごみ、バッテリー、乾電池等

※２ 割 合・・・当該品目の持ち去り事案がある市町村数÷

■事案の発覚原因 

○事案の発覚原因：監視の目が届きやすい「住民からの通報」が最も多く、次いで機動力のある

「収集を行う職員、委託業者からの報告」、「行政のパトロールによる認知」

○住民等が持ち去りを発見した場合：

ナンバーを控える」などの対応を求めている例が多い。

■資源物等の持ち去りへの対策 

○「パトロールを実施している」が最も多く、次いで「啓発活動を実施している」が多かった。

○その他、「看板の設置（注意書き）や「市町村が指導（本人への口頭指導など）」

■持ち去りを規制する条例等の制定の有無

○資源物等の持ち去りを規制する条例等の制定の有無については、「あり」が２８３市町村、「な

し」が７０４市町村であった。（有効回答数９８７市町村）

条例等制定の有無（有効回答数９８７市町村）

空き缶については、取引相場の高いアルミ缶の持ち去りが多く、また古紙については取引相場

が比較的に高く、更には軽トラックなどの車両へコンパクトに積込める新聞紙が多くなっている。

金属類 

（自転車・ 

小型家電） 

空きびん 
ペット 

ボトル 
古繊維

153 74 42

16.3％ 7.9％ 4.5％ 4.0

その他・・・不燃物、粗大ごみ、バッテリー、乾電池等

合・・・当該品目の持ち去り事案がある市町村数÷941（持ち去り発生事案がある市町村数）

監視の目が届きやすい「住民からの通報」が最も多く、次いで機動力のある

「収集を行う職員、委託業者からの報告」、「行政のパトロールによる認知」

行政からは「持ち去り者に対して直接声を掛けない」、「車両の

ナンバーを控える」などの対応を求めている例が多い。

○「パトロールを実施している」が最も多く、次いで「啓発活動を実施している」が多かった。

○その他、「看板の設置（注意書き）や「市町村が指導（本人への口頭指導など）」

制定の有無

資源物等の持ち去りを規制する条例等の制定の有無については、「あり」が２８３市町村、「な

（有効回答数９８７市町村）

条例等制定の有無（有効回答数９８７市町村）

空き缶については、取引相場の高いアルミ缶の持ち去りが多く、また古紙については取引相場

が比較的に高く、更には軽トラックなどの車両へコンパクトに積込める新聞紙が多くなっている。

古繊維 その他※1

38 38

4.0％ 7.7％

（持ち去り発生事案がある市町村数）

監視の目が届きやすい「住民からの通報」が最も多く、次いで機動力のある

行政からは「持ち去り者に対して直接声を掛けない」、「車両の

○「パトロールを実施している」が最も多く、次いで「啓発活動を実施している」が多かった。

資源物等の持ち去りを規制する条例等の制定の有無については、「あり」が２８３市町村、「な

- 3 -



都道府県別 条例等制定率分布図

■罰則規定の有無 

○条例等に罰則規定が含まれているかについて、罰則規定を設けている市町村は８２市町村に留

まっている。罰則規定については「２０万円以下の罰金・過料」が圧倒的に多い。

○罰金・過料を科す場合は、先ずは「禁止・中止命令」を行い、それに従わなかった場合に適用

している市町村が多い。

罰則規定の有無（有効回答数２１１市町村）

○条例等に罰則規定が含まれているかについて、罰則規定を設けている市町村は８２市町村に留

まっている。罰則規定については「２０万円以下の罰金・過料」が圧倒的に多い。

○罰金・過料を科す場合は、先ずは「禁止・中止命令」を行い、それに従わなかった場合に適用

罰則規定の有無（有効回答数２１１市町村）

○条例等に罰則規定が含まれているかについて、罰則規定を設けている市町村は８２市町村に留

まっている。罰則規定については「２０万円以下の罰金・過料」が圧倒的に多い。

○罰金・過料を科す場合は、先ずは「禁止・中止命令」を行い、それに従わなかった場合に適用
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■条例等の施行状況 

○条例等の施行状況について、「ある」と回答した２３市町村に対して、「ない」と回答した市町

村が１６５市町村となっており、条例等を定めているものの罰則規定等を適用することが難しい

ことを示している。理由としては、条例等を適用するまでに時間や経費がかかることが挙げられ

ている。 

○罰則規定等の適用事例については、「告発・検挙」

名の公表」となっている。 

罰則規定等の適用の有無（有効回答数１８８市町村）

■条例等の施行による課題と今後の見直しの方向性

○条例等の施行による課題として最も多かった「条例等の適用方法（罰則等）では「罰則規定が

ない」や「罰則規定を強化する必要がある」、「実効性を高める必要がある」といったものであり、

資源ごみ持ち去り根絶の難しさがうかがえる。

○今後の見直しの方向性については、「罰則規定の制定・強化」、「住民・警察・近隣市町村との連

携強化」が挙げられる。 

条例等の施行による課題の有無（有効回答数２１０市町村）

○条例等の施行状況について、「ある」と回答した２３市町村に対して、「ない」と回答した市町

村が１６５市町村となっており、条例等を定めているものの罰則規定等を適用することが難しい

ことを示している。理由としては、条例等を適用するまでに時間や経費がかかることが挙げられ

○罰則規定等の適用事例については、「告発・検挙」が最も多く、次いで「禁止・中止命令」、「氏

（有効回答数１８８市町村）

と今後の見直しの方向性

条例等の施行による課題として最も多かった「条例等の適用方法（罰則等）では「罰則規定が

ない」や「罰則規定を強化する必要がある」、「実効性を高める必要がある」といったものであり、

資源ごみ持ち去り根絶の難しさがうかがえる。

○今後の見直しの方向性については、「罰則規定の制定・強化」、「住民・警察・近隣市町村との連

条例等の施行による課題の有無（有効回答数２１０市町村）

○条例等の施行状況について、「ある」と回答した２３市町村に対して、「ない」と回答した市町

村が１６５市町村となっており、条例等を定めているものの罰則規定等を適用することが難しい

ことを示している。理由としては、条例等を適用するまでに時間や経費がかかることが挙げられ

が最も多く、次いで「禁止・中止命令」、「氏

条例等の施行による課題として最も多かった「条例等の適用方法（罰則等）では「罰則規定が

ない」や「罰則規定を強化する必要がある」、「実効性を高める必要がある」といったものであり、

○今後の見直しの方向性については、「罰則規定の制定・強化」、「住民・警察・近隣市町村との連
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課題の内容 

今後の見直しの方向性
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＜参考１＞事案数及び発生率（降順） 

都道府県＼項目 a.資源ごみ持ち去り事案件 b.市町村数 （有効回答数） 事案発生率 a/b×100

大阪府 41 43 95.3% 

茨城県 41 44 93.2% 

宮城県 30 35 85.7% 

愛媛県 17 20 85.0% 

滋賀県 16 19 84.2% 

京都府 21 25 84.0% 

東京都 51 62 82.3% 

埼玉県 52 64 81.3% 

愛知県 43 57 75.4% 

広島県 17 23 73.9% 

兵庫県 30 41 73.2% 

千葉県 39 54 72.2% 

徳島県 17 24 70.8% 

大分県 12 17 70.6% 

栃木県 19 27 70.4% 

福岡県 39 60 65.0% 

香川県 11 17 64.7% 

神奈川県 21 33 63.6% 

岐阜県 26 42 61.9% 

三重県 17 29 58.6% 

山口県 11 19 57.9% 

静岡県 20 35 57.1% 

沖縄県 23 41 56.1% 

群馬県 18 35 51.4% 

奈良県 20 39 51.3% 

岡山県 13 27 48.1% 

宮崎県 12 26 46.2% 

岩手県 15 34 44.1% 

高知県 14 32 43.8% 

和歌山県 13 30 43.3% 

熊本県 18 42 42.9% 

長崎県 9 21 42.9% 

青森県 17 40 42.5% 

石川県 8 19 42.1% 

新潟県 12 30 40.0% 

島根県 8 21 38.1% 

鳥取県 7 19 36.8% 

福井県 6 17 35.3% 

佐賀県 7 20 35.0% 

北海道 62 179 34.6% 

鹿児島県 14 43 32.6% 

秋田県 8 25 32.0% 

山梨県 8 27 29.6% 

福島県 16 59 27.1% 

富山県 4 15 26.7% 

山形県 9 35 25.7% 

長野県 9 77 11.7% 
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＜参考２＞条例等の制定がある市町村の割合 

都道府県＼項目 
各都道府県内市

町村数 

条例等の制定

あり 

各都道府県内 

有効回答数 

（全987 市町村） 

都道府県別 

回答率 
条例等制定率 

埼玉県 64 40 52 81.3% 76.9% 

茨城県 44 29 41 93.2% 70.7% 

山口県 19 7 11 57.9% 63.6% 

宮崎県 26 7 12 46.2% 58.3% 

神奈川県 33 12 22 66.7% 54.5% 

千葉県 54 21 39 72.2% 53.8% 

栃木県 27 10 20 74.1% 50.0% 

石川県 19 4 8 42.1% 50.0% 

東京都 62 23 52 83.9% 44.2% 

宮城県 35 12 30 85.7% 40.0% 

奈良県 39 8 20 51.3% 40.0% 

広島県 23 7 18 78.3% 38.9% 

徳島県 24 6 16 66.7% 37.5% 

群馬県 35 7 19 54.3% 36.8% 

愛媛県 20 5 17 85.0% 29.4% 

三重県 29 5 17 58.6% 29.4% 

和歌山県 30 4 14 46.7% 28.6% 

鹿児島県 43 5 20 46.5% 25.0% 

鳥取県 19 2 8 42.1% 25.0% 

佐賀県 20 2 8 40.0% 25.0% 

富山県 15 1 4 26.7% 25.0% 

滋賀県 19 4 17 89.5% 23.5% 

愛知県 57 10 43 75.4% 23.3% 

長崎県 21 2 10 47.6% 20.0% 

熊本県 45 4 20 44.4% 20.0% 

京都府 26 4 21 80.8% 19.0% 

高知県 34 3 16 47.1% 18.8% 

香川県 17 2 11 64.7% 18.2% 

青森県 40 3 17 42.5% 17.6% 

福島県 59 3 17 28.8% 17.6% 

大阪府 43 7 41 95.3% 17.1% 

大分県 18 2 12 66.7% 16.7% 

岡山県 27 2 14 51.9% 14.3% 

岩手県 34 2 15 44.1% 13.3% 

静岡県 35 3 23 65.7% 13.0% 

沖縄県 41 3 25 61.0% 12.0% 

山形県 35 1 10 28.6% 10.0% 

福岡県 60 4 41 68.3% 9.8% 

新潟県 30 1 12 40.0% 8.3% 

長野県 77 1 12 15.6% 8.3% 

北海道 179 4 71 39.7% 5.6% 

兵庫県 41 1 30 73.2% 3.3% 
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＜参考３＞ 
都道府県  市町村名  名称  導入時期  罰則内容  

北海道  札幌市  札幌市廃棄物の減量及び処理に

関する条例  

平成21 年04 月01 日  ・20 万円以下の罰金  

北海道  稚内市  稚内市廃棄物の減量及び適正に

関する条例  

平成20 年10 月14 日  

北海道  森町  森町廃棄物の減量及び適正処理

に関する条例  

平成18 年04 月01 日  

青森県  五所川原市  五所川原市廃棄物の処理及び清

掃に関する条例  

平成17 年03 月28 日  

青森県  六戸町  六戸町環境美化条例  平成21 年03 月13 日  

岩手県  盛岡市  盛岡市廃棄物の減量及び適正処

理等に関する条例  

平成19 年04 月01 日  ・5 万円以下の過料  

岩手県  滝沢村  滝沢村廃棄物の減量及び適正処

理等に関する条例  

平成19 年04 月01 日  ・20 万円以下の罰金  

宮城県  石巻市  石巻市廃棄物の減量化及び資源

化並びに適正処理等に関する条

例  

平成21 年08 月01 日  ・20 万円以下の罰金  

宮城県  塩竈市  塩竈市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成16 年03 月11 日  

宮城県  名取市  名取市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成18 年10 月01 日  

宮城県  岩沼市  岩沼市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成18 年04 月01 日  

宮城県  登米市  資源持ち去り防止要綱  平成18 年04 月01 日  

宮城県  東松島市  東松島市廃棄物の処理及び清掃

に関する条例  

平成17 年04 月01 日  

宮城県  大崎市  大崎市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例及び施行規則  

平成21 年06 月01 日  ・20 万円以下の罰金  

宮城県  丸森町  丸森町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成19 年01 月01 日  

宮城県  山元町  山元町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成17 年12 月01 日  

宮城県  美里町  美里町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成21 年06 月01 日  ・20 万円以下の罰金  

山形県  南陽市  南陽市ごみ収集所設置及び維持

管理要綱  

平成08 年04 月01 日  

福島県  郡山市  郡山市廃棄物の適正処理､再生

利用及び環境美化に関する条  

平成07 年03 月09 日  ・20 万円以下の罰金  

福島県  いわき市  いわき市廃棄物の減量及び適正

処理等に関する条例  

平成21 年10 月01 日  ・20 万円以下の罰金  

茨城県  水戸市  水戸市廃棄物の減量及び適正処

理等に関する条例  

平成17 年04 月01 日  

茨城県  日立市  日立市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成16 年09 月28 日  

茨城県  古河市  古河市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成17 年09 月12 日  

茨城県  結城市  結城市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成17 年12 月27 日  

茨城県  龍ヶ崎市  龍ケ崎市廃棄物の処理及び再生

利用の促進に関する条例  

平成18 年04 月01 日  

茨城県  下妻市  下妻市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成18 年01 月01 日  

茨城県  常総市  常総市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成18 年10 月01 日  

茨城県  高萩市  高萩市廃棄物の処理及び再利用

に関する条例  

平成16 年09 月27 日  
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都道府県  市町村名  名称  導入時期 罰則内容  

茨城県  笠間市  笠間市廃棄物の減量及び処理に

関する条例  

平成18 年03 月19 日  

茨城県  取手市  取手市廃棄物の処理及び再利用

の促進に関する条例  

平成17年03月28日  

茨城県  牛久市  牛久市廃棄物の処理及び再生利

用の促進に関する条例  

平成16年03月26日  

茨城県  つくば市  つくば市廃棄物の減量及び適正

処理に関する条例  

平成20年12月01日  

茨城県  ひたちなか市  ひたちなか市廃棄物の処理及び

清掃に関する条例  

平成15年09月30日  

茨城県  常陸大宮市  常陸大宮市廃棄物の処理及び清

掃に関する条例  

平成17年12月12日  

茨城県  那珂市  那珂市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成17年12月08日  

茨城県  坂東市  坂東市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成17年03月22日  

茨城県  稲敷市  稲敷市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成17年03月22日  

茨城県  かすみがうら市 かすみがうら市廃棄物の減量及

び適正処理に関する条例  

平成20年04月01日  

茨城県  小美玉市  小美玉市廃棄物の減量及び処理

に関する条例  

平成18年03月27日  

茨城県  大子町  大子町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成22年03月15日 ・返還命令 

茨城県  利根町  廃棄物の処理及び清掃に関する

条例  

平成12年04月01日  

栃木県  足利市  足利市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成21年04月01日  ・20万円以下の罰金 

栃木県  栃木市  栃木市資源物持ち去り防止要綱  平成22年03月29日  ・氏名、車両の公表 

栃木県  日光市  日光市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成22年12月18日  

栃木県  小山市  小山市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成18年06月30日  ・20万円以下の罰金 

栃木県  真岡市  真岡市資源持ち去り防止要綱  平成16年06月01日  

栃木県  さくら市  さくら市資源ごみ持ち去り防止

要綱  

平成17年03月28日  

栃木県  下野市  下野市資源物持ち去り防止要綱  平成19年03月01日  

群馬県  前橋市  前橋市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成21年04月01日  ・20万円以下の罰金 

群馬県  高崎市  高崎市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成18年04月01日  

群馬県  桐生市  桐生市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成19年07月01日  

群馬県  館林市  館林市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成19年04月01日  

群馬県  みどり市  みどり市廃棄物の処理及び清掃

に関する条例  

平成18年03月27日  

群馬県  中之条町  吾妻東部衛生施設組合廃棄物の

処理及び清掃に関する条例  

平成20年09月30日  

埼玉県  さいたま市  さいたま市廃棄物の処理及び再

生利用に関する条例･規則  

平成16年12月01日  

埼玉県  川越市  川越市廃棄物の処理及び再生利

用に関する条例・規則  

平成16年09月01日  

埼玉県  熊谷市  熊谷市廃棄物の減量及び適正処

理に関する条例  

平成17年10月01日  
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都道府県  市町村名  名称  導入時期 罰則内容 

埼玉県  所沢市  所沢市廃棄物の減量及び適正処

理に関する条例  

平成16年08月01日  

埼玉県  飯能市  飯能市廃棄物の減量及び適正処

理に関する条例  

平成16年08月01日  

埼玉県  加須市  加須市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成20年04月01日  

埼玉県  東松山市  東松山市廃棄物の処理及び清掃

に関する条例  

平成16年02月01日  

埼玉県  狭山市  狭山市廃棄物の処理及び再利用

に関する条例  

平成16年06月22日  

埼玉県  深谷市  深谷市廃棄物の処理及び再利用

に関する条例  

平成16年04月01日  

埼玉県  越谷市  越谷市廃棄物の処理及び再利用

に関する条例  

平成17年07月01日  ・20万円以下の罰金 

埼玉県  蕨市  蕨市廃棄物の処理及び清掃に関

する条例  

平成16年07月01日  

埼玉県  戸田市  戸田市廃棄物の減量及び適正に

関する条例  

平成12年03月28日  

埼玉県  入間市  入間市廃棄物の減量及び適正処

理に関する条例  

平成16年08月01日  

埼玉県  鳩ヶ谷市  鳩ヶ谷市廃棄物の処理及び清掃

に関する条例  

平成16年01月01日  

埼玉県  朝霞市  朝霞市廃棄物の減量及び適正処

理等に関する条例  

平成11年04月01日  

埼玉県  和光市  和光市廃棄物の減量及び適正処

理に関する条例  

平成16年07月01日  

埼玉県  桶川市  桶川市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成16年07月01日  

埼玉県  久喜市  久喜宮代衛生組合廃棄物の処理

及び清掃に関する条例  

平成16年10月01日  

埼玉県  富士見市  富士見市廃棄物の減量､再生及

び適正に関する条例  

平成18年06月01日  

埼玉県  三郷市  三郷市廃棄物の処理及び再利用

並びに資源物の持ち去り防止に

関する条例  

平成21年04月01日  ・20万円以下の罰金 

埼玉県  蓮田市  蓮田市白岡町衛生組合廃棄物の

処理及び再生利用の促進に関す

る条例・規則  

平成18年12月28日  

埼玉県  坂戸市  坂戸市廃棄物の減量及び適正処

理に関する条例  

平成15年10月01日  

埼玉県  幸手市  幸手市廃棄物の処理及び再生利

用に関する条例  

平成17年12月01日  

埼玉県  鶴ヶ島市  埼玉西部環境保全組合廃棄物の

処理及び清掃に関する条例  

平成20年02月15日  

埼玉県  吉川市  吉川市廃棄物の処理及び再生利

用に関する条例  

平成22年04月01日  ・20万円以下の罰金 

埼玉県  伊奈町  伊奈町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成17年10月01日  

埼玉県  三芳町  三芳町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

昭和47年04月27日  

埼玉県  滑川町  滑川町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成20年03月11日  

埼玉県  長瀞町  秩父広域市町村圏組合廃棄物の

処理等に関する条例  

平成21年04月01日  

埼玉県  小鹿野町  秩父広域市町村圏組合廃棄物の

処理等に関する条例  

平成21年04月01日  
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都道府県  市町村名  名称  導入時期 罰則内容 

埼玉県  宮代町  久喜宮代衛生組合廃棄物の処理

及び清掃に関する条例  

平成16年10月01日  

千葉県  千葉市  千葉市廃棄物の適正処理及び再

利用等に関する条例  

平成22年09月08日  ・20万円以下の罰金 

千葉県  市川市  市川市廃棄物の減量､資源化及

び適正処理等に関する条例  

平成16年04月01日  ・5万円以下の過料 

千葉県  船橋市  船橋市廃棄物の減量､資源化及

び適正処理に関する条例  

平成20年07月01日  

千葉県  茂原市  長生郡市広域市町村圏組合廃棄

物の減量及び適正処理等に関す

る条例  

平成22年04月01日  ・20万円以下の罰金  

千葉県  旭市  旭市廃棄物の処理及び清掃に関

する条例  

平成17年07月01日  

千葉県  習志野市  習志野市廃棄物の減量及び適正

処理等に関する条例  

平成21年10月01日  ・20万円以下の罰金  

千葉県  柏市  柏市廃棄物処理清掃条例  平成17年03月28日  ・20万円以下の罰金  

千葉県  勝浦市  勝浦市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成20年07月01日  

千葉県  市原市  市原市廃棄物の適正な処理及び

減量に関する条例  

平成21年07月01日  ・20万円以下の罰金  

千葉県  流山市  流山市廃棄物の減量及び適正処

理等に関する条例  

平成21年04月01日  ・20万円以下の罰金  

千葉県  八千代市  八千代市廃棄物の減量等及び適

正処理に関する条例  

平成21年06月26日  ・5万円の過料  

千葉県  四街道市  四街道市廃棄物の処理及び清掃

に関する条例  

平成17年04月01日  

千葉県  八街市  八街市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成22年07月01日  ・20万円以下の罰金  

千葉県  横芝光町  山武郡市環境衛生組合持ち去り

防止要綱  

平成19年10月25日  

千葉県  長生村  長生郡市広域市町村圏組合廃棄

物の減量及び適正処理等に関す

る条例  

平成22年04月01日  ・20万円以下の罰金  

東京都  中央区  中央区廃棄物の処理及び再利用

に関する条例  

平成21年04月01日  ・禁止命令  

・氏名等の公表  

東京都  港区  港区廃棄物の処理及び再利用に

関する条例  

平成21年09月01日  ・20万円以下の罰金  

東京都  墨田区  墨田区廃棄物の減量及び処理に

関する条例  

平成18年10月01日  ・20万円以下の罰金  

東京都  江東区  江東区清掃リサイクル条例  平成21年10月01日  ・20万円以下の罰金  

東京都  目黒区  目黒区廃棄物の発生抑制､再利

用の促進及び適正処理に関する

条例  

平成20年07月01日  ・氏名等の公表  

東京都  大田区  大田区廃棄物の減量及び適正処

理に関する条例  

平成15年07月01日  ・20万円以下の罰金  

東京都  世田谷区  世田谷区清掃･リサイクル条例  平成15年12月09日  ・20万円以下の罰金  

東京都  中野区  中野区廃棄物の処理及び再利用

に関する条例  

平成16年10月29日  

東京都  杉並区  杉並区廃棄物の処理及び再利用

に関する条例及び同規則  

平成21年05月01日  ･20万円以下の罰金 ･氏名等

の公表  

東京都  豊島区  豊島区廃棄物の発生抑制再利用

による減量及び適正処理に関す

る条例  

平成21年04月01日  ・20万円以下の罰金  

東京都  北区  北区廃棄物の処理及び再利用に

関する条例  

平成21年01月01日  ・20万円以下の罰金  
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都道府県  市町村名  名称  導入時期 罰則内容 

東京都  板橋区  板橋区廃棄物の発生抑制､再利

用の促進及び適正な処理に関す

る条例  

平成16年04月01日  

東京都  練馬区  練馬区廃棄物の処理および清掃

に関する条例  

平成17年10月24日  ・20万円以下の罰金  

東京都  葛飾区  葛飾区廃棄物の処理及びリサイ

クルに関する条例  

平成20年12月15日  ・20万円以下の罰金  

東京都  八王子市  八王子市廃棄物の処理及び再利

用の促進に関する条例  

平成22年10月01日  ・20万円以下の罰金  

・氏名等の公表  

東京都  青梅市  青梅市廃棄物の処理および再利

用の促進に関する条例  

平成21年03月31日  ・20万円以下の罰金  

東京都  日野市  日野市廃棄物の処理及び促進に

関する条例  

平成22年05月01日  ・20万円以下の罰金  

東京都  西東京市  西東京市廃棄物の処理及び再利

用に関する条例  

平成19年03月30日  

神奈川県  相模原市  相模原市廃棄物の減量化､資源

化及び適正処理等の推進に関す

る条例  

平成22年04月01日  ・20万円以下の罰金  

神奈川県  平塚市  平塚市さわやかで清潔なまちづ

くり条例  

平成18年10月01日  ・5万円以下の罰金  

神奈川県  鎌倉市  鎌倉市廃棄物の減量化､資源化

及び処理に関する条例  

平成17年10月07日  

神奈川県  小田原市  小田原市廃棄物の減量化､資源

化及び適正処理等に関する条例  

平成05年09月30日  ・20万円以下の罰金  

神奈川県  茅ヶ崎市  茅ヶ崎市廃棄物の減量化､資源

化及び適正処理等に関する条

例・規則  

平成18年04月01日  ・20万円以下の罰金  

神奈川県  南足柄市  南足柄市廃棄物の減量化､資源

化及び適正処理に関する条例  

平成21年04月01日  ・20万円以下の罰金  

神奈川県  綾瀬市  綾瀬市廃棄物の減量化､資源化､

適正処理に関する条例  

平成17年12月01日  

神奈川県  愛川町  愛川町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成18年10月01日  

新潟県  糸魚川市  糸魚川市廃棄物の減量及び適正

処理等に関する条例  

平成21年04月01日  

富山県  富山市  富山市廃棄物の減量及び適正処

理等に関する条例  

平成17年04月01日  

石川県  小松市  小松市廃棄物の減量化及び適正

処理に関する条例  

平成23年04月01日  ・20万円以下の罰金  

石川県  白山市  白山市廃棄物の減量化及び適正

処理等に関する条例  

平成22年06月01日  ・20万円以下の罰金  

石川県  野々市町  野々市町廃棄物の減量化及び適

正処理等に関する条例  

平成23年01月01日  ・20万円以下の罰金  

長野県  長野市  長野市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成21年07月01日  ・20万円以下の罰金  

静岡県  沼津市  沼津市における廃棄物の処理及

び清掃に関する条例・規則  

平成20年04月01日  ・5万円以下の過料  

静岡県  藤枝市  藤枝市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成21年01月01日  ・5万円以下の過料  

静岡県  袋井市  袋井市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成17年04月01日   

愛知県  一宮市  一宮市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成20年10月01日    

愛知県  春日井市  春日井市廃棄物の減量及び適正

処理に関する条例  

平成21年04月01日  ・20万円以下の罰金  
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都道府県  市町村名  名称  導入時期 罰則内容 

愛知県  豊川市  豊川市廃棄物の減量及び適正処

理に関する条例  

平成22年10月01日  ・5万円の過料  

愛知県  安城市  安城市廃棄物の減量及び適正処

理に関する条例  

平成22年09月30日  ・20万円以下の罰金  

愛知県  小牧市  小牧市廃棄物の減量化､資源化

及び適正処理に関する条例  

平成20年04月01日  

愛知県  東海市  東海市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成21年04月01日  

愛知県  大府市  「健康都市おおぶ｣みんなで美

しいまちをつくる条例  

平成22年04月01日  ・5万円以下の罰金  

愛知県  高浜市  高浜市みんなでまちをきれいに

しよう条例  

平成21年04月01日  ・10万円以下の罰金  

愛知県  東浦町  東浦町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成17年04月01日  

三重県  四日市市  四日市市廃棄物の減量及び適正

処理に関する条例  

平成22年08月01日  ・20万円以下の罰金  

三重県  名張市  伊賀南部環境衛生組合廃棄物の

処理及び清掃に関する条例  

平成20年10月01日  

三重県  伊賀市  伊賀市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成21年02月01日  ・20万円以下の罰金  

三重県  紀宝町  紀宝町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成18年01月10日  

滋賀県  大津市  大津市廃棄物の処理及び再利用

の促進並びに環境の美化に関す

る条例  

平成16年03月23日  

滋賀県  草津市  草津市廃棄物の適正処理および

再利用ならびに環境美化に関す

る条例  

平成20年04月01日  

滋賀県  高島市  高島市廃棄物の処理および清掃

に関する条例  

平成20年12月25日  

京都府  福知山市  福知山市廃棄物の処理及び清掃

に関する条例  

平成21年04月01日  

京都府  舞鶴市  舞鶴市廃棄物の減量化及び適正

処理等に関する条例  

平成06年10月01日  

京都府  和束町  和束町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成10年10月01日  

大阪府  高槻市  高槻市廃棄物の減量及び適正処

理等の推進に関する条例  

平成18年04月01日  ・氏名の公表  

大阪府  茨木市  茨木市廃棄物の減量及び適正処

理に関する条例  

平成19年10月01日  ・20万円以下の罰金  

大阪府  八尾市  八尾市廃棄物の減量及び適正処

理に関する条例  

平成16年12月27日  

大阪府  寝屋川市  寝屋川市廃棄物の減量及び適正

処理に関する条例  

平成21年01月01日  

大阪府  河内長野市  河内長野市廃棄物の減量化､資

源化及び適正処理等に関する条

例  

平成20年10月01日  ・20万円以下の罰金  

大阪府  泉南市  泉南市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例 15条(4項)  平成20年04月01日  

大阪府  阪南市  阪南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例  平成18年04月01日  

兵庫県  篠山市  篠山市廃棄物の処理および清掃

に関する条例  

平成22年10月01日  ・20万円以下の罰金  

・氏名の公表  

奈良県  橿原市  橿原市廃棄物の処理及び再利用

の促進に関する条例  

平成16年04月01日  

奈良県  宇陀市  宇陀市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成18年01月01日  
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奈良県  上牧町  上牧町廃棄物の処理及び再利用

の促進に関する条例  

平成20年07月01日  

和歌山県  和歌山市  和歌山市廃棄物の減量推進及び

適正処理に関する条例  

平成22年04月01日  

和歌山県  岩出市  岩出市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成20年06月27日  ・20万円以下の罰金  

和歌山県  串本町  串本町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成19年04月01日  

鳥取県  米子市  米子市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成19年04月01日  ・20万円以下の罰金  

鳥取県  境港市  境港市廃棄物の処理及び再利用

に関する条例  

平成21年04月01日  ・20万円以下の罰金  

岡山県  岡山市  岡山市廃棄物の減量及び適正処

理に関する条例  

平成17年07月01日  ・5万円以下の過料  

広島県  広島市  広島市資源ごみの持ち去り行為

に対する指導等要綱  

平成18年04月01日  

広島県  呉市  呉市廃棄物の処理及び清掃に関

する条例  

平成17年11月01日  

広島県  竹原市  竹原市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成22年04月01日  

広島県  福山市  福山市廃棄物の処理及び再生利

用等に関する条例  

平成18年04月01日  ・氏名等の公表  

広島県  三次市  三次市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成20年04月01日  

広島県  東広島市  東広島市廃棄物の処理､清掃等

に関する条例  

平成16年12月28日  

広島県  熊野町  熊野町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成20年04月01日  ・運搬禁止命令  

・20万円以下の罰金  

山口県  下関市  下関市廃棄物の減量及び適正処

理等に関する条例  

平成16年12月17日  ・20万円以下の罰金  

山口県  山口市  山口市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成20年10月01日  

山口県  下松市  下松市廃棄物の適正処理及び清

掃に関する条例  

平成16年04月01日  

山口県  周南市  周南市廃棄物の減量及び適正処

理等に関する条例  

平成15年04月21日  

山口県  山陽小野田市  山陽小野田市廃棄物の処理及び

清掃に関する条例  

平成17年03月22日  

山口県  田布施町  田布施町廃棄物の処理及び清掃

に関する条例  

平成15年12月24日  

山口県  平生町  平生町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成15年12月24日  

徳島県  阿南市  阿南市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成18年03月20日  

徳島県  那賀町  那賀町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成20年04月01日  

徳島県  北島町  北島町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成19年04月01日  

香川県  高松市  高松市資源ごみ持ち去り防止要

綱  

平成21年04月01日  

愛媛県  松山市  松山市廃棄物の減量及び適正処

理等に関する条例  

平成21年01月01日  ・20万円以下の罰金  

愛媛県  新居浜市  新居浜市廃棄物の処理及び清掃

に関する条例・規則  

平成21年10月01日  ・20万円以下の罰金  

愛媛県  四国中央市  四国中央市廃棄物の処理及び清

掃に関する条例  

平成21年04月01日  ・20万円以下の罰金  
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愛媛県  東温市  東温市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成21年07月01日  ・20万円以下の罰金  

愛媛県  砥部町  砥部町廃棄物の減量及び適正処

理等に関する条例  

平成21年07月01日  

高知県  南国市  南国市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成21年07月01日  ・20万円以下の罰金  

福岡県  田川市  田川市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成19年10月01日  

福岡県  遠賀町  廃棄物の減量推進及び適正処理

等に関する条例  

平成19年04月01日  

佐賀県  佐賀市  佐賀市廃棄物の減量推進及び適

正処理等に関する条例  

平成21年01月01日  ・20万円以下の罰金  

熊本県  熊本市  熊本市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成19年10月01日  ・20万円以下の罰金  

熊本県  嘉島町  嘉島町一般廃棄物の処理及び清

掃に関する条例  

平成18年03月09日  

熊本県  芦北町  芦北町一般廃棄物処理条例  平成17年01月01日  

大分県  国東市  国東市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成22年01月01日  ・20万円以下の罰金  

宮崎県  宮崎市  宮崎市資源物持ち去り防止要綱  平成20年06月01日  

宮崎県  延岡市  延岡市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例 及び 施行規則  

平成21年01月01日  

宮崎県  日向市  日向市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例施行規則  

平成18年03月31日  

宮崎県  西都市  西都市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成16年06月30日  

宮崎県  新富町  新富町廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

昭和52年04月01日  

宮崎県  高千穂町  西臼杵郡衛生組合廃棄物の処理

及び清掃に関する条例  

昭和47年04月01日  

鹿児島県  鹿児島市  鹿児島市廃棄物の処理及び清掃

に関する条例  

平成20年07月01日  ・20万円以下の罰金  

鹿児島県  鹿屋市  鹿屋市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成22年04月01日  ・20万円以下の罰金  

鹿児島県  指宿市  指宿市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例  

平成20年12月26日  ・20万円以下の罰金  

鹿児島県  垂水市  垂水市廃棄物の適正処理､減量

化､資源化等に関する条例  

平成20年07月01日  ・20万円以下の罰金  

沖縄県  沖縄市  沖縄市廃棄物の減量及び適正処

理等に関する条例  

平成21年07月01日  ・1万円以下の過料  
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