
    「各種事務事業の取扱い」

　14 環境分科会 長岡市・与板町合併協議会

項番
事務事業

コード 各　種　事　務　事　業 変更 分類 調　　　　整　　　　方　　　　針　　　　案

194 020106 ごみステーション設置補助事業 合併時に統一 長岡市の制度に統一する｡

195 020201 生ごみ処理機器設置補助事業 合併時に統一 長岡市の制度に統一する。

196 020202 資源回収奨励事業 合併時に統一 長岡市の制度に統一する｡

197 020101 ごみの分別収集 合併後に統一 長岡市の制度に統一する。ただし、平成19年度までは現行どおりとする。

198 020104 家庭ごみ処理手数料 合併後に統一 長岡市の制度に統一する。ただし、平成19年度までは現行どおりとする。

199 020105 事業ごみ処理手数料 合併後に統一 新たな料金に統一する。ただし、平成19年度までは現行どおりとする。

200 020301 し尿汲取り手数料 合併後に統一 新たな料金に統一する。ただし、平成19年度までは現行どおりとする。
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各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・与板町合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

194 データ基準日 平成16年 4月 1日

１４ ０２ ０１ ０６

　・折りたたみ式収納枠　価格の1/2以内 　・ごみ箱新設及び修理　購入費の2/3以内
　・上記以外収納枠　　　価格の1/2以内　　 　・資源ごみ分別収納庫箱新設　

　　　　　　　　　　　　購入費の2/3以内
                       5万5千円限度

　・折りたたみ式収納枠　　424台 11 台
　・上記以外収納枠　　　　 39台　　 　・ごみ箱新設 6台

(3)予算額 310 千円 　・ごみ箱修繕 1台
(3)予算額 6,510 千円 　・資源ごみ分別収納庫箱新設　 0台

(3)予算額 275 千円

(1)予算額 152 千円

9 台 2 台 0 台

(3)予算額 300 千円 (3)予算額 200 千円 (3)予算額 100 千円

１ごみ箱等設置事業補助金交付要綱

(1)補助率

(2)平成15年度実績

　・設置費の1/2以内　　3万円限度 　・設置費の1/2以内　　10万円限度 　・設置費の3/4以内　　10万円限度

(2)平成15年度実績

※設置基準は、ごみステーション設置等に関す
る指導要綱による。

(2)平成15年度実績 (2)平成15年度実績 (2)平成15年度実績

(1)補助率 (1)補助率 (1)補助率
　・集落ごみ集積事業(新設、増設、修繕)

(2)平成15年度実績

三　　島　　町 山　　古　　志　　村

                       10万円限度

　・設置費の1/2以内　　8万円限度
(1)補助率 (1)補助率

各 種 事 務 事 業

長　　岡　　市 与　　板　　町

環境 廃棄物対策 ごみ処理 ごみステーション設置補助事業

中　　之　　島　　町 越　　路　　町

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目

１ごみステーション等整備事業補助金交付要綱 なし １ごみステーション等整備事業補助金交付要綱

１環境衛生事業費補助金交付要綱 １ごみ収集箱設置事業補助金交付要綱 １生ごみ格納施設整備助成事業実施要綱

調　整　方　針　案課　　　　　　題

　長岡市の制度に統一する｡

２薬剤給付事業
　・ごみステ―ションの衛生管理のための薬剤
給付

小　　国　　町



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・与板町合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

195 データ基準日 平成16年 4月 1日

１４ ０２ ０２ ０１

103 台 0 台 35 台 3 台
314 台 11 台 6 台

(3)予算額 15,540 千円 (3)予算額 330 千円 (3)予算額 1,290 千円 (3)予算額 249 千円
540 千円 30 千円

15,000 千円 300 千円

なし 　長岡市の制度に統一する｡　

8 台 0 台
42 台

台
(3)予算額 1,230 千円 (3)予算額 0 千円

30 千円 　　要綱はあるが、予算措置していない。
1,200 千円

　・電動生ごみ処理機　1/2以内　３万円限度

(2)平成15年度実績
　・たい肥化容器
　・電動生ごみ処理機

生ごみ処理器設置事業補助金交付要綱

(1)補助率
　・たい肥化容器　　　1/2以内　３千円限度

三　　島　　町

環境衛生事業費補助金交付要綱

　・電動生ごみ処理機　1/2以内　３万円限度

(2)平成15年度実績
　・たい肥化容器

　・たい肥化容器(バケツ)     0

(2)平成15年度実績
　・たい肥化容器

　・たい肥化容器
　・電動生ごみ処理機

　・電動生ごみ処理機

(1)補助率
　・たい肥化容器　　　1/2以内　３千円限度

　・たい肥化容器(バケツ) 1/2以内　１千円限度

生ごみ処理器等設置費助成要綱

(1)補助率
　・たい肥化容器　　　1/2以内　３千円限度

(2)平成15年度実績

　・電動生ごみ処理機
　・たい肥化容器

(1)補助率

　・電動生ごみ処理機　1/2以内　３万円限度

調　整　方　針　案課　　　　　　題小　　国　　町

中　　之　　島　　町 越　　路　　町

　・電動生ごみ処理機　1/2以内　３万円限度

山　　古　　志　　村

　・電動生ごみ処理機

(2)平成15年度実績

生ごみ処理機器設置補助金交付要綱 生ごみ処理器設置事業補助金交付要綱 生ごみ処理機器設置補助金交付要綱

環境 廃棄物対策 減量・リサイクル 生ごみ処理機器設置補助事業

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業

　・たい肥化容器

長　　岡　　市 与　　板　　町

　・たい肥化容器　　　1/2以内　３千円限度　・たい肥化容器　　　1/2以内　３千円限度 　・たい肥化容器　　　1/2以内　３千円限度
(1)補助率 (1)補助率

　・電動生ごみ処理機　1/2以内　３万円限度

(2)平成15年度実績

　・たい肥化容器
　・電動生ごみ処理機

　・電動生ごみ処理機　・たい肥化容器

　・電動生ごみ処理機



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・与板町合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

196 データ基準日 平成16年 4月 1日

１４ ０２ ０２ ０２

なし なし なし

531 団体

5 円/㎏

・雑誌類 5 円/㎏
・新聞 3 円/㎏
・段ボール 4 円/㎏

(5)予算額 29,089 千円

奨励金交付要綱なし なし なし

7 団体

8 円/㎏

   なし

(5)予算額 800 千円

調　整　方　針　案課　　　　　　題小　　国　　町

(1)資源回収対象物

長岡市の制度に統一する｡

(2)資源回収団体（平成15年度実績）

(3)回収団体奨励金（平成16年度単価)

(4)回収業者奨励金

　・古紙類

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業
環境 廃棄物対策 減量・リサイクル 資源回収奨励事業　　　

長　　岡　　市 与　　板　　町

　・古紙類、金属類、空きビン、古繊維

中　　之　　島　　町 越　　路　　町

(2)資源回収団体（平成15年度実績）

資源回収奨励金交付要綱

(1)資源回収対象物

(4)回収業者奨励金（平成16年度単価)

(3)回収団体奨励金（平成16年度単価)

三　　島　　町 山　　古　　志　　村



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・与板町合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

197(1) データ基準日 平成16年 4月 1日

１４ ０２ ０１ ０１

・収集対象人員 全市民 ・収集対象人員 全町民 ・収集対象人員 全町民 ・収集対象人員 全町民
・収集区域 全市域 ・収集区域 全町域 ・収集区域 全町域 ・収集区域 全町域
・収集率 100% ・収集率 100% ・収集率 100% ・収集率 100%
・収集体制 直営・委託 ・収集体制 委託 ・収集体制 委託 ・収集体制 委託
・委託業者 16社 ・委託業者 2社 ・委託業者 1社 ・委託業者 2社

　方式… 　方式… 　方式… 　方式…
・ ｽﾃｰｼｮﾝ数 3,629 か所 ・ ｽﾃｰｼｮﾝ数 210 か所 ・ ｽﾃｰｼｮﾝ数 160 か所 ・ ｽﾃｰｼｮﾝ数 165 か所
・ 拠点数 31 か所 ・ 拠点数 1 か所 ・ 拠点数 24 か所 ・ 拠点数 41 か所

　種別… 　種別… 　種別… 　種別…

418,060 千円 27,289 千円 57,286 千円 25,535 千円
138,600 千円(直営分を委託換算)

可燃ごみ 71,157 ｔ 可燃ごみ 3,530 ｔ 可燃ごみ 3,486 ｔ 可燃ごみ 1,986 ｔ
不燃ごみ ｔ 不燃ごみ 208 ｔ 不燃ごみ 621 ｔ 不燃ごみ 173 ｔ
粗大ごみ ｔ 粗大ごみ 80 ｔ 粗大ごみ 114 ｔ 粗大ごみ 73 ｔ
資源物 2,622 ｔ 資源物 196 ｔ 資源物 159 ｔ 資源物 125 ｔ
古紙 2,788 ｔ 古紙 394 ｔ 古紙 221 ｔ 古紙 360 ｔ

ｔ ｔ ｔ ｔ
合計 87,373 ｔ 合計 4,408 ｔ 合計 4,601 ｔ 合計 2,717 ｔ

・収集対象人員 全町民 ・収集対象人員 全村民 ・収集対象人員 全町民
・収集区域 全町域 ・収集区域 全村域 ・収集区域 全町域
・収集率 100% ・収集率 100% ・収集率 100%
・収集体制 委託 ・収集体制 委託 ・収集体制 委託
・委託業者 1社 ・委託業者 2社 ・委託業者 2社

・車両台数　

　方式… 　方式… 　方式…
・ ｽﾃｰｼｮﾝ数 184 か所 ・ ｽﾃｰｼｮﾝ数 32 か所 ・ ｽﾃｰｼｮﾝ数 93 か所
・ 拠点数 0 か所 ・ 拠点数 0 か所 ・ 拠点数 34 か所

　種別… 　種別… 　種別…

31,238 千円 21,411 千円 14,284 千円

可燃ごみ 2,331 ｔ 可燃ごみ 425 ｔ 可燃ごみ 1,563 ｔ
不燃ごみ 407 ｔ 不燃ごみ 23 ｔ 不燃ごみ 121 ｔ
粗大ごみ 77 ｔ 粗大ごみ 5 ｔ 粗大ごみ 70 ｔ
資源物 76 ｔ 資源物 31 ｔ 資源物 120 ｔ
古紙 0 ｔ 古紙 0 ｔ 古紙 175 ｔ

ｔ プラ 15 ｔ ｔ
合計 2,891 ｔ 合計 499 ｔ 合計 2,049 ｔ

可燃・不燃・粗大・資源
　　※ 詳細は、（その２）を参照

〇ごみ収集委託料（16年度予算額)

・処理施設への搬入量（15年度実績）

・車両台数　
　パッカー車5台 トラック1台
〇収集方式及び種別

ステーション方式による分別収集

三　　島　　町

・処理施設への搬入量（15年度実績）

〇収集方式及び種別
　パッカー車２台　トラック１台

・車両台数　 ・車両台数

〇収集方式及び種別
　ﾊﾟｯｶｰ車(4t,2t車)2台、ﾀﾞﾝﾌﾟ深ﾎﾞﾃﾞｨ2t車1台 　パッカー車2台、ｸﾚｰﾝ付トラック1台

小　　国　　町

〇ごみ収集委託料（16年度予算額)

・処理施設への搬入量（15年度実績） ・処理施設への搬入量（15年度実績）

〇ごみ収集委託料（16年度予算額)

山　　古　　志　　村

各 種 事 務 事 業

長　　岡　　市 与　　板　　町

環境 廃棄物対策 ごみ処理 ごみの分別収集（その１）

中　　之　　島　　町 越　　路　　町

〇収集方式及び種別

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目

　パッカー車30台（４t車）直営11台、委託19台
・車両台数 ・車両台数　 ・車両台数　　

　パッカー車3台 ､クレーン車1台､トラック3台 　パッカー車4台､ユニック車1台､トラック1台

長岡市の制度に統一する。ただし、平成19年
度までは現行どおりとする。

ステーション方式による分別収集

　　※ 詳細は、（その２）を参照

可燃・不燃・粗大・資源
　　※ 詳細は、（その２）を参照

〇収集方式及び種別

課　　　　　　題 調　整　方　針　案

・処理施設への搬入量（15年度実績）

ステーション方式による分別収集

可燃・不燃・粗大・資源

〇ごみ収集委託料（16年度予算額概算※)

　　※ 詳細は、（その２）を参照
可燃・不燃・粗大・資源

　　※ 詳細は、（その２）を参照

10,806

〇ごみ収集委託料（16年度予算額) 〇ごみ収集委託料（16年度予算額)

ステーション方式による分別収集 ステーション方式による分別収集

可燃・不燃・粗大・資源・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
　　※ 詳細は、（その２）を参照 　　※ 詳細は、（その２）を参照

〇収集方式及び種別 〇収集方式及び種別
ステーション方式による分別収集 ステーション方式による分別収集

〇ごみ収集委託料（16年度予算額)

可燃・不燃・粗大・資源 可燃・不燃・可燃粗大・不燃粗大･
資源

・処理施設への搬入量（15年度実績）・処理施設への搬入量（15年度実績）



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・与板町合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

197(2) データ基準日 平成16年10月 1日

１４ ０２ ０１ ０１

【家庭ごみ】 【家庭ごみ】 【家庭ごみ】 【家庭ごみ】
[収集品目] [収集回数] [収集方式] [収集品目] [収集回数] [収集方式] [収集品目] [収集回数] [収集方式] [収集品目] [収集回数] [収集方式]
可燃ごみ 週３回 ｽﾃｰｼｮﾝ 可燃ごみ 週３回 ｽﾃｰｼｮﾝ 可燃ごみ 週３回 ｽﾃｰｼｮﾝ 可燃ごみ 週３回 ｽﾃｰｼｮﾝ
不燃ごみ 月２回 ｽﾃｰｼｮﾝ 不燃ごみ 週１回 ｽﾃｰｼｮﾝ 不燃ごみ 月２回 ｽﾃｰｼｮﾝ 不燃ごみ 月１回 ｽﾃｰｼｮﾝ
粗大ごみ 粗大ごみ ２月１回 ｽﾃｰｼｮﾝ 粗大ごみ 粗大ごみ 月１回 ｽﾃｰｼｮﾝ ※コール収集
びん びん びん びん
缶 週１回 ｽﾃｰｼｮﾝ 缶 月２回 ｽﾃｰｼｮﾝ 缶 週１回 ｽﾃｰｼｮﾝ 缶 月２回 拠点
ペットボトル ペットボトル ペットボトル ペットボトル

発泡ｽﾁﾛｰﾙ､白ﾄﾚｲ 発泡ｽﾁﾛｰﾙ､白ﾄﾚｲ
新聞 新聞 新聞 新聞
雑誌・チラシ類 月２回 ｽﾃｰｼｮﾝ 雑誌・チラシ類 月２回 ｽﾃｰｼｮﾝ 雑誌・チラシ類 月２回 拠点 雑誌・チラシ類 月２回 拠点
段ボール 段ボール 段ボール 段ボール
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器包装材 週１回 ｽﾃｰｼｮﾝ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器包装材 月２回 ｽﾃｰｼｮﾝ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器包装材 週１回 ｽﾃｰｼｮﾝ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器包装材 月２回 拠点
枝葉・草 週１回 ｽﾃｰｼｮﾝ 枝葉・草 × × 枝葉・草 月２回 ｽﾃｰｼｮﾝ 枝葉・草 × ×
紙パック × × 紙パック × × 紙パック × × 紙パック 月２回 拠点

古布 月２回 拠点
乾電池 随時 拠点 乾電池 × × 乾電池 月２回 拠点 乾電池 × ×
蛍光管類 月２回 ｽﾃｰｼｮﾝ 蛍光管類 × × 蛍光管類 月２回 ｽﾃｰｼｮﾝ 蛍光管類 × ×

【事業ごみ】 【事業ごみ】 【事業ごみ】 【事業ごみ】
可燃ごみ 週３回 ｽﾃｰｼｮﾝ 可燃ごみ 　　持込、 清掃ｾﾝﾀｰ 可燃ごみ 週３回 ｽﾃｰｼｮﾝ 可燃ごみ 　　持込、 清掃ｾﾝﾀｰ
不燃ごみ 月２回 ｽﾃｰｼｮﾝ 不燃ごみ 　　持込、 清掃ｾﾝﾀｰ 不燃ごみ 月２回 ｽﾃｰｼｮﾝ 不燃ごみ 　　持込、 清掃ｾﾝﾀｰ
粗大ごみ × × 粗大ごみ 　　持込、 清掃ｾﾝﾀｰ 粗大ごみ × × 粗大ごみ 　　持込、 清掃ｾﾝﾀｰ

【家庭ごみ】 【家庭ごみ】 【家庭ごみ】
[収集品目] [収集回数] [収集方式] [収集品目] [収集回数] [収集方式] [収集品目] [収集回数] [収集方式]
可燃ごみ 週３回 ｽﾃｰｼｮﾝ 可燃ごみ 週３回 ｽﾃｰｼｮﾝ 可燃ごみ 週２回 ｽﾃｰｼｮﾝ
不燃ごみ 月２回 ｽﾃｰｼｮﾝ 不燃ごみ 月１回 ｽﾃｰｼｮﾝ 不燃ごみ 月１回 ｽﾃｰｼｮﾝ
粗大ごみ 月１回 ｽﾃｰｼｮﾝ 粗大ごみ 月１回 ｽﾃｰｼｮﾝ 粗大ごみ 年３回 指定場所
びん びん びん 月１回 指定場所
缶 週１回 ｽﾃｰｼｮﾝ 缶 月１回 ｽﾃｰｼｮﾝ 缶
ペットボトル ペットボトル 月１回 ｽﾃｰｼｮﾝ ペットボトル 月２回 指定場所

新聞 新聞 新聞
雑誌・チラシ類 月２回 拠点 雑誌・チラシ類 × × 雑誌・チラシ類 月１回 指定場所
段ボール 段ボール 段ボール (4～12月)
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器包装材 週１回 ｽﾃｰｼｮﾝ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器包装材 月１回 ｽﾃｰｼｮﾝ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器包装材 月２回 指定場所
枝葉・草 週１回 ｽﾃｰｼｮﾝ 枝葉・草 × × 枝葉・草 × ×
紙パック × × 紙パック × × 紙パック 古紙と同じ 指定場所

乾電池 月２回 ｽﾃｰｼｮﾝ 乾電池 × × 乾電池 月１回 ｽﾃｰｼｮﾝ
蛍光管類 月２回 ｽﾃｰｼｮﾝ 蛍光管類 × × 蛍光管類 × ×

【事業ごみ】 【事業ごみ】 【事業ごみ】
可燃ごみ 週３回 ｽﾃｰｼｮﾝ 可燃ごみ 週３回 ｽﾃｰｼｮﾝ 可燃ごみ
不燃ごみ 月２回 ｽﾃｰｼｮﾝ 不燃ごみ 　　持込、 大原 不燃ごみ 　　持込、 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ
粗大ごみ × × 粗大ごみ 　　持込、 時水､大原 粗大ごみ

中　　之　　島　　町 越　　路　　町

環境 廃棄物対策 ごみ処理

長　　岡　　市

ごみの分別収集（その２）

調　整　方　針　案課　　　　　　題小　　国　　町

与　　板　　町

　電話等で事前に申込みを受けて、玄関先まで
伺う戸別収集のこと。

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業

長岡市の制度に統一する。ただし、平成19年度
までは現行どおりとする。

コール収集※ コール収集※

三　　島　　町 山　　古　　志　　村



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・与板町合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

198 データ基準日 平成16年10月 1日

１４ ０２ ０１ ０４

実施年月日 実施年月日

①家庭ごみ指定袋 ①家庭ごみ指定袋 ※長岡市に準ずる。
種  類 金  額 ②持込料金 (処理施設へ直接持込の場合) 種  類 金  額 ②持込料金 (処理施設へ直接持込の場合)

４０ℓ １０枚入り ５２０円 ４０ℓ １０枚入り ５２０円
２５ℓ １０枚入り ３２０円 200kg～500kgまで　1,000円 ２５ℓ １０枚入り ３２０円 200kg～500kgまで　1,000円
１０ℓ １０枚入り １３０円 500kg～1tまで　　 2,000円 １０ℓ １０枚入り １３０円 500kg～1tまで　　 2,000円
５０ℓ １０枚入り ６５０円 1t以上500kg単位 　1,000円 ５０ℓ １０枚入り ６５０円 1t以上500kg単位 　1,000円
２５ℓ １０枚入り ３２０円 ２５ℓ １０枚入り ３２０円
１０ℓ １０枚入り １３０円 １０ℓ １０枚入り １３０円

粗大ごみ １００円券 ２００円券 平均２００円 粗大ごみ １００円券 ２００円券 平均２００円

②持込料金 (処理施設へ直接持込の場合) ②持込料金 (処理施設へ直接持込の場合)
100kgまで  300円 100kgまで  300円 

　【歳入】　 186,820 千円 　【歳入】　 10,110 千円
　【歳出】　 90,769 千円 　【歳出】　 5,449 千円

実施年月日
実施年月日

①家庭ごみ指定袋 ※長岡市に準ずる。
種  類 金  額

４０ℓ １０枚入り ５２０円 種  類 金  額
２５ℓ １０枚入り ３２０円 ４５ℓ １０枚で ５００円
１０ℓ １０枚入り １３０円 ３５ℓ １０枚で ４００円
５０ℓ １０枚入り ６５０円 １５ℓ １０枚で ３００円
２５ℓ １０枚入り ３２０円 ４５ℓ １０枚で ５００円
１０ℓ １０枚入り １３０円 ３５ℓ １０枚で ４００円

粗大ごみ １００円券 ２００円券 平均２００円 １５ℓ １０枚で ３００円
粗大ごみ １個あたり シール ２００円

②持込料金 (処理施設へ直接持込の場合)
100kgまで  300円 

　【歳入】　 7,814 千円

　【歳出】　 2,237 千円
　【歳入】　 2,830 千円
　【歳出】　 2,858 千円

①家庭ごみの指定袋制  予定なし

(2)実施に向けた取り組み

燃えるごみ

大きさ等

(2)実施に向けた取り組み

(1)家庭ごみ有料化実施状況（予定含む）

燃えないごみ

家庭ごみ指定袋（販売は、２０枚入り)
大きさ等

大きさ等

100kg超える場合10kg単位 30円

大きさ等

平成15年度　廃棄物条例の改正、住民説明会
平成16年度　住民説明会、新たな分別収集の実
施

(1)家庭ごみ有料化実施状況

100kg超える場合10kg単位 30円

(2)実施に向けた取り組み

燃やすごみ

燃えないごみ

燃やさないごみ

200kgまで　　　　 　300円

　現在考えていない。

・平成16年度実施の方向で､平成14年度以降、
　住民に対するＰＲを行っている。

(3)平成16年度予算額

山　　古　　志　　村

(2)実施に向けた取り組み

(2)実施に向けた取り組み

100kg超える場合10kg単位 30円　現在考えていない。

200kgまで　　　　 　300円
燃えるごみ

燃えないごみ

　現在考えていない。

(2)実施に向けた取り組み
・平成15年度　廃棄物条例の改正
・平成16年度　５月より住民説明会を実施

(1)家庭ごみ有料化実施状況（予定含む） (1)家庭ごみ有料化実施状況 (1)家庭ごみ有料化実施状況（予定含む）
①家庭ごみの指定袋制  予定なし

長　　岡　　市 与　　板　　町中　　之　　島　　町 越　　路　　町

(1)家庭ごみ有料化実施状況
平成16年10月1日 平成16年10月1日

環境 廃棄物対策 ごみ処理 家庭ごみ処理手数料

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業

調　整　方　針　案課　　　　　　題小　　国　　町

(3)平成16年度予算額

三　　島　　町

(3)平成16年度予算額

燃えるごみ

※家庭ごみの費用負担の公平化を図るため、料
金を統一する方向で検討する必要があるが､そ
のためには住民説明会の開催など住民の理解と
協力を得るための時間が必要なため、経過期間
を置き、合併後に統一する。

長岡市の制度に統一する。ただし、平成19年度ま
では現行どおりとする。

(1)家庭ごみ有料化実施状況

平成12年5月1日

(2)平成16年度予算額

  予定なし平成16年10月1日



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・与板町合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

199 データ基準日 平成16年10月 1日

１４ ０２ ０１ ０５

①処理施設への持込 ①処理施設への持込
100kg単位  800円 100kg単位  800円 
100kg超える場合10kg単位 80円 100kg超える場合10kg単位 80円

②少量の場合、指定袋でステーション収集 ②少量の場合、指定袋でステーション収集
種  類 金  額 種  類 金  額

４０ℓ 10枚入り 1,700円 ４０ℓ 10枚入り 1,700円
２５ℓ 10枚入り 1,100円 　三島郡清掃センター組合分 ２５ℓ 10枚入り 1,100円 　三島郡清掃センター組合分

　【歳入】 3,126 千円 　【歳入】 1,234 千円
(2)平成16年度予算額 　　　・直接搬入   3,126 千円 　　　・直接搬入   1,234 千円
　①長岡市単独分 (2)平成16年度予算額
　【歳入】 50,076 千円
　・ごみ袋売上　　　　 14,076 千円 　【歳入】　 581 千円
　・直接搬入（焼却灰） 36,000 千円
　【歳出】　 1,623 千円 　【歳出】　 90 千円
　　　・ごみ袋販売委託料
　②長岡地区衛生処理組合分
　【歳入】 195,192 千円
　　　・ごみ袋売上　　　　　　3,192千円
　　　・直接搬入　　　　　　192,000千円
　【歳出】 1,278 千円
　　　・ごみ袋購入　　　　　　684千円
　　　・ごみ袋販売委託料　　　594千円

①処理施設への持込
100kg単位  800円 
100kg超える場合10kg単位 80円

②少量の場合、指定袋でステーション収集
種  類 金  額

４０ℓ 10枚入り 1,700円
２５ℓ 10枚入り 1,100円 　　　ごみ処理手数料 3,340 千円

(2)平成16年度予算額

　【歳入】 577 千円
　　　・一般廃棄物事業系処理手数料

　【歳出】　 79 千円
　　　・事業系廃棄物処理依頼袋販売手数料

大きさ等

燃えるごみ・
燃えないごみ

大きさ等

燃やすごみ・
燃やさないご
み

500kg～1tまで　　 2,000円

大きさ等

燃えるごみ・
燃えないごみ

1t以上500kg単位 　1,000円

(2)平成16年度予算額

調　整　方　針　案課　　　　　　題

(2)平成16年度予算額

(1)事業系ごみ処理手数料　10kg単位　50円
新たな料金に統一する。ただし、平成19年度ま
では現行どおりとする。

※事業ごみの費用負担の公平化を図るため、料
金を統一する方向で検討する必要があるが､そ
のためには事業者への説明会の開催など理解を
得るための時間が必要なため、経過期間を置
き、合併後に、最新のデータ（処理経費)によ
り手数料を算出し統合する。

　【歳入】 

小　　国　　町

大 項 目 （分科会）

(1)事業系ごみ処理手数料　100kgまで　300円

長　　岡　　市 与　　板　　町

(1)事業系ごみ処理手数料(平成16年10月から)

(2)平成16年度予算額

三　　島　　町 山　　古　　志　　村

中　　之　　島　　町

環境 廃棄物対策 ごみ処理 事業ごみ処理手数料

(1)事業系ごみ処理手数料(平成16年10月から)

500kg～1tまで　　 2,000円
1t以上500kg単位 　1,000円

各 種 事 務 事 業中 項 目 小 項 目

越　　路　　町

(1)事業系ごみ処理手数料　
200kgまで　　　　 　300円
200kg～500kgまで　1,000円

(1)事業系ごみ処理手数料(平成16年10月から)
200kgまで　　　　 　300円
200kg～500kgまで　1,000円

(1)事業系ごみ処理手数料　



各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡市・与板町合併協議会）

作成日　　　 平成17年 1月21日

200 データ基準日 平成16年 4月 1日

１４ ０２ ０３ ０１

歳出 40,559 千円 歳出 0 千円 歳出 2,800 千円 歳出 0 千円

10ℓ 70 円 10ℓ 55 円 10ℓ 70 円 10ℓ 55 円
歳入 25,900 千円 歳入 0 千円 歳入 2,800 千円 歳入 0 千円

歳出 1,750 千円 歳出 0 千円 歳出 0 千円

10ℓ 70 円 10ℓ 55 円 10ℓ 約 67 円
歳入 1,750 千円 歳入 0 千円

　・し尿収集運搬業務補助金 歳入 0 千円
0 千円

　・し尿汲取り手数料

※三島郡清掃センター組合でし尿の収集・処理
を行っている｡

〇し尿収集
　・し尿収集形態　　　　　許可（１社1台）

　・し尿収集委託料（16年度予算額）

※小千谷地域広域事務組合でし尿の収集・処理
を行っている｡

※柏崎地域広域事務組合でし尿の収集・処理を
行っている｡

※長岡地区衛生処理組合でし尿の処理を行って
いる｡

　・し尿汲取り手数料

　　　　　　　（実際は、18ℓ　120円）

　・し尿汲取り手数料

三　　島　　町 山　　古　　志　　村

※三島郡清掃センター組合でし尿の収集・処理
を行っている｡

※長岡地区衛生処理組合でし尿の処理を行って
いる｡

※長岡地区衛生処理組合でし尿の処理を行って
いる｡

　・し尿汲取り手数料 　・し尿汲取り手数料 　・し尿汲取り手数料

　・し尿収集委託料（16年度予算額） 　・し尿収集委託料（16年度予算額） 　・し尿収集委託料（16年度予算額）

　・し尿収集形態　　　　　委託（1組合3台） 　・し尿収集形態　　　　　許可（１社２台） 　・し尿収集形態　　　　　委託（２社２台）

長　　岡　　市 与　　板　　町中　　之　　島　　町 越　　路　　町

環境 廃棄物対策 し尿処理 し尿汲取り手数料　　　

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業

〇し尿収集 〇し尿収集 〇し尿収集

　・し尿収集形態　　　　　組合へ全面委託

　・し尿収集委託料（16年度予算額）

〇し尿収集

調　整　方　針　案課　　　　　　題小　　国　　町

〇し尿収集

　・し尿収集委託料（16年度予算額）

新たな料金に統一する。ただし、平成19年度ま
では現行どおりとする。

※住民の不公平感を解消するため、全量を新市
内施設で処理し、し尿処理手数料を一律にする
ことが望ましいが、現施設の処理能力を勘案
し、経過期間を置き、合併後に、処理経費に見
合った手数料の改正をする。

　・し尿収集委託料（16年度予算額）

　・し尿汲取り手数料

　・し尿収集形態　　　　　委託（１社１台） 　・し尿収集形態　　　　　許可（１社２台）
〇し尿収集


