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1.1　先進的・重点的な施策

さいたま市 事業系資源物リサイクル事業
ＮＰＯ法人との協働により、事業所から排出される紙ごみ等のリサイクルルートを構築しており、事業系ごみの減量・リ
サイクルの推進を図っている。

熊谷市 熊谷市リサイクル活動推進奨励金 平成２２年１０月より、回収品目に家庭生ごみを追加

川口市 レジ袋の大幅な削減に向けた取り組み

温室効果ガス削減及びごみ減量対策、さらに市民のみなさんの環境に優しいライフスタイルへの転換を目的に、本市
におけるレジ袋の大幅削減について、市民・事業者・関係団体及び行政で構成する「川口市レジ袋削減会議」におい
て協議を実施してきた。さらに、平成２２年６月１日の「川口市レジ袋の大幅な削減に向けた取組の推進に関する条
例」施行に伴い、レジ袋多量使用事業者は、レジ袋削減取組計画書に基づき３年以内にレジ袋辞退率６０％を目指し
た取組を実施している。

行田市 廃食用油回収事業 廃食用油を市民が環境課や粗大ごみ処理場に持ち込み、バイオディーゼル燃料などとして有効利用を図る。

再資源化推進事業
（単一素材プラスチック等）

「破砕ごみ類」として収集し、破砕・金属回収した後に埋立処分していた単一素材プラスチック、
CD・DVD・ビデオテープ等、携帯電話等、使用済みインクカートリッジを資源化するため公共施設に
拠点を設けて回収を行っている。

生ごみ資源化推進事業 家庭から排出された生ごみを自治会等の協力を得て収集し、市内の事業者が堆肥化している。

陶磁器リサイクル推進事業 家庭で不用となった陶磁器や、割れてしまった陶磁器を回収し、道路工事の路盤材として有効利用を図る。

「小型家電製品」の分別収集 「破砕ごみ類」の減量と再資源化を図るため、小型家電製品について、集積所回収を行っている。

飯能市 マイバックマイカゴキャンペーン

ごみ減量施策の一環として店頭での配布レジ袋を減らすため、環境省が進める３R推進月間である10月をマイバッグ・
マイカゴキャンペーン月間とし、商工会議所、市内スーパー等の13店舗でポスター掲示等の協力を依頼した。また、市
内公共施設には、のぼり旗の掲示を依頼した。また、飯能市のイメージキャラクター「夢馬」と共に廃棄物減量等推進
審議会委員が、4店舗で店頭啓発活動を実施した。店舗には、店内放送の協力を併せて依頼した。

緑のリサイクル事業
家庭、公共施設から出る草木類・木製家具をチップ化し、リサイクルする。

降雪被害廃棄物無料受入れ
平成26年2月14、15日の大雪によりカーポート、雨樋、農業用ハウス等の建造物が損壊し、発生した廃棄物の無料受
入れ。

レジ袋削減キャンペーン
自治会や埼玉県等と協力し、市内店舗にて、レジ袋の削減、及びマイバックの推進について啓発活動を行った。

廃食用油リサイクル事業
家庭からの廃食用油を随時公民館等で拠点回収し、有効利用を図っている。

牛乳パック回収事業
市内小中学校の給食で出る牛乳パックを回収し、再生したトイレットペーパーの配布を行った。

事業系ごみ減量
搬入物検査を行い分別の徹底を図る

出前講座
ごみの減量化・資源化のゆくえ

春日部市 生ごみ堆肥作り講習会 家庭から発生する生ごみを堆肥化する方法を市民に学んでもらう機会を提供し、生ごみの減量化・資源化を図る。

剪定枝等リサイクル事業 市処理施設に持ち込まれる剪定枝等を堆肥化し、「もやすごみ」の減量化と資源化を図る。

生ごみリサイクル事業 家庭から排出される生ごみを堆肥化するため分別収集し、有機資源の活用と「もやすごみ」の減量化を図る。

ノーレジ袋デー普及事業 「毎日が、ノーレジ袋デー～出かけるときはマイバック～」を合言葉に、一層のレジ袋削減の啓発活動を実施。

ごみ減量協力店・協力事業所認定制度
ごみの減量・資源化に積極的に取り組んでいる店舗・事業所等を「羽生市ごみ減量協力店・協力事業所」として認定す
ることにより、市民及び事業所のごみ減量・資源化に関する意識の高揚を図り、市内の循環型社会の形成及び地球
環境保全の推進を図る。

ごみ減量研究グループ
市のごみ問題に関し、ごみ減量及びリサイクルの推進のための研究及び研修を行い、積極的かつ先進的な取り組み
を行う人材の育成を図る。

鴻巣市 新・省エネルギー導入推進事業 市民から持ち込まれた廃食用油を、バイオディーゼル燃料へ精製し、有効利用する

ごみ減量説明会
広報やホームページ、リサイクルセンターへの施設見学、町会や自治会等への説明会を通じて、ごみ減量に係る啓発
活動を実施。なお、平成２６年度実績は１２０９名

古着・古布拠点回収事業

洗濯済みの古着等を回収する古着・古布の拠点回収を毎月第二日曜日に環境業務センター、第四土曜日にリサイク
ルセンターで実施している。また平成２６年１２月より、前述の２箇所を含む市内公共施設１３箇所に専用の回収ボック
スを設け、開館中に拠点回収ができるようにした。なお、平成２６年度の回収実績は、約４４．７ｔ。

アルミ缶学校回収事業
児童・生徒自らが各家庭からアルミ缶を回収することで、ごみの分別意識を高め、環境学習の一助とする事業。市内
小中学校３２校で実施している。なお、平成２６年度の回収実績は約４．５ｔ。

越谷市 小型電子機器の分別収集
９月よりピックアップ回収およびBOX回収を開始した。

蕨市 エコキャップと花苗交換事業 年三回、各公民館を会場に、家庭で消費されたペットボトルのキャップを生ごみたい肥で育成された花苗を交換。

具体的な取組内容
市町村

事務組合
名　　　称

草加市

東松山市

本庄市

狭山市

羽生市

所沢市

加須市
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具体的な取組内容
市町村

事務組合
名　　　称

生ごみ堆肥化事業
生ごみ堆肥を用いた姉妹都市との交流事業

フェルトガーデン戸田
リサイクル素材を用いた本庁舎の屋上緑化施設

紙ひもストッカーの配布
古紙の質を向上させるため市独自の紙ひもストッカーを作成・配布

花ロード美女木
美女木地区の市民が中心となった国道２９８号線を彩る植栽活動

マイバッグの販売
ペットボトルを原料としたバッグの作成・販売

入間市 事業系ごみ減量
搬入検査の強化・搬入規制の実施

３Ｒ推進団体協働事業
プラスチック食品容器メーカーの協力によるリサイクルに関する出前授業実施。小学生４５名参加。

３Ｒ推進月間事業（10月）

市役所庁舎へ啓発懸垂幕掲示。
北朝霞駅ローターリー内に啓発横断幕掲示。
朝霞駅電光掲示板に啓発メッセージ表示。
収集委託車両への啓発マグネット貼付。

街頭啓発事業
市内スーパーマーケット店頭にて、ごみ減量・分別促進の啓発物配布およびアンケート調査実施。

紙パック・トイレットペーパー交換制度 ５００ｍｌ以上の紙パック３０枚とトイレットペーパー１ロールを交換

レジ袋辞退統一行動 6月、１０月に市内の店舗、団体の協力を得て実施

志木市余剰品登録制度 不用品（家具等）譲渡の情報提供

新座市 にいざリサイクルせっけん
家庭から出る廃食油を公民館及びマンション（５か所）など市内２２か所で回収を行い、せっけん（粉末・固形）としてリ
サイクルしている。製造・販売は（公社）新座市シルバー人材センターが行っている。

職員出前講座 みんなでつくる循環型社会と題し、ごみ処理の流れから考えるごみの分別とリサイクルという内容で実施

インクカートリッジ里帰り事業 公共施設３箇所に設置し回収

富士見市クリーン作戦
市内の自治会、町会、事業所、学校など、が道路などの公共の場所のごみを広く清掃活動を実施し、地域の環境美化
の啓発を行う

生ごみ水切り推進運動
家庭から排出される生ごみに関し、ごみ減量および生ごみの水切り推進のための啓発グッズの配布や広報を街頭
キャンペーン、ふるさと祭りなどの場で行い、水切りの推進と啓発を行う

集団資源回収
資源古紙・布類を自治会、PTA等が回収し、量に応じ報奨金を支払う

市内一斉清掃
自治会、事業所、各種団体が市内全域で清掃を行う

ごみに関する懇談会
市のごみ処理の現状や分別・減量化の施策等を理解・協力してもらうため、自治会、老人クラブ等の団体を対象に地
域の集会所等で懇談会を開催し、市の現状・施策を説明するとともに地域の状況や意見等を把握している。

ごみ減量実践モデル地区指定事業
ごみの減量化を継続するため、区・自治会をモデル地区として指定し、啓発物資（指定袋等）を配布、ごみ・資源物の
分別ルールを再確認することにより、更なるごみ減量とリサイクルの推進を図る。

せん定枝チップ機貸出事業
ごみ減量の推進を図るため、ごみとして焼却処分されていた家庭から出るせん定枝（家庭の庭木などの枝）を粉砕す
る「せん定枝チップ機」の無料貸し出しを行っている。大・中・小の３機種のチップ機の運搬・引き取りも市で行う。燃料
代は利用者負担。市民・自治会等を対象とし、３～４日程度貸し出している。

燃やせるごみ有料化
燃やせるごみの減量化を目的として、燃やせるごみの排出には、手数料を徴収し、市の指定ごみ袋を使用してもらう。

せん定枝チップ化
家庭から出るせん定枝を自己搬入に限り、チップ化を実施している。

レジ袋削減キャンペーン
ポスター・のぼり旗の掲示、マイバッグの展示等の啓発

リサイクル石鹸作り
廃食用油を液体石鹸に再生し、市民に配布

家庭系可燃ごみ減量事業
県資源循環推進課と合同で、市内大型店舗前にて、エコバッグPR,可燃ごみ減量PRを行った。

事業系可燃ごみ減量事業
市商工会を通じ、事業者向けに事業系一般廃棄物の適正排出について協力を依頼した。

日高市

桶川市

朝霞市

戸田市

志木市

鶴ヶ島市

三郷市

幸手市

坂戸市

富士見市
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具体的な取組内容
市町村

事務組合
名　　　称

吉川市エコショップ認定制度
ごみの減量化、資源化及び再生利用に取り組んでいる小売店舗、又はサービスを営む事業所を吉川市エコショップと
して認定し、市HPや広報を利用して広く市民にPRしている。

マイバッグ推進事業
市民環境団体と協働し、買い物袋を持参することでレジ袋をもらわないマイバッグ持参運動を推進している。市内の
スーパーの店頭にて持参率調査・意識調査・普及活動を行う。

ごみ減量出前講座
自治会やPTAの集会に出向き、ごみを減量するための具体的な方法や、ごみの分別項目などを周知している。

家具類のﾘｻｲｸﾙ販売
粗大ごみとして出されたもののうち、まだ使えそうな家具を修理し、安価で販売している。

ベランダdeキエーロ導入
平成２５年度より導入に向けたモニター実施、平成２６年より販売開始。市内２００基以上設置。

白岡市 入れ歯の回収
公共施設２箇所に回収箱を設置して回収
（平成25年度実績 365g）

インクカートリッジ里帰り事業
公共施設７箇所に回収箱を設置して回収
（平成26年度実績 114.88kg)

三芳町
事業系ごみの適正な処理及びごみの減
量化、リサイクルの推進

事業系一般廃棄物の受入品目の規制

毛呂山町 リサイクル石鹸作り 廃油を利用した粉石鹸等を消費者３団体が作成し、リサイクルを図っている。

滑川町 滑川まつり 町のイベントにおいてブースを出展し、エコ関連製品の紹介等や環境に関する啓発活動を実施。

小川町 家庭用使用済み食用油の回収
家庭から排出される廃食用油を拠点回収し、BDF化して有効利用を図る。

横瀬町 廃食油回収事業 町民から集めた廃食油をバイオディーゼル燃料として有効利用を図る。

小鹿野町 廃食油回収事業
食用油を回収しBDFとして公用車に利用している

ペットボトルキャップのリサイクル
リサイクル活動の一環として、当組合行政区域内の小・中・高校（全2５校）を対象にペットボトルキャップのリサイクル
を行っている。（平成２６年度回収実績1,797㎏）

牛乳パック交換 牛乳パック１０枚でトイレットペーパー１個と交換。（イベント時のみ）

リサイクル肥料配布（販売） ペットキャップを集めている学校に配布。イベント時には一般販売。

かえっこ事業 市・商工会主催のイベントにおもちゃ（リサイクル品）を提供して交換会（リユース）を行っている。

枝木・刈草等のリサイクル 組合に搬入される枝木・刈草などをチップ化しバイオマス発電施設の燃料として活用。

廃食用油のリサイクル
蓮田市・白岡市の小中学校の学校給食から排出される廃食用油をバイオディーゼル燃料にリサイクルし、ごみ収集車
両の燃料として使用。

産業廃棄物（廃プラスチック類）の収集・
処分

少量の廃プラスチックを排出する事業所を対象に専用の有料指定ごみ袋を販売し、資源化の難しいものを一般廃棄
物と同系統で適正に処理する。

HDMシステムによる「台所資源（生ごみ）の減量化及び堆肥化事業」（推進地区を設定）

剪定枝資源化設備による枝木類の堆肥化

自治会への生ごみ処理機の設置（管内2ヶ所）

業務用生ごみ処理機購入費補助金（購入設置に2分の1　限度額250万円）

ノーレジ袋キャンペーンの標語を公募し、優秀標語による「のぼり旗」を製作し、構成市町庁舎及び管内協力事業所に
掲示

協力店舗にて、ポケットティッシュの配布や、商工会のキャラクターによるPR

不要となった傘の布を利用し、「マイバッグ作成講習会」の開催

リサイクルフラワーセンター

家庭で堆肥化を進めた生ごみから、有用微生物群を活用し堆肥を作り、その堆肥で花苗を育てる。施設運営は、障害
者や高齢者の雇用促進、環境教育現場の提供、環境ボランティア促進の場の提供等の推進を図る。

花苗交換事業
専用生ごみバケツと花苗の交換を行う。ごみの減量化・資源化を図り、循環型社会の構築、両市近隣地域の環境美
化を推進する。

蕨戸田
衛生センター組

合

久喜宮代
衛生組合

吉川市

蓮田白岡
衛生組合

ノーレジ袋キャンペーン

堆肥化事業

ふじみ野市
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1.2 生ごみの減量化・再資源化施策(コンポスト容器等補助制度を除く)の実施状況

市町村
事務組合

施　策　の　内　容

川越市
集合住宅に設置された生ごみ処理機器保守点検他
学校給食センターへの生ごみ処理機器の設置（菅間学校給食センター）

熊谷市
学校給食センターから生じる食物残渣と家庭から排出された生ごみを併せて堆肥化を図るため、NPO法人にその処理を
委託している。

所沢市
生ごみ資源化推進事業の実施：家庭から排出された生ごみを自治会等の協力を得て収集し、市内の事業者が堆肥化し
ている。

飯能市 生ごみ処理箱キエーロ（木製）の市民モニター実施　１５台

本庄市
・広報紙による啓発を実施。
・学校給食センターから生じる生ごみを委託業者にて堆肥化している。

春日部市 生ごみ堆肥作り講習会

狭山市

・生ごみリサイクル事業：事業参加世帯が、生ごみを専用バケツに入れ、集積所に排出する。その後、委託業者がバケツ
の中身のみを収集し、リサイクル（堆肥化）を実施。
・生ごみ処理機器設置補助金制度：生ごみバケツ、コンポスター等の購入費用の補助を実施。
・学校給食センターの生ごみリサイクル事業：学校給食の残渣を堆肥化し、リサイクルを実施。

鴻巣市 中学校給食センターで生ごみの減量化処理、小学校３校分の生ごみを減量化・再資源化処理（馬室小・北小・中央小）

深谷市 学校（一部）への生ごみ処理機の設置（３校設置）

越谷市
学校給食センター生ごみリサイクル（学校給食センター（市内３ヶ所）から発生した調理くずを「彩の国資源循環工場」内
の堆肥化事業者に搬入して堆肥化。

蕨市 家庭から排出された生ごみを回収し、たい肥化している。

戸田市
家庭系生ごみリサイクル業務
　市内の一般家庭から排出される生ごみを堆肥化のために回収し、もやすごみの減量化を図る。

入間市 学校給食センター生ごみリサイクル

朝霞市
市立保育園、市立小学校、学校給食センター、総合福祉センター等で発生した生ごみを回収し、たい肥化業者へ処理委
託

和光市
市内公共施設1箇所に生ごみ処理機を設置。そこに近隣住民が生ごみを投入し、そこから生成された堆肥を使用して市
から委託を受けた市民団体が農作物を生産する生ごみリサイクルのモデル事業を行っている。

新座市
水切りネットを配布。生ごみに含まれる水分を取除く事やごみ減量化のイラスト入りの水切りネットを年末街頭啓発（スー
パー等）やイベント（秋のリサイクルマーケット等）で配布。
平成２６年度実績　水切りネット配布枚数　3,200枚

北本市 学校給食の生ごみを処理機で堆肥化

富士見市 公共施設及び一部事業所の生ごみの分別収集・堆肥化

三郷市 ホームページ、広報での周知

鶴ケ島市
学校給食センターによる生ごみリサイクル
（調理過程で発生した野菜くずや各学校からの下膳ごみを堆肥化処理施設に運びリサイクルを行っています）

ふじみ野市
26年11月からごみ減量キャンペーンを開始。2月には生ごみの水切り及びベランダdeキエーロの活用によるモニター家
庭を定め計量を行った。

白岡市 市内中学校（篠津中学校）にて、学校給食の残さを生ごみ処理機にて堆肥化・花壇で使用

小川町 町内の協力世帯から生ごみを収集し、委託業者に依頼して液肥化・メタンガス化している。

蓮田白岡衛生組合 多量排出事業所に対し、減量計画の一環として、簡単なコンポストの方法（段ボールなど）を推進。

久喜宮代衛生組合
HDMシステムによる「台所資源（生ごみ）の減容化及び堆肥化事業」（推進地区を設定）
自治会への生ごみ処理機の設置(管内２ヶ所）

蕨戸田衛生センター
組合

リサイクルフラワーセンターで生ごみの堆肥化を実施
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1.3　し尿処理汚泥等の有効利用の状況

方法 費用

さいたま市 脱水汚泥 農家・地域住民 売却 100円／10ｋｇ

脱水汚泥 ときわ化研㈱ 支払 18,420円/t(10/1以降19,420円/t)

脱水汚泥 ㈱エコ計画 支払 17,850円/t

汚泥発酵肥料 市民 売却 15,230円（100円/10ｋｇ）

脱水ケーキ ㈱　エコ計画 支払 16,000円/ｔ（税抜き） 肥料原料化

脱水ケーキ よりいコンポスト　㈱ 支払 16,000円/ｔ（税抜き） 堆肥化

行田市 脱水汚泥 ㈱エコ計画 支払 18.9円/kg

所沢市 脱水ケーキ 廃棄物処理業者 支払
21,000円/台×244日×1.08 ＝5,533,920円
（運搬のみ）

し尿汚泥（脱水ケーキ） よりいコンポスト(株) 支払 16,200円/ｔ 肥料原料

し尿汚泥（脱水ケーキ） (株)エコ計画 支払 15,876円/ｔ 肥料原料

加須市 焼却灰 ツネイシカムテックス埼玉(株) 支払 23,760円/t

狭山市 脱水ケーキ 株式会社エコ計画 支払 22,356円/ｔ

脱水汚泥
エコ計画（株）　よりいコンポスト
（株）

支払 約22,360円/ｔ 肥料原料等

し渣 エコ計画（株） 支払 約48,520円/ｔ 路盤材料等

沈砂汚泥 エコ計画（株） 支払 約52,570円/ｔ 路盤材料等

脱水汚泥 よりいコンポスト㈱ 支払 15,984円/ｔ

脱水汚泥 ㈱エコ計画 支払 16,200円/ｔ

焼却灰 契約民間企業 支払 22,000円/t　（税抜）

煤塵 契約民間企業 支払 70,000円/t　（税抜）

脱水汚泥 エコ計画㈱よりいコンポスト 支払 約22,360円/ｔ 肥料原料等

し渣 エコ計画㈱ 支払 約48,520円/ｔ 路盤材料等

沈砂汚泥 エコ計画㈱ 支払 約52,570円/ｔ 路盤材料等

乾燥汚泥肥料として 肥料製造会社 売却 運搬トラック1台当たり１，０００円

乾燥汚泥肥料として 近隣農家 無料

小鹿野町 乾燥させた粒状 肥料として販売 売却 100円/15kg

寄居町 炭化肥料 住民等 無料

脱水ケーキ よりいコンポスト㈱ 支払 19,440円/t（運搬費含む） 税込

脱水ケーキ ㈱エコ計画 支払 20,304円/t（運搬費含む） 税込

脱水ケーキ 肥料会社 支払 24,840円/t（運搬費込み） 久喜宮代清掃センター

脱水ケーキ 肥料会社 支払 28,080円/t（運搬費込み） 久喜宮代清掃センター

朝霞地区
一部事務組合

堆肥化
彩の国資源循環工場内
よりいコンポスト㈱

支払 16,200円∕ｔ

皆野・長瀞
上下水道組合

脱水ケーキ よりいコンポスト 売却 16,200円／ｔ

焼却灰 人工砂加工 支払 1,184,195円／年（運搬費別途）

ばいじん メタル回収 支払 2,638,440円／年（運搬費含む）

焼却灰、ばいじん メタル回収 支払 472,348円／年（運搬費別途）

北本地区衛生組合 脱水ケーキ 肥料会社他１社 支払 18,360円/ｔ

㈱エコ計画 支払 17,280円/ｔ

よりいコンポスト㈱ 支払 17,280円/ｔ

入間東部地区衛生組
合

汚泥 ツネイシカムテックス埼玉㈱ 支払 43,794円/ｔ

乾燥汚泥（ｺﾝﾎﾟｽﾄ肥料) 熊谷市・行田市 売却 100円/10ｋｇ（袋）

焼却灰 廃棄物処理業者 支払 32,000円/ｔﾛｰﾙｵﾝﾘｰｽ10,000円

妻沼南河原
環境施設組合

入間西部衛生組合

飯能市

脱水汚泥ケーキ

鴻巣市

横瀬町

上尾、桶川、伊奈
衛生組合

蓮田白岡衛生組合

北本市

熊谷市

㈱エコ計画は、
別途運搬費4,725円/t

桶川市

久喜宮代衛生組合

汚泥等の形態 有効利用先 備考市町村
事務組合

有効利用の方法、処分費用等

深谷市

川口市
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1.4 ごみ減量化等のための広報紙等（イベントを含む）による啓発事業の実施状況

名　　　　　　称 （内　　容） 対　象　等 備考

家庭ごみの出し方ﾏﾆｭｱﾙ 分別基準 市民

事業ごみの処理ガイド 分別基準 事業者

さいちゃんの環境通信 施策等の情報提供 市民

親子リサイクル施設見学会 施設見学 小学生とその親

環境フォーラムﾘｻｲｸﾙ品の展示 ﾘｻｲｸﾙ品の展示 市民

出前講座 講師派遣 自治会・市民団体

ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ等の後援 名義後援 市民団体

ごみスクール 職員派遣 保育園児・幼稚園児

一般広報紙 広報川越 市民

ポスター 3R推進とごみの散乱防止ポスター入選作品展示 ポスター展示会 小中学生

その他 家庭ごみの分け方・出し方 市民

イベント 出前講座 川越市ごみ事情 小中学生・市民

その他 リサイクル体験講座 市民

その他 川越市ごみ分別アプリ 市民

一般広報紙 市報くまがや 市民

パンフレット副読本等
くらしのカレンダー、家庭ごみの出し方、生ごみ処理容
器等購入費補助金、リサイクル活動推進奨励金

家庭ごみの分別方法の紹介、制度の周知・普及 市民

イベント エコライフフェア、リサイクルフェア、フリーマーケット リサイクル品等即売会 市民等

イベント ごみ減量演劇（はみだし紙芝居） ごみ減量・リサイクル促進の為の演劇（啓発） 市民等

一般広報紙 広報かわぐち イベント紹介 市民

専門広報紙 ＰＲＥＳＳ５３０
廃棄物・リサイクル関係、
イベント、３Ｒ推進月間事業等の情報を掲載

市民、事業者

ポスター クリーンタウン作戦ポスター 清掃活動 市民

ポスター 年末年始収集案内ポスター 収集情報 市民

ポスター マイバッグ使用促進啓発ポスター 普及啓発 市民

ポスター 散乱防止啓発ポスター 普及啓発 市民

パンフレット副読本等 年末年始収集案内チラシ 収集情報 市民

パンフレット副読本等 家庭ごみの分け方・出し方 分別・排出情報 市民

パンフレット副読本等 外国語版家庭ごみの分け方・出し方 収集情報（外国語） 市民

イベント 親子で学ぼう　環境の旅
ごみ問題等の啓発事業として、かわさきエコ暮ら
し未来館と㈱朝日でプリンテック川崎工場を見学

小学生親子

イベント 環境月間特別事業
環境月間にともない、ごみ問題を中心とした環境
問題の啓発として、様々な事業を実施

市民

イベント リサイクルプラザ夏休み特別企画
市内小学生の夏休み期間に合わせ、リサイクル
工作教室の開催や学習コーナーを充実

小学生

イベント ３Ｒ推進月間特別事業 ３Ｒ推進の普及啓発活動 市民

イベント リサイクル体験教室
リサイクルとごみ減量の啓発としてリサイクル体
験教室を開催

市民

その他 全市一斉クリーンタウン作戦 市民参加による市内一斉の清掃活動 市民

その他 施設見学学習 環境問題をテーマとする施設見学 学生・団体・個人

その他 川口市まち美化促進プログラム 地域住民との協力による地域美化活動 市民

その他 散乱防止啓発活動 散乱防止条例の周知及び普及啓発 市民

その他 不法投棄防止啓発活動 不法投棄防止キャンペーン及び巡回パトロール 市民

その他 路上喫煙防止啓発活動
路上喫煙禁止地区における事業の周知及び喫
煙者の指導

市民

その他 リサイクルプラザの運営
リサイクルショップ、リサイクル工房、フリーマー
ケット、ミュージックコンサートなど

市民

啓　　　発　　　内　　　容　　　等
市町村

組合組合

さいたま市

川口市

啓発手法

イベント

その他

川越市

熊谷市

パンフレット副読本等
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名　　　　　　称 （内　　容） 対　象　等 備考

啓　　　発　　　内　　　容　　　等
市町村

組合組合
啓発手法

一般広報紙 市報ぎょうだ ごみの収集等の情報提供、不要品登録制度 全戸

一般広報紙 美しいまち ごみの諸問題に関する広報 全戸

イベント ごみ問題を考えるつどい 講演会 市内在住・在勤

イベント ごみ処理施設見学会 市内ごみ処理施設見学 衛生協力会

一般広報紙 広報ところざわ ごみ全般の情報 全世帯

専門広報紙 エコロ通信
環境に関する体験講習会やイベント等に関する
お知らせ（年４回発行）

全世帯

専門広報紙 エコロでエコライフを始めよう 当月講座開催の案内 市民

パンフレット副読本等 家庭の資源とごみの分け方・出し方 所沢市の家庭ごみの分別方法等について 全世帯

パンフレット副読本等 わたしたちのくらしのごみ 小学生向けごみについての副教材 主に市内小学校4年生

イベント 市民フェスティバル ごみの減量・資源化の啓発 市民

イベント エコロまつり 啓発展示・リユース品の頒布 市民

イベント 環境展示会 ごみ減量・生ごみ資源化啓発 市民

イベント 和服のもったいない市 リユース和服の頒布 市民

その他 出前講座 ごみの分別、減量等の啓発 市民

その他 スマートフォン専用アプリケーション「わけトコッ！」 家庭ごみの分別方法・収集日の情報提供 市民

一般広報紙
広報はんのう
市ホームページ

ごみの処理状況・減量化・資源化の実績及び啓
発

市民

ポスター ごみ減量啓発ポスターの絵の募集
小・中学生による減量啓発ポスターの絵募集・ポ
スター作成

絵の募集は、小４から中３
まで

特選作品は、市長表彰
の上、毎戸配布するごみ
カレンダー及び、Ａ２版の
３Ｒ啓発ポスターに掲載

イベント
①出張授業
②リユース品販売会
③マイバッグ・マイカゴキャンペーン

①小学校へ出張し啓発講座
②再生家具等の販売
③市内店舗での店頭啓発活動

①小学４年生  8校219名
②市民（他）
③市民

その他
リサイクル講座

古布（タオル）を利用した雑巾の作成、啓発ポス
ターの絵を描こう

公民館との共催事業
・古布　13名 （うち児童6
名）
・ポスター　17名 （うち児童
14名）

一般広報紙 市報かぞ、お知らせ版 ごみの処理状況・減量化推進 全世帯

パンフレット副読本等 ごみの出し方、ごみカレンダー ごみの処理状況・減量化推進 全世帯

快適かぞ市民活動 市内一斉清掃美化活動 市民・団体・企業など

ごみ処理施設見学会 施設見学会 市内小学4年生、自治会

リサイクルフェア 中古家具無償提供 市民

ごみの出し方出前講座 ごみの分別方法説明会 市民

その他 ホームページ ごみの出し方全般 市民

一般広報紙 広報ほんじょう 資源ごみの分別方法及び啓発、３Rの推進等 市民

パンフレット副読本等 家庭ごみの分け方・出し方 ごみ全般のパンフレット 市民

イベント レジ袋削減キャンペーン レジ袋削減の啓発 市民

３Rパネル展
資源ごみ分別、集団資源回収、レジ袋削減及び
マイボトル推進等の啓発

市民

その他 環境衛生推進委員説明会
資源ごみ分別、集団資源回収、レジ袋削減の啓
発

環境衛生推進委員

一般広報紙 広報　ひがしまつやま 全世帯

パンフレット副読本等 資源とごみの分別収集計画表 全世帯

施設見学 クリーンセンタ－および不燃物処理場の見学会 学校等

出前講座 ごみ減量化・資源化のゆくへ 自治会等

ポスター ごみ減量のためにできること
家庭ごみの減量化のためにクリーンセンター内
にポスターを掲示

全世帯 平成26年度から実施

その他

加須市

イベント

飯能市

本庄市

東松山市

行田市

所沢市
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名　　　　　　称 （内　　容） 対　象　等 備考

啓　　　発　　　内　　　容　　　等
市町村

組合組合
啓発手法

一般広報紙 広報かすかべ 全世帯

パンフレット副読本等 ゴミニケーションカレンダー 全世帯

パンフレット副読本等 春日部市ごみ処理の流れ ごみ処理フロー図 推進員

イベント クリーンデー 清掃活動 市民

イベント 藤まつり、川まつり 水きりネット 市民

パンフレット副読本等 生活ごみの分け方・出し方 分別方法・収集日程等の周知 全世帯

イベント スカイロード祭り（市内商店街イベント） 生ごみリサイクル事業 来場者

イベント リサイクルマーケット・さやま
年２回、フリーマーケットを開催し、家庭からの不
用品をリユース

来場者

その他 レジ袋削減の店頭ＰＲ
市内大手スーパーの店頭にて、レジ袋削減の啓
発活動とマイバック持参率調査を実施（年間６店
舗程度）

スーパー来店者

環境にやさしいい絵画ｺﾝｸｰﾙ 環境保護をテーマにした絵画コンクール 市内小中学生

焼却施設での事業系ごみ減量ＰＲ 事業系ごみ減量についてのチラシ配布
一般廃棄物収集運搬許可
業者等

体験講座
リサイクルプラザでのリサイクル体験学習（ダン
ボール堆肥、廃油石鹸作り体験等）

受講者

施設見学 環境ｾﾝﾀｰ、ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ施設見学 市内小学校等の団体

羽生市 その他 出前講座 ごみの分け方・出し方 自治会・小学生

一般広報紙 広報こうのす ごみの分別・削減 市民

パンフレット副読本等 ごみと資源の分別マニュアル ごみの出し方・分別 市民

イベント クリーン鴻巣市民運動
年２回　春と秋に市内全域の清掃活動を行って
いる

市民

イベント 川里フェスティバル　分別クイズ クイズ形式で分別を周知 市民

その他 出前講座
ごみの出し方・分別
ごみと資源のゆくえ

市民
１０名以上の団体からの
依頼による

深谷市 イベント 環境ポスターコンテスト作品展 入賞作品の展示 市施設利用者

一般広報紙 広報あげお ごみ処理の現状、ごみ減量等の特集 市民

パンフレット副読本等 雑がみを捨てないで　啓発チラシ 雑がみの説明並びに分別方法の紹介 市民

イベント 上尾市環境推進大会２０１４ 環境問題やごみ減量等の啓発 市民

一般広報紙 広報そうか ごみの分別、ごみ減量等 市民

専門広報紙 草加市クリーンふるさと情報紙
３Ｒについて、ごみ減量、ごみの出し方分け方等
について

市民

消費生活展
３Ｒについて、ごみ減量、ごみの出し方分け方等
について

市民

環境フェア
３Ｒについて、ごみ減量、ごみの出し方分け方等
について

市民

一般広報紙 自治会回覧 市民

パンフレット副読本等 クリアファイル製作、配布 リサイクルプラザ来館者

その他 出張講座 市民

イベント 啓発関係事業 分別クイズ他 市民

一般広報紙 広報わらび ごみの現状 市民

ごみとくらし ごみの分別、減量について 学校用副読本 小学４年生

ごみと資源の出し方マニュアル ごみ・資源物の分別・出し方について 市民

環境フォーラム ごみに関連した講演会 市民

さわやか環境の日・クリーンわらび市民運動 市内一斉清掃活動 市民

「戸田市ポイ捨て等及び歩行喫煙をなくす条例」啓発
キャンペーン

啓発グッズの配布・声掛け 市民

環境フェア パネル展示等による環境啓発 市民

一般広報紙 ごみの分別について 正しい分別についての啓発 市民

パンフレット副読本等 家庭ごみの正しい分け方・出し方 分別一覧表 市民

イベント

戸田市

イベント

越谷市

パンフレット副読本等

蕨市

上尾市

イベント

狭山市

春日部市

鴻巣市

草加市
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名　　　　　　称 （内　　容） 対　象　等 備考

啓　　　発　　　内　　　容　　　等
市町村

組合組合
啓発手法

一般広報紙 広報いるま ３Ｒ推進、ごみ減量実績報告 市民

専門広報紙 リサイクルプラザ情報紙 各種事業ＰＲ、減量啓発 市民

パンフレット副読本等 家庭ごみの分け方・出し方 分別方法・収集カレンダー 市民

リサイクルの日 体験事業、フリーマーケット 市民

あおぞらフリーマーケット フリーマーケット 市民

ごみ減量・マイバッグ推進キャンペーン マイバッグ持参等の推進 店舗来店者

ごみ減量推進地区説明会 ごみ減量講話 区・自治会

入間市生涯学習茶の都出前講座 ごみ減量講話 区・自治会等

一般広報紙 広報あさか ３Ｒ推進啓発に関する記事を等を掲載 市民

専門広報紙 エコネットあさか 年4回発行　リサイクルプラザにおける情報誌 市民

パンフレット副読本等 資源とごみの分け方・出し方 ３Ｒ推進啓発 市民

資源とごみの分け方・出し方（５ヶ国語版） ３Ｒ推進啓発（外国人向け） 市内在住外国人

子ども用クリーンセンターパンフレット クリーンセンター見学用 小学生・市民

1人１日100ｇのごみ減らしと１ｋｇのCO2の削減をめざ
しましょう

ごみ減量啓発 市民

啓発ビデオ貸出 Eco City あさか ごみ分別方法、３R、クリーンセンターの紹介 市民

その他 クリーンセンター施設見学会 施設見学会 小学生・市民他

広報しき 食材使い切りレシピ 市民

広報しき マイバッグの推進 市民

広報しき 実践してみよう！４Ｒ 市民

紙パック・トイレットペーパー交換制度 紙パック・トイレットペーパー交換制度 市民 ホームページ

志木市余剰品登録制度 不用品（家具等）譲渡の情報提供 市民 ホームページ

啓発ビデオ貸出 はじめよう！プラスチックをごみから資源へ 資源循環型社会づくりにむけて 市民 関連ビデオ他２６本

パンフレット副読本等 資源とごみの分け方・出し方 ごみ分別方法やリサイクルの紹介 市民

その他 ホームページ 和光市の資源・ごみ情報 市民等

専門広報紙 広がる輪 年二回発行 志木地区衛生組合回答

イベント リプラ祭 リサイクル品展示会・再生家具販売 志木地区衛生組合回答

その他 リサイクルプラザ利彩館 施設見学・リサイクル教室・再生家具販売 志木地区衛生組合回答

広報にいざ
生ごみの水切りや、マイバッグ持参の協力など、
ごみの減量化に関する啓発記事を掲載

市民

新座市ホームページ
リサイクルマーケット等のイベントのお知らせを
掲載

市民

パンフレット副読本等 分別表・収集日程表 ごみ出しのルール、分別方法などを掲載 市民 外国語版もあり

ポスター
ごみ減量啓発ポスター
ごみの発生抑制標語

市内在住の小・中学生を対象に、ごみの減量等
に関するポスター・標語を募集。入選作品は、一
定期間展示している。また、その中の優秀作品
については、毎年作成する不燃ごみの日程表に
掲載し、全世帯に配布する。

市内在住の小学生・中学
生

半僧坊大祭

”見直そう・ごみ半減”推進新座市民会議による
街頭啓発。半僧坊大祭において、生ごみに含ま
れる水分を取除く事やごみ減量化のイラスト入り
の水切りネットを配布。

市民

リサイクルマーケット（秋）
”見直そう・ごみ半減”推進新座市民会議主催に
よるフリーマーケット。年１回秋に開催。市民が、
家庭で不用になった日用品や衣類等を出店

市民

年末街頭啓発

”見直そう・ごみ半減”推進新座市民会議による
年末街頭啓発。市内スーパー（６か所）におい
て、生ごみに含まれる水分を取除く事やごみ減
量化のイラスト入りの水切りネットを配布。

スーパー来場者

桶川市 専門広報紙 ごみ収集日程表 マイバックの使用 市民 全戸配布

入間市

和光市

一般広報紙

その他

イベント

新座市

朝霞市

志木市

その他

一般広報紙

イベント
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名　　　　　　称 （内　　容） 対　象　等 備考

啓　　　発　　　内　　　容　　　等
市町村

組合組合
啓発手法

北本市 パンフレット副読本等
分別収集家庭ごみ資源類の出し方、家庭ごみ・資源
類分別マニュアル

ごみカレンダー、分別マニュアル 市民 全戸配布

一般広報紙 広報やしお ごみ減量化・資源化のお願い 全戸

パンフレット副読本等 ごみカレンダー 家庭ごみの正しい分け方・出し方 全戸

リサイクルフェア 再生品無料配布・模擬店・展示会等 市民

消費生活展 展示会・フリーマーケット 市民

リサイクルプラザ施設見学 施設見学・分別体験 市民

職員による出前講座 ごみの現状・リサイクルの取り組み状況 市民

一般広報紙 広報ふじみ マイバッグの持参の協力 市民

その他 出前講座 ごみの分別・減量化などの出張講座 市民

パンフレット副読本等 保存版ごみの出し方 ごみ、資源の分別方法の啓発 市民

パンフレット副読本等 保存版ごみの出し方（外国語版） ごみ、資源の分別方法の啓発 市民

イベント 富士見ふるさと祭り
フリーマーケットやリサイクル品の展示などによ
る啓発

来場者

イベント 生ごみ水切り推進運動街頭キャンペーン 生ごみ水切り普及促進に係る啓発 市民と駅利用者 市内３駅で実施

イベント 富士見市をきれいにする日街頭キャンペーン 地域の美化活動実施の啓発 市民と駅利用者 市内３駅で実施

一般広報紙 広報みさと 生ごみ処理機補助金のお知らせ等 市民

ポスター ごみカレンダー 収集内容の周知徹底 市民

パンフレット副読本等 ごみと資源物の分け方・出し方 資源化の啓発・家電四品目処分方法 転入者

イベント 環境フェスタ 小型家電イベント回収・ざつがみ回収啓発 市民

その他 ざつ紙紙袋 ざつがみ回収周知 市民

一般広報紙 広報さかど
ごみ・資源物の排出状況の報告やごみの分別・
減量の啓発

専門広報紙 ごみと資源物分別マニュアル
ごみ・資源物の分別方法の解説、集積所に排出
できないものの処理の仕方、各種制度の案内

ポスター ごみ減量啓発ポスター
四半期ごとに、ごみ量やごみ減量の施策等を表
したポスターを市施設に掲示

転入者の皆さんへ
ごみの分別方法やごみの受入施設を解説したパ
ンフレットを配布

転入者

転出者の皆さんへ
引越の際に出るごみの受入施設や処理方法を
解説したパンフレットを配布

転出者

ごみに関する懇談会

市のごみ処理の現状や分別・減量化の施策等を
理解・協力してもらうため、自治会、老人クラブ等
の団体を対象に地域の集会所等で懇談会を開
催し、市の現状・施策を説明するとともに地域の
状況や意見等を把握している。

自治会・老人会

環境展
啓発パネル・リサイクル品等の展示、分別相談、
ごみ・資源物分別体験、使用済小型家電の回
収、ごみ減量紙芝居等の実施

環境教育プログラム
環境問題について理解を深めてもらうため、各
種講座を実施

小中学生

ごみ減量紙芝居実演
ボランティア団体の協力により、オリジナルの環
境紙芝居を実演

園児、小学校低学年

リサイクル品等巡回展示
リサイクル品やごみ減量に関するパネルを小中
学校に展示

小中学生

ごみ量について
前年度のごみ量を報告し、減量への啓発を行っ
た

全世帯

ごみ量の報告（折込チラシ）
前年度のごみ量を報告し、減量への啓発を行っ
た

全世帯

資源物の排出について 「分別」「キレイ」排出への協力啓発を行った 全世帯

幸手市

八潮市

イベント

イベント

その他

三郷市

富士見市

坂戸市

一般広報紙

その他

パンフレット副読本等
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名　　　　　　称 （内　　容） 対　象　等 備考

啓　　　発　　　内　　　容　　　等
市町村

組合組合
啓発手法

一般広報紙 広報つるがしま 啓発記事の掲載 市民

レジ袋削減キャンペーン 展示、レジ袋削減の呼び掛け 市民、職員

「環境月間」展示 展示会 市民

一般広報紙 広報ひだか ごみ減量の啓発記事掲載、他 市民

パンフレット副読本等 ごみ収集日程表 ごみ減量の啓発記事掲載、他 市民

ひ・まわり探検隊での呼び掛け
夏休みの児童向けイベントにおいて、ごみ減量
を呼びかけた。

イベント参加者

生涯学習出前講座 ごみ減量の啓発等 市民

イベント マイバッグキャンペーン
県資源循環推進課と合同で市内大型店舗前に
てマイバッグの使用啓発と可燃ごみの減量啓発
を行った。

市民

パンフレット副読本等 事業系ごみ減量依頼(チラシ)
市商工会を通じ、事業者向けに事業系一般廃棄
物の適正排出について協力を依頼した。

事業者

広報よしかわ
3Rの啓発、事業系ごみの削減啓発、生ごみの減
量啓発、マイバッグ推進啓発

市民

エコだより 生ごみの減量啓発、資源ごみの分別啓発 市民

マイバッグ推進キャンペーン 持参率調査・意識調査、普及啓発 市民

環境展 パネル展示、体験講座による意識啓発 市民

環境フェスティバル パネル展示、小学生の発表によるごみ減量啓発 市民

市民まつり パネル展示（マイバッグ持参啓発） 市民

一般広報紙 市報ふじみ野 ごみや資源物の排出状況等 全世帯

パンフレット副読本等 資源物家庭ごみの分け方出し方分別マニュアル 分別方法・出し方・日程等 全世帯

ごみ分別等の出前講座 町会などを対象に市のごみ量の現状説明 希望団体

上福岡清掃センター見学会の開催 処理内容についての説明 希望者

環境フェア リサイクル工程展示 イベント来場者

夏休み体験教室 リサイクルについて学ぶ 希望者（小学生）

パンフレット副読本等 ごみダイエット通信 生ごみ削減方法等 町会自治会加入者

白岡市 その他 白岡市公式ホームページ ごみの出し方 住民

一般広報紙 広報いな ごみの分別・マナーの向上 町民各世帯

専門広報紙 ごみ収集カレンダー 町民各世帯

イベント 伊奈町総合文化祭 ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ/アンケート調査 来場者

専門広報紙 家庭ごみの正しい分け方･出し方・日程表 啓発 町民

一般広報紙 ごみ減量化の推進 啓発 町民

その他 事業系ごみ減量化及びﾘｻｲｸﾙの推進 規制・啓発 事業所

イベント 毛呂山町産業まつり 手作りの生ゴミ処理について イベント来場者

イベント 環境を考えるイベント 〃 〃

イベント 生ゴミの減量化講座 生ゴミの堆肥化説明、実演 〃

一般広報紙 広報もろやま ごみの減量化について 町内全世帯

一般広報紙 広報おごせ

専門広報紙 ごみュニケーション
ごみと資源の出し方の啓発
リサイクル活動報告
来年度の方針策

管内住民

パンフレット副読本等
家庭のごみと資源の分け方・出し方リサイクルガイド
ブック

管内住民

一般広報紙 広報なめがわ、回覧 全戸

その他 資源・ごみ分別収集カレンダー 全世帯

嵐山町 一般広報紙 広報嵐山 集積場の利用方法について 全町民

滑川町

越生町

毛呂山町

ふじみ野市

鶴ケ島市

三芳町

伊奈町

一般広報紙

その他

日高市

イベント

吉川市

その他

イベント

イベント
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名　　　　　　称 （内　　容） 対　象　等 備考

啓　　　発　　　内　　　容　　　等
市町村

組合組合
啓発手法

一般広報紙 ごみの出し方について、再確認をお願いします！ ごみの出し方の再確認。 全戸

その他 ごみ/リサイクル 公式ウェブサイトの編集。 ホームページ

一般広報紙 ごみ減量のすすめ 3Ｒ、リサイクル後の製品、家電リサイクル 町民

ごみの分け方、出し方の手引き ごみの分別などの情報が記載されたパンフレット 町民

ごみ分別説明会 ごみの分別、リサイクルなどについての講習会 町民

一般広報紙 広報よしみ 全世帯

パンフレット副読本等 収集日程表、分別一覧表 ごみの出し方、収集日等 全世帯

イベント ごみ処理施設見学会 吉見町衛生協力会

鳩山町 一般広報紙 広報はとやま ごみと資源の出し方 全戸

一般広報紙 広報ときがわ
ゴミ・資源分別カレンダー（発行月）
ゴミの減量化・資源化（毎月の実績）
ゴミ出しのルール（連載）

全　戸

パンフレット副読本等 ときがわ町ごみ・資源分別カレンダー 収集日、ゴミ・資源の出し方 全　戸

イベント 施設視察・フリーマーケット
ゴミ処理場、資源工場、紙類収集業者工場など
の施設見学
家庭の不用品の販売

環境推進委員・住民

その他 町ホームページ
ゴミ・資源分別カレンダー
ゴミ・資源分別マニュアル

閲覧者

イベント 地区別清掃活動 町民による地区別清掃活動 町民

「３R運動」について ３Rの説明、啓発 全町民

資源ごみの出し方について 資源ごみの出し方の説明 全町民

クリーンパトロール員募集について クリーンパトロール員制度の周知 全町民

一般広報紙 広報みなの 環境関連記事掲載 全世帯

その他 彩の国ごみゼロ県民運動 清掃活動 町民

長瀞町 一般広報紙 ゴミの減量について くらしのメモに表示 全家庭 優秀標語の掲載

パンフレット副読本等 ごみｶﾚﾝﾀﾞｰの配布 分別方法及び収集日の周知 全世帯

その他 ごみ減量化と3Rに関する標語の募集 同左 小学校4年生

東秩父村 その他 人権・情報カレンダー ごみ収集日程・ごみの出し方等 全世帯

一般広報紙 広報みさと、広報みさとお知らせ版 リサイクルの推進等 住民

町内一斉清掃 町内清掃活動 住民

環境衛生推進委員視察研修 廃棄物処理施設見学 環境衛生推進委員

一般広報紙 広報「かみかわ」 環境・衛生ニュース 住民

町内一斉清掃 町内清掃活動 住民

環境衛生推進委員視察研修 一般処理施設見学 環境衛生推進委員

上里町 パンフレット副読本等 「家庭ごみ」の正しい分け方・出し方 ごみの分別方法・出し方 転入者

寄居町 イベント フリーマーケット 年２回 町民

一般広報紙 広報すぎと ごみの分別、リサイクル、減量化の啓発

パンフレット副読本等 ごみ収集カレンダー ゴミの出し方、収集日等

イベント 産業祭 リサイクル品の配布、３Ｒのクイズ

一般広報紙 広報まつぶし ごみの分け方。出し方 住民

パンフレット副読本等 ごみ収集カレンダー ごみの分け方。出し方 全世帯

専門広報紙 環境センターだより 年３回（４ヶ月毎）発行 管内住民

パンフレット副読本等 分別の手引き、収集日程表 分別方法、出し方、収集日 管内住民

啓発ビデオ貸出 見学者用ビデオ（ごみ・し尿） 処理・リサイクル概要の紹介 小学4年生、親子、団体等

イベント エコプラザまつり リユース品の展示販売 管内住民

その他 環境センター見学会 処理施設の見学 小学4年生、親子、団体等

その他 リサイクルステーション 対象品の無料引き取り 管内住民

その他 資源物拠点回収 対象品の無料引き取り 管内住民

皆野町

横瀬町

小鹿野町

美里町

蓮田白岡
衛生組合

神川町

ときがわ町

吉見町

松伏町

杉戸町

川島町

小川町

一般広報紙

イベント

その他

イベント
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名　　　　　　称 （内　　容） 対　象　等 備考

啓　　　発　　　内　　　容　　　等
市町村

組合組合
啓発手法

専門広報紙 衛生組合だより配布 ごみの減量化、分別方法、出し方の記事掲載 管内住民

その他 ホームページ 組合の業務に関する状況提供 管内住民

パンフレット副読本等 衛生組合概要配布 処理の流れ 施設見学者

イベント マイバック作成講習会 不要となった傘布を利用したマイバッグの作成 管内住民

イベント ノーレジ袋キャンペーン マイバッグの利用促進 管内住民

その他 施設見学者受入れ
小学生の社会科見学、一般の視察希望者を受
入れ

希望者

一般広報紙 久喜市広報紙 ごみの減量化、分別方法、出し方の記事掲載 管内住民

専門広報紙 広がる輪 年二回発行

イベント リプラ祭 リサイクル品展示会・再生家具販売

その他 リサイクルプラザ利彩館 施設見学・リサイクル教室・再生家具販売

専門広報紙 広報リユース 年４回発行 管内住民

パンフレット副読本等 施設見学者用パンフレット 工場見学者

啓発ビデオ貸出 広報用ビデオ 工場見学者

環境と情報の集い（リユースまつり） 展示会、施設見学、リサイクル品等即売会 管内住民

構成団体へのイベント参加 パネル展示(組合の取組み紹介) 管内住民

工場見学者の受入れ 団体

ホームページ

買い物袋（エコバッグ）の販売

雑紙袋の配布

イベント 再生家具売払い 年３回の粗大ごみ再生品の販売
管内住民
連絡協議会住民

その他 施設見学 施設見学の実施 希望者

パンフレット副読本等 ごみカレンダー 分別方法、収集日の周知 圏域内全世帯

その他 ごみの減量化とリサイクルに関する標語の募集 圏域内小学４年生

その他 ３R啓発活動 分別の周知 圏域内小学４年生

その他 事業系ごみ消滅キャンペーン 削減対策 圏域内契約事業所

児玉郡市広域
市町村圏組合

その他 施設見学会 施設見学
地域内の小学校、希望に
より実施

専門広報紙 ごみュニケーション
ごみと資源の出し方啓発、リサイクル活動報告、
来年度の方針等

管内住民

パンフレット副読本等
家庭ごみと資源の分け方・出し方
リサイクルガイドブック

ごみの分別方法、出し方、収集カレンダー 管内住民

再生品販売会 粗大ごみなどの再生品販売

施設見学 施設見学 小学生等

大里広域市町
村圏組合

その他 施設見学 施設見学 小学生　4年生

一般広報紙 埼玉中部環境センターだより 年2回発行 構成市町全世帯

その他 ホームページ

その他 視察見学者受け入れ 随時

埼玉西部
環境保全

組合

その他

秩父広域
市町村圏

組合

蕨戸田衛生
センター組合

久喜宮代
衛生組合

その他

イベント

埼玉中部
環境保全

組合

志木地区
衛生組合

東埼玉資源
環境組合

３センター全て

-13-



1.5 ごみ処理有料化の実施状況

徴収方法 有料対象 料　　　金

加須市 従量制
燃やすごみ

燃やさないごみ

燃やすごみ
45ℓ　25円/枚
30ℓ　17円/枚
20ℓ　11円/枚
15ℓ　7円/枚

燃やさないごみ
45ℓ　25円/枚
30ℓ　17円/枚
20ℓ　11円/枚
10ℓ　5円/枚

幸手市 従量制 可燃ごみ袋
袋大45ℓ　50円/1枚
袋中30ℓ　35円/1枚
袋小15ℓ　15円/1枚

杉戸町 従量制 可燃ごみ
小袋　20円／枚
中袋　30円／枚
大袋　40円／枚

従量制
燃えるごみ

燃やせないごみ

45ℓ　51円/枚
30ℓ　41円/枚
20ℓ　30円/枚

従量制
事業系廃

プラスチック
515円/枚（70㍑）

秩父広域
市町村圏組合

従量制
可燃ごみ
不燃ごみ

小型：15円/枚
中型：20円/枚
大型：35円/枚

市町村
事務組合

定  期  収  集  ご  み

蓮田白岡衛生組合
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1.6 一般廃棄物会計基準の導入状況

原価計算書 行政コスト計算書 資産・負債一覧

さいたま市 作成済み 作成済み 作成済み 行政コスト計算書のみ公表

川越市 作成済み 未作成 未作成

熊谷市 未作成 未作成 未作成 市独自の算出方法による

川口市 作成済み 作成済み 作成済み 平成１８年度～

所沢市 作成済み 作成済み 作成済み  

東松山市 未作成 未作成 未作成 独自の方法により、ごみ処理単価を算定

蓮田白岡衛生組合 作成済み 作成済み 作成済み

久喜宮代衛生組合 作成済み 作成済み 未作成 独自方式　久喜宮代衛生清掃センターのみ実施

東埼玉資源環境組合 未作成 未作成 未作成 処理経費は独自に算出

一般廃棄物会計基準市町村
組合

備考
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1.7剪定枝等リサイクル事業

搬入量 搬出量

さいたま市 チップ化 7,619 7,268 395

川越市 堆肥化 374 424 6.10 ※搬出物：土壌改良材

熊谷市 チップ化 456 456 96 亀井産業㈱に搬送・処理委託

所沢市 チップ化 8.32

加須市 チップ化
（市内）3,596
（市外）　　　3

80 (株)クワバラ・パンぷキン

狭山市 チップ化 1,017 745 26 委託先：北辰重機㈱

越谷市 堆肥化 285 45 東埼玉資源環境組合へ搬入

志木市 堆肥化 351 140 4.00

富士見市 チップ化 32 32

坂戸市
施設等の整備はないが、剪定枝
チップ機を貸し出し、リサイクルに取
り組んでいる。

幸手市 チップ化 4.50 4.50 7.50 自走式チッパーシュレッダー

鶴ケ島市 チップ化 673 673
都市施設保全プロジェクトチームの
管理場所のみ実施

吉川市 堆肥化 99 23 東埼玉資源環境組合で実施。

滑川町 堆肥化 34 3.50 委託業者による搬入のみ

松伏町 堆肥化 3.24 0.00
東埼玉資源環境組合堆肥化施設で
実施

蓮田白岡衛生組合 チップ化 1,475 85 200
搬入量：当組合への粗大ごみ、枝
木、草の搬入量
搬出量：リサイクル業者での処理量

久喜宮代衛生組合 堆肥化 42 42 2.00 久喜宮代清掃センターのみ実施

東埼玉
資源環境組合

堆肥化 406 64 23
放射性物質のモニタリングを行い、
生産を開始した。

市町村
組合

処理方法
H26年度実績（ｔ／年度）

処理能力
（t/日）

備考
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１．８　小型家電リサイクル事業

市町村
事務組合

回収品目 回収拠点、方法 Ｈ26年度回収実績（t/年度） 備考

制度対象品目（30×15センチ
の投入口に入る物に限る）

市内50か所の公共施設に回収

ボックスを設置
22

特定対象品目
市内４か所の清掃センターに

て回収
59

小型家電類
清掃センターでのピックアップ回
収

434 平成23年12月より実施

小型家電類
公共施設における常時回収及び
BOX回収

52 常時：平成24年6月、BOX：平成25年11月より実施

熊谷市 家電品 ピックアップ 235

政令で定めるもののうち、パソ
コン・携帯電話を除くすべて

ピックアップ回収 477

携帯電話 ボックス回収 0.04 0.04ｔ（１台あたり100ｇ 計396台/年度）

行田市 小型家電リサイクル対象品 ピックアップ回収 72

所沢市
概ね50cm未満の電気・電池を
使う小型家電製品

月1回の集積所回収 641

飯能市 小型家電類等 ピックアップ方式 99

加須市 小型家電全般（PC除く） クリーンセンターにおいて手選別 178

30cm×15cmの投入口に入る、
使用済電子機器

ボックス回収 0.80

使用済電子機器全般 イベント回収 16

東松山市
家電リサイクル法対象品及び
パソコン以外の電化製品

不燃ごみとして収集、または直接
搬入されたものを手選別

不燃ごみとして収集のため、小型家電のみ
の回収実績は把握していない

小型デジタル家電 ピックアップ方式 0.99

金属複合物 ピックアップ方式 66

ボックス回収 0.40

持ち込み 141

個別訪問回収 49

羽生市 使用済小型家電製品
市役所・市民プラザ・各公民
館

1.47
回収ボックスの投入口（15cm×30cm）を通
過するもの

鴻巣市
コンセントや電池などを使用し
ている小型の家電製品

拠点回収 60
毎月第二土曜日
ＡＭ９時～ＡＭ１１の間
鴻巣市不燃物ストック場

深谷市 小型家電リサイクル　28品目
清掃センターへ市民が直接搬入
する

57
平成２６年１０月から大里広域処理分を加算
し数値訂正

３０ｃｍ×１５ｃｍの投入口に入
る、電気や電池で動く家電製
品。

公共施設（市役所等）、ボックス
回収

1.00

３０ｃｍ×１５ｃｍの投入口に入
る、電気や電池で動く家電製
品。

イベント開催時、イベント回収 0.00

特定対象品目に加え、制度対
象品目の一部。

清掃工場、清掃工場への持込み 38

草加市 電子レンジ等小型家電 ピックアップ方式 58

デジタルカメラ ボックス回収、ピックアップ回収

ビデオカメラ ボックス回収、ピックアップ回収

電子辞書・手帳 ボックス回収、ピックアップ回収

携帯音楽プレーヤー ボックス回収、ピックアップ回収

携帯メディアプレーヤー ボックス回収、ピックアップ回収

カーナビゲーション ボックス回収、ピックアップ回収

ＩＣレコーダー ボックス回収、ピックアップ回収

ゲーム機 ボックス回収、ピックアップ回収

蕨市
家電リサイクル法以外のほぼ
全ての品目

ピックアップ方式 43

さいたま市

川口市

春日部市

川越市

越谷市

上尾市

本庄市

特定品目のほぼ全て
(パソコン、携帯電話を除く）

35

狭山市

Ｈ26.9より開始。ピックアップ回収は不燃ご
み又は粗大ごみとして計量しているため、回
収品目ごとの回収量が不明。よって、全回
収品目の資源化量を入力。
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市町村
事務組合

回収品目 回収拠点、方法 Ｈ26年度回収実績（t/年度） 備考

携帯電話、デジタルカメラ等
「不燃物等」による通常回収（週
１回）

81

回収ボックス 0.17

入間市
通常生活に使用する使用済小
型家電全般

総合クリーンセンター：イベント回
収・ピックアップ回収、市役所・リ
サイクルプラザ・支所併設公民
館：ボックス回収

154

朝霞市

携帯電話、ＰＨＳその他の無線
通信機器、デジタルカメラ、ビ
デオカメラ、ＤＶＤレコーダー、
オーディオプレーヤー、ステレ
オその他の電子音響機器、炊
飯ジャー、電子レンジその他の
台所用電気機器、こたつ、ス
トーブその他の保温用電気機
器、ヘアドライヤー、かみそりそ
の他の理容用電気機器、ゲー
ム機その他の電子玩具および
電動式玩具、その他（コード類・
ごみ）

市役所、リサイクルプラザ、イベ
ント（農業祭、産業祭）

139
H25.11～制度実施。
品目ごとの回収実績は不明

携帯電話
ごみ集積所、清掃センター（ピッ
クアップ方式）、公共施設（ボック
ス回収）

0.16

小型家電
ごみ集積所、清掃センター（ピッ
クアップ方式）、公共施設（ボック
ス回収）

50

新座市 ９６品目に該当するもの 環境センターでピックアップ回収 225 志木地区衛生組合回答

北本市
電気、電池で作動する家庭用
の小型電子･電気製品

公共施設を利用 2.19

八潮市 基盤・携帯 集積所から回収後分解し、分別 4.87

富士見市
小型家電の対象である９６品目
に該当するもの

志木地区衛生組合富士見環境
センターでピックアップ回収

225
構成市（新座市、志木市、富士見市の三市
合計値）

三郷市 96品目に該当するもの ピックアップ回収・イベント回収 225

96品目より蛍光灯・電気カーペット・パソコン
は除外。
認定事業者委託先へ有価物としての売却。
小型家電リサイクル法に基づいて行っては
いない。

携帯電話・ＰＨＳ ボックス回収、イベント回収 0.15

電話機等１６品目 ボックス回収、イベント回収 1.12

７６品目 ピックアップ回収 50

特定対象品目
ひばりヶ丘桜泉園にてピックアッ
プ

0.66

特定対象品目
市内12公共施設に回収ＢＯＸを
設置

0.33

日高市
小型家電リサイクル法特定96
品目

ステーション回収、ピックアップ方
式
ただし、PC・携帯電話について
は、市役所環境課窓口でのみ回
収

77

吉川市
家電リサイクル法対象以外の
家電製品

ステーション回収、直接搬入、各
戸回収

12 不燃ごみ、粗大ごみとして回収

小型家電・廃家電・携帯
もえないごみで収集。その後場
内で手選別

238

小型家電・廃家電・携帯
小型家電ボックスの設置（市内5
箇所）

0.08

伊奈町 小型廃家電全般 クリーンセンターにおいて手選別 26 PCは除く

三芳町 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ･ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ等 ステーション回収、ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ回収 87

滑川町 政令指定96品目（パソコン除く） ピックアップ・直接搬入 58 小川地区衛生組合欄参照

嵐山町 ９６品目 ピックアップ・直接搬入 58 小川地区衛生組合欄参照

川島町 小型家電
ピックアップ回収、清掃工場への
持込

11

吉見町 小型家電７３品目 役場へ直接搬入 20

東秩父村 政令指定96品目（パソコン除く） ピックアップ・直接搬入 2.00

神川町
電気製品全般（家電リサイクル
法のものを除く）

拠点回収 16

坂戸市

戸田市

和光市

幸手市

ふじみ野市
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市町村
事務組合

回収品目 回収拠点、方法 Ｈ26年度回収実績（t/年度） 備考

上里町 調理機器、通信機器等 上里町役場、持ち込み 37

寄居町 小型家電 ステーション回収 31 10月～実施

杉戸町 小型家電 ピックアップ回収 110

ノートパソコン、携帯電話
リサイクルステーション、拠点回
収

4.00

小型家電製品
リサイクルステーション、拠点回
収

254

久喜宮代衛生組合
対象28品目からＰＣを抜いたも
の

ピックアップ方式 260
３センター(久喜：185.70t)
            (菖蒲：25.41t)
            (八甫：49.38t)

志木地区衛生組合 ９６品目に該当するもの 環境センターでピックアップ回収 225

小川地区衛生組合 ９６品目 ピックアップ・直接搬入 58 組合回答

蕨戸田衛生
センター組合

小型家電全般 ピックアップ 124

秩父広域
市町村圏組合

CD/ビデオデッキ、ラジカセ等 ステーション回収 178 レアメタル回収事業

埼玉西部
環境保全組合

制度対象品目ほぼ全て
（パソコンのみ除く）

川角リサイクルプラザでピック
アップ回収

163

埼玉中部環境
保全組合

81品目 粗大ごみの中からピックアップ 61

蓮田白岡衛生組合
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1.9 事業系一般廃棄物の減量化・再資源化の施策実施状況

市町村
事務組合

施　策　の　内　容

さいたま市
平成14年度より、ＮＰＯ法人との協働で事業系ごみのリサイクルルートを構築しており、通常は搬入手数料が170円／10kg×1.08だが、指定の施設
に搬入した場合には100円/10kgとすることにより、事業者にインセンティブを与えて事業系ごみのリサイクルを推進している。

川越市 許可業者が搬入する事業系ごみの内容を検査し、分別や適正処理について指導した。

熊谷市
市のホームページを利用し、事業系一般廃棄物の減量化について事業者に呼びかけている。
商工団体、工業団体、に事業系一般廃棄物の減量化について協力を呼びかけている。

川口市
エコリサイクル推進事業所登録制度
市内でごみ減量・リサイクルに積極的に取組んでいる店舗・事業所を市で認定し、登録証及び登録表示板を市から交付している。
登録時業者はシンボルマークを印刷物等に使用するなど、推進事業所であることを事業活動に利用することができる。

所沢市
事業系一般廃棄物を搬入する一般廃棄物収集運搬業許可業者に対し、搬入検査を行う。市のホームページ等を利用し、事業系一般廃棄物の減
量・資源化について事業者に協力を呼びかけている。

飯能市 持ち込まれた事業系一般廃棄物の内容を検査し、適正処理について指導を行った。

加須市
許可業者搬入物検査
持ち込まれた事業系一般廃棄物の内容物検査を実施し、分別の徹底及び減量化などについて指導を行った。

本庄市 市内の事業者に対して、事業系ごみの削減を啓発するリーフレットを作成・配付した。

東松山市 許可業者が搬入する事業系ごみの内容を検査し、分別や適正処理について指導した。

春日部市 事業系ごみの搬入内容検査により、分別・適正処理の指導を行った。

狭山市
・許可業者の環境センターの搬入検査の実施及び多量排出事業所への立入り検査の実施。
・市内事業所と「狭山市事業所リサイクルシステム推進協議会」をつくり、新聞、段ボール、コピー用紙等を無料で回収し、再商品化（トイレットペー
パー）を行うシステムである「事業所古紙共同システム」を運営している。

羽生市 事業系ごみ検査の実施

深谷市 事業者は廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等廃棄物の減量に努める。

上尾市 搬入ごみの検査

草加市 内容物調査、許可業者への指導、事業者への啓発

越谷市
東埼玉資源環境組合と連携し、内容物調査を実施。組合管内の５市１町合同で事業者説明会を開催し、事業系廃棄物の適正区分、適正処理、減
量化を指導。

蕨市 事業系一般廃棄物の排出方法について、パンフレット及びホームページによる周知を図っている。

戸田市  排出方法について、パンフレットの配布及びホームページへの掲載により、周知を図っている。また、指定袋での排出を依頼している。

入間市 平成２１年度から３ケ年計画で搬入検査を強化しながら資源ごみの搬入規制を行っていく。

朝霞市
持ち込まれた事業ごみの内容物検査を実施し、適正に処理を行うよう指導を行った。
また、事業用大規模建築物の所有者に対し、廃棄物の処理についての計画書提出してもらう。

志木市 食品残渣、剪定枝等を用いての堆肥化。

和光市 一般廃棄物収集運搬許可業者に対する搬入物検査等を行った。

新座市
ごみの減量・再資源化に協力する商店を、「ごみ減量・再資源化協力店」として認定し、簡易包装の推進や再生紙の導入をするなど循環型社会の
実現に向けた具体的な行動を求める。

桶川市 事業系ごみ排出削減キャンペーンに伴い、許可業者を通じて排出業者にパンフレット配布により周知

八潮市 ごみの内容物調査を行い、事業者に指導している。

富士見市 一部委託業者において、食品残渣を用いての堆肥化について協力を依頼している

三郷市
多量排出者には排出計画の提出を求め、ごみの適正処理と減量化について指導。
内容物調査の結果を踏まえて業者会議で資源物の分別や産業廃棄物の徹底を要請している。

坂戸市
・事業系ごみ削減キャンペーンの実施
（事業系ごみ搬入検査、ホームページの充実）
・事業系一般廃棄物受入基準の配布

日高市
　市商工会を通じ、事業者向けに事業系一般廃棄物の適正排出について協力を依頼した。
　展開検査を実施した。

ふじみ野市 事業系ごみの内容物調査及び排出状況調査を行った。

20



市町村
事務組合

施　策　の　内　容

伊奈町 搬入物検査の実施

三芳町 通知等により、ごみの分別徹底や資源化を促すことにより、3Ｒの推進を図っている。

川島町 焼却場へのごみ搬入時に、事業者へ減量化・再資源化の啓発チラシを配布

吉見町 事業系一般廃棄物搬入調査の実施

杉戸町
・事業系ごみ削減キャンペーンの実施
・事業系ごみ搬入の際の抜き打ち検査
・許可業者を通じて、事業者にリーフレットの配布

松伏町 事業者に対し、廃プラスチック類を中心に排出抑制を依頼した。

蓮田白岡衛生組合

・排出事業所へ訪問して分別を指導
・事業系一般廃棄物取扱いマニュアルの配布
・事業系一般廃棄物減量計画書の作成に伴いパンフレットを配布
・搬入物検査（年2回、抜打ち）

久喜宮代衛生組合 業務用生ごみ処理機購入費等補助金交付要請により、業務用生ごみ処理機の設置費用と購入費の合計金額の半額を補助(最大250万円まで）

小川地区衛生組合 リーフレットの配布及び事業所登録の際の指導

蕨戸田衛生
センター組合

構成市と共同で許可業者に対する搬入ごみ検査を実施

秩父広域
市町村圏組合

組合構成市町及び埼玉県機関の機密書類を古紙原料として再資源化を実施。
当組合施設へ搬入される事業系一般廃棄物の搬入検査の実施。

児玉郡市広域
市町村圏組合

分別や適正処理についての指導を行っている。

埼玉西部
環境保全組合

搬入事業所に対し内容検査を実施し、分別や適正処理について指導を行っている。

大里広域
市町村圏組合

許可事業者対象に毎年ごみ検査を行っている。

埼玉中部
環境保全組合

収集運搬許可業者の合同説明会を開催し、分別及び減量のPRを実施している。また、搬入ごみ調査を行い、適正な分別の指導を実施している。
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1.10 多量排出事業者に対する指示事項等に関する条例・要綱等による規定の状況

市町村
事務組合

規定
の

有無
名称 内　　　　容 多量排出事業者の判定基準 指導方法

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

減量等計画書の提出、管理責任者の選
任、保管場所設置届の提出

事業の用に供する延床面積が3,000㎡以上の建築物
啓発パンフレットの送付、
立入検査

川越市 ○
川越市廃棄物の処理及び再
生利用に関する条例

減量化計画の作成 市処理施設に月5t以上搬入するもの
個別指導、文書による通
知

川口市 ○
川口市廃棄物の減量及び適
正処理に関する条例

廃棄物管理責任者選任
減量に関する計画書の作成・提出
再生利用対象の廃棄物保管場所の設置

事業用途に供する部分の床面積の合計が3000㎡以
上の建築物の所有者

個別に指導

行田市 ○
行田市廃棄物の処理及び清
掃に関する条例

多量の一般廃棄物を生ずる占有者等に対
し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及
び方法の指示。

①粗大ごみを除く廃棄物で、搬出量が1日あたり10キ
ログラムを超え、1ヶ月の搬出量が200キログラムをこ
えるもの。
②引っ越しなどにより一時的に生じたもので、その合
計が１００キログラムを超えたもの。

個別指導

所沢市 ○
所沢市事業系一般廃棄物の
減量及び資源化に関する要綱
（平成22年4月1日施行）

・減量及び資源化計画書の作成、提出
・事業系一般廃棄物管理責任者の選任
（届出）

市の処理施設に月平均５ｔ以上の廃棄物を搬入する
者

個別指導

春日部市 ○
春日部市廃棄物の処理及び
再利用に関する条例

減量化計画の作成
廃棄物管理責任者の届出

事業用大規模建築物
平均50ｋｇ/日以上の排出事業者

個別文書通知

狭山市 ○
狭山市廃棄物の処理及び再
利用に関する条例

減量化計画の作成及び実績報告書の提
出、一般廃棄物

一般廃棄物の排出量が常時月１日１００ｋグラム以上
の事業所

立入り検査及び指導書に
よる指導。

上尾市 ○
上尾市廃棄物の処理及び再
利用に関する条例及び規則

廃棄物管理責任者の選任
廃棄物減量等計画書の提出

事業の用に供する部分の延床面積の合計が3000㎡
以上の建築物

個別指導
勧告

草加市 ○
草加市廃棄物の処理及び再
利用に関する条例及び規則

減量計画の作成および減量計画書の提出 日量１００ｋｇ以上を排出している事業者 パンフレットの送付等

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

減量化計画の作成
直接又は許可業者への委託により月量４ｔ以上を搬入
する事業者、事業用大規模建築物の所有者

規定なし

志木市 ○
志木市廃棄物の減量化、再生
利用及び適正処理等に関する
条例施行規則

多量排出事業者の認定

（１）過去１年間又は６月間の月平均一般廃棄物搬入
実績量のいずれかが４トン以上であること。
（２）過去１年間又は６月間のうち、一般廃棄物搬入実
績量４トン以上の月が、半数以上であること。

勧告

和光市 ○
和光市廃棄物の減量及び適
正処理に関する条例

事業系一般廃棄物の減量に関する計画の
作成等の指示、当該事業系一般廃棄物の
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の指示。

事業系一般廃棄物を１日３０キログラム以上排出する
事業者

指示に従わない場合は勧
告を行い、勧告に従わな
いときはその旨を公表す
る。

新座市 ○

①構成三市と組合との連携に
よる事業系一般廃棄物の減量
化等の促進に係る当面の取組
②新座市事業系一般廃棄物
の減量化及び再資源化の推
進に関する要綱

①排出抑制・指導
②減量化・再資源化計画の作成

①直接又は処理事業者への委託により月量４トン以
上を搬入する事業者
②月量４トン以上の搬入業者

①構成市による規定あり
②文書による通知、説明
会の開催

八潮市 ○
八潮市廃棄物の処理及び再
生利用に関する条例

減量・分別計画の作成 月平均1.5トン以上を焼却施設に搬入する事業所 個別指導等

富士見市 ○
富士見市事業系一般廃棄物
の減量化及び再資源化の推
進に関する要綱

・減量化計画の作成 ４ｔ/月　以上の排出事業者
・文書による通知
・現地調査

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

多量排出事業所における一般廃棄物減量
計画書(様式第6号)によるものとし、毎年1
回市長に提出しなければならない。

１．５t/月以上を焼却施設に搬入する事業者 計画書の精査併せて指導

坂戸市 ○
坂戸市廃棄物の減量及び適
正処理に関する条例

減量化計画の作成 毎月５トン以上
個別指導、文書による通
知

幸手市 ○
幸手市廃棄物の処理及び再
利用に関する条例及び規則

運搬すべき場所及び方法の指示 1日平均10kg以上、又は一時に100kg以上 個別指導

吉川市 ○
吉川市廃棄物の処理及び再
生利用に関する条例施行規則

減量計画の作成 1日10㎏以上又は一時的に100㎏以上 個別指導

ふじみ野市 ○
ふじみ野市廃棄物処理条例及
び再利用に関する条例及び規
則

減量化計画の作成 １００kg以上／日 文書による通知

三芳町 ○
三芳町廃棄物の処分及び再
利用に関する条例

多量に事業系一般廃棄物を排出する事業
者に対し、事業系一般廃棄物の再利用に
関する計画書作成、運搬方法等を指示す
る。

1日につき100キログラム以上の事業系一般廃棄物を
搬入する事業者

事業系一般廃棄物ﾊﾝﾄﾞ
ﾌﾞｯｸ等により、「事業系一
般廃棄物の減量に関する
計画書」を毎年６月末日
迄に町に提出してもらう。

小川町 ○

小川町廃棄物の処理及び清
掃に関する条例

土地又は建物の占有者は一時に50キログ
ラム以上の一般廃棄物及び粗大ごみを排
出した時は、町長に届け出て運搬すべき
場所及び方法について指示を受けなけれ
ばならない。

一時に50キログラム以上の一般廃棄物及び粗大ごみ
を排出。

届出を受け、運搬すべき
場所及び方法について指
示。

川島町 ○
川島町廃棄物の処理及び清
掃に関する条例

運搬すべき場所及び方法について指示を
受けなければならない

1日８０kg以上 個別指導

松伏町 ○
松伏町廃棄物の処理及び再
生利用に関する条例

減量化計画の作成 おおむね月1.5トン以上排出した事業者 個別指導

蓮田白岡衛生組合 ○
廃棄物の処理及び再生利用
の促進に関する条例

一般廃棄物減量計画書の作成
可燃ごみ・・・1日の平均搬出量が100kg以上
不燃・粗大ごみ・・・適正量以上の排出事業者

個別指導
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市町村
事務組合

規定
の

有無
名称 内　　　　容 多量排出事業者の判定基準 指導方法

久喜宮代衛生組合 ○
久喜宮代衛生組合廃棄物の
処理及び再利用に関する条例

減量化計画の作成
一般廃棄物管理責任者の選任

組合施設に月平均1.5トン以上の廃棄物を搬入する者
文書による通知
戸別訪問

志木地区衛生組合 ○
構成三市と組合との連携によ
る事業系一般廃棄物の減量
化等の促進に係る当面の取組

排出抑制・指導
直接又は処理事業者への委託により月量４トン以上
を搬入する事業者

構成市による規定あり

秩父広域
市町村圏組合

○
秩父広域市町村圏組合　廃棄
物の処理等に関する条例施行
規則

減量化計画の作成 １日の搬出量が25ｋｇ以上　又は0.2㎥以上 個別指導

埼玉西部
環境保全組合

○
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

運搬すべき場所及び方法を指定 １日平均排出量が30キログラム以上

埼玉中部
環境保全組合

○
埼玉中部環境保全組合廃棄
物の処理及び清掃に関する条
例及び規則

運搬すべき場所及び方法を指示 1回につき50㎏以上 個別指導
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市町村
事務組合

徴収区分
全部
徴収

一部
徴収

一部徴収
の基準

料　　　　金 備　　考

さいたま市 3 ○ 170円／10kg×1.08

川越市 3 ○
市の処理施設への搬入
10kgにつき　170円

熊谷市 3 ○ 120円/10kg 最終処分場（不燃物のみ）

川口市 3 ○ 220円/10㎏

行田市 2 ○ 120円/kg（可燃ごみを除く） 可燃ごみは鴻巣行田北本環境資源組合参照

所沢市 3 ○ 240円/10kg 可燃ごみのみ受入

飯能市 3 ○ 100円/10kg

加須市 3 ○ 130円/10kg

東松山市 3 ○ 10㎏につき200円

春日部市 3 ○
可燃・不燃210円/10kg
粗大ごみ500円/1品+210円/10kg

狭山市 3 ○ 170円/10㎏

羽生市 3 ○ 120円/10㎏

鴻巣市 3 ○
１８円／kg（埼玉中部）
１５円／kg(彩北）

埼玉中部環境保全組合で徴収（可燃・粗大）
彩北広域清掃組合で徴収（可燃のみ）

深谷市 3 ○ 150円/10kg

上尾市 3 ○ 17円/㎏

越谷市 3 ○ 100円/10kg（不燃物）

入間市 3 ○ ２３０円／１０㎏

朝霞市 3 ○ 220円/10㎏

和光市 3 ○ 220円/10㎏

桶川市 3 ○ １７０円／１０ｋｇ

三郷市 3 ○ 不燃物 200円/10㎏ 可燃については組合回答

坂戸市 3 ○ 230円/10kg １０Kg未満は１０Ｋｇとみなす

幸手市 3 ○ 可燃ごみ
袋大７０㍑　110円/1枚
袋中４５㍑　70円/1枚
袋小３０㍑　50円/1枚

日高市 3 ○ 240円/10kg

吉川市 3 ○ 210円/10㎏

ふじみ野市 3 ○ 100円/10kg

伊奈町 3 ○ 120円/10kg

三芳町 3 ○
可燃100円/10kg
不燃50円/10kg

川島町 3 ○ ８０kg未満は無料
８０kgは１,６００円以降は１０kg加算することに２０
０円ずつ加算

杉戸町 3 ○ 可燃ごみ

小袋　　５０円／枚
中袋　　７０円／枚
大袋　１１０円／枚
持込　１１０円／１０ｋｇ

蓮田白岡衛生組合 3 ○ 150円/10kg
143円/10kgに消費税を乗じ得た
額の10円未満の端数は切り捨て。

久喜宮代衛生組合 3 ○ ２００円／１０ｋｇ 3センター

志木地区衛生組合 3 ○
可燃・不燃・ペットボトルは４５０円/２０キロ。
ビンは３３０円/２０キロ

小川地区衛生組合 3 ○ 200円/10㎏

1.11 事業系一般廃棄物の処理手数料
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市町村
事務組合

徴収区分
全部
徴収

一部
徴収

一部徴収
の基準

料　　　　金 備　　考

東埼玉
資源環境組合

3 ○ 210円/10kg

蕨戸田衛生
センター組合

3 ○ 可燃ごみ 183.6円/10kg（税込）

鴻巣行田北本環境資
源組合

3 ○ 150円/10kg

秩父広域
市町村圏組合

1 ○

・収集・処理　定額2,000円(可燃ごみ・不燃ごみ別)/
＋指定ごみ袋(110円/枚) 1口15袋まで
・直接搬入　100kgまで800円　以降10kgごとに80円加
算

児玉郡市広域
市町村圏組合

3 ○ 200円/10㎏

埼玉西部
環境保全組合

3 ○ 10ｋｇにつき230円

大里広域
市町村圏組合

3 ○ なし 150円/10ｋg

埼玉中部
環境保全組合

3 ○ 180円/10㎏

徴収区分　　１．収集・処理料金として徴収

      　  　２．収集料金として徴収

      　　　３．処理料金として徴収
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1.12 産業廃棄物の処理手数料

徴収の 料金

有　無 設定

さいたま市 ○ a 条例 従量制 170円／10kg×1.08

川口市 ○ b 条例 従量制 220円/10㎏

所沢市 ○ b 条例 従量制 240円/10kg

紙くず（PCBが塗布されたものを除
く。）
木くず（工作物の除去に伴って生じ
たものを除く。）
繊維くず
上記のみ受入を行っている。

飯能市 ○ b 条例 従量制 100円/10㎏

春日部市 ○ b 条例 従量制 不燃210円/10kg

羽生市 ○ a 条例 従量制 200円/10ｋｇ

上尾市 ○ a 条例 従量制 170円／１０ｋｇ

桶川市 ○ a 条例 従量制 170円／１０ｋｇ

幸手市 ○ b 条例 従量制 110円/10kg

日高市 ○ b 条例 従量制 240円/10kg

吉川市 ○ b 条例 従量制 210円/10㎏

ふじみ野市 ○ b 条例 従量制 100円/10kg

川島町 ○ b 条例 従量制 200/10kg

蓮田白岡衛生組合 ○ a 条例 従量制 250円/10kg
239円/10kgに消費税を乗じ得た額
の10円未満の端数は切り捨て。

秩父広域広域
市町村圏組合

○ a 条例 従量制
100kgまで1,200円　以降10kgごとに
120円加算

埼玉中部
環境保全組合

○ a 条例 従量制 200円/10㎏

　　　　　　料金設定　　　　　　a：あわせ産廃独自

b：事業系一廃と同じ

規 定 料金
備考徴収

方法

市町村
事務組合

産業廃棄物処理手数料
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