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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 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

熊谷市エコショップ認定制度
市内にある量販店等を申請・承認し、認定証の交付やエコショップキャンペーン等の店頭イベントを行い、廃棄物のリデュース、リユース及びリサイクルに対する意識の高揚を図る

川口市 レジ袋の大幅な削減に向けた取組
地球温暖化防止及びごみ減量対策、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な削減について、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

秩父市 廃油油リサイクル事業 市民から集めた食用廃油を自動車燃料として活用している

食品ロスゼロのまち促進事業 食べきりタイムの普及、「食品ロスゼロのまち」協力店の登録、啓発品を飲食店や公共施設等に展示　等

市民文化フェア・市民フェスティバ
ル・環境展示会

ごみの減量・資源化の啓発

エコロまつり 啓発展示・リユース品の頒布

もったいない市
古着・古布・陶磁器リユース品の
回収・頒布

ごみ減量・リサイクル推進説明会 市内14地区（16回）開催し、678名の参加人数であった。ごみの減量、資源化に関する市の取り組み、ごみの分別方法等の啓発を行った。

事業系ごみの減量 県内で実施される事業系ごみ削減キャンペーンに合せ、発生抑制の啓発、搬入ごみの内容物検査を行い、検査結果に基づく分別等の指導を行った。

マイバッグ・マイカゴキャンペーン 商工会議所、市内ｽｰﾊﾟｰ等でポスターの掲示等の協力を依頼し、市内公共施設には、のぼり端の設置を依頼した。11月には市のイベントにおいて、レジ袋削減の啓発を行った。

加須市 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。

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。

生ごみ水切り運動 官民協同で新しい生ごみ水切り器を開発し販売。広報や啓発品として配布するなど水切りの促進について啓発活動を行った。

事業系古紙回収協力店制度 古紙を受け入れる事業者を事業系古紙回収協力店として登録し、排出事業者に周知することで、古紙を資源化施設に誘導し、ごみの減量化・資源化を図っている。

事業系ごみ減量 搬入物調査を行い分別の徹底を図る

出前講座
ごみ減量化・資源化のゆくえ

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。

廃食用油回収事業 家庭ごみの収集を委託している組合と協力して家庭からでた廃食用油を回収し、バイオディーゼル燃料にして収集車の燃料として使用している。

雑紙発見チャレンジ 夏休み中に小学校全校の児童が、家庭のごみ中から再利用できる雑紙を見つけ、リサイクルに回してもらうことでごみの減量化・資源化を図る。

親子エコ・クッキング 親子で参加するエコ・クッキング教室を開催し、親子でコミュニケーションを図るとともに、環境について考えるきっかけをつくり、普段の生活の中で、食品ロスの削減、ごみの減量化を図る。

食品ロス削減事業 「食べ切りタイム」の啓発、彩の国エコぐるめ事業への登録促進

パソコンを含小型家電等の宅配回
収

リネットジャパン株式会社と協定を結び、パソコンを含小型家電等の宅配回収を実施

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。

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・出前講座
リサイクルセンターへの施設見学や町会・自治会等への説明会・出前講座を通じて、ごみ減量に係る啓発活動を実施。なお、平成２９年度参加者実績は９１９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４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２９年度の回収実績は約５８t。

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２９年度の回収実績は約３．８t。

リユース品の売却事業
ごみの減量化、資源循環の推進及び市民のリサイクル意識の高揚を図るため、粗大ごみとして収集した家具等のうち、再使用可能な家具等について、市民を対象に売却する事業。平成２９年度に処分
せずリユース品とした粗大ごみの重量は３,４５１．７ｋｇ。

食品ロス削減の啓発活動 「食材使いきり」、「残りものをアレンジ」したエコクッキング教室
自治会回覧での啓発
イベントでのポケットティッシュ配布

「都市鉱山からつくる！みんなのメ
ダルプロジェクト」への参加による
小型家電回収の促進

市内公共施設内に小型家電リサイクル回収ボックスの設置
イベントでの回収活動

蕨市 エコキャップと花苗交換事業 年３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と交換。

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

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

事業系ごみの減量 搬入検査の強化・搬入規制の実施

ごみ分別アプリの導入
ごみ収集日程や分別方法の周知啓発

小型家電リサイクル 拠点回収・ピックアップ回収の実施

食品ロス削減 「食べきりタイム」の呼びかけ、協力店の紹介

３Ｒ推進団体協働事業 「今日から始めよう！let`sエコクッキング」を実施し、３Ｒについて啓発

環境月間事業（５、６月）

啓発品（水切りネット）の配布
朝霞駅電光掲示板に啓発メッセージ表示
事業系ごみ削減キャンペーンについてチラシ配布、HP掲載

３R推進月間（１０月）

啓発品（水切りネット）の配布
北朝霞駅ロータ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

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

落ち葉銀行 可燃ごみとしていた一般家庭から出される落ち葉や剪定枝を回収し、堆肥化のうえ土に戻す仕組み

朝霞市

志木市

越谷市

草加市

戸田市

入間市

飯能市

狭山市

本庄市

春日部市

具体的な取組内容
市町村

事務組合
名　　　称

東松山市

熊谷市

所沢市
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具体的な取組内容
市町村

事務組合
名　　　称

新座市ごみ分別アプリの配信 収集日カレンダーや収集日のお知らせ機能、品目ごとに簡単に分別を検索できる「ごみ分別辞典」機能などを記載する新座市ごみ分別アプリを無料配信。英語・中国語・韓国語の外国語にも対応。

参加型幼児向けごみ減量講座 生ごみの減量と食品ロス削減を推進する取組として、市内保育園児を対象に、紙芝居やごみ分別ゲームで楽しみながらごみを減らすことを学ぶ。

にいざリサイクルせっけん 家庭から出る廃食用油を公民館及びマンション（5か所）など20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。

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、その量に応じて報奨金を支払う

市内一斉清掃
市が中心となり町会、自治会、管理組合等の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現状や意見等を把握
している。

ごみ減量実践モデル地区指定事業 ごみ減量化を継続するため、区・自治会単位をモデル地区として指定する。ごみの減量化や資源化に関する取り組みを実践し、取り組み期間終了後、アンケートを実施する。

せん定枝チップ機貸出事業
ごみ減量を推進するため、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」の無料貸出を行っている。大・中・小3種類のチップ機の運搬・引き
取りは市職員が行う。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。チップ機の貸出条件として、粉砕したチップは土壌改良などの資源化を図ることを設定している。

燃やせるごみ有料化 燃やせるごみの減量化を目的に、燃やせるごみの排出には、手数料として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。

古紙回収啓発
「可燃ごみ」として出されてしまっている雑紙を「古紙」として出してもらうよう出前講座等で分別の啓発を行った。

家庭系剪定枝チップ化事業
「可燃ごみ」減量のため、協力いただける区に剪定枝専用の集積所を設置し、回収・チップ化したものを遊歩道の敷材として活用した。

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。

マイバック推進事業 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クの持参運動を推進している。市内のスーパー店舗にて意識調査の実施や普及活動を行う。

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周知している。

家具及び自転車のリサイクル販売 粗大ごみで出された家具及び放置自転車を修理・清掃して販売を行っている。

生ごみ処理容器（ベランダdeキエー
ロ）の販売

生ごみ処理容器の助成販売を行っている。

環境学習講座の開催 市内業者や教育機関協力のもと環境に関する学習講座を開催している。

小中学生を対象とした環境センター
見学会の開催

バスをチャーターし、市内小中学生を対象とした環境センター見学会を開催している。

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２９年度実績　１９３kg)

東京オリンピック２０２０メダルプロ
ジェクト

市役所に回収箱を設置して回収。
(２９年度実績　携帯電話５７台　計６．５kg)

家庭系ごみの分別の徹底 広報、ホームページによる周知

事業系ごみの減量化、リサイクル
推進

事業系一般廃棄物のうち、可燃ごみのみ受け入れ

毛呂山町 リサイクル石鹸作り 廃油を利用した粉石鹸を消費者団体が作成し、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、エコ関連商品の紹介や環境に関する啓発活動を実施

小川町 家庭用使用済食用油の回収 家庭から出される廃食用油を回収。業者に委託してバイオディーゼル燃料として精製し、公用車の燃料として使用。

川島町 ふれあい戸別収集事業 体の不自由な世帯のごみ収集と声かけ

横瀬町 廃食油回収事業 町民から回収した廃食油をバイオディーゼル燃料として有効活用するもの

小鹿野町 廃食油回収事業 町民から廃食用油を回収し、BDF燃料として公用車に利用している。

寄居町 資源物「雑がみ（ざつがみ）」の回収準備 平成３０年度から開始するための準備を行なった。

松伏町 水切りダイエット 家庭から出される生ごみの減量のため、生ごみの水切り啓発グッズの配布を行う。

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。

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 蓮田市白岡市で開催されるイベントでおもちゃの交換会（リユース）を行っている。

衣類交換会 蓮田市商工会主催のイベントに子供服を提供して交換会（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する。

廃食用油のリサイクル 蓮田市・白岡市の小中学校（全２３校）及び保育園（全８校）の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及びインク原料に資源化している。

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

業務用生ごみ処理器購入費補助金（購入設置に2分の1　限度額250万円）

ホームページでダンボールコンポストの使用方法を紹介

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

協力店舗やイベントにて、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。また、マイバッグの利用に関するアンケート調査を行い、回答者にマイバッグを配布

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

ごみを減らしてきれいな街づくり表
彰制度

ごみの資源化及び減量化並びに集積所の美化に関して顕著な功績のあった個人、団体及び事業所等を表彰

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、障がい者や高齢者の雇用促進、環境教育現場の提供、環境ボランテイア促進の場の提
供等の推進を図る。

花苗の交換事業 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

富士見市

三郷市

ふじみ野市

堆肥化事業

ノーレジ袋キャンペーン

久喜宮代衛
生組合

日高市

吉川市

坂戸市

幸手市

蓮田白岡
衛生組合

三芳町

白岡市

新座市
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1.2 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

リサイクル家具展示販売会
まだ使用できる家具を家庭から回収し、
修理・展示販売する

市民 桜環境センター

夏休みリサイクル学習教室 小学生向けのリサイクル学習教室 小学生とその親 東部環境センター

出前講座 講師派遣 自治会・市民団体

小型家電イベント回収 使用済小型家電の回収 市民 大学文化祭、区民まつり等で実施

ごみスクール 環境学習
未就学児
小学４年生

ごみ分別アプリ配信
ごみ分別辞典等の機能を搭載したアプリの
配信

市民 一部機能はＰＣでも利用可

３Rマーケット
市民から無償提供される衣類等のリユース
ショップ

市民
桜環境センター、環境啓発施設において随
時実施

３Rディスカバリーハウス
専用スコープを用いての環境啓発に係るクイ
ズ出題

市民 桜環境センター環境啓発施設常設展示

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 ポスター展示会 小中学生

イベント 出前講座 川越市ごみ事情 小中学生・市民

家庭ごみの分け方・出し方 市民

リサイクル体験講座 市民

川越市ごみ分別アプリ 市民

一般広報紙 市報くまがや
補助金制度や貸出事業の案内、食べ切りや
マイバック・マイボトルの励行

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

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

エコショップキャンペーン
店頭回収の周知とその他本市のごみ減量等
取組紹介

市民等

エコスクール
市内の主に保育所を対象に、紙芝居とごみ
の分別に関するクイズ等を行う

市民等

啓発ビデオ貸出 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

年末年始収集案内ポスター 収集情報 市民

マイバック使用促進啓発ポスター 普及啓発 市民

食品ロス削減啓発パンフレット 啓発 市民

年末年始収集案内チラシ 収集情報 市民

家庭ごみの分け方・出し方 分別・排出情報 市民

親子で学ぼう　環境の旅
ごみ問題等の啓発事業として、埼玉県立川
の博物館と彩の国資源循環工場を見学

小学生親子

３Ｒ推進月間特別事業 ３Ｒ推進の普及啓発活動 市民

レジ袋削減キャンペーン レジ袋使用量削減の啓発 市民

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あわせ、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

リサイクル体験教室
リサイクルごみ減量の啓発としてリサイクル
体験教室を開催

市民

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

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

ごみ不法投棄監視ウィーク
不法投棄防止対策（駅頭キャンペーン、不法
投棄監視活動）

市民

ポイ捨て防止啓発看板
川口市飲料容器等の散乱の防止に関する条
例施行に伴う対策

市民

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

市民

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

イベント

川口市

啓　　　発　　　内　　　容　　　等
市町村

事務組合
啓発手法

イベント

熊谷市

さいたま市

その他

パンフレット副読本等

川越市

ポスター

パンフレット副読本等

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

事務組合
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、不用品登録制度 全戸

専門広報紙 美しいまち ごみの諸問題に関する広報 全戸

ごみ問題を考えるつどい 講演会 市内在住・在勤

ごみ処理施設見学会 市内ごみ処理施設見学 衛生協力会

イベント 秩父フリーマーケット フリーマーケット 秩父郡市内

パンフレット副読本等 ごみカレンダー配布 ごみカレンダーの配布 全世帯

環境衛生推進員全員研修会 ごみ処理施設の見学 環境衛生推進員

一斉清掃 一斉清掃 対象地区町会世帯

一般広報紙 広報ところざわ ごみ全般の情報 全世帯

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

全世帯

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

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

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

市民文化フェア・市民フェスティバル・
環境展示会 ごみの減量・資源化の啓発 市民

エコロまつり 啓発展示・リユース品の頒布 市民

みんなのメダルプロジェクト 小型家電の回収・リサイクルの啓発 市民

もったいない市 古着・古布・陶磁器リユース品の
回収・頒布 市民

一般広報紙
広報はんのう、ホームページ
ご当地アプリ

生ごみ処理器はんのうキエーロ購入費補助
制度ほか

市民

生ごみ処理器はんのうキエーロ
生ごみ処理器はんのうキエーロ購入費補助
制度

市民

ごみ減量啓発ポスター
小中学生を対象にごみ減量に関する絵を募
集し、ポスターの作成、展示、表彰を行った。

小学4年生～中学3年生

飯能新緑ツーデーマーチ 生ごみ処理器はんのうキエーロ イベント参加者

環境フェスタ 生ごみ処理器はんのうキエーロほか イベント参加者

はんのう生活祭 生ごみ処理器はんのうキエーロほか イベント参加者

キエーロ工作教室 キエーロ作り 市民（小学生、保護者）

出張授業 ごみの減量、リサイクルについて 小学生

一般広報紙 市報かぞ、お知らせ版 ごみ処理状況・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 ごみの資源化推進 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・企業等

ごみ処理施設見学会 施設見学会 市民

ごみの出し方出前講座 ごみの分別方法説明会 市民

リサイクルフェア 中古家具無償提供 市民

ホームページ ごみの出し方全般 市民

ごみ分別アプリ ごみの分別 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

家庭ごみの分け方・出し方 ごみ全般のパンフレット 市民

事業系ごみの処理ガイドブック 事業系ごみの適正処理方法 排出事業者

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

小学生向け３Ｒ推進講座
小学生を対象に、ごみの現状と減量化につ
いて親子で学び、ごみ処理施設を見学

市民

一般広報紙 広報ひがしまつやま ごみ減量の啓発等 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 ごみ、資源物の分別方法、日程等 全世帯

施設見学 クリーンセンター及び不燃物処理場見学 学校等

出前講座 ごみ減量化・資源化のゆくえ 自治会等

ポスター 「もったいない！」運動 食品廃棄物の減量化を呼びかけ 自治会等

一般広報紙 施設見学 不燃物処理場見学 全世帯

イベント

その他

イベント

パンフレット副読本等

その他

イベント

専門広報紙

パンフレット副読本等

ポスター

イベント

その他

秩父市

飯能市

東松山市

行田市

所沢市

本庄市

加須市

イベント

その他
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名　　　　　　称 （内　　容） 対　象　等 備考

啓　　　発　　　内　　　容　　　等
市町村

事務組合
啓発手法

一般広報紙 広報かすかべ 全世帯

ゴミニケーションカレンダー 全世帯

外国語版ごみの出し方 ごみの出し方を7か国後で 市民

春のクリーンデー 市内一斉清掃 市民・企業

親子施設見学会 リサイクル施設の見学会の実施 小学生の親子

環境センター施設見学会 市の処理施設の見学会の実施 市民

親子エコクッキング 食品ロスの削減、ごみの減量化

環境ナビーゲーター講習 春日部のごみをテーマにした講習 市民

その他 路上喫煙防止キャンペーン
路上喫煙禁止区域における事業の周知及び
喫煙者の指導 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

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のPR 来場者

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
生ごみリサイクル事業のPR

来場者

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３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

３０１０運動 食品ロス削減の啓発ポケットティッシュ配布 駅頭歩行者

まちづくり出前講座
ごみの減量、リサイクル、生ごみリサイクル事
業の各講座

自治会等

羽生市 その他 出前講座 ごみの分け方・出し方 自治会等

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

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

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

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

段ボールコンポスト講習会 段ボールコンポストの係る講習 市民

イベント 上尾市環境推進大会2018 環境賞授与、活動報告、ポスター表彰 市民

出前講座 ごみ減量とリサイクル 市民

上尾市ウェブサイト 雑紙の分別に関する情報提供 上尾市ウェブサイト閲覧者

一般広報紙 広報そうか ごみの分別、ごみ減量等 市民

ホームページ
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

ごみ分別アプリ
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

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

そうか環境とくらしフェア
３Rについて、ごみ減量、ごみの出し方・分け
方等について

市民等

消費生活講座
「食費の見直し！根菜アレンジ料理～家計に
やさしい消費生活の工夫～」

市民

生活用品交換会
不用品の即売会、古着・古布及び家庭用廃
食油の回収

市民等

一般広報紙 自治会回覧 ごみの減量やリサイクル事業の案内 市民

パンフレット副読本等 リサイクルに関するパンフレット製作・配布 越谷市で集められてごみの行方 リサイクルプラザ来館者

啓発関係事業 分別クイズ他 市民

３R推進事業 ３R推進の普及啓発活動 市民

その他 出張講座 保育所・小学校等向けにごみの分別について啓発 市内の保育所・小学校

一般広報紙 広報　蕨 ごみの現状 蕨市民

専門広報紙 ごみの分け方・持ち出し方 ごみの分別と収集日等 蕨市民

「ごみとくらし」 ごみの分別や処分の流れ等について 蕨市内各小学校４年生社会科授業用 学校用副読本

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 蕨市民

蕨市環境フォーラム 環境等に関連した講演会 蕨市民

さわやか環境の日・クリーンわらび市民運動 蕨市内一斉清掃活動 蕨市民

その他

その他

イベント

パンフレット副読本等

イベント

イベント

パンフレット副読本等

イベント

イベント

深谷市

越谷市

鴻巣市

狭山市

上尾市

春日部市

蕨市

草加市

イベント

イベント

その他
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名　　　　　　称 （内　　容） 対　象　等 備考

啓　　　発　　　内　　　容　　　等
市町村

事務組合
啓発手法

「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

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

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、減量化啓発 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・マイバッグキャンペーン マイバッグ持参の推進 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・自治会など

広報あさか イベント案内

３R推進啓発に関する記事等を掲載

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ケ国語版） 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１㎏のC02の削減
をめざしましょう

ごみ減量啓発 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

広報しき 6月は環境月間です 市民

広報しき 落ち葉銀行 市民

広報しき 食品ロスを減らそう 市民

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 市HP

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

市民

イベント レジ袋辞退統一行動 クリーン作戦にて啓発 市民

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

一般広報紙 ホームページ 和光市の資源・ごみ情報 市民等

広報にいざ
生ごみの水切りやリサイクル推進課の事業
等、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

専門広報誌 広がる輪 年２回発行 志木地区衛生組合回答

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、分別方法等を掲載 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、全世帯に配布を行って
いる。

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
含まれる水分を取り除くことやごみ減量化の
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り除くことや
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

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

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

幼児向けごみ減量講座

生ごみの減量と食品ロス削減を推進する取
組として実施。紙芝居やごみ分別ゲームで、
子供たちが楽しみながらごみを減らすことを
学ぶ。

市内保育園児

専門広報紙 ごみ収集日程表 マイバッグの推進 市民 全戸配布

イベント 消費生活展 マイバッグの配布 市民

イベント

その他

一般広報紙

その他

イベント

一般広報紙

その他

パンフレット副読本等

イベント
入間市

志木市

朝霞市

戸田市

新座市

和光市

桶川市

市民一般広報紙



-7-

名　　　　　　称 （内　　容） 対　象　等 備考

啓　　　発　　　内　　　容　　　等
市町村

事務組合
啓発手法

一般広報紙 広報やしお ごみの減量化・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・食品ロス削減の啓発等 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

その他 出前講座 ごみ分別・減量化などの出張講座 市民

保存版ごみの出し方 ごみ、資源の分別方法の啓発 市民

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

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

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

富士見市をきれいにする条例街頭キャンペーン 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
生ごみ処理容器等購入費補助金のお知らせ
など

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等の周
知

市民

イベント 環境フェスタみさと 小型家電・古着のイベント回収 市民 市民から業者に直接引渡し

その他 ざつ紙分別用紙袋 ざつ紙分別排出の周知 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

市民

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

市民

パンフレット副読本等 転入者の皆様へ(お知らせ)
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

イベント 環境展
啓発パネルの展示やチラシの配布、ごみ減
量紙芝居の実演等の企画を実施

市民

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現状や
意見等を把握

希望する自治会

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

小学生・中学生

ごみ減量紙芝居
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

４R推進巡回展示
ごみ減量に関するパネルやリサイクル品等を
小学校に展示

小学生

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

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

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 ※保全組合

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 ※保全組合

再生品販売会 粗大ごみなどの再生品販売 ※保全組合

施設見学 施設見学 小学生等 ※保全組合

一般広報紙 広報つるがしま 啓発記事の掲載 市民 ※鶴ヶ島市役所

環境美化推進員研修会 ごみ処理施設の見学 市民 ※鶴ヶ島市役所

「環境月間啓発展示」 展示会 市民 ※鶴ヶ島市役所

その他 鶴ヶ島市ホームページ 啓発記事の掲載 市民 ※鶴ヶ島市役所

その他

イベント

イベント

その他

パンフレット副読本等

イベント

その他

一般広報紙

富士見市

鶴ヶ島市

坂戸市

三郷市

幸手市

八潮市
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名　　　　　　称 （内　　容） 対　象　等 備考

啓　　　発　　　内　　　容　　　等
市町村

事務組合
啓発手法

一般広報紙 広報ひだか ごみ減量啓発記事掲載 市民

ひ・まわり探検隊
夏休みに児童向けに３Rについて講演を行っ
た。

イベント参加者

生涯学習出前講座 ごみ減量啓発等 市民

パンフレット副読本等 事業系ごみ減量依頼 事業者向けに、ごみ減量の啓発ﾁﾗｼを配布。 対象事業者

その他 雑紙専用回収袋配布 古紙の再利用を促すため見本として配布。 市民

一般広報紙 広報よしかわ
生ごみの減量啓発、３Rの啓発、事業系ごみ
の削減啓発

市民

６月号（３Ｒの啓発、水切り器、生ごみ処理
機）
１０月号（３Rの啓発、事業系ごみの削減啓
発）
２月（生ごみ処理機、水切り器）

その他 エコだより 食品ロス啓発、ごみ減量啓発 市民

５月発行（リデュース）
６月（「びん」「かん」分別収集）
１２月（食品ロス）
３月（ゴミだしルール）

マイバッグ推進キャンペーン マイバッグ持参率調査、意識調査、普及啓発 市民

環境展
パネル展示、体験講座（マイバッグの絵付
け、手作り石鹸　等）、セミナー

市民

環境フェスティバル
環境講演、小学生による環境学習の発表、
パネル展示

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 ごみの分別方法等 全世帯

資源物家庭ごみの分け方・出し方マニュアル 分別方法・出し方・日程等 全世帯

ごみダイエット通信 生ごみの削減方法等 町会・町内会・自治会加入者

エコラボフェスタ 環境に関係ある企業による展示・出展等 イベント来場者

環境フェア 環境に関係ある企業による展示・出展等 イベント来場者

出前講座 市のごみの現状やごみの分別の仕方等 希望団体

環境センター見学会 処理内容について説明 市内小中学校、希望団体

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 白岡市で回答

一般広報紙 広報いな ごみの分別・マナーの向上等 町内各世帯

専門広報紙 ごみ収集カレンダー ごみの分別方法・収集日 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/ごみ分別Q&A

専門広報紙
家庭ごみの正しい分け方・出し方分別マニュア
ル

啓発 町民

一般広報紙 ごみ減量化の推進 啓発 町民

その他 事業系ごみの減量化及びリサイクルの推進 規制・啓発 事業所

毛呂山町 一般広報紙 広報もろやま ごみの減量化等について 町内全世帯

一般広報紙 広報おごせ 啓発記事の掲載 町内住民

ごみュニケーション ごみと資源の出し方の啓発 管内住民

リサイクル活動方針

来年度の方針策

家庭のごみと資源の分け方・ ごみの分別方法、出し方、 管内住民

出し方リサイクルガイドブック 収集カレンダー

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

一般広報紙 広報なめがわ、回覧 自治体加入者

その他 全世帯

嵐山町 一般広報紙 広報嵐山
美化清掃運動について、生ごみ処理機補助
金について

町民

一般広報紙 ごみ減量化大作戦 家庭ごみの削減について啓発 町民

３キリ運動チラシ 生ごみの削減について啓発 町民

ごみ分別説明会 ごみの分別の徹底について 町民

ごみ分別アプリ ごみの分別等について 町民

その他

その他

その他

パンフレット副読本等

イベント

その他

パンフレット副読本等

専門広報紙

伊奈町

滑川町

越生町

吉川市

川島町

ふじみ野市

三芳町

日高市

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

事務組合
啓発手法

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

一般広報紙 5、9月広報はとやま ごみの減量化について 町民 町発行

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、来年どの方針等

町民 西部環境保全組合作成

パンフレット副読本等 家庭ごみと資源の分け方・出し方 ごみの分別方法、出し方、収集カレンダー 町民 西部環境保全組合作成

再生品販売会 粗大ごみなどの再生品販売 西部環境保全組合実施

施設見学 施設見学 小学生等 西部環境保全組合実施

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

一般広報紙 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

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

皆野町 その他 彩の国ごみゼロ県民運動 清掃活動 町民

長瀞町 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

パンフレット副読本等 ごみカレンダーの配布 分別方法及び収集日の通知 全世帯

ごみ減量化と3Rに関する標語の募集 ごみ減量化と3Rに関する標語の募集 小学校4年生

事業家ごみ削減キャンペーン チラシの配布 西秩父商工会加入事業所

一般広報紙 広報みさと ごみ減量推進 住民

イベント 「クリーン美里」町内一斉清掃 町内清掃活動 住民・町内各企業等

一般広報紙 小型家電拠点回収 小型家電の回収 住民

ポスター 啓発用ポスター掲示 啓発用ポスターの掲示 住民

一般広報紙 リサイクル活動奨励補助金 リサイクル補助金 地域の団体

事業系ごみ削減キャンペーン 啓発 住民等

環境衛生推進員会視察研修 研修 環境衛生推進委員

一般広報紙 広報かみさと 3Rの推進、食品ロスを減らそう 町内全戸

社会科見学等 資料による説明、DVD映像、工場内見学 圏内小学校

施設見学 資料による説明、DVD映像、工場内見学 構成市町環境関係団体等

環境学習 ごみの減量化 町立保育所

環境学習 ごみの減量化 公衆衛生連絡協議会研修

一般広報紙 ごみの出し方等の注意喚起 毎月の広報のごみ収集欄で注意喚起 町民 時節に合った啓発文章掲載

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 ゴミ収集カレンダー ごみの出し方、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

ポスター 啓発用ポスター マイバック、食品ロス 町内情報掲示板に掲示

その他

イベント

その他

その他

その他

松伏町

小鹿野町

上里町

美里町

神川町

寄居町

杉戸町

横瀬町

ときがわ町

鳩山町

吉見町
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名　　　　　　称 （内　　容） 対　象　等 備考

啓　　　発　　　内　　　容　　　等
市町村

事務組合
啓発手法

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ＤＶＤ
（ごみ・し尿・リサイクルプラザ）

処理・リサイクル概要の紹介 管内住民、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

ごみ分別アプリ
ごみの収集日、分別、イベント、ごみの受入
れ日程等ごみに関する情報を配信

管内住民

環境センター見学会 処理施設の見学 管内住民、団体等

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

出前講座 ごみの減量化・資源化について 管内住民、団体等

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

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

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

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

夏休み親子で自由研究３Ｒでごみを減らそう講
座

３Ｒ講座方法施設見学 管内住民

ホームページ 組合の業務に関する状況提供 管内住民

施設見学者受入れ 小学生社会科見学、一般視察希望者受入れ 希望者

専門広報紙 広がる輪 分別の徹底等 構成市の住民及び事業所 年２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 構成市住民等 毎年３月に開催

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 構成市住民等

専門広報紙 広報リユース 年４回発行 管内住民、工場見学者

パンフレット副読本等 施設見学者用パンフレット
施設紹介パンフレットを見学者に配付。施設
受付に設置。

工場見学者、希望者

啓発ビデオ貸出 広報用ビデオ 施設紹介ビデオの貸出 学校、団体

環境と情報の集い（リユースまつり） 施設見学、参加団体による展示 イベント来場者

構成市町で開催されるイベント参加 パネル展示、啓発品の配布 イベント来場者

工場見学者の受入れ 施設見学、ごみ搬入量や３Ｒの説明 学校、団体（期間限定で個人）

雑紙回収袋の配布
雑紙リサイクルの推進のため、雑紙の説明
が記載された回収袋を配付

工場見学者、展望台来場者、イベント来場
者

絵画展（ポスター展）の開催 ３Ｒをテーマとした絵画展（ポスター展） 管内小学校に通う４年生

オリジナルエコバッグの販売 レジ袋削減の啓発 施設来場者、イベント来場者

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 分別収集、収集日の周知 圏域内全世帯

ごみの減量化に関する標語 標語の募集、審査、表彰 圏域内小学４年生
優秀作品はごみカレンダー、指定ごみ袋へ
掲載

事業系ごみ削減キャンペーン リーフレットの配布、搬入検査の実施 圏域内事業所

小学生社会科見学等 資料による説明、DVD、工場内見学 圏域内小学校

施設見学 資料による説明、DVD、工場内見学 構成市町環境関係団体等

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 ごみ減量の啓発 構成市町内 小学校３・４年生 （主に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

ホームページ 組合の業務に関する情報提供 管内住民

施設見学者の受け入れ DVD・施設見学 見学者 随時

その他

その他

その他

その他

その他

その他

イベント

その他

イベント

埼玉中部
環境保全
組合

埼玉西部
環境保全
組合

蓮田白岡
衛生組合

秩父広域
市町村圏
組合

児玉郡市
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

東埼玉資
源
環境組合

志木地区
衛生組合
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1.3 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／
10㎏×1.08であるが、指定の施設に搬入した場合には100円／10㎏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。
商工団体等に事業系一般廃棄物の減量化について協力を呼びかけるとともに、事業系一般廃棄物の展開検査を行
い、不正搬入の是正を行っている。

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り組んでいる店舗・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。登録事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。

行田市 市のホームページを利用して事業系一般廃棄物の減量化を呼びかけている

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 事業系一般廃棄物処分手数料の改定、事業系ごみ内容物検査

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、分別の徹底およ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。多量排出事業者に対し訪問指
導を行った。

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
事業系ごみの搬入検査の実施
受入基準の配布

狭山市
許可業者を対象に環境センターでの搬入検査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

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 搬入ごみ検査の実施

草加市 内容物調査、収集運搬許可業者への指導、事業者への啓発

越谷市 東埼玉資源環境組合と連携し、内容物調査や搬入事業者説明会を実施。

蕨市 事業系一般廃棄物の排出方法について、蕨市ホームページ等により周知を図っている。

戸田市 事業系ごみ減量化の内容をHPで公開している。

入間市 平成２１年度から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る。

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を提出してもらう。

和光市 事業系一般廃棄物削減キャンペーンとして市内排出事業者向けリーフレットを配布した。

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事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 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
多量排出事業者に排出計画の提出を求めている。焼却場での内容物調査の結果から収集業者及び排出元事業者
に産業廃棄物適正処理の徹底を要請している。
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市町村
事務組合

施　策　の　内　容

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、ホームページ充実、県作成リーフレットの配布）
事業系ごみ啓発リーフレットの配布

鶴ヶ島市 埼玉西部環境保全組合にて回答

日高市 事業者向けに、ごみ減量の啓発ﾁﾗｼを配布。

ふじみ野市 事業系ごみの展開検査を実施した。

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進化することにより、３Ｒの推進を図っている。

嵐山町 リーフレットの配布及び事業所登録時に指導実施

川島町
展開検査
事業所への立入

鳩山町 6、10月広報はとやまに事業系ごみの減量について掲載

長瀞町 事業系ゴミ削減キャンペーン（圏域内契約事務所へ削減対策の周知広報)

東秩父村 リーフレットの配布

美里町 搬入車両の積荷検査により、ごみの分別、適正処理について指導を実施

神川町 搬入ごみ検査

上里町
搬入車両のごみ検査により、ごみの分別、適正処理についての指導等を実施
事業系ごみ削減キャンペーンでチラシを配布

寄居町 許可事業者を対象にごみ検査を実施

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
事業系一般廃棄物収集運搬許可業者に対する搬入物検査（年2回）

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、業務用生ごみ処理器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時に指導実施

東埼玉資源環境
組合

ごみの内容物検査や事業者説明会を実施

蕨戸田衛生
センター組合

事業者向けにリサイクルを呼びかけるリーフレットの配布、及び組合ホームページへの掲載

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。当組合へ搬入される事業系一般廃棄
物の搬入検査を実施。

児玉郡市広域
市町村圏組合

搬入車両の積荷検査により、ごみの分別、適正処理について指導を実施

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。

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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1.4 リユースイベントの実施状況

市町村
事務組合

実施
の

有無
名称 イベントの内容 主催者 備考

さいたま市 ○
リサイクル家具
展示販売会

まだ使用できる家具を家庭から回収
し、修理・展示販売する

市
桜環境センター
東部環境センター

エコプロダクツ川越 エコプロダクツ・エコサービスのＰＲ 川越市

つばさ館まつり ３Ｒの啓発 川越市
リユース品（家具、
自転車、雑貨）の
頒布

リサイクルフェア リユース品の販売 熊谷市

フリーマーケット リユース・リサイクル品の販売 熊谷市
エコライフフェア・
産業祭の一事業と
して実施

川口市 ○
朝いち親子フリーマー
ケット

毎月第４日曜日の午前中に親子で参
加のフリーマーケットをリサイクルプラ
ザにて開催

リサイクルプラザ

行田市 ○
市報での不用品情報の
掲載

市民による不用品の登録制度 行田市

秩父市 ○ 秩父フリーマーケット
年2回フリーマーケットを開催してい
る。

秩父フリーマーケット
実行委員会

秩父市支援

エコロまつり2days

出張エコロ市

エコロ市2days

よみうりリサイクルカー
ニバル

よみうりリサイクル
カーニバル運営委員
会

リサイクル・フリーマー
ケットイン所沢

リサイクル運動市民
の会埼玉本部

飯能市 ×

クリーンセンター建
替工事のため、平
成30年3月末まで
休止

加須市 ○ リサイクルフェア 中古家具の無償譲渡（抽選） 加須市

加須クリーンセン
ター２回
大利根クリーンセ
ンター２回
計４回実施

本庄市 ○

東松山市 ○ 環境みらいフェア

・フリーマーケット
・書籍のリユース
・トイレットペーパー芯を再利用した子
ども向け工作

東松山市・東松山市
環境基本計画市民推
進委員会

狭山市 ○
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

リサイクルマーケット・
さやま実行委員会

狭山市担当部署
が事務局

羽生市 ○ リサイクル家具展示会

粗大ごみとして収集された家具のう
ち、まだ使用できそうなものをピック
アップし、市民に無償提供している
(H30.3実施）。

羽生市

鴻巣市 ○ 川里フェスティバル フリーマーケット
川里フェスティバル実
行委員会

上尾市 ○ もったいないゼロ2018 出店ブース、トークショー 上尾市
フリーマーケット、
修理屋等

環境と情報の集い（リ
ユースまつり）

粗大ごみとして出された家具類を再生
修理して展示販売他、工場見学、各種
催し物（地場産農産物等の販売・展
示・工作・ゲームコーナーなど）

東埼玉資源環境組合
（５市１町）ほか、２０
団体

市町村・組合によ
る共催

生活用品交換会
不用品の即売会、古着・古布及び家
庭用廃食油の回収

草加市くらしの会、草
加市

草加くらしの会と
共催、広報、ＨＰ掲
載

そうか環境とくらしフェア リフォーム作品の展示など
そうか環境とくらしフェ
ア実行委員会

広報、ＨＰ掲載

越谷市 ○
レイクタウン駅前もった
いないフリーマーケット

フリーマーケット
NPO法人フリーマー
ケット推進ネットワー
ク　リサイクルマン

後援

戸田市 ○ 不用品登録
家庭の不用品を「ゆずります・ゆずっ
てください」として登録してもらい、広報
で周知し、希望者のマッチングを図る

リサイクルふれあい
館

リユース品頒布、無料配布

フリーマーケット

○

○

○

○

熊谷市

川越市

草加市

所沢市
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市町村
事務組合

実施
の

有無
名称 イベントの内容 主催者 備考

リサイクルの日

４月･１１月を除く毎月第２日曜日に開
催。ミニフリーマーケット、マイバッグ製
作、布ぞうり作り、さき織り、よろず修
理、リサイクルおもちゃ作り、おもちゃ
病院、再生自転車抽選販売を行った。

市

夏休み親子体験教室
7月第３土曜日に開催。リサイクルおも
ちゃ作り、コースター作り、布ぞうり作
りを行った。

市

リサイクルフェア 入間万燈まつりでの再生品の販売 市

あおぞらフリーマーケット １１月の第２日曜日に開催 市

不用品情報交換制度

市民の方で、不用となった商品や必要
としている商品の交換情報を掲示（朝
霞市リサイクルプラザにて）し、相互で
対応していただく。

朝霞市リサイクルプラ
ザ

図書館まつり
左イベントの一催しとして書籍のリ
ユース事業を実施

図書館まつり実行委
員会、朝霞市立図書
館共催

本館で実施

リサイクルフェア 書籍のリユースイベント
朝霞市立図書館 本館及び分館で実

施

新座市 ○ リサイクルマーケット フリーマーケット
“見直そう・ごみ半減”
推進新座市民会儀

リサイクルフェア リサイクルポスター、標語の表彰
リサイクルフェア実行
委員会

リサイクルフェア ガレッジセール
リサイクルフェア実行
委員会

富士見市 ○ 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

富士見ふるさと祭り
実行委員会

○ 環境フェスタ
環境に関する啓発、出店、環境ポス
ターコンクール表彰

三郷市

○ 消費生活展
消費生活に関する啓発、フリーマー
ケット

三郷市消費生活実行
委員会、三郷市くらし
の会、三郷市

環境フェスタと同
時開催

いずみDAY2017
環境に関する展示や体験コーナー、
子供用品のフリーマーケットを実施

環境学館いずみ

環境展フリーマーケット
出店希望者を募集し、市が実施するイ
ベント「環境展」にてフリーマーケットを
実施

NPO法人フリーマー
ケット主催団体協議
会

市は名義後援
出展者の募集は
広報に掲載

古本市
不要となった本を市に提供してもら
い、必要とする人へ無償で提供する

環境政策課

日高市民まつり
一部スペースでフリーマーケットを開
催

市民まつり実行委員
会

菜の花まつり
一部スペースでフリーマーケットを開
催

日高市観光協会

吉川市 ○ リユースまつり
情報提供コーナー、工場見学会、苗木
無償配布、啓発遊具等

東埼玉資源環境組合
（５市１町で構成）

ふじみ野市 ○ 環境フェア フリーマーケットの開催
環境課

伊奈町 ○ フリーマーケット フリーマーケット
伊奈町 町総合文化祭にて

出店者を募集

三芳町 ○ フリーマーケット
参加団体を募り、住民間での古着等
の有償無償販売

町および関係団体 広報等

再生品販売会 粗大ごみなどの再生品販売会
リサイクル市民活動リ
プラもったいない工房

西部環境保全組
合実施

リユースバザー はとやま祭にて家庭の不用品販売
鳩山町コミュニティ推
進協議会

事務局　町総務課

ときがわ町 ○
リサイクルフリーマー
ケット

毎年10名の枠を設けて町のフェスティ
バルの時に申請者に場所を提供して
フリーマーケットを実施する。

ときがわ町

長瀞町 ○ リサイクルくる
家庭で不要になった子供服やおもちゃ
の交換会。

長瀞町（健康福祉課）

桜まつり フリーマーケット
上里町

ふれあいまつり フリーマーケット 上里町

ワープ上里フェスタ フリーマーケット
（一財）上里町文化振
興協会

寄居町 ○ フリーマーケット ごみの減量化と資源の再利用促進 町 広報・HP・ポスター

松伏町 ○ 環境と情報の集い ごみ減量の啓発活動
環境と情報の集い実
行委員会

参加団体・東埼玉
資源環境組合で
構成

○

鳩山町 ○

○朝霞市

三郷市

入間市

日高市 ○

八潮市

上里町

○

○

○

坂戸市
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市町村
事務組合

実施
の

有無
名称 イベントの内容 主催者 備考

エコプラザまつり リユース家具等の販売 蓮田白岡衛生組合

わんぱく笑（商）店街 おもちゃ交換会 白岡市商工会

子育てミニフェスタ
NPO法人　ﾌｧｲﾌﾞ･ﾋﾟｰ
ｽ（蓮田市）

雅楽谷の森フェスティバ
ル

子ども服の交換 蓮田市商工会

志木地区衛生組合 ○ 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 毎年３月に開催

蕨戸田衛生センター組合 ○ 再生家具売払い
粗大ごみとして搬入された家具類を再
生して販売

組合

埼玉西部環境保全組合 ○ 再生品販売会 粗大ごみなどの再生品販売会
リサイクル市民活動
リプラもったいない工
房

組合による事務補
助、広報

東埼玉資源環境組合 ×

Ｈ28までは組合構
成市町の清掃担
当部が環境と情報
の集いにてリユー
ス展（修理した廃
棄物の展示販売）
を行っていたが、Ｈ
29より展示内容を
各市町のＰＲ（特
産品の紹介など）
に変更した。

○蓮田白岡衛生組合
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1.5買い替えに伴って発生する不要災害備蓄品（食品）の処分状況について

市町村
事務組合

具体的記載

さいたま市

川越市

熊谷市

川口市

行田市

秩父市

所沢市

飯能市

賞味期限前に市内の各自主防災組織に配
布し、防災訓練で有効活用していただいて
いる。
そのため、廃棄は一切発生していない。

加須市

本庄市
賞味期限の過ぎた備蓄品は買い替え時に
受注者が引き取っている。

東松山市

春日部市

狭山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

上尾市

草加市

越谷市

蕨市

戸田市

入間市

朝霞市

志木市

和光市

新座市

桶川市

久喜市

北本市

八潮市

富士見市

三郷市

蓮田市

坂戸市

幸手市

鶴ヶ島市
市及び自主防災組織による防災訓練参加
者等へ配布しているため廃棄なし。

日高市

その他

すべて希望関係機関等に配布

希望関係機関等に配布後、余りは飼料化。

希望関係機関等に配布後、余りは廃棄

希望関係機関等に配布後、余りは他の用途に使用

希望関係機関等に配布後、余りは廃棄

すべて希望関係機関等に配布

すべて希望関係機関等に配布

すべて希望関係機関等に配布

希望関係機関等に配布後、余りは廃棄

すべて希望関係機関等に配布

すべて希望関係機関等に配布

希望関係機関等に配布後、余りは廃棄

すべて希望関係機関等に配布

希望関係機関等に配布後、余りは他の用途に使用

災害備蓄品（食品）は、平成３０年度に初めての買い替えを予定している。
不要となる備蓄品の処分方法をフードバンクへの提供の可能性も含めて、検討中である。

希望関係機関等に配布後、余りは廃棄

希望関係機関等に配布後、余りは廃棄

その他

その他

処分状況

希望関係機関等に配布後、余りは廃棄

希望関係機関等に配布後、余りは廃棄

希望関係機関等に配布後、余りは廃棄

すべて希望関係機関等に配布

希望関係機関等に配布後、余りは廃棄

希望関係機関等に配布後、余りは廃棄

すべて希望関係機関等に配布

すべて希望関係機関等に配布

希望関係機関等に配布後、余りは廃棄

希望関係機関等に配布後、余りは廃棄

希望関係機関等に配布後、余りは廃棄

すべて希望関係機関等に配布

希望関係機関等に配布後、余りは廃棄

希望関係機関等に配布後、余りは廃棄

すべて希望関係機関等に配布

すべて希望関係機関等に配布

すべて希望関係機関等に配布
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市町村
事務組合

具体的記載処分状況

吉川市

ふじみ野市

白岡市

伊奈町
希望する職員に配布、その余りは廃棄。

三芳町

毛呂山町

越生町
防災訓練等で使用その他すべて廃棄。

滑川町
２年毎に行われる防災訓練の際、町民に

対してすべて配布している。

嵐山町
買い替え時にイベント等を通して住民に配

布している。

小川町

川島町

吉見町

鳩山町
町主催防災訓練時に配布。

ときがわ町

横瀬町

皆野町

長瀞町

小鹿野町
イベント等で配布

東秩父村
住民、職員に配布

美里町

神川町

上里町 防災フェスティバル等イベント時に配布。

寄居町

宮代町

杉戸町
希望関係機関等に配布後、新規購入時に
納入業者が引取

松伏町

蓮田白岡衛生組合
構成市である蓮田市、白岡市にて廃棄等
含め決定している。

大里広域市町村圏組合
災害備蓄品（食品）は備えていない。

久喜宮代衛生組合 構成市町で回答

埼玉中部環境保全組合
災害備蓄（食品）をしていない

埼玉西部環境保全組合
組合で備蓄する災害備蓄品がないため

児玉郡市広域市町村圏組合

志木地区衛生組合
該当なし

小川地区衛生組合

組合では、災害備蓄品はありません。しか
し、構成町村が備蓄しているものに関して
は、買い替え時にイベント等を通して住民
に配布している。

東埼玉資源環境組合

蕨戸田衛生センター組合
廃棄することのないように組合職員等に配
布したり、飲料については会議等で使用。

すべて廃棄

構成市町で回答

その他

その他

すべて希望関係機関等に配布

希望関係機関等に配布後、余りは廃棄

すべて希望関係機関等に配布

その他

希望関係機関等に配布後、余りは廃棄

すべて希望関係機関等に配布

その他

その他

その他

希望関係機関等に配布後、余りは廃棄

希望関係機関等に配布後、余りは廃棄

すべて希望関係機関等に配布

希望関係機関等に配布後、余りは他の用途に使用

その他

すべて廃棄

すべて希望関係機関等に配布

その他

希望関係機関等に配布後、余りは廃棄

希望関係機関等に配布後、余りは他の用途に使用

すべて希望関係機関等に配布

希望関係機関等に配布後、余りは廃棄

その他

その他

その他

その他

その他

その他

すべて希望関係機関等に配布

その他

その他

すべて希望関係機関等に配布
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1.6（1）食品ロス削減に取り組む飲食店等の登録制度について

市町村 登録制度の有無 登録制度の名称
登録制度の開
始年（西暦）

登録店舗数 登録制度に関する参考ＵＲＬ

所沢市 ○
食品ロスゼロのまち促進
事業

2015 226
http://www.city.tokorozawa.sait
ama.jp/kurashi/gomi/losszero/s
hokuhinnrosuzero/index.html

入間市 ○ 彩の国エコぐるめ事業 2016 28
https://www.pref.saitama.lg.jp/a
0507/eco-gourmet.html

新座市 ○
にいざ食べきり運動協力
店

2017 18
http://www.city.niiza.lg.jp/soshik
i/16/niizatabekiri.html

http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/gomi/losszero/shokuhinnrosuzero/index.html
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/gomi/losszero/shokuhinnrosuzero/index.html
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/gomi/losszero/shokuhinnrosuzero/index.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0507/eco-gourmet.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0507/eco-gourmet.html
http://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/16/niizatabekiri.html
http://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/16/niizatabekiri.html
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（2）その他の食品ロス削減の取組

市町村
事務組合

実施の有無 名称 具体的な取組内容

さいたま市 ○
九都県市廃棄物問題検討
委員会

３Ｒ普及促進事業として、広報啓発を実施

川越市 ○ 啓発ポスターの掲示 飲食店にポスター掲示の協力依頼

川口市 ○
食品ロス削減啓発パンフ
レット作成

市内の小学５・６年生、中学生に配布し、食
品ロス削減啓発を行った。

行田市 ○ 行田市ホームページ 食品ロスの周知・食べ切りタイムの啓発

トコとん！！クッキング
「おいしい料理の調理方法・食材を無駄なく
使い切る方法」について日本料理店の経
営者に紹介していただいている。

食べきりタイム

宴会での食べ残しをなくすための「食べきり
タイム」の普及のために、幹事の呼びかけ
例を掲載した「食べきり心得帳」を作成して
いる。

飯能市 ○
広報はんのう
ホームページ

食べきりタイム実施のほか
食べきりタイム実施のほか

加須市 ○
食品ロスを減らすアイデア
集の作成

市民や市内在勤及び学校の生徒から食品
ロス削減に向けた、アイデアを募集し、アイ
デア集作成

「もったいない！」運動 「もったいない！」ポスターの配布

生ごみ処理容器「キエー
ロ」

生ごみ処理容器「キエーロ」の販売

食品ロス削減啓発三角柱
の設置

市役所地下1階にある食堂の席に啓発用
三角柱を設置。

親子エコ・クッキング

親子で参加するエコ・クッキング教室を開
催し、親子でコミュニケーションを図るととも
に、環境について考えるきっかけをつくり、
普段の生活の中で、食品ロスの削減、ごみ
の減量化を図る。

食べきりタイムの啓発
宴会等での食べ残しを減らすため、食べき
りタイムの実施呼びかけを広報紙へ掲載

狭山市 ○ ３０１０運動
家庭や外食時に発生する食品ロスの削減
運動を、HPや駅頭ティッシュ配布等により
周知している。

羽生市 ○ クリーン推進員研修会 県政出前講座を実施

鴻巣市 ○ 3010運動 市内飲食店へのポスター配布

食べきり運動卓上三角ＰＯ
Ｐ製作配布

市内事業者３３０店舗に配布

ごみダイエット大作戦 11名の市民モニターを公募し、実践、検証

くらしレシピ、食べきり啓発
推進カード作成

市民向け啓発カード配布

もったいないゼロ2017 食べきり食品ブース

全庁掲示板における周知
四半期ごとに職員向け電子掲示板で周知
を図る。

市ホームページや市ごみ
分別アプリで周知

市民向けに食品ロス削減について周知を
図る。

情報紙（クリーンふるさと）
における周知

草加市クリーンふるさと推進協議会発行の
情報紙において、食品ロスに関する記事を
掲載し、周知を図る。

施設見学時等での講座
施設見学の際に、見学者に対し、周知を図
る。

○草加市

○上尾市

所沢市 ○

東松山市 ○

春日部市 ○
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市町村
事務組合

実施の有無 名称 具体的な取組内容

越谷市 ○ 食品ロス削減の啓発活動

「食材使いきり」、「残りものをアレンジ」した
エコクッキング教室
自治会回覧での啓発
イベントでのポケットティッシュ配布

戸田市 ○ 食品ロス削減の啓発 食品ロス削減の内容のHPを公開している

ごみ減量講演会「食品ロ
スを減らそう」

講師を招いての講演会の実施

食べきりタイムの実施
宴会等終了15分前に、料理を残さず食べ
るよう声掛けをする。

朝霞市 ○ 食品ロス削減事業
館内に設置された回収ボックスに投函。市
内３ヶ所の子ども食堂へ配布。

志木市 ○ 食品ロスを減らそう 広報しきに掲載し、啓発を行った

参加型幼児向けごみ減量
講座

食べ物を作ってくれた人への感謝の気持ち
や資源を大切にする心を育むため、市内保
育園の年長児を対象に紙芝居や分別ゲー
ムを取り入れたごみ減量講座を実施。

にいざ“食べきり”運動
「買いすぎない」「作りすぎない」「捨てない」
の３ない生活の啓発活動の実施。

桶川市 ○ 食品ロス講座
埼玉県・桶川市の共催で、食品ロスを減ら
すための講座を実施

全国おいしい食べきり運
動ネットワーク協議会

協議会に参加し、情報収集

食べきりタイムの実施
宴会で食べ残しを防ぐため締め１５分前に
ゆっくり料理を楽しむ時間を作り食品ロス
の削減を図る。

坂戸市 ○ ４R推進事業

ごみ減量及びリサイクル推進のためのキャ
ンペーン・イベント等を実施
４Rの一環として食べきり等の食品ロス削
減を啓発

幸手市 ○ 広報紙による啓発
食品ロスとは？食品ロスを減らす方法につ
いて掲載

鶴ヶ島市 ○
食べ切りタイムで食品ロス
削減

鶴ヶ島市ホームページで啓発記事の掲載

日高市 ○ 食品ロス削減PR
健康まつりにて、環境課が食品ロス削減
PRブースを設置

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
別項目などを周知する中で、食品ロスにつ
いても啓発を行っている。

一般広報紙
市広報紙にて、食品ロスについての啓発記
事を掲載している。

ふじみ野市 ○ 1530運動 食べきりの呼びかけ等

嵐山町 ○
ごみ・資源分別収集カレン
ダーの配布

カレンダーに食べ残しゼロについての記載
があり、町民に配布している。

川島町 ○
１５１５（いちごいちご）運
動

宴会の時の食品ロス削減

ホームページ 住民・諸費者への啓発

庁内ＬＡＮ 職員への啓発

1月広報はとやま掲載 食品ロスについて

飲食店等への登録につい
て働きかけ

町内飲食店や商工会へ登録について働き
かけた

横瀬町 ○ 食べきりタイム
歓送迎会や暑気払い等の時期に｢食べきり
タイム｣の周知を行う。

美里町 ○
食べきりタイムの啓発・実
施

職員への啓発、宴会等での実施

食品ロス削減のお願いに
ついて

歓送迎会シーズン等で、職員に対して食品
ロス削減を呼びかける。

広報かみさと 広報紙で食品ロス削減を呼びかける。

松伏町 ○ ３Ｒ啓発品 啓発用ポスターの掲示

○入間市

上里町 ○

富士見市 ○

吉見町 ○

○新座市

鳩山町 ○

吉川市 ○
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市町村
事務組合

実施の有無 名称 具体的な取組内容

蓮田白岡衛生組合 ○
多量排出事業所への訪
問、指導

多量に一般廃棄物を排出する事業所へ食
品ロス削減に対するリーフレットを配付す
る。

久喜宮代衛生組合 ○ 食育セミナー出展
久喜市主催の食育セミナーへ出展し食品
ロスに関するチラシを展示。家庭用生ごみ
処理容器等購入費補助制度周知。

小川地区衛生組合 ○ リーフレット配布
埼玉県のリーフレットを登録事業者や一般
持ち込み家庭に配布している。

蕨戸田衛生センター組合 ○
小学4年生の施設見学の際に、学校給食を
なるべく残さないよう協力を呼び掛けている
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