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第１章  基本事項 

 

 

趣旨 

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第６条及び廃棄物の処理及び清

掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号）第１条の３の規定並びに三郷市廃棄物の処

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年条例第９号）第８条の規定に基

づき、平成３０年度三郷市一般廃棄物処理実施計画を以下のとおり定める。 

 

計画期間 

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までとする。 

 

計画の区域 

三郷市全域とする。 
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第２章  ごみ処理実施計画 

 

第１節 一般廃棄物の排出の状況及び処理主体 

１ 家庭系ごみ                                   単位：ｔ 

一般廃棄物の種類 年間排出量※１ 収集・運搬主体 中間処理主体 最終処分主体 

もえるごみ※２ ２７，７６１ 

市（委託） 

東埼玉資源環境組合 

資源びんかん １，６１５ 
市（委託） 

― 

もえないごみ ８９７ 市（委託） 

有害ごみ ４８ 民間 ― 

粗大ごみ（戸別収集） １７３ 市（委託） 
市（委託） 

東埼玉資源環境組合 

ペットボトル ４３６ 

民間 ― 資源古紙 １，３４９ 

布類 ７９ 

一時多量ごみ（自己

搬入粗大ごみ含む） 
５９６ 

市（委託） 

排出者 

市（委託） 

民間 

市（委託） 

東埼玉資源環境組合 

刈り草、剪定枝 ８ 
許可業者 

排出者 

東埼玉資源環境組合

（堆肥化施設） 
― 

 

２ 事業系ごみ                                   単位：ｔ 

一般廃棄物の種類 年間排出量※１ 収集・運搬主体 中間処理主体 最終処分主体 

もえるごみ※２ １１，６８１ 

許可業者 

東埼玉資源環境組合 

もえないごみ※３ ２０３ 市（委託） 

刈り草、剪定枝 ６３ 
許可業者 

排出者 

東埼玉資源環境組合

（堆肥化施設） 

― 

食品廃棄物 

１８０ 

許可業者 

株式会社フジコー 

４２ 株式会社アルフォ 

３０ 農事組合法人むかしの堆肥 

１３２ 
農業生産法人つくば農業 

生産農事株式会社 

９０ 農事組合法人百姓倶楽部 

１４４ 
株 式 会 社 生 ご み  

リサイクルセンター 

※１ 平成２８年度実績 

※２ 三郷市一般廃棄物不燃物処理場における可燃性残渣を含む 

※３ 三郷市一般廃棄物不燃物処理場搬入分のみ 
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第２節 ごみの排出抑制・再資源化計画 

１ 排出抑制の方法 

(1) 出版物の配布、イベントを通じ、ごみの減量及び分別の徹底等の意識啓発を図るとともに、集団

資源回収事業の推進、生ごみ処理機や生ごみ処理容器の購入補助事業の実施により廃棄物減量の促

進を図る。 

① 情報 

ア ごみカレンダーの配布 
 ごみの適正排出、減量を推進するため、ごみカレンダー（三郷市 わが家のごみ・資源物収

集カレンダー）を作成し、配布する。 

   イ 広報 

     市の広報紙「広報みさと」に、ごみの分別、適正排出、減量についての記事を掲載する。 

   ウ ホームページ 

     市のホームページに、ごみの分別、適正排出、減量についての情報を掲載する。 

     ＵＲＬ http://www.city.misato.lg.jp 

  ② イベント等 

   ア 集団資源回収 

  家庭内から排出される資源物（古紙、布類）を、集団資源回収登録団体が随時回収し、ごみ

の減量と資源化を図る。 

   イ 環境フェスタ 

     ごみ減量及び分別等に係る啓発を行う。※平成３０年９月 

   ウ 施設見学会 

     三郷市一般廃棄物不燃物処理場、東埼玉資源環境組合第一工場等の清掃施設の見学会を申込

制により随時実施する。 

   エ ごみ（ざつがみ）の分別・減量説明会 

     町会、自治会等、排出者で構成する団体からの要請により、ごみ（ざつがみ）の分別・減量

説明会を随時実施する。 

   オ 使用済小型電子機器及び廃食用油回収 

     市内の家庭から排出される使用済小型電子機器及び廃食用油について、イベント回収及び資

源化の啓発を実施する。使用済小型電子機器については、市役所本庁舎１階に回収ＢＯＸを設

置し、資源化を図る。 

  ③ 生ごみ処理容器等購入費補助 

   ア 生ごみ処理容器  補助予定 １２器 

   イ 生ごみ処理機   補助予定 ２４機 

  ④ 環境美化推進員 

    町会、自治会及び管理組合ごとに環境美化推進員を委嘱し、本市の廃棄物の減量及びその適正

な処理並びに地域の環境美化の保持に関して、市と市民が相互に協力連携を図り、推進する。 

(2) 廃棄物の多量排出事業所に対し、条例（※１）第１３条第３項による計画書を基に、廃棄物の適

正な分別、適正保管及び処理について必要な措置を講ずるよう指導を行い、ごみ減量の協力を求め

る。 

 ※１ 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 
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２ 再資源化の方法及び量 

(1) 集団資源回収 

① 趣  旨 

市民一人ひとりの理解と協力を得て、家庭内から排出された資源物を回収し、資源リサイクル

を促進し、ごみの減量と資源化を図る。 

② 実施団体 

集団資源回収団体登録をした市内の町会、自治会、子ども会、ＰＴＡ等。 

③ 実施内容 

   集団資源回収登録団体が回収した資源物を市が買い上げ、再資源化事業者等へ売却をおこなう。 

④ 買い上げ単価 

   １ｋｇあたり６円 

⑤ 実施予定量 

  ア 紙類  ３，１１２ｔ 

  イ 布類    １７７ｔ 

(2) 中間処理施設での資源化 

収集した一般廃棄物を三郷市一般廃棄物不燃物処理場へ搬入し、選別・破砕等の中間処理を行っ

た後、再資源化事業者等により資源化する。 

                                     単位：ｔ 

排出区分 資源化物 資源化予定量 資源化内容 

資源びんかん 

びん ６２５ 
カレット化して、再資源化事業者へ売却及び資源化

処理委託 

スチール ３８０ 
圧縮梱包して、再資源化事業者へ売却 

アルミ １５７ 

もえないごみ 

（粗大ごみ含） 

金属類 ６６４ 
鉄と非鉄金属に分別して、再資源化事業者等へ売却

及び資源化処理委託 

木材 １７０ 再資源化事業者へ資源化処理委託 

有害ごみ 
乾電池 

蛍光管 
３５ 

乾電池、蛍光管に分別して、再資源化事業者へ資源

化処理委託 

(3) 再資源化事業者等への直接搬入 

収集した一般廃棄物（資源古紙、布類、ペットボトル）を、再資源化事業者等へ直接搬入し、資

源化する。 

                                     単位：ｔ 

排出区分 資源化物 資源化予定量 資源化内容 

資源古紙 紙類 １，０５７ 

再資源化事業者へ売却して、再資源化処理 布類 布類 ６２ 

ペットボトル ４４６ 
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(4) 市によるイベント回収の後、再資源化事業者への引き渡し 

廃食用油については、環境フェスタ等のイベントでの回収を実施し、再資源化事業者に引き渡し、

資源化する。 

また、使用済小型電子機器については、イベント回収及び拠点回収を実施し、認定事業者に引き

渡し、資源化する。 

(5) その他、特別法等による対応 

下表にある廃棄物については、法律の定めなどによるリサイクル制度が実効的に機能するように、

市民に対し十分な広報を行ったうえで、資源化義務者等による収集及び処分を行う。 

種類 対象 資源化内容 

特定家庭用機器再商品化法 
テレビ、洗濯機、エアコン、冷蔵

庫、冷凍庫、衣類乾燥機  
製造業者等による資源化 

資源の有効な利用の促進に関す

る法律 
パソコン、蓄電池 製造業者等による資源化 

使用済小型電子機器等の再資源

化の促進に関する法律※１ 

携帯電話、パソコン、ゲーム機、 

デジタルカメラ、音響機器、映像

用機器等 

認定事業者による資源化 

食品循環資源の再生利用等の促

進に関する法律 

食品の製造・加工・流通事業者か

ら排出される食品廃棄物 
登録業者に搬入し、資源化 

使用済自動車の再資源化等に関

する法律 

引取対象車となっている自動車

（フロン類、エアバッグ類、シュ

レッダーダスト） 

フロン回収事業者、解体事業者、

破砕事業者による資源化 

二輪車リサイクルシステムによ

るもの 
引取対象車となっている二輪車 

取扱店に引き渡した後、製造メ

ーカー等による資源化 

廃消火器リサイクルシステムに

よるもの 

リサイクル対象となっている消

火器 

特定窓口もしくは指定取引場所

に引渡し、資源化 

ＦＲＰ船リサイクルシステムに

よるもの  

リサイクル対象となっているＦ

ＲＰ船 

指定引取場所に引き渡し、資源

化 

インクカートリッジ里帰りプロ

ジェクトによるもの※２ 

引取対象となっているインクカ

ートリッジ 

製造メーカー等による再利用、

資源化 

※１ 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律については、環境大臣から認定を受け

たリバーホールディングス株式会社から委託を受けている株式会社やまたけへ、直接持ち込み

及び市の環境イベントでの回収並びに市による拠点回収により引き渡しをおこなうものとする。 

※２ インクカートリッジ里帰りプロジェクトについては、広域認定事業者として環境大臣の認定

を受けたものと市による協定によって、当該廃棄物を処理する制度が確立されており、その仕

組みが実効的に機能するよう、市民に十分な広報を行った上で、市による拠点回収を行うもの

とする。 
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第３節 収集・運搬計画 

 

１ 収集区域の範囲 

収集区域は、市内全域とする。 

 

２ 収集方式・排出方法・収集回数等 

(1) 家庭系ごみ 

種類 市の収集方式 排出方法等 収集回数 

もえるごみ 

ステーション収

集 

 

※廃乾電池につ

いては、拠点回

収も併せて実施 

透明・半透明袋にまとめる 

週２回 

資源びんかん 
月２回 

(１・３週) 

もえないごみ 

月２回 

(２・４週) 

有害ごみ 

資源古紙 

ひもで結束する（新聞、雑誌、書籍、段ボ

ール、紙パック） 

紙袋にまとめる（ざつがみ） 

布類 透明・半透明袋にまとめる 

ペットボトル ペットボトル専用ネット袋に排出 月２回 

粗大ごみ 
戸別収集（有料） 申込制（要予約） 週１回 

直接搬入（有料） 三郷市一般廃棄物不燃物処理場への直接搬入 

随時 
一時多量ごみ 直接搬入（有料） 三郷市一般廃棄物不燃物処理場への直接搬入 

刈り草、剪定枝 直接搬入 
東埼玉資源環境組合堆肥化施設への直接

搬入 

特定家庭用機器一般廃棄物 

収集対象外 

製造業者指定引取場所への直接搬入又は

許可業者収集 

― 

廃パソコン、廃密閉型蓄電池 製造業者等による回収 

広域認定一般廃棄物のうち

廃自動二輪車（原動機付き自

転車含む）及び廃消火器並び

に廃ＦＲＰ船 

廃棄二輪取扱店又は指定引取窓口への直

接搬入（廃自動二輪車） 

製造業者等による回収（廃消火器） 

指定引取場所に引き渡し（廃ＦＲＰ船） 

広域認定一般廃棄物のうち

廃インクカートリッジ 
拠点回収 

公共施設等に設置された廃インクカート

リッジ回収箱で回収 

廃食用油 イベント回収 環境イベント等において臨時の拠点回収 

使用済小型電子機器 

拠点回収 公共施設に設置された回収箱で回収 

イベント回収 
環境イベント等において臨時の拠点回収

又は認定事業者への引き渡し 
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 (2) 事業系ごみ（事業系一般廃棄物） 

種類 市の収集方式 排出方法等 収集回数 

もえるごみ 
収集対象外 

自己処理又は許可業者収集 
― 

もえないごみ 自己処理又は許可業者収集※１ 

※１ もえないごみの三郷市不燃物処理場への搬入は、施設の処理能力や管理体制の現状を踏まえ、

許可業者（別表１に掲げる業者）からのみ受け入れるものとする。 

(3) 拠点回収 

下記の表に挙げる廃棄物については、回収場所を定めた拠点回収を行う。 

種類 回収場所 

廃インクカートリッジ 岩野木老人福祉センター、早稲田児童センター、文化会館、早稲田図書館、

さつき平管理センター、みさと団地出張所、北公民館、北部図書館、彦成

地区文化センター、彦沢老人福祉センター、コミュニティセンター、南児

童センター、戸ヶ崎老人福祉センター、高州地区文化センター、東和東地

区文化センター、健康福祉会館、市立図書館、市役所本庁舎、勤労者体育

館、やすらぎ荘、瑞沼市民センター、世代交流館ふれあいパーク、鷹野文

化センター、ららほっとみさと、総合体育館 

廃乾電池 岩野木老人福祉センター、早稲田児童センター、文化会館、早稲田図書館、

さつき平管理センター、みさと団地出張所、北公民館、北部図書館、彦成

地区文化センター、彦沢老人福祉センター、コミュニティセンター、南児

童センター、戸ヶ崎老人福祉センター、高州地区文化センター、東和東地

区文化センター、健康福祉会館、市立図書館、市役所本庁舎、勤労者体育

館、やすらぎ荘、瑞沼市民センター、世代交流館ふれあいパーク、鷹野文

化センター、市立小中学校 

使用済小型電子機器 市役所本庁舎 

(4) イベント回収 

下記の表に挙げた廃棄物については、環境フェスタ等のイベント時に臨時の拠点回収を行う。 

種類 臨時回収場所 

廃食用油 
イベント会場 

使用済小型電子機器 

(5) 処理困難ごみ 

条例（※２）第１０条第６号に定める、「市が行う処理に支障を及ぼすおそれのある物」としてあ

げられる主なごみは以下のとおりとし、いずれも排出者が各自で販売店や製造業者等へ処理を依頼

するものとする。 

※２ 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 

タイヤ、バッテリー、自動車の部品、建築廃材、ガスボンベ、廃油、ペンキ、ピアノ、ボウリング球、

耐火金庫、農薬、消化器、コンクリートブロック等 
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３ 廃棄物の量 

 

(1) 家庭系ごみ                                  単位：ｔ 

種類 年間排出予定量 

もえるごみ ２９，１９６  

資源びんかん １，７１６  

もえないごみ ９６８  

有害ごみ ３５  

粗大ごみ（戸別収集） １９１  

ペットボトル ４４６  

資源古紙  １，０５７  

布類 ６２  

一時多量ごみ（自己搬入粗大ごみ含む） ７７２  

刈り草、剪定枝 ３８  

 

(2) 事業系ごみ                                  単位：ｔ 

種類 年間処理予定量 

もえるごみ ９，８４１ 

もえないごみ（三郷市一般廃棄物不燃物処理場搬入分のみ） ２３０ 

刈り草、剪定枝 ２１９ 

食品リサイクル ３６０ 

 

４ 収集日及び収集開始時間等 

(1) 収集日 

  ① ステーション収集に係るごみ 

地域ごとに定めた曜日に収集を行う。地域の収集曜日は「ごみと資源物の分け方・出し方（三

郷市）」及び「２０１８年（平成３０年）三郷市 わが家のごみ・資源物収集カレンダー」のとお

り。 

  ② 粗大ごみ 

事前の申し込みの後、地域ごとに定めた曜日に戸別収集を行う。地域の収集曜日は「ごみと資

源物の分け方・出し方（三郷市）」のとおり。 

なお、原則として「国民の祝日に関する法律」（昭和２３年７月２０日法律第１７８号）第２条

に定める国民の祝日及び、第３条第２項に定める休日（以下「祝日」という。）は除く。 

(2) 収集開始時間 

 ① 粗大ごみ戸別収集   午前８時３０分から 

 ② 上記以外のごみ収集  午前８時から 
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(3) 直接搬入ごみ受け入れ日時 

施設名 ごみの種類 受け入れ日時 

三郷市一般廃棄物 

不燃物処理場 

一時多量ごみ 

粗大ごみ 

○月曜日から金曜日（祝日及び年末年始を除く） 

午前８時３０分から午後５時まで 

○第１日曜日・第４土曜日 

午前８時３０分から午後５時まで 

東埼玉資源環境組合 

堆肥化施設 
刈り草・剪定枝 

○火曜日から金曜日まで（祝日及び年末年始を除く） 

午前９時から正午まで・午後１時から４時まで 

※事前（搬入の前日まで）に電話による申し込みが必要 

(4) 排出限界量等 

  ① ステーション収集に係るごみ  ４５リットル入り袋で３袋（一世帯当たり） 

  ② 粗大ごみ（戸別収集）     長さ：最長辺が２ｍ未満 

                   重量：１点につき５０ｋｇ以内 

                   点数：１回の収集につき１０点まで 

  ③ 粗大ごみ（自己搬入）     重量：１日あたり３００ｋｇ以内 

 

第４節 中間処理計画 

施設名 
搬入される廃棄物の 

搬入者別の内訳量 
残渣の量 処分方法 

三郷市 

一般廃棄物不燃物処理場 

委託業者  ３，２２１ｔ 

直接搬入    ６９１ｔ 

可燃性残渣 

９１７ｔ 

東埼玉資源環境組合第一工

場ごみ処理施設へ搬入 

不燃性残渣 

９６８ｔ 

三郷市一般廃棄物最終処分

場へ搬入 

東埼玉資源環境組合 

第一工場ごみ処理施設 

委託業者 ２９，１９６ｔ 

許可業者  ９，８１４ｔ 

※三郷市一般廃棄物不燃物処理場 

可燃性残渣を含む 

不燃性残渣 

１２１５ｔ 

※溶融スラグのみ 

溶融スラグ化し、東埼玉資源

環境組合最終処分場へ搬入 

 

第５節 最終処分計画 

施設名 
搬入される廃棄物の 

内訳量 

年間埋め立て 

予定量 

埋め立て方法等. 

 

三郷市 

一般廃棄物最終処分場 

中間処理施設不燃性残渣 

９６８ｔ 
９６８ｔ 

サンドイッチ工法とする 

浸出水は水処理施設において適正処

理を行い放流する 

東埼玉資源環境組合 

最終処分場 

中間処理施設不燃性残渣 

１，２１５ｔ 
１，２１５ｔ 

溶融スラグ化されたものを埋め立て 

浸出水は水処理施設において適正処

理を行い放流する 

 



10 
 

第６節 処理施設の概要 

 

１ 焼却施設 

施設名 東埼玉資源環境組合 第一工場ごみ処理施設 

所在地 埼玉県越谷市増林三丁目２番地１ 

型式 全連続燃焼式機械炉 

処理能力 ８００ｔ／日（２００ｔ／日・４炉） 

 

２ 中間処理施設 

施設名 三郷市 一般廃棄物不燃物処理場 

所在地 埼玉県三郷市幸房１３１４番地 

選別設備 
処理方式 手選別・磁選機 

処理能力 １５ｔ／６時間 

破砕設備 
処理方式① 一軸式破砕機 処理方式② ハンマー式破砕機 

処理能力① ６ｔ／６時間 処理能力② ９ｔ／６時間 

 

３ 資源化処理施設 

施設名① 東埼玉資源環境組合 堆肥化施設 

 

所在地 埼玉県越谷市増林三丁目２番地１ 

処理方式 自然堆積専用重機切返方式 

処理能力 一次破砕機 ４．５ｔ／ｈ 二次破砕機 ３ｔ／ｈ 三次破砕機 ０．９ｔ／ｈ 

施設名② 東武環境センター株式会社 八潮工場 

 

所在地 埼玉県八潮市西袋７６８番地１ 

処理方式 破砕 

処理能力 １７６ｔ／日 

施設名③ ＪＦＥ条鋼株式会社 東日本工場 鹿島製造所 

 

所在地 茨城県神栖市南浜 7番地 

処理方式 溶融精錬 

処理能力 ８４０ｔ／日 

施設名④ 株式会社ウム・ヴェルト・ジャパン 寄居工場 

 

所在地 埼玉県大里郡寄居町大字三ヶ山３３０番地１ 

処理方式 破砕、水銀加熱回収 

処理能力 １１ｔ／日 

施設名⑤ 株式会社フジコー 白井再資源化センター 

 

所在地 千葉県白石市折立３１番地１ 

処理方式 発酵堆肥化 

処理能力 ６０ｔ／日 
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施設名⑥ 株式会社アルフォ 城南島飼料化センター 

 

所在地 東京都大田区城南島三丁目３番地２ 

処理方式 油温減圧式脱水乾燥法 

処理能力 １４０ｔ／日 

施設名⑦ 農事組合法人むかしの堆肥 下妻堆肥センター 

 

所在地 茨城県下妻市黒駒１０８４番地１ 

処理方式 発酵堆肥化 

処理能力 ３０ｔ／日 

施設名⑧ 農事組合法人百姓倶楽部 百姓倶楽部下妻堆肥センター 

 

所在地 茨城県下妻市大字大木１０２８番地１ 

処理方式 発酵堆肥化 

処理能力 １０ｔ／日 

施設名⑨ 株式会社生ごみリサイクルセンター 

 

所在地 栃木県下都賀郡壬生町藤井１０８４番地１ 

処理方式 発酵堆肥化 

処理能力 ４．５ｔ／日 

施設名⑩ 株式会社アイル・クリーンテック 寄居工場 

 

所在地 埼玉県大里郡寄居町大字三ヶ山３２８番地 

処理方式 発酵堆肥化 

処理能力 １０８ｔ／日 

 

４ 最終処分施設 

施設名① 三郷市 一般廃棄物最終処分場 

 

所在地 埼玉県三郷市中央五丁目１５番地１ 

埋め立て地面積 ８，９９４㎡ 

全体容量／残余容量 ３８，０００㎥／１９，７６３㎥（平成３０年２月９日現在） 

施設名② 東埼玉資源環境組合 一般廃棄物最終処分場 

 

所在地 埼玉県吉川市大字高久６６６番地 

埋め立て地面積 ３１,０００㎡ 

全体容量／残余容量 １７０,０００㎥／９２，４１５㎥（平成２９年３月３１日現在） 
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第７節 一般廃棄物処理業の許可事業 

 

一般廃棄物収集運搬業の許可は、平成２９年４月１日付けで許可証を交付した者及び平成３０年４

月１日付けで許可証を交付予定の者において、収集能力に十分な余力があることから、新たな許可は

しないものとする。※１ 

ただし事業系一般廃棄物の排出量が著しく増加し、本計画の実施に支障をきたすおそれがある場合、

廃棄物の広域的な処理・リサイクルを促進する観点から必要と認めた場合はこの限りではない。 

※１ 事業系一般廃棄物収集運搬業許可業者   別表１のとおり 

     特定家庭用機器収集運搬限定許可業者   別表２のとおり 

 

 

第８節 三郷市不燃物処理場施設整備手法検討調査事業 

 

三郷市内の家庭や事業所から発生する廃棄物の中で、不燃性一般廃棄物、粗大ごみ等の破砕、選別

及び、資源化（ペットボトルの分別圧縮処理を含む）を行う施設を整備することを目的とし、その手

法を検討、調査する。 
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第３章 生活排水処理実施計画 

 

 

第１節 生活排水処理形態別推計人口及び処理主体 

 

生活排水の種類 人口（人）／世帯数※１ 処理主体 

下水道 ９７，０９６／４２，８０２ 市、埼玉県 

合併浄化槽 １１，４１０／ ４，８８５ 
管理者、許可業者、東埼玉資源環境組合 

単独浄化槽 ２８，７５８／１２，５８８ 

し尿汲み取り ２，１４９／ １，２１５ 市（委託）、東埼玉資源環境組合 

 ※１ 平成２９年度 

 

 

第２節 生し尿及び浄化槽汚泥の排出の状況 

単位：ｋｌ 

種類 年間排出量※１ 

生し尿 ２，７９８ 

浄化槽汚泥  １２，６９１ 

※１ 平成２８年度実績 

 

 

第３節 収集・運搬計画 

 

１ 収集区域の範囲 

収集区域は、市内全域とする。 

 

２ 収集方式・排出方法・収集回数等 

種類 市の収集方式 排出方法等 収集回数 

生し尿 戸別収集 
(１)委託業者収集 

(２)許可業者収集（個人契約の場合） 

(１)月２回 

(２)随時（個人契約の場合） 

浄化槽汚泥 収集対象外 許可業者収集 随時 

 

３ 生し尿及び浄化槽汚泥の量 

単位：ｋｌ 

種類 年間処理予定量 

生し尿 ２，４６２ 

浄化槽汚泥 １２，８４４ 
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第４節 中間処理計画 

 

施設名 
搬入される廃棄物の 

搬入者別の内訳量 
残渣の量 処分方法 

東埼玉資源環境組合 

第二工場汚泥再生処理

センター 

委託業者   ２，４６２ｔ 

許可業者（浄化槽汚泥のみ） 

  １２，８４４ｔ 

可燃性残渣 

７１９ｔ 

東埼玉資源環境組合第二工

場ごみ処理施設へ搬入 

東埼玉資源環境組合 

第二工場ごみ処理施設 

中間処理施設可燃性残渣 

７１９ｔ 

不燃性残渣 

４ｔ 

※溶融スラグのみ 

溶融スラグ化し、東埼玉資源

環境組合最終処分場へ搬入 

 

 

第５節 最終処分計画 

 

施設名 
搬入される廃棄物の 

内訳量 

年間埋め立て 

予定量 
埋め立て方法等 

東埼玉資源環境組合 

最終処分場 

中間処理施設不燃性残渣 

４ｔ 
４ｔ 

溶融スラグ化されたものを埋め立て 

浸出水は水処理施設において適正処

理を行い放流する 

 

 

第６節 処理施設の概要 

 

施設名 東埼玉資源環境組合 第二工場汚泥再生処理センター 

所在地 埼玉県八潮市大字八條７００番地 

処理方式 固液分離方式、水処理方式 

処理能力 ２３５ｋｌ／日 

 

 

第７節 浄化槽清掃業の許可事業 

 

浄化槽清掃業の許可は、平成３０年４月１日付けで許可証を交付予定の者において、能力が充足し

ていることから、新たな許可はしないものとする。※１ 

※１ 浄化槽清掃業許可業者   別表１のとおり 
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第８節 合併処理浄化槽転換整備事業 

 

１ 目的 

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併

処理浄化槽に転換する個人に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域環境の整備を

図るとともに、環境衛生の充実に寄与することを目的とする。 

 

２ 補助金の額 

浄化槽の種類 補助対象経費 補助金の額 

合併処理浄化

槽（高度処理

型合併処理浄

化槽を除く。） 

 

 

設置に要する経費 設置に係る実経費の額と次の各号に掲げる浄化槽の人槽区分

に応じ、当該各号に定める額とを比較して少ない額 

(1) ５人槽 ３５２，０００円 

(2) ６・７人槽 ４３４，０００円 

(3) ８～１０人槽 ５６８，０００円 

処分に要する経費 既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の処分に係る実経費の

額と９０，０００円とを比較して少ない額 

配管工事に要する経費 転換に係る配管工事の実経費の額と１００，０００円とを比較

して少ない額 

高度処理型合

併処理浄化槽 

設置に要する経費 設置に係る実経費の額と次の各号に掲げる浄化槽の人槽区分

に応じ、当該各号に定める額とを比較して少ない額 

(1) ５人槽 ４３２，０００円 

(2) ６・７人槽 ５１４，０００円 

(3) ８～１０人槽 ６４８，０００円 

処分に要する経費 既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の処分に係る実経費の

額と９０，０００円とを比較して少ない額 

配管工事に要する経費 転換に係る配管工事の実経費の額と２００，０００円とを比較

して少ない額 

 

３ 補助予定基数 

(1) 設置費用 

  ①    ５人槽  補助予定   ５基 

  ②  ６・７人槽  補助予定  １２基 

  ③ ８～１０人槽  補助予定   １基 

(2) 処分費用  補助予定  １８基 

(3) 配管費用  補助予定  １８基 

 



別表１ 一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業許可業者一覧 

 

許可番号 許可業者名 所在地 

許可対象 

一般廃棄物 浄化槽清掃 

  
許可 

台数 
  

許可 

台数 

３０－１ ㈱島村興産 
埼玉県三郷市 

三郷二丁目７番地４ 
○ ４ ○ １ 

３０－２ ㈱三郷興業 
埼玉県三郷市 

半田４８４番地１ 
○ ３ ○ ２ 

３０－３ ㈱三栄興業 
埼玉県三郷市 

戸ヶ崎三丁目３４７番地 
○ ２ ○ ２ 

３０－４ ㈲根本清掃 
埼玉県三郷市 

戸ヶ崎四丁目２５６番地 
○ ２ ○ ２ 

３０－５ ㈲鈴木清掃 
埼玉県三郷市 

谷口１１１番地１ 
○ ３ ○ ２ 

３０－６ 新井清掃㈱ 
埼玉県三郷市 

釆女一丁目５番地２ 
○ ２ ○ ２ 

３０－７ 三郷環境事業㈱ 
埼玉県三郷市 

戸ヶ崎三丁目３４７番地 
○ １ － － 

３０－８ ㈱十河サービス 
東京都板橋区 

南常盤台一丁目１８番地７ 
◎ ３ － － 

２９－４８ エスシーエス㈱ 
埼玉県草加市 

青柳二丁目１９番１０号 
◎ ３ － － 

   

※ 事業系一般廃棄物許可について 

○ 事業系一般廃棄物に加え特定家庭用機器の収集運搬許可を持つ 

◎ 条件附許可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２ 一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧（特定家庭用機器収集運搬限定） 

 

許可番号 許可業者 所在地 

３０―９ 安蒜運送㈲ 千葉県流山市東深井２６５番地 

２９―１ ㈲作良商事 越谷市北後谷２４番地１ 

２９―２ ㈲平野清掃 越谷市砂原７７５番地 

２９―３ ㈱東武エコテック 越谷市東町３丁目６１番地３ 

２９―４ ㈲中村清掃 越谷市レイクタウン１丁目１番地１４ 

２９―５ ㈲大熊商事 越谷市川柳町１丁目３４３番地１ 

２９―６ ㈱マルキュウ 越谷市下間久里１０４番地 

２９―７ ㈱三栄興業 三郷市戸ヶ崎３丁目３４７番地 

２９―８ 浅古商事㈲ 草加市瀬崎２丁目４番９号 

２９―９ 烏川商事㈲ 川口市中青木３丁目３番７号 

２９―１０ 江尻商店 草加市栄町２丁目１番３９号 

２９―１１ エスシーエス㈱ 草加市青柳２丁目１９番１０号 

２９―１２ ㈲遠藤商事 草加市青柳８丁目５７番４８号 

２９―１３ 環境衛生㈱ 草加市小山１丁目２０番４１号 

２９―１４ 新日本資源㈱ 草加市瀬崎３丁目４３番２１号 

２９―１５ 草加清掃㈲ 草加市柿木町４５３番地１ 

２９―１６ 小早川商事㈲ 八潮市中央３丁目１８番地７ 

２９―１７ ㈲中山清掃 八潮市大字南川崎４１０番地 

２９―１８ 八潮清掃㈱ 八潮市大字大曽根７０３番地 

２９―１９ 八潮興業㈱ 八潮市古新田１５１番地 

２９―２０ 八潮環境事業協同組合 八潮市大字八條２４８４番地５ 

２９―２１ ㈲松伏清掃事業 松伏町大字築比地９４３番地の１ 

２９―２２ 東武商事㈱ 松伏町ゆめみ野東４丁目４番地４ 

２９―２３ ㈲みそう商店 春日部市西金野井６６５番地 

２９―２４ ㈲木村商事 川口市戸塚鋏町５番５号 

２９―２５ ㈲飯塚商事 川口市柳崎２丁目１０番１６号 

２９―２６ ㈲川口衛生 川口市安行出羽２丁目１１番３号 

２９―２７ ㈲矢作商事 川口市大字伊刈１７２番地 

２９―２８ ㈱西本商事 川口市大字西新井宿３９６番地の１ 

２９―２９ ㈲照山商事 川口市本連１丁目１８番１５号 

２９―３０ ㈱東武産興 川口市上青木西１丁目１８番２１－８０１号 

２９―３１ ㈲昌栄興業 川口市大字赤芝新田３３３番地１ 

２９―３２ ㈲葵サービス 流山市駒木台１７０番地の１６ 

２９―３３ ㈲クリーンサービス柏 柏市西原２丁目２番３９号 



許可番号 許可業者 所在地 

２９―３４ 浮ヶ谷興産㈲ 柏市豊四季字笹原３７９番６ 

２９―３５ 松清興業㈲ 松戸市旭町２丁目２８２番地 

２９―３６ ㈲仙光産業 松戸市紙敷８０７番地の２ 

２９―３７ ㈲葛葉清掃 松戸市古ヶ崎２丁目３１９８番地５ 

２９―３８ ㈲丸功商事 松戸市紙敷１１３８番地 

２９―３９ ㈲総恵商事 松戸市大谷口１９１番地の２ 

２９―４０ ㈲倉林商店 松戸市松戸市栗ヶ沢７８０番地の３ 

２９―４１ ㈲コスモ環境サービス 松戸市新松戸４丁目１５４番地 

２９―４２ ㈲日美 松戸市紙敷４７８番地の３ 

２９―４３ ㈲ふじ吉サービス 松戸市八ヶ崎４丁目２８番地１４ 

２９―４４ ㈲クリーン・アップ 流山市南流山８丁目４番地１０ 

２９―４５ ㈲日東サービス 流山市鰭ヶ崎１３０９番地２ 

２９―４６ ㈲コスモス環境サービス 野田市目吹１５２９番地の１ 

２９―４７ 中央コントロールサービス㈱ 野田市鶴奉３２５番地 

 


