
 - 1 -

令和３年度 吉川市一般廃棄物処理実施計画 

 

１ 趣  旨   本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１

３７号）第６条の規定に基づき、令和３年度における一般廃棄物の処理

に関する計画を定め、一般廃棄物の適正処理及び第３次一般廃棄物処理

基本計画の推進を図るものである。 

２ 計画区域  吉川市全域 

３ 計画期間  令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

４ ごみ処理実施計画 

(１) ごみの排出抑制・適正処理等に関する施策 

ア 発生抑制・排出抑制の推進 

ごみの発生抑制･排出抑制の意識付けを行うために、３Ｒ(リデュース、リユー

ス、リサイクル）の普及･活動を積極的に行う。 

方　策 具体的な方法

各学校・保護者会を対象とした出前講座の開催
環境センターの施設見学や職場体験の実施

ポスターコンクールの活用を各学校に依頼

広報紙やホームページなどによる情報発信
出前講座の実施及び講座開催の支援

ごみダイエット・チェックシートの普及
食品ロス・食品廃棄物の減量等に関する取組の周知

ホームページでの周知等による市民の利用拡大

認定店増加を目的とした積極的な制度内容の周知
安定・継続した収集の実施

戸別収集による分別の促進

各団体で行う地域美化活動への物品配布
美化活動により集められたごみの収集・受入

市内一斉美化運動の実施
市民環境団体『吉川マイバッグの会』との連携

イベントなどを通した啓発活動の実施

新規ごみ集積所に対し設置の促進
出前講座や広報等による適正な利用方法の周知

リーフレット等を活用した排出者指導（説明会の開催）

多量排出事業者へ減量計画書の提出指示
出前講座や広報等による水切り方法の周知

水切り器配布による水切り排出の促進

子どもに対する環境教育の推進

コンテナ・ペットボトル回収用ネッ
ト袋収集地域の普及・拡大

事業系ごみの排出者指導

生ごみの水切り排出の促進

エコ・ショップ認定制度※1の推進

パートナー収集※2の実施

美化活動の推進

意識啓発活動の推進

マイバッグ運動の推進

※1エコ・ショップ認定制度 ＝ ごみの減量化、資源化および再生利用に積極的に取り組んでいる市 

         内の小売店舗を『吉川市エコ･ショップ（環境にやさしい店）』として 

認定する制度 

※2パートナー収集 ＝ 高齢者や障がい者のみで構成されている世帯で、ごみの排出が

困難な場合について、戸別訪問によりごみを収集する方法 
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イ ごみ資源化の推進 

 家庭から不要物として排出されたものについて、積極的な資源化を図る。 

方　策 具体的な方法

要綱に基づいた購入費補助金の交付

出前講座や広報等による補助金制度の周知

要綱に基づいた奨励補助金の交付

実施団体を対象としたごみ減量説明会の開催

雑がみリサイクルの推進 出前講座や広報等による分別方法の周知

店頭回収の促進 白色トレイ等の店頭回収の利用の推進

廃家電製品のリサイクル 小型家電リサイクル法への対応の検討

リサイクルシステムの確立 資源物を拠点回収する資源回収ボックスの維持・管理

生ごみ処理機・処理容器普及の推進

資源回収の推進

 

ウ 適正処理の推進 

廃棄物処理法に基づく適正なごみ処理のあり方等について、事業者や許可業者     

に対して指導を実施する。また、不法投棄や資源物持ち去り防止対策に努める。 

方　策 具体的な方法

不適正排出者に対する直接的な指導

リーフレット等を活用した指導

不法投棄防止パトロールの実施

被害地における早期改善に向けた相談支援

不法投棄防止看板の作成及び配布

資源物持ち去り防止パトロールの実施

市条例に基づく中止命令及び告発の実施

資源物持ち去り禁止看板の設置促進

災害廃棄物の対応 災害廃棄物処理計画に基づく適切な対応

事業者に対する適正処理の指導

不法投棄対策の実施

資源物持ち去り防止対策の実施

 

エ 効率的かつ効果的なごみ処理体制の構築 

効果的なごみ処理を図るため、市民や事業者に対してごみの出し方などの啓発

活動に努めます。 

方　策 具体的な方法

許可業者説明会時での指導

燃やすごみの内容物調査による分別収集の指導

『資源とごみの分け方・出し方』の充実

市民に対する出前講座や広報等による啓発

事業者に対するリーフレット等を活用した啓発

作業員に対する安全教育 市職員及び委託業者に対する安全教育の実施

許可業者に対する指導と研修

ごみの出し方の啓発
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オ 環境負荷の低減化に対する取り組み 

 ごみの収集運搬や処理、処分に伴う環境負荷を低減するための取り組みを進め

るとともに、事業者や委託業者に対しても、同様の取り組みを求めていく。 

方　策 具体的な方法

ごみ収集車の走行に伴う環境負荷の低減化

収集業者への低公害車購入補助制度等の情報提供

温室効果ガス排出抑制対策 地球温暖化に関連付けたごみ減量の啓発

出前講座や広報等によるグリーン商品利用の啓発

第五次吉川市環境配慮率先実行計画の充実

ごみ収集車の環境負荷の低減化

グリーン（エコ）商品の利用促進
 

カ 市民・事業者・行政の連携促進 

地域住民・事業者の廃棄物処理に対する理解を深める取り組みを行う。 

方　策 具体的な方法

廃棄物減量等推進員制度の活用 廃棄物減量等推進員の委嘱及び研修会の開催

市民・事業者・行政三者の積極的な情報交換

広報等による市民・事業者への情報提供
ごみ減量等のネットワークの構築

 

 

(２) 再資源化計画 

ア 再資源化の方法及び量 

一般廃棄物の区分 再資源化方法

か　　ん
環境センターにおいて鉄とアルミに分別し、それぞれを再資源化事
業者へ売却する。

249 t

び　　ん

環境センターにおいて無色ガラス、茶色ガラス、その他ガラスに分
別後、無色ガラスは、再資源化事業者に売却。茶色ガラスは、再資
源化事業者に処理委託。その他ガラスは指定法人ルートで処理を行
う。

264 t

古　　紙
新聞、雑誌、ダンボール、紙パック、雑がみ類に分別し、再資源化
事業者へ売却する。

1,169 t

衣　　類 再資源化事業者へ売却する。 232 t

ペットボトル
再商品化処理業者に売却し、フレークに加工後、国内で製品の原材
料として利用する事業者に引渡す。

297 t

有害ごみ
環境センターにおいて、蛍光灯と乾電池に分別する。蛍光灯は、再
資源化事業者へ処理を委託する。乾電池は、処理共同企業体に処理
を委託する。

50 t

燃えないごみ

粗大ごみ

再資源化量

環境センターにおいて、鉄、アルミを解体分別し、それぞれを再資
源化事業者へ売却する。一部の家電製品は、再資源化業者へ売却又
は処理を委託する。

423 t

剪定枝・刈草
東埼玉資源環境組合堆肥化施設において、破砕、発酵させて堆肥に
する。

473 t

イ 関連施設の概要 

「７ 処理施設の概要」参照 
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(３) 分別収集・運搬計画 

  ア 分別区分及び排出方法 

排出方法 排出先 排出日時

透明・半透明の袋に入れる

新聞

雑誌

雑がみ 紙袋・紙箱に入れ、ひもで縛る

段ボール ひもで十字に縛る

紙パック
中をすすぎ、切り開いて、乾燥後ひ
もで縛る

衣類 洗濯後、透明・半透明の袋に入れる

中をすすぎキャップとラベルを外
し、潰してから透明・半透明の袋に
入れるか回収用ネット袋にペットボ
トルのみ入れる

特定一般廃棄物※３

事
業
系
ご
み

燃やすごみ

燃えないごみ

粗大ごみ

食品廃棄物

剪定枝・刈草

区分

家
庭
系
ご
み

燃やすごみ

資
源
ご
み

かん

ペットボトル

燃えないごみ

有害ごみ

粗大ごみ

びん

紙
・
衣
類

一時多量ごみ

透明・半透明の袋に入れる

一般廃棄物処理業許可業者に収集運搬を依頼

市が策定する除染に関する実施計画または国が指定する方法

環境センターへ直接搬入もしくは戸別収集を依頼

一般廃棄物処理業許可業者に収集運搬を依頼

一般廃棄物処理業許可業者に収集運搬を依頼

環境センターへ直接搬入もしくは一般廃棄物処理業許可業者に
収集運搬を依頼

東埼玉資源環境組合堆肥化施設へ直接搬入

ごみ集積所
※1

指定曜日※２

午前８時ま
で

透明・半透明の袋に入れるか
回収用コンテナにかん・びんのみ入
れる

ひもで十字に縛る

 

 ※１ 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（平成５年規則第８号）

に基づき指定されたごみ集積所とする。 

※２ 指定曜日は市内を１３分割し、「資源とごみの分け方・出し方」に記載。 

※３ 特定一般廃棄物 平成２３年３月１１日発生した東北地方太平洋沖地震に伴う

原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関す

る特別措置法施行規則第２８条第１項で定めるもの。 
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  イ 収集運搬の主体及び計画収集量等 

実施主体
計画

収集量
収集回数 搬入先

市（委託） 14,119t 週２回
東埼玉資源環境組合
第一工場

244t 週１回

455t 週１回

新聞 163t

雑誌 312t

雑がみ 251t

段ボール 442t

紙パック 1t

衣類 232t

297t 月２回
※5月～9月は隔週

366t 月１回

65t 月１回

909t 随時

許可業者 4,630t
東埼玉資源環境組合
第一工場

67t

855t

許可業者 192t 民間処理施設

直接搬入 473t 随時
東埼玉資源環境組合
堆肥化施設

市（委託） 470 随時
市で指定する
処理施設

環境センター

事
業
系
ご
み

区分

紙
・
衣
類

資
源
ご
み

燃やすごみ

びん

かん

ペットボトル

必要の都度

月２回
※5月～9月は隔週

市で指定する
処理施設

環境センター

環境センター

特定一般廃棄物

市（直営・委託）

市（委託）

市（直営・委託）
直接搬入

許可業者
直接搬入

粗大ごみ

有害ごみ

燃えないごみ

食品廃棄物

粗大ごみ

燃えないごみ

燃やすごみ

家
庭
系
ご
み

剪定枝・刈草

動物死体
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  ウ 拠点回収 

    下記の表に挙げる廃棄物については、通常の収集と合わせて拠点回収を行う。 

施設名 紙・衣類 牛乳パック 乾電池

駅前市民サービスセンター 〇 〇

東部市民サービスセンター 〇 〇 〇

北部市民サービスセンター 〇 〇

中央公民館 〇 〇 〇

平沼地区公民館 〇

環境センター 〇 〇 〇

保健センター 〇

総合体育館 〇 〇

市民交流センターおあしす 〇 〇 〇

児童館ワンダーランド 〇 〇 〇

老人福祉センター 〇 〇 〇

吉川消防署 〇

吉川消防署南分署 〇

青木信用金庫　吉川支店 〇

埼玉りそな銀行　吉川支店 〇

ＪＡさいかつ　吉川支店 〇

ＪＡさいかつ　三輪野江支店 〇

城北信用金庫　吉川支店 〇

栃木銀行　吉川支店 〇

吉川郵便局 〇

吉川駅前郵便局 〇

吉川団地前郵便局 〇

吉川平沼郵便局 〇  

  エ パートナー収集 

    高齢者や障がい者のみで構成されている世帯で、日常生活によって発生する家庭

ごみを自ら所定のごみ集積所へ持ち出すことが困難な場合に対し、週１回戸別に

訪問収集を行う。 

  オ 粗大ごみ 

    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（平成５年規則第８号）

第８条に規定する粗大ごみの基準について、次のものは該当しないものとする。 

   (ア) １辺が５０㎝以内でも粗大ごみとする品目 

ＡＶ機器（携帯型を除く）・ＯＡ機器・暖房器具・食器乾燥機・扇風機・掃

除機・電子レンジ・ミシン・餅つき器・湯沸機 

(イ) １辺が５０㎝を超えていても粗大ごみとしない品目 

傘・空気入れ・ポット 
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オ 排出禁止物等 

   吉川市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例（平成５年条例第１号）第８条第５

項第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」は、次のとおり

とする。 

品目 市長の指示

特定家庭用機器再商品化法
テレビ、エアコン、冷蔵
庫、冷凍庫、洗濯機、衣
類乾燥機

指定引取所に持込または
販売店等による回収

資源の有効な利用の促進に
関する法律

パソコン、小型二次電池
製造メーカー等による回
収

特定製品に係るフロン類の
回収及び破壊の実施の確保
等に関する法律

業務用エアコン、冷蔵機
器、冷凍機器

第一種フロン回収業者に
よる回収

ポリ塩化ビニフェル廃棄物
の適正な処理の推進に関す
る特別措置法

ＰＣＢ廃棄物
県の指導のもとＰＣＢ廃
棄物処理施設において処
理

二輪車リサイクルシステム
によるもの

引取り対象車両となって
いる二輪車

廃棄二輪車取扱店による
回収

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ＦＲＰ船

登録販売店による回収

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

特定窓口または指定引取
所による回収

鉛蓄電池リサイクルシステ
ムによるもの

リサイクル対象となって
いる鉛蓄電池

販売店または専門処理業
者による回収

毒薬、劇薬、農薬、バッ
テリー、アスベスト含有
建材

販売店または専門処理業
者による回収

ボンベ類（ＬＰＧ等）、
ガソリン、灯油、シン
ナーなど爆発性または引
火性のあるもの

販売店または専門処理業
者による回収

ブロック・レンガ・柱・
畳等の建設廃棄物、石、
農機具、車の部品、タイ
ヤ、消火器、耐火金庫、
ボウリング玉、樹木（長
さ１ｍ直径１５ｃｍを超
えるもの）

専門処理業者による回収

区分

人体の健康または生活環境に支
障をきたすおそれのあるもの

収集・運搬作業及び中間処理作
業の安全に支障をきたすおそれ
のあるもの

処理施設の機能に支障をきたす
おそれのあるもの

特
別
法
等
に
よ
り
処
理
す
べ
き
も
の
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(４) 中間処理計画 

ア 中間処理方法・処理量の見込み 

施設名
処理
区分

残渣の量 処分方法

直営
(環境センター

 可燃残渣)

696t

委託業者 13,379t

許可業者 4,630t

直営 221t

委託業者 1,052t

許可業者 38t

直接搬入 818t

搬入される廃棄物の搬
入者別の内訳量

可燃残渣
     696t
不燃残渣
     367t

廃棄物は、鉄･アルミ･ガラ
ス(無色・茶色・その他)･
古紙･可燃残渣･不燃残渣に
選別し、鉄･アルミ･ガラ
ス･古紙は資源化、可燃残
渣は東埼玉資源環境組合第
一工場へ搬入、不燃残渣は
埋立。

環境センター
選別･
破砕

東埼玉資源環境組
合第一工場

焼却･
熱回収

焼却灰
   1,920t

県営最終処分場・県外民間
処分場に埋立

 

※処理量は処理施設への搬入量ベースの値 

イ 関連施設の概要 

「７ 処理施設の概要」参照 

 

(５) 最終処分計画 

  ア 最終処分方法・処理量の見込み等 

区分 実施主体 搬出先 処理方法 計画処理量

焼却灰 東埼玉資源環境組合
県営最終処分場・県外
民間処分場

埋立 1,920ｔ

不燃残渣 市（直営）
吉川市環境センター
最終処分場

埋立 319㎥

 

イ 関連施設の概要 

「７ 処理施設の概要」参照 
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５ 生活排水処理実施計画 

(１) 生活排水対策施策 

方　策 具体的な方法

合併処理浄化槽の転換促進
下水道区域以外では、広報や出前講座の開催を通じて、単
独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換
を促進する。

合併処理浄化槽の管理
広報や出前講座の開催を通じて、浄化槽の保守点検や清掃
などの維持管理について啓発する。

 

 

 (２) 収集運搬の主体及び計画収集量等 

区分 実施主体 収集頻度 搬入先

し尿 市（委託） 定期又は申込みの都度 646 kl

浄化槽汚泥 許可業者 浄化槽清掃実施の都度 5,892 kl

収集量

東埼玉資源環境組合
汚泥再生処理センター

 

 

(３) 処理計画 

 ア 処理方法・処理量の見込み

施設名 処理方式 処分方法

東埼玉資源環境組合
汚泥再生処理センター

固液分離方式
水処理方式

6,537 kl

汚泥は脱水し、助燃材として東埼玉資源
環境組合第二工場へ搬入し焼却
汚泥分離後の排水は水処理を行ない、下
水道へ放流

処理計画量

 

イ 関連施設の概要 

「７ 処理施設の概要」参照 
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６ 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業 

一般廃棄物処理業許可については、事業系一般廃棄物の排出量がほぼ横ばいである

現状から、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

おそれがある場合を除き、平成１６年３月１０日付け許可を受けた者以外には、新た

な許可はしないものとする。ただし、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。 

浄化槽清掃業については、浄化槽人口及び収集量が減少しているため、平成１６年

３月１０日付け許可を受けた者以外には、新たな許可はしないものとする。 

 

(１) 一般廃棄物処理業 

許可番号 業者名 代表者 所在地

1 有限会社吉川清掃 外山　芳和 吉川市栄町715

2 株式会社ミヤタ商事 宮田　勉 〃　高富1-22-14

3 石川商事有限会社 石川　照朗 〃　平沼52-1

4 エスシーエス株式会社 野崎　友義 〃　高久1-6-5

6 東武商事株式会社 小林　増雄 〃　旭3-1

8 有限会社葵サービス 青山　強治 〃　保432-6

10 有限会社エフ･サービス 降簱　憲明 〃　中野341-1

11 株式会社アイル・クリーンテック 藤生　光博 さいたま市浦和区常盤5-2-18
 

※株式会社アイル・クリーンテックは市内の特定事業所から排出されるもみ殻のみの限定許可 

 （株式会社アイル・クリーンテック寄居工場（大里郡寄居町三ヶ山328）にて堆肥化を行

う） 

 

(２) 浄化槽清掃業 

許可番号 業者名 代表者 所在地

1 有限会社吉川清掃 外山　芳和 吉川市栄町715

2 株式会社ミヤタ商事 宮田　勉 〃　高富1-22-14

3 石川商事有限会社 石川　照朗 〃　平沼52-1  
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７ 処理施設 

 (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 越谷市増林三丁目２番地１

形式 全連続燃焼式機械炉

処理能力 800t/日(200t/日・4炉)

施設名 東埼玉資源環境組合第二工場　ごみ処理施設

所在地 草加市柿木町１０７番地１

形式 直接ガス化溶融炉

処理能力 297t/日(148.5t/日・2炉)  

 (２) し尿・浄化槽汚泥処理施設 

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 八潮市大字八條681番地1

形式 固液分離方式＋水処理方式

処理能力 260kl/日  

 (３) 資源化処理施設 

施設名 東埼玉資源環境組合　堆肥化施設

所在地 越谷市増林三丁目２番地１

形式 破砕

処理能力 22.5t/日  

 (４) 中間処理施設 

施設名 吉川市環境センター

所在地 吉川市大字鍋小路431番地

形式 破砕及び選別

処理能力 30t/日  

 (５) 最終処分場 

施設名 東埼玉資源環境組合　最終処分場

所在地 吉川市大字高久666番地1

埋立対象物 溶融スラグ

埋立地面積 31,000㎡

全体容量 170,000㎥

残余容量 88,207㎥（令和2年4月現在）

埋立開始年度 平成14年度  
施設名 吉川市一般廃棄物　最終処分場

所在地 吉川市大字鍋小路431番地

埋立対象物 破砕選別処理後の不燃性残渣

埋立地面積 12,000㎡

全体容量 51,100㎥

残余容量 43,883㎥（令和2年4月現在）

埋立開始年度 平成6年度  


