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＜ごみ処理実施計画＞

1 計画の目的

2 計画区域

上尾市全域とする。

3 計画期間

令和４年４月１日から令和５年３月３１日までとする。

4 計画処理量

(1)　ごみ量

※１

　

(2)　資源化量

※２

※３

※４

※２　「搬入ごみ等からの資源化量」とは、飲料缶・スプレー缶、ガラス、紙類、古布、使用済み乾電池、蛍光管、　

　 　ペットボトルその他破砕回収金属類をいう。

※３　「焼却灰の資源化量」とは、焼却灰のうちセメント原料化等を行うものをいう。

※４　「集団回収による資源化量」とは、地域リサイクル事業における資源化量をいう。

5 ごみの発生・排出抑制

学校や地域と連携し環境教育を推進する。

環境フェスティバルなどのイベントにおいて、ごみ減量啓発活動を継続していく。

環境学習の推進

その他の市民に対
する広報・啓発

ごみ収集カレンダーやホームページなど、様々な広報・啓発活動により、ごみの減量、資
源化、適正処理等について市民の協力を求める。また、スマートフォンやタブレットで使
用できるごみ分別アプリを活用し、外国籍の市民を含め広く市民にごみ分別意識の向上
を図る。

生ごみダイエット
生ごみの水きりや食品ロスの削減について、ホームページや広報誌、出前講座等で啓
発する。

生ごみ処理容器の
購入補助

家庭での生ごみの自己処理を促進するため、家庭用生ごみ処理容器の購入補助を行
う。
電気式：購入金額の2分の１（上限20,000円）
コンポスト式：購入金額の2分の1（上限4,000円）

雑がみの分別
雑がみの資源化を推進するために、ごみ収集カレンダーやホームページ、出前講座等
で雑がみの分別について啓発する。

持参の呼びかけ マイバック、マイ箸、マイボトルの持参を積極的に呼びかける。

市民や各団体については、出前講座や環境学習会などを通じて情報提供と雑がみの出
し方などの意識啓発を進めていくとともに施設見学を積極的に受け入れていく。

搬入ごみ等からの資源化量 5,500

　 焼却灰の資源化量 1,350

集団回収による資源化量 5,203

合 計 12,053

具体的施策 　内　　　　　　容

区 分 処理計画量（ｔ/年）

家 庭 系 ご み 49,672

事 業 系 ご み 8,800

合 計 58,472

区 分 処理計画量（ｔ/年）

※１　家庭系ごみの内、「ふれあい収集」は利用者増により、基本計画の89ｔを130ｔに変更した。
　　　 それに伴い、家庭系ごみの処理計画量＝当初計画処理量49,631ｔ＋（130ｔ-89ｔ）＝49,672ｔ

  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条第１項、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に規定する一般廃棄物
の処理に関する基本的な事項について定める基本計画の実施のために必要な令和４年度の事業につ
いて定めるものである。
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6 資源化計画

7 収集運搬計画

(1)　収集体制の確保

資源物の持ち去り防止のため、集積所に持去り禁止の看板を設置するとともに職員によ
るパトロールを強化する。

要望等に応じて、ごみ散乱防止ネットの提供を行い、カラス等によるごみの散乱を防止
する。

集積所の管理

焼却灰の資源化 最終処分場の延命化を図るため、焼却灰のうちセメント原料化等を行う。

事業系食品廃棄物
のリサイクルの推進

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づくリサイクルを推進するため、
食品関連事業者等が一般廃棄物収集運搬事業者に委託して市外のリサイクル施設で
食品残さなどの食品廃棄物を処分（リサイクル）する場合、搬入先自治体の了解が得ら
れることを条件として市外搬出処理を認める。

具体的施策 　内　　　　　　容

ごみの収集区分や収集区域の見直しにより、効率的な収集運搬体制を常に維持し、収
集運搬に関わる費用の抑制を図る。（※別途収集運搬委託業者参照）

ふれあい収集、粗大ごみ収集の戸別収集を充実させ、市民サービスの向上を図る。

ごみ出しの分別等マナーが守られていない場合は、指導を行う。

収集運搬体制の確
保

小型家電リサイク
ル法への対応

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基づき、次の方法でレアメタ
ル（希少金属）等を含む小型家電を回収し、国の認定事業者に引渡すことにより、金属
類の減量と資源化を図る。①公共施設（市役所、各支所・出張所、西貝塚環境センター
の９か所）に回収ボックスを設置する。②一般家庭から搬入された金属類から対象品を
ピックアップする。
協定を交わした国の認定事業者と引き続き連携し、パソコンのほか小型家電の宅配回収
サービスによるリサイクルを促進する。

出前講座等を通じ、地域リサイクル事業への積極的な参加を呼びかける。

地域リサイクルの推進のため、「新聞」、「雑誌・雑がみ」、「段ボール」の回収量に応じて１
kgあたり２円の報奨金を支給する。

剪定枝の資源化 剪定枝は、民間事業者によるチップ、堆肥化等への資源化を推進する。

家電リサイクル法
への対応

特定家庭用機器再商品化法の趣旨に基づき、使用済みのエアコン、冷蔵（凍）庫、テレ
ビ、洗濯機・衣類乾燥機については、市では収集・処理は行わず、製造業者のもとで適
正に再商品化（料金は消費者が負担）を推進するため、市民に情報提供を行う。

資源有効利用促進
法への対応

資源の有効な利用の促進に関する法律に基づき、使用済みのパソコンや密閉形蓄電池
等（指定再資源化製品）については、市では収集・処理は行わず、指定再資源化事業
者による回収・再資源化（料金は一部消費者が負担）を推進するため、市民に情報提供
を行う。

地域リサイクル事
業への支援

具体的施策 　内　　　　　　容

廃棄物の発生の抑制、減量化、資源化を広報紙等で啓発するとともに、ごみ搬入検査を
強化し、事業者からの産業廃棄物の搬入を禁止し、また再生可能な紙類については、分
別の徹底のほかに古紙再生業者への搬入等の資源化に対する理解を求める。

事業系ごみは、家庭系の集積所に出せないことを広報紙等で啓発する。

無許可の収集運搬業者の持ち込みを禁止する。

「上尾市廃棄物の処理及び再利用に関する条例」に規定する「事業用大規模建築物所
有者」（事業の用に供する部分の延床面積の合計が３，０００平方メートル以上の建築物
の所有者）に対し、廃棄物管理責任者を選任し、計画的に適正なごみ減量を行うよう協
力を要請する。

具体的施策 　内　　　　　　容

事業者への取組
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(2)　収集運搬方法（収集区域はいずれも市内全域）

ア 通常収集（年間計画量は自己搬入された量を含む。）

集積所方式…市内を４地域（A.B.C.D)に分け、地域毎に回収する。

西貝塚環境センターに搬
入し、焼却後に資源化・埋
立

家
庭
系
ご
み

※6　ボタン電池（SR・PR・LRの表示があるもの）は、一般社団法人電池工業会の回収協力店に設置され
　　　ている専用回収ボックスを利用。（７）排出禁止物を参照

牛乳パック 委託
紙類

に含む

西貝塚環境センターに搬
入し、市が指定する施設で
資源化（５ｔ）

乾電池・コイン
電池（CR・BRの
表示があるもの）
※６

委託
金属・陶器

に含む

西貝塚環境センターに搬
入し、市が指定する施設で
資源化（５０ｔ）

紐で結束

そのまま回収
ボックスへ

粗大ごみ 直営 116

西貝塚環境センターに搬
入後、破砕処理し、金属類
は資源化
可燃物は焼却・埋立

ふれあい収集 直営 130
西貝塚環境センターに搬
入し、焼却後に資源化・埋
立

電話予約後、
収集日に家屋
外へ搬出

透明、又は半
透明の袋

ペットボトル 直営・委託 620
西貝塚環境センターに搬
入し、全量再生業者によっ
て資源化

紙類 直営・委託 2,157
市が指定する施設に搬入
し、資源化

透明、又は半
透明の袋

紙類は品目毎
に紐で結束、
古布は透明袋

直営・委託 310
西貝塚環境センターに搬
入し、選別後に資源化

ガラス 直営・委託 1,395
西貝塚環境センターに搬
入後、再生業者によって資
源化

透明、又は半
透明の袋※空
のスプレー缶に穴
を開けずに回収

透明、又は半
透明の袋

種類
収集運搬
の方法

年間計画量
（ｔ/年）

搬入先及び
処理方法等

可燃ごみ 直営・委託 43,555

拠点回収、公
共施設等の回
収ボックス

排出方法

透明、又は半
透明の袋

そのまま回収
ボックスへ

透明、又は半
透明の袋

※5　ニカド電池・ニッケル水素電池・リチウムイオン電池といった小型充電式電池やそれらを内蔵した
　　　家電は、「金属・陶器」として回収・破砕処理すると火災の原因になりうるため、公共施設等における
　　　拠点回収を行うほか、集積所からの回収は、小型充電式電池やそれらを内蔵した家電のみを透明
　　　な袋によるものとする。

蛍光管 委託
金属・陶器

に含む

西貝塚環境センターに搬
入し、市が指定する施設で
資源化（３０ｔ）

そのまま回収
ボックスへ

使い捨てライ
ター

委託 上記に含む

金属・陶器　※５ 直営・委託 1,388
西貝塚環境センターに搬
入し、破砕後に資源化・埋
立

充電式小型家
電

直営 上記に含む

西貝塚環境センターに搬
入し、破砕後に、国の認定
事業者によって資源化又
は埋立
再生業者によって資源化

そのまま回収
ボックスへ
透明、又は半
透明の袋

飲料缶・
スプレー缶

回収方法

集積所方式

拠点回収、公
共施設等の回
収ボックス

集積所方式

集積所方式

拠点回収、公
共施設等の回
収ボックス
集積所方式

集積所方式

集積所方式

集積所方式

戸別回収、１回
の収集で３点ま
で

戸別回収

拠点回収、公
共施設等の回
収ボックス

拠点回収、公
共施設等の回
収ボックス
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イ 小動物死骸収集運搬・処分委託業者

№

1

ウ 収集運搬委託業者（西貝塚環境センター直営以外）

№

1

2

エ　 災害ごみ

事
業
系
ご
み

小
動
物
死
骸

国道、県道上の動物死体については、管理者に処理を依頼する。

委託業者名 所　　在　　地

上尾清掃事業協同組合 上尾市向山２－４０－１－３０１

上尾資源回収事業協同組合 上尾市大字原市４２６３

飼主不明小動物 委託 600 委託業者にて随時回収 委託業者にて焼却

委託業者名 所　　在　　地

㈱大宮武蔵野ペット霊園 上尾市大字上野本郷４３７

種  類
収集運搬
の方法

年間計画量
（匹/年） 回収方法 搬入先及び処理方法等

ペット用小動物 直営 550 戸別回収又は自己搬入
西貝塚環境センターの動
物専用焼却炉で焼却

不燃ごみ

排出者本人又
は一般廃棄物
収集運搬許可
業者

12
透明、又は
半透明の袋

随時

西貝塚環境センターに搬
入し、破砕後に資源化・埋
立

資源物

排出者本人又
は一般廃棄物
収集運搬許可
業者

12
透明、又は
半透明の袋

随時

西貝塚環境センターに搬
入後、品目毎に再生業者
によって資源化

種類
収集運搬
の方法

年間計画量
（ｔ/年）

排出方法 回収方法
搬入先及び
処理方法等

可燃ごみ

排出者本人又
は一般廃棄物
収集運搬許可
業者

8,776
透明、又は
半透明の袋

随時
西貝塚環境センターに搬
入し、焼却後に資源化・埋
立

災害に伴い発生するごみについては、必要に応じて上尾市災害廃棄物処理計画に基づき、適正に処理
を行う。
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オ ごみ集積所の取扱い

・ごみは、収集当日の午前８時までに決められた集積所に出さなければならない。

・ごみ集積所に出せるごみは、家庭系のみとする。

  なお、以下のものは、ごみ集積所には出せない。

・指定日の収集物以外の物

・きちんと分別されていない物

・中身が見えない袋やダンボールに入れられた物

・粗大ごみ（６０㎝×３０㎝×３０㎝を超える物）

・石油ストーブなど発火装置のある物

・引っ越しなどで一度に多量に出た物

・事業活動に伴って生じた物（事業系ごみ）

・排出禁止物に該当する物　　　※　(７) 排出禁止物参照

カ 年末特別収集

ア

イ

ウ

可燃物（プラスチックを含む。）、
　
金属・陶器、ペットボトル、

飲料缶、スプレー缶、

ガラス、紙類・古布、

粗大ごみ、牛乳パック、

乾電池及び蛍光管、

小動物

可燃物
西貝塚環境センター

受入施設

令和４年１２月２９日（木）
令和４年１２月３０日（金）

可燃ごみ
可燃ごみ

月・木収集区域（カレンダーのＡ・Ｂ地区）
火・金収集区域（カレンダーのC・D地区）

(3)    収集時間

家庭系ごみを集積所から収集する時間は、午前８時に開始し、午後４時１５分までに西貝塚環境センター
に搬入する。

ペット用小動物は、午後４時までに受け付けたものは、当日回収する。

午後４時以降に受け付けたものは、翌営業日に回収する。

飼主不明の小動物は、午後５時までに受け付けたものは、委託業者に回収を依頼する。

午後５時以降に受け付けたものは、翌日に回収を依頼する。

(4)    受入施設

受け入れる一般廃棄物の種類

家　庭　系 事　業　系

実施日 区分 収集区域

・ごみ集積所を設置、変更又は廃止する場合は、西貝塚環境センターに届出書を提出しなければ
  ならない。

・ごみ集積所の管理は、利用者が行うものとし、ごみが飛散したり、カラス等に荒らされないよう衛生
  的に管理するよう努めなけらばならない。
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　ごみ集積所からの収集も自己搬入もできないごみ

市の処理施設の機能に支
障を生じさせる物

特別法等により処理すべき
物

太さ１０㎝、長さ６０㎝を超える木片及び切り株、多量の木くず、工事等による事
業系廃棄物等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）に規定するテレビ、エアコン、
洗濯機及び衣類乾燥機、冷蔵庫及び冷凍庫

資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）に規定する指
定省資源化製品等、パソコン

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（フロン
回収破壊法）に規定する第一種特定製品（業務用エアコン、冷蔵機器、冷凍機
器）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）に規定す
る特定建設資材廃棄物（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木
材、アスファルト）

自己搬入のみ可能な物
市の処理施設の機能に支障を生じさせる物の内、家庭から出た自動車用バッテ
リーは２個まで、タイヤは４本まで、鉄アレイは２個まで、ボウリングの玉は２個ま
で、畳は６枚までは自己搬入のみ可能

危険性のある物
プロパンガスボンベ、消火器、注射針等、収集運搬作業及び中間処理作業の安
全に支障を及ぼすおそれのある物

爆発性・引火性のある物 ガソリン、シンナー、灯油等、着火点が低く瞬間的に燃焼する物

著しく悪臭を発する物 著しく悪臭を発する物

特別管理廃棄物に指定さ
れている物

PCB又は感染性病原体が含まれ、又は付着している物

ピアノ、温水器、耐火金庫、建築資材（ブロック・門扉等）、及び自動二輪車等の
処理困難物

　　　　（午前の部）　８時４５分～１１時３０分

　　　　（午後の部）　１時００分～　４時１５分

(6)    処理手数料等

(7)    排出禁止物

区分 具体例

有害性のある物
毒物、劇物、農薬、ボタン電池等人の健康又は生活環境に被害を及ぼすおそ
れのある物

   上尾市廃棄物の処理及び再利用に関する条例第２７条に基づき、事業活動に伴い生じた一般廃棄物、家
庭から排出された粗大ごみ及び持込みの一般廃棄物については、収集・運搬、処分について手数料を徴収
する。
   上尾市廃棄物の処理及び再利用に関する条例第２３条に規定する一般廃棄物と併せて処理する産業廃
棄物については、同条例第２７条に基づき処分費用を徴収する。

(5)    受入時間

受入時間

○許可業者搬入

　月曜日から金曜日までの午前の部及び午後の部         

　ただし、年末年始は別途指定

○一般搬入

　月曜日から金曜日までの平日の午前の部及び午後の部

　月曜日から金曜日までの祝日の午前の部

　ただし、年末年始は別途指定
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8 中間処理計画

(1)　焼却処理施設

(2)　破砕処理施設

(3)　資源化処理施設

ア 空き缶選別プレス機

イ

破砕機形式

適正運転

処理能力 ７０t／５H

前破砕用　　　回転剪断式破砕機

後破砕用　　　縦型回転式破砕機

ダイオキシン類などの大気汚染物質の発生を抑制するため、常時監視及び第三者機関
による定期的な測定を実施し、測定結果を公開する。

ごみ減量化により焼却量の削減を図るとともに、適正な稼働体制、稼働日数を維持す
る。

西貝塚環境センターの焼却施設の安定・適正運転を継続する。

名　　称 西貝塚環境センター

所 在 地 上尾市大字西貝塚３５番地１

処理方法 全連続燃焼式

処理方法

ベール（結束品）

処理方法

処理能力 ２．５ｔ　／　５H

敷地面積 資源化ヤード内併設

ペットボトル結束施設

名　　称 西貝塚環境センター

所 在 地 上尾市大字西貝塚３５番地１

手選別

ペットプレス機　　　油圧　２５０　ＫＮ

重量　１５ｋｇ　～　２０ｋｇ　／１梱包

寸法　６００mm×４００mm×３００mm

アルミ選別機 永磁高速回転式ドラム

鉄缶プレス機 油圧式一方押し

アルミ缶プレス機 油圧式一方押し

処理能力 ４．９t／５H

敷地面積 1,０００㎡

名　  称 西貝塚環境センター

所 在 地 上尾市大字上野９０７番地２

選別機 永磁吊り上げ式

処理能力 ３００t／２４H（１００ｔ／２４H×３基）

敷地面積 ３８，３４０㎡

名　　称 西貝塚環境センター

所 在 地 上尾市大字西貝塚３５番地１

処理方法 併用施設

具体的施策 　内　　　　　　容
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9 　最終処分計画

(1)　埋立処分　　

(2)　焼却灰の資源化

10 その他資源化処理施設

11 その他関連計画

美化活動の推進

最終処分場の抑制

広域連携の推進
焼却施設の更新または大規模修繕時のごみ処理や風水害、大地震等の大規模災
害時に発生する大量の廃棄物を処理するため、県や近隣市町村間の連携体制の
強化を図る。

グリーン購入の推進 ごみの減量化や資源循環のため、家庭や事業所にグリーン購入を呼びかける。

具体的施策 　内　　　　　　容

不法投棄対策
不法投棄を防止するために、環境美化推進員組織及び市職員によるパトロールを
強化するとともに、不法投棄ごみを撤去する。

ごみ減量化・資源化への取組みを細やかに進めるため環境美化推進員組織の充
実・支援を図る。

環境美化推進員連合会やその支部に対して積極的に交流を図り、密接に連携して
情報交換とごみ減量運動を推進する。

たばこの吸殻の散乱防止など、ポイ捨て防止の啓発事業を推進する。

適正処理への指導
特別管理一般廃棄物、在宅医療に伴い排出される注射針等の廃棄物の適正処理
に関する市民への情報提供を推進する。

㈱ウィズウェイストジャパン
清久リサイクルセンター

久喜市清久町６－４

ガラスリソーシング㈱ 千葉県銚子市春日町７４０－１

㈱国分商会 熊谷市万吉２６４３－１ 廃タイヤ

野村興産㈱イトムカ鉱業所
北海道北見市留辺蘂町富士見
２１７－１

廃乾電池、廃蛍光管

ガラス

太平洋セメント(株) 　熊谷工場 埼玉県熊谷市三ケ尻５３１０番地 焼却灰、ばいじん ９９０ｔ

ツネイシカムテックス㈱
埼玉県大里郡寄居町大字三ヶ山
２５０番地１

焼却灰 ３６０ｔ

業 者 名・施　設　名 所　在　地 対　象　物

(株) ウィズウェイストジャパン
青森県三戸郡三戸町大字斗内字
立花４９番１　他

ばいじん固化物、ガラ
ス資源化残さ、不燃残
さ

１，０００ｔ

ジークライト(株)
山形県米沢市大字板谷字
四郎右エ門沢７７３－１　他1筆

焼却灰、ばいじん固化
物

７７０ｔ

施　設　名 所　　　在　　　地 対　象　物 年間計画量

最終処分場の搬入ルールを守るため、焼却残さに乾電池等の異物が混入しないよう分
別を徹底する。

焼却灰のセメント原料化等を進め、最終処分量を削減する。

施　設　名 所　　　在　　　地 埋立対象物 年間計画量

埼玉県環境整備センター
埼玉県大里郡寄居町大字三ケ山
３６８番地

焼却灰、不燃残さ ５，０４０ｔ

具体的施策 　内　　　　　　容

最終処分場の確保 安全な最終処分を行うための最終処分場を引き続き安定確保する。

最終処分場を有する関係自治体の負荷軽減及び、限りある最終処分場を長く利用する
ためにさらなるごみの減量化を推進します。
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12 収集運搬許可業者

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 株式会社　飯塚商店 上尾市西宮下二丁目２３７番地

株式会社　ハイグレード２１ さいたま市北区吉野町一丁目３９７番地２

有限会社　丸三商事 上尾市大字大谷本郷９１８番地４

ヤマダ産業　株式会社 川越市府川６６番地２

株式会社　増田紙業 桶川市大字川田谷３５０２番地３

株式会社　昭和綜合サービス さいたま市南区大字太田窪２７４５番地

株式会社　協和清掃運輸 ふじみ野市駒林１１０１番地

吉野商店 桶川市寿一丁目１０番７号

石上商店 上尾市大字平塚８３５番地１２

株式会社　今井 北足立郡伊奈町大字小室７０７２番地１

株式会社　宮崎 上尾市大字領家字中井１１３３番地１

有限会社　日環商興 さいたま市北区吉野町二丁目２３２番地の１０

武蔵野資源 上尾市大字原市４２６３番地

株式会社　ヤマキ 熊谷市三ケ尻字新山３８８４番地

公益社団法人　上尾市シルバー人材センター 上尾市大字平塚３００１番地

有限会社　菊地商事 さいたま市岩槻区大字加倉７６７０番地１

株式会社　十河サービス 東京都板橋区南常盤台一丁目１８番７号

有限会社　太盛 さいたま市大宮区櫛引町一丁目３８１番地

株式会社　髙澤商店 東松山市六軒町１８番地１３

株式会社　藤明商事 さいたま市浦和区北浦和四丁目８番６号

株式会社　ナカヤ商事 白岡市篠津９６１番地１

株式会社　エムエスティーカンパニー さいたま市大宮区三橋二丁目６３２番地

日本環境マネジメント　株式会社 さいたま市緑区中野田１１６７番地１

アイエンタープライズ　株式会社 さいたま市大宮区上小町１５４番地１７

篠崎商店 蓮田市大字上平野６２７番地

有限会社　瀬山商店 蓮田市大字根金８６２番地１

有限会社　大野生研工業 熊谷市下川上１５６８番地１１

金子商事　株式会社 久喜市菖蒲町上大崎４２４番地１

有限会社　キクチ商事 桶川市下日出谷西一丁目１番地の１３

クリーンシステム　株式会社 さいたま市浦和区常盤二丁目９番１０号アイルビルⅡ

有限会社　下水管理興業 上尾市大字南４２２番地の８６

青木清掃　株式会社 桶川市南一丁目２番６号

有限会社　昭栄産業 上尾市栄町８番１７号

株式会社　加藤商事 さいたま市西区大字内野本郷２９７番地４

株式会社　シー・エス・アイ 北足立郡伊奈町大字大針３２０番地

エスーシーエス　株式会社 草加市青柳二丁目１９番１０号

業者名 所在地

株式会社　上尾サービスセンター 上尾市愛宕一丁目９番１３号

有限会社　上尾清掃 上尾市藤波四丁目１番地
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番号

39

40

41

42

43

44

45

46

47

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条の規定に基づき上記４７業者を許可する。

         

13 再生利用業指定業者

市長の指定する一般廃棄物再生利用(再生輸送・再生活用)を行うもの

14 事業系一般廃棄物の市外資源化施設

　　　印は、特定家庭用機器再商品化法施行令第１条に規定する特定家庭用機器の廃棄物の指定引取場
所への収集運搬可能業者

著しくごみ出しが困難な世帯へのごみ出し支援活動については、一般廃棄物収集運搬業の許可の必要性に
ついて検討しつつ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第３条の処分基準の適用を配慮しながら、
自治会や社会福祉協議会等非営利団体の活動（共助）と連携・支援を図る。

㈱百姓倶楽部 茨城県下妻市大木１０２８番の１ 食品廃棄物（堆肥化）

オリックス資源循環㈱
大里郡寄居町大字三ヶ山３０９
彩の国資源循環工場内

可燃ごみ（焼却・溶融）

ニューエナジーふじみ野㈱ ふじみ野市駒林１０３３－１ 食品廃棄物（メタン発酵）

(有)山岸造園土木 上尾市中分３－２３８ 生木類(剪定枝、葉、枝、根、竹、篠、草等)

市内で発生した事業系一般廃棄物の内、食品残さ等を資源化する市外の処理施設。（搬入先自治体の
了解が得られることを条件として認めるもの。）

業 者 名・施　設　名 所　在　地 対　象　物

㈱アイル・クリーンテック 大里郡寄居町大字三ヶ山３２８ 食品廃棄物（堆肥化）

株式会社　アルファサポート 北足立郡伊奈町大字小室７０６５番地１

なお、ごみの発生量に大きな変動はないため、既存許可業者の処理能力（既得の許可業者数、収集従事者
及び収集運搬車両等を勘案した総合的な能力）に特段の事情が発生しない限り、新規の許可申請は一般廃
棄物処理実施計画に適合しないものとして扱う。

業 者 名 所　在　地 取り扱う一般廃棄物

(株)紫蘇姫 上尾市大字平方領々家６６４ 生木類(剪定枝、葉、枝、根、竹、篠、草等)

有限会社　共立商事 さいたま市北区日進町一丁目４９４番地３５

有限会社　白土商店 さいたま市西区中野林８６１番地２

株式会社　そよ風クリーンサービス 比企郡吉見町大字中新井５３９番地１

株式会社　高橋産商 さいたま市北区吉野町二丁目５番地１２

片山商事　株式会社 さいたま市見沼区深作五丁目１８番地

業者名 所在地

株式会社　イシイ 上尾市中分五丁目２２９番地

株式会社　ウチダ 上尾市大字領家字中井１１１９番地１

きくや商店 上尾市大字小敷谷７１０番地１１
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＜生活排水処理実施計画＞

1 計画区域、対象人口

　上尾市全域とし、対象人口を３６，７２３人とする。

2 計画期間

　令和４年４月１日から令和５年３月３１日までとする。

3 計画処理量（し尿及び浄化槽汚泥）

4 収集運搬・中間処理計画

(1)　処理形態

　し尿は委託業者が収集を行い、浄化槽汚泥は許可業者が収集を行うものとする。

　また、中間処理は上尾、桶川、伊奈衛生組合が行うものとする。

(2)　収集量及び収集回数

(3)　中間処理施設

(4)　処理手数料

　上尾市廃棄物の処理及び再利用に関する条例第２７条に基づき、一般家庭から生じたし尿

及び事業活動に伴い生じたし尿については、収集・運搬について手数料を徴収する。

5 合併処理浄化槽の普及促進

 単独処理浄化槽及び汲取り便槽から合併処理浄化槽に転換する場合に補助金を交付する。

  ○予定基数　  ２０基

6 公共下水道

　引き続き計画区域における下水道整備を推進する。

処理能力

上尾、桶川、伊奈
衛生組合

桶川市大字小針領家１１６０番地 標準脱窒素処理 ２５０kl／日

浄化槽汚泥 　　―　kl 15,643 随　　　 時

合　　　計 1,226 15,643 　　　―

名　　　称 所　　在　　地 処 理 方 法

浄化槽汚泥 許　　可 上尾、桶川、伊奈衛生組合

種　　類 委　　　託 許　　　　可 収 集 回 数

し　　　尿 1,226  　 ―　kl １ヶ月に１回

浄化槽汚泥 15,643

合　　　計 16,869

種　　類 収集運搬 中  間  処  理

し　　　尿 委　　託 上尾、桶川、伊奈衛生組合

種　　類 処 理 計 画 量（ｋｌ）

し　　　尿 1,226
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7 し尿収集運搬委託業者

番号

1

8 浄化槽清掃業許可業者

番号

1

2

3

4

5

6

7 ㈱東栄 北足立郡伊奈町大字大針３２０

㈱上尾サービスセンター 上尾市愛宕一丁目９番１３号

㈲昭栄産業 上尾市栄町８番１７号

青木清掃㈱ 桶川市南１－２－６

㈱加藤商事 さいたま市西区内野本郷２９７－４

川崎清掃 さいたま市見沼区宮ヶ谷塔３－１９０－２

業者名 所在地

上尾清掃事業協同組合 上尾市向山二丁目４０番地１

業者名 所在地

㈲上尾清掃 上尾市藤波四丁目１番地

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条及び浄化槽法第３５条の規定に基づき上記７業者を許
可する。

令和２年４月１日から上尾清掃事業協同組合に委託先を変更。

汲み取り世帯が平成23年度747世帯から平成31年度には397世帯にまで減少したことに伴い、

業務の効率化を図るため各社単独の委託から組合委託とした。

★令和２年３月３1日までの委託業者（組合構成法人）

(有)上尾清掃、㈱上尾サービスセンター、(有)昭栄産業、青木清掃㈱、㈱加藤商事
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