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1.1　先進的・重点的な施策

市町村
事務組合

名称 具体的な取組内容

さいたま市 事業系資源物のリサイクル 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

ダンボールコンポスト基材支給事
業

希望する市民にダンボールコンポストの基材を配布する。

枝葉破砕機貸出事業 希望する市民に最大１週間枝葉破砕機の貸出を行う。

川口市 環境部広報誌　　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　　年３回発行。
令和３年度発行部数　196,000部ｘ３回

行田市 廃食用油回収事業 市民が環境課や粗大ごみ処理場に持ち込んだ廃食用油をバイオディーゼル燃料として再利用している。

食品ロスゼロのまち促進事業 「食品ロスゼロのまち」協力店の登録、啓発品を飲食店や小売店等に展示等

環境展示会 ごみの減量・資源化の啓発

廃食用油回収事業 家庭からの廃食用油を拠点回収し、有効利用を図っている。

我が家のごみ減量アイデアコンテ
スト

誰もが気軽に取り組むことのできるごみ減量アイデアを市民から募集し、優れたアイデアを表彰・周知した。

飯能市 マイバッグ・マイカゴキャンペーン 商工会議所、市内スーパー等でポスターの掲示について協力依頼した。また、市内公共施設においてのぼり旗を設置した。

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。

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。

生ごみ水切り運動 官民協同で新しい生ごみ水切り袋を開発し販売。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ている。

事業系古紙回収協力制度
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。

雑がみ回収事業 集団資源回収登録団体に雑がみ回収袋を配布し、回収を依頼することで、可燃ごみとして処理されていた雑がみのリサイクルを図っている。

ごみ減量・リサイクル協力店認定
制度

ごみ減量・リサイクルに積極的に取り組む市内店舗を協力店と認定し市ホームページ等でＰＲすることで、民間事業者との協働によるごみ減量・リ
サイクルを図っている。

牛乳パック回収事業 随時公民館等で拠点回収し、有効利用を図っている。

生ごみ処理容器等設置費補助金
制度

家庭から出る生ごみや剪定枝等の減量化及び資源化促進のため、対象機器の購入費用の一部を予算の範囲内で補助。

事業系ごみ削減 搬入物調査を行い分別の徹底を図る

出前講座 テーマ「ごみ減量化・資源化のゆくえ」の市民向け講座

「もったいない！」運動 食品廃棄物の減量化

「キエーロ」販売 生ごみ処理容器「キエーロ」販売

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。

食品ロス削減事業 家庭でできる食品ロス削減啓発や「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等

パソコンを含む小型家電等の宅
配回収

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

雑紙啓発動画の発信 雑紙の分別に関する啓発動画を市動画チャンネルに掲載

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。

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。

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。

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 地球温暖化対策先導事業 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、有効活用する

ごみ減量説明会・出前講座 草加市リサイクルセンターへの施設見学や町会・自治会・小学校への説明会・出前講座を通じて、ごみ減量に係る啓発活動を実施。

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、令
和３年度の回収実績は約66.6t。

せともの類拠点回収事業
令和３年４月１日より、せともの類の拠点回収を毎月第二日曜日に草加市環境業務センター、毎月第四土曜日に草加市リサイクルセンターで実施し
ている。令和３年度の回収実績は約8.8t。

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、令和３年度の回収実績は約2t。

食品ロス削減の啓発活動 「食品ロス削減」の啓発ポケットティッシュの配布

小型家電回収の促進 市内公共施設内に継続して小型家電リサイクル回収ボックスを設置。ピックアップ回収

フードドライブ事業 家庭で余っている食品や未利用食品を集めて、市内の子ども食堂などに提供する。

狭山市

本庄市

所沢市

熊谷市

東松山市

春日部市

羽生市

草加市

越谷市
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1.1　先進的・重点的な施策

市町村
事務組合

名称 具体的な取組内容

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

紙ひもの配布 古紙の質を向上させるため市独自の紙ひもを作成・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

環境月間（６月） 広報誌、HP、フェイスブック、ツイッターにて啓発活動。

３R推進月間（１０月） 広報誌、HP、掲示物で３Rについて啓発活動。啓発品（水切りネット）の配布。

分別キャンペーン月間（１１月） 広報誌、HP、フェイスブック、ツイッター、ポスターなどにより、ゴミ分別の徹底について啓発活動。

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

新座市 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。
令和３年度は実施予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業中止とした。

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、ごみ減量及び生ごみ水切りの推進のため啓発グッズの配布や広報を行い、水切りの推進と啓発を行う。

三郷市 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。

リサイクル肥料の配布 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を集めてもらい数量に応じて肥料を配布

トイレットペーパー交換 組合のイベントとして牛乳パック10枚でトイレットペーパー1個と交換を行う

リサイクル肥料交換、販売 組合のイベントとしてペットボトルキャップ100個程度で肥料1ｋｇと交換、年２回肥料の販売を行う

衣類交換会 組合のイベントとしてこども服の交換会を行う

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園）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として収集車両の燃料及びイン
ク原料化している

フードドライブ 年1回のイベントとして、未開封のものを対象に集め蓮田市・白岡市内のこども食堂などへ提供する

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類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、一般廃棄物と同系統で適正に処理をする

坂戸ごみ分別アプリの配信
スマートフォン用アプリにより、ごみ・資源物の分別区分の検索機能、収集日カレンダー及びアラート機能、その他市からのお知らせ機能等を提供し
ている。

リチウムイオン電池等の分別収集
リチウムイオン電池等の小型充電式電池、ボタン電池及びリチウムイオン電池等の取外しができない充電式小型家電等について、令和3年12月か
ら分別収集を開始した。

せん定枝チップ機貸出事業
市民や自治会等を対象とし、大・中・小３種類のチップ機の無料貸し出しを行い、家庭からごみとして出されるせん定枝（家庭の庭木などの枝）を粉
砕し、土壌改良への使用など、資源化を図ることを目的としている。チップ機は３～４日貸し出し、運搬や引き取りは市職員が行う。燃料は利用者が
負担する。

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。

市指定ごみ袋原材料変更 原材料が、石油由来100％ポリエチレン製ごみ袋から、植物由来プラスチックのバイオマスポリエチレン配合ごみ袋に変更

鶴ヶ島市 5R推進事業 生ごみ処理器キエーロの販売

日高市 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公共施設の敷材とし利用している。

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、また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、市ホームページ
等を利用して市民にＰＲしている。

ごみ減量出前講座 自治会等の週かいに出向き、ごみを減量するための具体的な方法や、ごみの分別項目等を周知している。

ベランダdeキエーロ 生ごみ処理容器を販売し、ごみの減量化に取り組んでいる。

環境学習講座 環境啓発のため、主に小学生を対象に年15回実施。

環境センター見学会 市内小学校を対象に送迎バスを運行し、環境センター見学会を実施。

ごみ分別アプリ 日本語に加え、英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語の5ヶ国語に対応。

坂戸市

幸手市

吉川市

ふじみ野市

入間市

戸田市

朝霞市

志木市

富士見市

蓮田市
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1.1　先進的・重点的な施策

市町村
事務組合

名称 具体的な取組内容

インクカートリッジ里帰り事業 公共施設8か所に回収箱を設置し、回収。

リサイクル肥料の配布 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を集めてもらい数量に応じて肥料を配布

トイレットペーパー交換 組合のイベントとして牛乳パック10枚でトイレットペーパー1個と交換を行う

リサイクル肥料交換、販売 組合のイベントとしてペットボトルキャップ100個程度で肥料1ｋｇと交換、年２回肥料の販売を行う

衣類交換会 組合のイベントとしてこども服の交換会を行う

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園）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として収集車両の燃料及びイン
ク原料化している

フードドライブ 年1回のイベントとして、未開封のものを対象に集め白岡市内のフードパントリーなどへ提供する

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類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、一般廃棄物と同系統で適正に処理をする

伊奈町
パソコンを含む小型家電等の宅
配回収

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

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
化推進

事業系一般廃棄物のうち、可燃ごみのみの受け入れ

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。

生ごみ処理機器設置補助金 生ごみ処理容器は９割、生ごみ処理機では５割購入負担を行い、可燃物に含まれる生ごみを減少させる。

キエーロ
町内に在住している方で、１世帯につき1基、販売しており、黒土に含まれる、バクテリアの力を利用し、生ごみを分解及び消滅させることで、ごみの
減量化に繋がる。

小川町 家庭用廃食用油の回収 家庭から出される廃食用油を拠点回収。業者に委託をしてバイオディーゼル燃料として精製し公用車で利用。

川島町 ふれあい戸別収集事業 体の不自由な世帯へのごみ収集と声掛け

ごみ減量化モデル事業
ごみ減量化を推進するため、町内の東部地区・西部地区からそれぞれ15世帯をモニターとして選定し、ごみの減量化や資源化に関する取り組みを
基礎データ用の前年度の3月を含め、13ヶ月行なってもらう。
その進捗や結果を、広報やホームページに掲載し、啓発を行なう。

刈草・剪定枝受入れ施設維持管
理事業

「可燃ごみ」の減量を目的として、家庭で発生した刈草や剪定枝などの受入れ施設を設置。毎月第2、第4火曜日（祝日は除く）を受入日として受入
れを行なう。受入れ後に処理を行なったものについては、公共施設の敷材として活用したり、希望者があれば無償配布している。

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

皆野町 廃食油回収事業 町民から廃食油を回収しＢＤＦ燃料として再利用

長瀞町 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 住民から廃食油を回収し、BDF燃料として公用車等に利用している。

枝草搬入奨励補助金 せん定枝を堆肥化施設に直接搬入した個人に対して搬入実績（㎏）に応じて補助金を交付

公用車（軽トラ）の貸出 せん定枝等を施設へ搬入するための軽トラの貸出

リサイクル肥料の配布 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を集めてもらい数量に応じて肥料を配布

トイレットペーパー交換 組合のイベントとして牛乳パック10枚でトイレットペーパー1個と交換を行う

リサイクル肥料交換、販売 組合のイベントとしてペットボトルキャップ100個程度で肥料1ｋｇと交換、年２回肥料の販売を行う

衣類交換会 組合のイベントとしてこども服の交換会を行う

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園）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として収集車両の燃料及びイン
ク原料化している

フードドライブ 年1回のイベントとして、未開封のものを対象に集め蓮田市・白岡市内のこども食堂などへ提供する

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類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、一般廃棄物と同系統で適正に処理をする

堆肥化事業 業務用生ごみ処理器購入費補助金（購入設置に3分の2　限度額200万円）、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

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

蕨戸田衛生
センター組
合

リサイクルフラワーセンターの運
営

家庭で堆肥化を進めた生ごみから堆肥を作り、その堆肥で花苗を育てる。施設運営は、障害者と高齢者の雇用促進、環境教育現場の提供等の促
進を図る。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。

三芳町

ときがわ町

松伏町

蓮田白岡衛
生組合

白岡市

久喜宮代衛
生組合

毛呂山町
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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

その他 ごみスクール 環境学習 未就学児および小学４年生

その他 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

その他 出前講座 講師派遣 自治会・市民団体

一般広報紙 さいちゃんの環境通信 ごみ減量、分別徹底等 市民 拠点配布

イベント 夏休みさいちゃんの３Ｒクイズ ごみ減量、分別徹底等 学生 ホームページ

パンフレット副読本等 家庭ごみの出し方マニュアル 分別基準 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・収集日程等 市民

イベント 出前講座 川越市ごみ事情 小学生

その他 川越市ごみ分別アプリ 分別方法・収集日程 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、ごみの
減量化と再資源化の啓発

市民 市報の特集記事等で広報

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 リサイクルフェア 年2回、リユース品の販売会を行う。 市民等

令和3年度は、新型コロナウイルス感染
症対策のため、人数制限を設けての開
錠開催を1回（春）、ウェブ開催を2回（春
と秋）行った。

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

その他 ごみ分別PR動画 ごみの分別や５Rの推進等を動画で紹介 市民等 youtubeにて公開

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 年末年始収集案内ポスター 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

分別・排出情報 市民
英語・中国語・ハングル・スペイン語・ポ
ルトガル語・タガログ語・ベトナム語・トル
コ語

パンフレット副読本等 地区別ごみ収集日カレンダー 収集情報 市民

パンフレット副読本等 食品ロス削減啓発パンフレット 啓発 市民

パンフレット副読本等 小学生用社会科学習資料 啓発・学習 市内小学4年生

イベント 親子で学ぼう　環境の旅 環境に配慮した企業の工場見学 小学生親子
新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め未実施。

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
新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め展示を行った。

イベント 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
新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め未実施。

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
リサイクル工作教室は新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため未実施。
夏休み学習コーナーは通常通り実施。

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 市民 通常通り実施。

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
新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め受入人数等を制限し実施。

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
新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め未実施。

一般広報紙 市報ぎょうだ
ごみ収集等の情報提供、不用品登録制
度

全市民

専門広報紙 衛生連だより「美しいまち」 ごみに関する諸問題に関する広報 全市民

イベント ごみ問題を考えるつどい 講演会 市内在住、在勤

秩父市
例年、市報へプラごみゼロウィークの内
容を掲載しているが、R3年度は紙面の
都合で掲載せず。

行田市

啓発内容等

川口市

啓発手法
市町村

事務組合

さいたま
市

川越市

熊谷市
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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

啓発内容等
啓発手法

市町村
事務組合

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 食育月間展示 食品ロス削減についての啓発 市民

その他 所沢市ごみ分別アプリ 分別方法・収集日程等掲載 市民

その他 出前講座 ごみの減量、リサイクルについて 小学生

その他 出前講座
海洋プラスチック問題とプラスチックごみ
について

所沢市社会福祉協議会

パンフレット副読本等
外国語版家庭の資源とごみの分け方・出し
方

ごみの出し方を4か国語別に掲載 市民

パンフレット副読本等 点字版家庭の資源とごみの分け方・出し方 ごみの出し方を点字で掲載 市民

パンフレット副読本等
デイジー版家庭の資源とごみの分け方・出
し方

ごみの出し方を読み上げ機能付きで掲載 市民

その他 ホームページ ゴミ全般の情報 市民

その他 Facebook ゴミ全般の情報 市民

その他 Instagram ゴミ全般の情報 市民

その他 Twitter ゴミ全般の情報 市民

その他 東部クリーンセンターだより 東部クリーンセンターに関する情報 市民

一般広報紙 広報紙、ホームページ、アプリへの掲載 生ごみ処理器購入費補助制度、３Ｒ等 市民

ポスター 生ごみ処理器はんのうキエーロ 購入費補助制度の周知 市民

その他 出張授業 ごみの減量、リサイクルについて 小学生

啓発ビデオ貸出 施設紹介DVD貸出 クリーンセンター施設紹介 小学生

その他 3R啓発絵画募集 ３Rに関する絵画の募集 小・中学生

一般広報紙 市報かぞ 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 ごみのカレンダー・ごみの出し方 ごみの資源化推進 全世帯

イベント 快適かぞ 市内一斉清掃美化活動 市民・企業・団体等

イベント ごみ処理施設見学会 ごみ処理施設見学会 市内の小学生
R3年度は新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため中止

イベント リサイクルフェア 中古家具等無償譲渡（抽選） 市民
R3年度は新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため中止

ポスター 生ごみ処理容器購入費補助 ごみの出し方 市民

その他 ホームページ ごみの資源化推進 市民

その他 食べきりかぞ協力店 食品ロスの削減 小売店、飲食店

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 ダンボールコンポスト講習会
小学生向け、市民向けに生ごみ減量の啓
発のためダンボールによるコンポストの作
り方講座を実施

市民

パンフレット副読本等 雑がみのリサイクルにご協力ください 雑がみの分け方・出し方 市民

パンフレット副読本等 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

イベント 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

市内小学生とその保護者

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、収集日程等 全世帯

その他 施設見学
クリーンセンター及西本宿不燃物等埋立
地

学校等

その他 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 食品廃棄物の減量と啓発 自治会等

専門広報紙 ごみゼロ通信 ごみの減量とリサイクルの推進 全世帯

一般広報紙 広報かすかべ ごみに関する情報を記事として掲載 全世帯

東松山市

飯能市

加須市

所沢市

本庄市
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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

啓発内容等
啓発手法

市町村
事務組合

パンフレット副読本等 ゴミニケーションカレンダー 収集地区別のごみ収集に関して掲載 全世帯

パンフレット副読本等 外国語版ごみの出し方 ごみの出し方を7か国語別に掲載 市民

イベント 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

その他 レジ袋削減の店頭ＰＲ
市内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

スーパー来場者

その他 事業系ごみ削減キャンペーン 事業系ごみの減量についてチラシの配布
市内事業者、一般廃棄物収集運搬許
可業者等

その他 体験講座 リサイクルプラザでのリサイクル体験学習 受講者

イベント 環境パネル展 ごみ減量・リサイクルの啓発展示 来庁者

その他 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

その他 狭山市ごみ分別アプリ 分別方法・収集日程等掲載 市民

羽生市 その他 出前講座 ごみの分け方・出し方 市民

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

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

その他 ｙｏｕｔｕｂｅ ごみの出し方について 市民

その他 econosu
スマートフォン向けアプリ
ごみの出し方・分別を掲載

市民

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

イベント 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 環境エコ川柳作品展 入賞作品の展示 市施設利用者

その他 出前講座

一般広報紙 広報あげお
家庭用生ごみ処理容器等購入費補助
金、生ごみの減量化、食品ロス削減、雑
紙の分別

イベント 環境パネル展 食品ロスの削減

パンフレット副読本等 くらしレシピ
家庭用生ごみ処理容器等購入費補助
金、生ごみの減量化、食品ロス削減、雑
紙の分別

一般広報紙 広報そうか ３R、ごみ分別、ごみ減量等 市民

その他 ホームページ ３R、ごみ分別、ごみ減量等 市民

その他 ごみ分別アプリ ３R、ごみ分別、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、ごみ分別、ごみ減量等 市民

その他

各種ポスター、チラシ（ごみ分別アプリ、リ
ユース品の展示販売、食品ロスの削減、リ
サイクルセンター施設見学、古着・古布の
拠点回収、せともの類の拠点回収）

３R、ごみ分別、ごみ減量等 市民
市内各公共施設にてポスターの掲示、
チラシの配架を実施

パンフレット副読本等
廃棄物減量等啓発冊子（くらしとごみ）の配
布

３R、ごみ分別、ごみ減量等 市内小学４年生

イベント リサイクルセンター施設見学 ３R、ごみ分別、ごみ減量等 市民、市内小学４年生

イベント ３R講座、リサイクル工作、出前講座 ３R、ごみ分別、ごみ減量等 市民

一般広報紙 自治会回覧 ごみ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制作・配布
越谷市内で集められたごみの行方、食品
ロス

リサイクルプラザ来館者

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

イベント 食品ロス関係事業 フードドライブ 市民

上尾市

草加市

越谷市

春日部市

狭山市

鴻巣市

深谷市
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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

啓発内容等
啓発手法

市町村
事務組合

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

パンフレット副読本等 「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

パンフレット副読本等 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

イベント 蕨市環境フォーラム 環境等に関連した講演会 蕨市民

イベント
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

一般広報紙 広報戸田市 プラごみ及び食品ロス

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

パンフレット副読本等
家庭ごみの正しい分け方・出し方（外国語・
冊子）

分別表

その他 出前講座 講義（オンライン開催あり）

一般広報紙 広報いるま ３Ｒの推進、ごみ減量実績報告 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

イベント ごみ減量・マイバックキャンペーン マイバック持参の推進 リサイクルプラザ来館者 10月に実施

一般広報紙 広報あさか

・プラスチック資源の分別
・地域リサイクル活動をはじめませんか
・資源回収ボックスをご利用ください
・３R推進月間
・食品ロスを削減しましょう
・ごみの排出抑制
・分別キャンペーン月間

パンフレット副読本等 資源とごみの分け方・出し方 ３R啓発事業

パンフレット副読本等 資源とごみの分け方・出し方（５ヶ国語版） ３R啓発事業

パンフレット副読本等 資源とごみの分け方・出し方（３ヶ国語版） ３R啓発事業

パンフレット副読本等 事業ごみの処理のしかた 適正排出・分別

一般広報紙 広報しき 6月は環境月間です 市民

一般広報紙 広報しき 落ち葉銀行 市民

一般広報紙 広報しき 食品ロスを減らそう 市民

その他 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

その他 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 令和３年度未実施

一般広報紙 ホームページ 和光市の資源・ごみ情報 市民

パンフレット副読本等 資源とごみの分け方・出し方 ごみに分別方法 市民

一般広報紙 広報にいざ
プラスチック削減や食品ロスなど、ごみの
減量化に関する啓発記事を掲載

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、分別方法等を掲載 市民 外国語版もあり

その他 新座市ホームページ 分別方法やイベントのお知らせを掲載 市民

桶川市 専門広報紙 ごみ収集日程表 ごみの分別、減量化 市民 全戸配布

一般広報紙 広報きたもと 特集記事、年末年始ごみ周知 市民

パンフレット副読本等 家庭ごみ・資源類分別マニュアル 分別基準 市民

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 分別基準 市民

パンフレット副読本等 雑紙マニュアル 分別基準 市民 北本市ごみ減量等推進市民会議作成

イベント 環境ポスター・標語コンクール 普及啓発 市民

イベント ダンボールコンポスト体験事業 普及啓発 市民

その他 全国ごみの日ナビ 分別基準 市民 ごみ分別アプリ

北本市

入間市

朝霞市

志木市

和光市

新座市

蕨市

戸田市
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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

啓発内容等
啓発手法

市町村
事務組合

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 ごみの正しい分け方・出し方 全戸

イベント 消費生活展 展示会・食品ロス削減の啓発等 市民
新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め中止

その他 リサイクルプラザ施設見学 施設見学・分別体験 市民
新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め中止

その他 職員による出前講座 ごみの現状・リサイクルの取組状況 市民
新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め中止

その他 富士見ごみ分別アプリ

その他 外国語版富士見ごみ分別アプリ

パンフレット副読本等 家庭ごみと資源の出し方

パンフレット副読本等 家庭ごみと資源の出し方（外国語版）

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 ごみカレンダーと資源物の分け方・出し方
資源化の啓発・家電四品目処分方法等
の周知

市民

その他 ざつ紙分別用紙袋 ざつ紙分別排出の周知 市民

その他 ポケットみさと（公式アプリ）
収集内容の周知徹底・資源化の啓発・家
電四品目処分方法等の周知

市民

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・し尿処理、リサイクル概要 管内住民、団体等

その他 ごみ分別アプリ
収集日、分別、イベント、持ち込み日程等
ごみに関する情報を発信

管内住民

その他 環境センター見学会 処理施設の見学 管内住民、団体等

その他 出前講座 ごみの減量化、資源化について 管内住民、団体等

その他 リサイクルステーション 対象品目の無料引き取り 管内住民

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・資源物の分別方法や集積所の利用
について解説したチラシを配布

転入者

その他 坂戸ごみ分別アプリ

スマートフォン用アプリによるごみ・資源物
の分別区分の検索機能、収集日カレン
ダー及びアラート機能、その他市からのお
知らせ機能等の提供

市民

その他 ごみに関する懇談会

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、市のごみ処理の現
状や施策の説明、分別・減量化の啓発を
行う。また、地域の現状や意見等の把握
に努める。

希望する自治会

その他 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

その他 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
新型コロナウイルス感染症感染拡大防
止のため中止

その他 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・中学生

その他 てまえどり推進運動
「坂戸市エコショップ」の協力のもと、食品
ロス削減のための「てまえどり」を促すＰＯ
Ｐを商品棚に設置

市民

ごみの減量化・リサイクルを積極的に取
組む店舗について、各店舗からの申請
により坂戸市エコショップに認定してい
る。

一般広報紙 廃棄物減量等推進員の紹介
地域のリーダーである推進員を紹介し、ご
み分別の普及・啓発を紹介

全世帯

一般広報紙 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

一般広報紙 食品ロス削減について 食品ロスの現状や削減への工夫を紹介 全世帯

坂戸市

幸手市

八潮市

富士見市

三郷市

蓮田市
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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

啓発内容等
啓発手法

市町村
事務組合

一般広報紙 広報つるがしま 啓発記事の掲載 市民

イベント 環境月間啓発展示 展示会 市民

イベント 食品ロス削減に関する講演 講演会 市民

その他 鶴ヶ島市ホームページ 啓発記事の掲載 市民

一般広報紙 広報ひだか ごみ減量啓発記事掲載 市民

イベント 立哨指導
ごみ集積所で市職員が減量の啓発をす
る。

市民

吉川市 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、資源化推進の啓発

市民

4月号（生ごみの減量啓発）、5月号（ペッ
トボトル、紙・衣類の収集、市内一斉美
化運動＆江戸川クリーン大作戦)、6月
号（環境月間啓発、ペットボトルの捨て
方）、7月号（夏休み親子3R教室）、9月
（エコだより）、10月（3Ｒ推進月間、）、12
月号（ごみの減量啓発）、2月号（生ごみ
処理機補助金、水切器の配布）

一般広報紙 市報ふじみ野 分別・3Rに関する啓発記事 全世帯

パンフレット副読本等
家庭の資源物とごみの分け方・出し方ＢＯ
ＯＫ

分別・排出方法、収集カレンダー 全世帯

その他 市ホームページ 分別・3Rに関する啓発記事（随時） 市民

その他 ごみ分別アプリ 分別・3Rに関する啓発記事（随時） 市民

パンフレット副読本等 えこらぼ通信 3R関連啓発記事・環境学習案内（年4回） 小学生

パンフレット副読本等 ニュースごみゼロ 3Rに関する啓発記事（年1回） 全世帯

その他 白岡市公式ホームページ ごみの出し方 住民

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・し尿処理、リサイクル概要 管内住民、団体等

その他 ごみ分別アプリ
収集日、分別、イベント、持ち込み日程等
ごみに関する情報を発信

管内住民

その他 環境センター見学会 処理施設の見学 管内住民、団体等

その他 出前講座 ごみの減量化、資源化について 管内住民、団体等

その他 リサイクルステーション 対象品目の無料引き取り 管内住民

一般広報紙 広報いな ごみの分別、マナーの向上等 町民各世帯

専門広報紙 ごみ収集カレンダー ごみの分別方法、収集日 〃

一般広報紙 ごみ減量化の推進 啓発 町民

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

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 ４Ｒ推進月間、食品ロス削減月間 町内全世帯

一般広報紙 広報おごせ 啓発記事の掲載 町民

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

町民 埼玉西武環境保全組合作成

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 町民 埼玉西武環境保全組合作成

滑川町 一般広報紙 広報なめがわ 自治会加入者

一般広報紙 広報嵐山 生ごみ処理機器設置補助金について 町民 4月

ごみの分別について 町民 4月・12月

使用済ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞ回収について 町民 4月・8月

宅配便によるPC回収 町民 4月・8月

資源物等の分別について 町民 8月・11月

もえるごみの処理方法の変更について 町民 11月・12月・3月

その他 ホームページ 分別・収集に関すること全般 町民・事業者等 通年掲載（必要に応じて修正）

白岡市

伊奈町

三芳町

越生町

嵐山町

鶴ヶ島市

日高市

ふじみ野
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

啓発内容等
啓発手法

市町村
事務組合

一般広報紙 広報おがわ 可燃ごみの資源化、減量化 町民

その他 町ホームページ 食品ロス削減 町民

可燃ごみの減量化 町民

雑がみの分別 町民

一般広報紙 350ミニコラム～みんなでごみをゼロにする ごみ減量化について 町民

その他 ごみ分別アプリ ごみの分別等について 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、収集日程等 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

パンフレット副読本等
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

その他 粗大ごみなどの再生品販売 粗大ごみなどの再生品販売

その他 施設見学 施設見学 管内小学生等

一般広報紙 広報ときがわ
ごみの減量化・資源化（毎月の実績）
ごみ出しのルール（連載）

全戸

パンフレット副読本等
ごみ・資源分別カレンダー
ごみ・資源分別マニュアル

収集日、ごみ・資源の出し方 全戸

その他 町ホームページ
ごみ・資源分別カレンダー
ごみ・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

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

その他 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」「組合封筒」へ掲載

その他 事業系ごみ削減キャンペーン」 リーフレットの配付、搬入検査 圏域内事業所

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

その他 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」「組合封筒」へ掲載

その他 事業系ごみ削減キャンペーン リーフレットの配付、搬入検査 圏域内事業所

小鹿野町 その他 事業系ごみ削減キャンペーン チラシ配布 西秩父商工会加入事業所

東秩父村 一般広報紙 広報東ちちぶ ごみ減量化にご協力をお願いします。 全戸

一般広報紙 広報みさと ゴミ減量と清掃の周知 住民

その他 ホームページ ゴミ減量と清掃の周知 住民等

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

その他 社会科見学等 資料による説明、DVD映像、工場見学 町内小学校

その他 施設見学 資料による説明、DVD映像、工場見学 構成市町環境関係団体等

その他 雑がみ回収 年に3回雑がみを資源として回収 町内小中学校

寄居町 一般広報紙 ごみの分別と出し方等の注意喚起 町広報誌のごみ収集欄での注意喚起 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 ゴミ収集カレンダー ごみの出し方、収集日等

一般広報紙 広報まつぶし 毎月の家庭系可燃ごみの排出量を掲載 町民

パンフレット副読本等 ごみ収集カレンダー 分別方法と収集日の周知 町民

杉戸町

松伏町

横瀬町

皆野町

長瀞町

美里町

上里町

小川町

川島町

吉見町

鳩山町

ときがわ
町
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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

啓発内容等
啓発手法

市町村
事務組合

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・し尿処理、リサイクル概要 管内住民、団体等

その他 ごみ分別アプリ
収集日、分別、イベント、持ち込み日程等
ごみに関する情報を発信

管内住民

その他 環境センター見学会 処理施設の見学 管内住民、団体等

その他 出前講座 ごみの減量化、資源化について 管内住民、団体等

その他 リサイクルステーション 対象品目の無料引き取り 管内住民

専門広報紙 衛生組合だよりの配布
ごみの減量化、分別方法、出し方のなど
の記事を掲載

管内住民

パンフレット副読本等 衛生組合概要の配布 ごみの処理フローなど 施設見学者

パンフレット副読本等 家庭ごみ・資源物収集カレンダー ごみ・資源物の出し方、収集日など 管内住民

その他 ホームページ 組合の業務に関する情報提供 閲覧者

その他 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

その他 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

登録者

専門広報紙 広報リユース 年４回発行 管内住民、施設見学者

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。

施設見学者、希望者

その他 施設見学者の受入れ 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）

その他 雑紙回収袋配布
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

施設見学者、展望台来場者、イベント
来場者

その他 オリジナル３R巾着販売 レジ袋削減の啓発 施設来場者、イベント来場者

蕨戸田衛
生セン
ター組合

イベント 再生家具売払い 粗大ごみで搬入された家具を再生し販売 構成市住民、連絡協議会地域住民
展示場販売1回、インターネット販売３
回。

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

その他 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」「組合封筒」へ掲載

その他 事業系ごみ削減キャンペーン リーフレットの配付、搬入検査 圏域内事業所

その他 小学生社会科見学 資料による説明、DVD視聴、工場見学 圏域内小学校

その他 施設見学 資料による説明、DVD視聴、工場見学 構成市町環境関係団体

その他 ごみ分別アプリ
ごみの収集日、分別、イベント、ごみの受
入れ日程等のごみに関する情報の発信

圏域住民

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
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

その他 粗大ごみなどの再生品販売 粗大ごみなどの再生品販売

その他 施設見学 施設見学 管内小学生等

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)

(資料による説明、DVD、工場内見学)

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 組合の業務に関する情報提供 管内住民

その他 施設見学者の受け入れ DVD・施設見学 見学者 随時

大里広域
市町村圏
組合

埼玉中部
環境保全
組合

久喜宮代
衛生組合

東埼玉資
源環境組
合

秩父広域
市町村圏
組合

児玉郡市
広域市町
村圏組合

蓮田白岡
衛生組合

埼玉西部
環境保全
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

搬入物検査
ホームページ
による広報

チラシ等の配布
排出事業者
への指導

収集運搬業者への
指導

その他

さいたま市 ○ ○ ○ ○ ○

川越市 × × × × ×

搬入物検査、排出事業者への指
導、収集運搬業者への指導は新
型コロナウイルス感染拡大防止
のため令和３年度は未実施。

熊谷市 × ○ × × ×

川口市 ○ ○ ○ ○ ○

行田市 × ○ × × ×

秩父市 × × ○ × × チラシは課窓口で配布

所沢市 ○ ○ ○ ○ ○

飯能市 × ○ ○ × ×

加須市 × × ○ × ×

本庄市
児玉郡市広域市町村圏組合で回
答

東松山市 × ○ × × ○

春日部市 ○ ○ ○ ○ ×

狭山市 × ○ ○ ○ ○

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 ○ ○ ○ × ○

鴻巣市 ○ × × × ○

深谷市 × ○ × × ×

上尾市 ○ ○ ○ × ○

草加市 ○ ○ ○ ○ ○

越谷市 ○ × ○ ○ ○
東埼玉資源環境組合と連携し、
検査と指導を実施。

蕨市 × ○ × × ×

戸田市 × ○ ○ ○ ○

入間市 ○ ○ ○ ○ ○

朝霞市 × ○ ○ ○ ○
搬入物検査はコロナ禍のため実
施しなかった

志木市 × ○ × ○ ×

和光市 × ○ ○ × ×

新座市 × ○ ○ ○ ○

桶川市 × × ○ × ×

久喜市 久喜宮代衛生組合で回答
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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

搬入物検査
ホームページ
による広報

チラシ等の配布
排出事業者
への指導

収集運搬業者への
指導

その他

北本市 ○ ○ ○ ○ ○

八潮市 ○ × × ○ ○

富士見市 × ○ ○ ○ ○

三郷市 ○ ○ × ○ ○

蓮田市 ○ ○ ○ ○ ○
ごみ減量等推進優良事業所の認
定

坂戸市 × ○ ○ × ×

幸手市 × × × × ×

鶴ヶ島市 × × ○ ○ ×

日高市 × × ○ ○ ○

吉川市 ○ ○ ○ ○ ○

ふじみ野市 ○ ○ × × ○

白岡市 ○ ○ ○ ○ ○
ごみ減量等推進優良事業所の認
定

伊奈町 × ○ ○ × ×

三芳町 ○ ○ ○ ○ ○

毛呂山町 × × ○ ○ ×

越生町 × × ○ ○ ×

滑川町 × × ○ ○ ×

嵐山町 × ○ × × ×

小川町 × ○ × × ×

川島町 ○ ○ ○ ○ ○

吉見町 ○ × × ○ ○

鳩山町 × × ○ ○ ×

ときがわ町 × × ○ × ×

横瀬町 ○ ○ ○ ○ ○

皆野町 ○ ○ ○ ○ ○

長瀞町 ○ ○ ○ ○ ○

小鹿野町 ○ ○ ○ ○ ○

東秩父村 × × ○ × ×

美里町
児玉郡市広域市町村圏組合で回
答

神川町
児玉郡市広域市町村圏組合で回
答

上里町 ○ × ○ ○ ×

寄居町 ○ × 〇 〇 ○

宮代町 久喜宮代衛生組合で回答
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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

搬入物検査
ホームページ
による広報

チラシ等の配布
排出事業者
への指導

収集運搬業者への
指導

その他

杉戸町 ○ × ○ × ×

松伏町 ○ ○ ○ × ×
内容物検査の結果、指導が必要
な案件は無かった

蓮田白岡衛生組
合

○ ○ ○ ○ ○
ごみ減量等推進優良事業所の認
定

久喜宮代衛生組
合

× × ○ ○ ×

小川地区衛生組
合

× × ○ ○ ×

東埼玉資源環境
組合

○ ○ ○ × ○

蕨戸田衛生セン
ター組合

○ ○ ○ ○ ○

排出事業者への指導は、自己搬
入の業者にのみおこなっていま
すが、令和３年度は、多量排出
事業者２社への立入検査を書面
にておこなっております。

秩父広域市町村
圏組合

○ ○ ○ ○ ○

児玉郡市広域市
町村圏組合

○ × ○ × ×
排出事業者への指導は、自己搬
入の業者にのみ行っている

埼玉西部環境保
全組合

× × ○ ○ ×

埼玉中部環境保
全組合

○ × ○ ○ ○
排出事業者への指導は、収集運
搬業者が指導している。
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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

フリーマーケット
家庭で不用となった品のフリーマー
ケット

市民団体
開催の後援
(令和3年度は申請実績な
し)

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

（株）エコパークさい
たま

桜環境センター（2回開
催）

川越市 × つばさ館まつり ３Rの啓発 川越市
令和３年度は新型コロナ
ウイルス感染拡大防止の
ため未実施

熊谷市 ○ リサイクルフェア
年2回、リユース品の販売会を行
う。

熊谷市環境部環境
美化センター

令和3年度は、新型コロナ
ウイルス感染症対策のた
め、人数制限を設けての
開錠開催を1回（春）、ウェ
ブ開催を2回（春と秋）行っ
た。

川口市 ×

行田市 ○ 不用品登録制度 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を毎
年５月に実施しているが、
コロナによりR3年度は中
止となった。

リサイクル・フリーマー
ケットイン所沢

フリーマーケット
リサイクル運動市民
の会埼玉本部

再生家具販売
粗大ごみで搬入された家具を再生
し販売

リサイクルふれあい
館

もったいない市
まだ使える古着・古布・食器（陶磁
器、ガラス食器）を市民同士でリ
ユースするもの

資源循環推進課 年2回実施

飯能市 × リユース品販売会
令和元年度より工事のた
め、休止中

加須市 × リサイクルフェア
ごみとして廃棄された木製家具等
を無償で譲渡するもの

加須市役所　資源
リサイクル課

R3年度は新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止のた
め中止

本庄市 ×

東松山市 ×

春日部市 ×

狭山市 ×

羽生市 ○
リサイクル家具展示
会

粗大ごみとして出されたごみを市
民に無償提供している

市

鴻巣市 ×

深谷市 ×

上尾市 ×
コロナ渦によるイベントの
見直し

草加市 ○
リユース品の展示販
売

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

草加市 毎月第四土曜日に開催

さいたま市

所沢市

○

○
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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

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

蕨市 ×

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

戸田市

リサイクルの日
ミニフリーマーケット、マイバック製
作、布ぞうり作り、さき織り、よろず
修理、おもちゃ病院

入間市
新型コロナウイルス感染
症の影響により、年１０回
開催予定のうち６回開催

リサイクルプラザ出張
販売

再生品（家具・小物等）の販売、ボ
ランティア製作品（マイバッグ・木の
おもちゃ等）の販売、啓発物の配布

入間市 丸広百貨店催場を借用

除籍資料のリサイク
ル

図書館で除籍とした図書や雑誌を
市民に提供する。（リサイクル本
コーナーを常設）

朝霞市立図書館本
館・北朝霞分館

除籍資料のリサイク
ル

図書館で除籍とした児童書を市内
保育園・幼稚園、小学校、児童館
等の施設に提供。（例年７月頃に
「児童書リサイクル」として実施）

朝霞市立図書館本
館

分館と北朝霞分館の除籍
資料をまとめて本館で実
施。

不用品情報交換制度

不用となった品物がある、必要とし
ている品物がある市民の方の情報
を朝霞市リサイクルプラザで掲示
し、相互に対応していただく。

朝霞市リサイクルプ
ラザ

志木市 × 志木さくらフェスタ フリーマーケット
志木さくらフェスタ
実行委員会

市民活動推進課

和光市 ×

新座市 ×

桶川市 ×

久喜市 × 久喜宮代衛生組合で回答

北本市 ×

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

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

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

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

富士見市 ×

三郷市 ×

入間市

朝霞市

八潮市

○

○

×
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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

エコプラザまつり リユース家具の販売、体験講座 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 おもちゃ交換会
NPO法人　ファイ
ブ・ピース

雅樂谷の森フェスティ
バル

子供服の交換会 蓮田市商工会

坂戸市 ×

幸手市 ×

鶴ヶ島市 ○ 再生品販売会
家具・おもちゃ・着物などの再生品
販売

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

日高市 ×

新型コロナウイルス感染
症の影響により、市内イ
ベントが中止となったた
め。

吉川市 ○
例年行われていたイベン
トはコロナ中止。

環境フェア フリーマーケット 市
コロナウイルス感染症対
策のため中止

えこらぼ＊フリーマー
ケット

フリーマーケット 市
コロナウイルス感染症対
策のため中止

エコプラザまつり リユース家具の販売、体験講座 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 おもちゃ交換会
NPO法人　ファイ
ブ・ピース

雅樂谷の森フェスティ
バル

子供服の交換会 蓮田市商工会

伊奈町 ×

三芳町 ×

毛呂山町 ○ 再生品販売会
家具・おもちゃ・着物などの再生品
販売

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

越生町 ○ 再生品販売会
家具・おもちゃ・着物などの再生品
販売

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

滑川町 ×

嵐山町 ×

小川町 ×

川島町 ×

吉見町 ×

鳩山町 ○ 再生品販売会
家具・おもちゃ・着物などの再生品
販売

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

ふじみ野市

白岡市

蓮田市 ×
新型コロナウイルス感染
症の感染防止のため中止

×

×
・新型コロナウイルス感染
症の感染防止のため中止
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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

ときがわ町 ×

横瀬町 ×

皆野町 ×

長瀞町 ×

小鹿野町 ×

東秩父村 ×

美里町 ×
児玉郡市広域市町村圏
組合で回答

神川町 ×
児玉郡市広域市町村圏
組合で回答

上里町 ○ 生活家電の譲渡
生活困窮者支援のため、家庭で不
要になった家電を回収

上里町社会福祉協
議会

寄居町 ×

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、例年実
施しているフリーマーケッ
トを中止した。

宮代町 × 久喜宮代衛生組合で回答

杉戸町 ×

松伏町 ×
新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、イベント
中止

エコプラザまつり リユース家具の販売、体験講座 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 おもちゃ交換会
NPO法人　ファイ
ブ・ピース

雅樂谷の森フェスティ
バル

子供服の交換会 蓮田市商工会

久喜宮代衛生組合 ×

上尾、桶川、伊奈衛生
組合

×

小川地区衛生組合 ×

坂戸地区衛生組合 ×

東埼玉資源環境組合 × 環境と情報の集い
循環型社会の形成と3Rの推進とし
てごみ削減などの啓発活動

環境と情報の集い
実行委員会

新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止

蕨戸田衛生センター
組合

○ 再生家具売払い
粗大ごみで搬入された家具を再生
し販売

組合

秩父広域市町村圏組
合

×

児玉郡市広域市町村
圏組合

×

埼玉西部環境保全組
合

○ 再生品販売会
家具・おもちゃ・着物などの再生品
販売

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

蓮田白岡衛生組合 ×
・新型コロナウイルス感染
症の感染防止のため中止
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1.5 フードバンクへの食材の提供について

アルファ米 水 缶詰
レトルト
食品

その他

さいたま市 実施している ○
ビスケット、粉ミルク、液

体ミルク

①　穀類（麺類、小麦等）
②　保存食品（缶詰、瓶詰
等）
③　インスタント食品、レトル
ト食品
④　ギフトパック（お歳暮、お
中元等）
⑤　調味料各種、食用油
⑥　乾物（ふりかけ、お茶漬
け、のり等）

川越市 実施している ○ パン

米、乾麺、缶詰、インスタン
ト食品、レトルト食品、フリー
ズドライ食品、乾物、調味
料、菓子類、飲料

熊谷市 実施している ○

川口市 実施している ○ 保存食品（クッキー等）

穀類（麺類、小麦等）
保存食品（缶詰、瓶詰等）
インスタント食品・レトルト食
品

行田市 実施している ○ ○
米、缶詰、レトルト食品、イ
ンスタント食品など

秩父市 実施している 福祉部門が開催

所沢市 実施している ○

レトルト食品・缶詰・インス
タント麺・乾麺・お菓子・ス
ナック類・米・ジュース・コー
ヒー等

上下水道局にて実施

飯能市
実施する予定
（今年度）

市職員からの提供
レトルト食品等

加須市 実施している

なまもの、冷凍・冷蔵食品、
アルコールを除くレトルト食
品等で、賞味期限が1か月
以上あるもの

子育て支援課にて実施

本庄市 実施している カンパン、ビスケット

賞味期限が明記され、期限
まで２か月以上あるもの。常
温で保存できるもので、未
開封なもの。（レトルト食品、
切り餅、缶詰、飲料、菓子
類、海苔、砂糖など）

東松山市
実施する予定
（今年度）

○ ○

賞味期限が明記され、その
期限が１か月以上先の物、
未開封で外装に破損がない
もの、生鮮食品以外の物
（米、乾麺、インスタント食
品、缶詰）

春日部市 実施している
米・小麦粉・乾麺類・缶詰・
カップ麺・レトルト食品・乾
物・調味料・菓子・飲料

狭山市 実施している ○ ○ ○

米（玄米可）、缶詰、レトルト
食品、インスタント食品、カッ
プ麺、乾麺、ふりかけ、お菓
子類、調味料、飲料など

羽生市 実施している ○ なし

鴻巣市 実施している ○ ○ ○ ○
米類、レトルト食品、
インスタント食品、調味料、
菓子類、のり等

深谷市 検討していない

上尾市 検討していない
社協・子育て部門との共催で
フードドライブを実施

草加市
実施を検討して
いる

○

越谷市 検討していない

蕨市 実施している ○ ○ ○ 粉ミルク、液体ミルク
蕨市社会福祉協議会に提供し
ている。

市町村
事務組合

提供品目

防災備蓄品

フードドライブによる提供 その他
実施の有無
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1.5 フードバンクへの食材の提供について

アルファ米 水 缶詰
レトルト
食品

その他

市町村
事務組合

提供品目

防災備蓄品

フードドライブによる提供 その他
実施の有無

戸田市 実施している ○ ○
缶入りソフトパン
レスキューフーズ

レトルト食品、インスタント食
品、カップ麺、缶詰、米、乾
麺、乾物、調味料、お菓子
類、ジュース等飲み物など

入間市 検討していない ○ ○ ○ 乾麺

未開封で賞味・消費期限が
１ヶ月以上あり、かつ日本語
で食品表示されている生鮮
食品以外の食品

生活支援担当課が市民活動
団体の協力を得て提供

朝霞市 実施している ○

志木市 実施している ○
お米、賞味期限が近いカッ
プラーメン、レトルトカレー、
缶詰など

共生社会推進課にて実施

和光市
実施を検討して
いる

新座市 実施している ○ ○ ○ ○
食用油、出汁、茶、餅、乾

麺
食用油、出汁、茶、餅、乾
麺、カレールウ

桶川市 実施している
お米、お菓子類、レトルト食
品、飲料水など(※)

久喜市 実施している ○

常温保存可能で未開封のも
のを受付し、市内のフードパ
ントリー実施団体へ寄付を
した。

北本市
実施を検討して
いる

八潮市 検討していない

富士見市 検討していない

三郷市 実施している ○

蓮田市 実施している
米、レトルト食品、飲料、調
味料等

坂戸市 実施している
米、乾麺、調味料、インスタ
ント食品、レトルト食品、缶
詰、菓子類、嗜好品、飲料

防災備蓄品のうち、アルファ米
についてフードバンクへの提
供を検討している。

幸手市 実施している
カンパン
ビスケット

缶詰
レトルト食品
菓子、茶類
インスタント食品など・・・

鶴ヶ島市 検討していない

日高市 実施している 全ての品目
日高市社会福祉協議会が実
施

吉川市 実施している ○ ○ ○
学校給食で使用されなかった
食品など

ふじみ野市 実施している

お米、パスタ、そうめんなど
の乾麺
缶詰、レトルト食品、インス
タント食品
カップ麺、カップ焼きそば
ふりかけ、調味料（めんつ
ゆ・しょうゆなど）
飲料（水、お茶、ジュース、
コーヒーなど）
粉ミルク、離乳食、お菓子

白岡市 実施している
米、レトルト食品、飲料、調
味料等

伊奈町 実施している 消費期限の短い食品

子育て支援課にて、職員を対
象にフードドライブを実施し、
消費期限の短い食品類を提供
してもらった。提供された食品
類は、町HPや町公式Twitter、
町公式LINEにおいてひとり親
世帯等の子育て世代に周知を
行い配布した。
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1.5 フードバンクへの食材の提供について

アルファ米 水 缶詰
レトルト
食品

その他

市町村
事務組合

提供品目

防災備蓄品

フードドライブによる提供 その他
実施の有無

三芳町 実施している
菓子類・清涼飲料水・缶詰・
カップ麺・調味料等

毛呂山町 検討していない

越生町 検討していない

滑川町
実施する予定
（今年度）

職員に呼びかけ、集まった
ものを福祉課から支援を必
要とする方へ提供予定。

嵐山町 実施している ○ ○ ○
地元防災会に対し年1回希望
する防災会に配布

小川町 実施している ○
穀類、保存食品、インスタン
ト食品、レトルト食品、飲料
品、乾物、調味料、食用油

川島町 実施している
ＮＰＯ法人が実施。
町は後援で広報による周知を
実施。

吉見町 実施している 缶詰・調味料等 職員から募集

鳩山町 実施している

町社会福祉協議会により実
施
左記の品目を含む各種食
品

ときがわ町 検討していない

横瀬町 実施している ○ ○

皆野町 検討していない

長瀞町 検討していない

小鹿野町
実施を検討して
いる

東秩父村 検討していない

美里町 実施している 〇

お米、パックご飯、レトルト、
インスタント食品、乾物、缶
詰、お菓子、飲料（アルコー
ル以外）、洗剤、ティッシュな
どの日用品

実施は、福祉課と社会福祉協
議会

神川町 実施している
米、缶詰、瓶詰、レトルト食
品、インスタント食品、飲
料、調味料、乾物

上里町 実施している ○ クラッカー

寄居町 実施している

米、麺類、乾物、レトルト・イ
ンスタント食品、缶詰などの
保存食品、お歳暮・お中元
などのギフトパック、飲料、
調味料などの常温保存可
能で賞味期限が２ヶ月以上
あり、未使用・未開封のもの
（町社会福祉協議会が実
施）

宮代町 実施している ○ ○ 乾パン

杉戸町 検討していない

松伏町 実施している
米、麺類、飲料、菓子、小麦
粉、調味料等

すこやか子育て課にて実施

蓮田白岡衛生組合 実施している
米、レトルト食品、飲料、調
味料等

久喜宮代衛生組合 実施している ○ ○ ○ ○
常温保存可能で未開封
のもの

当組合実施分を久喜市及び
宮代町に提供

上尾、桶川、伊奈衛生
組合

検討していない

-21-



1.5 フードバンクへの食材の提供について

アルファ米 水 缶詰
レトルト
食品

その他

市町村
事務組合

提供品目

防災備蓄品

フードドライブによる提供 その他
実施の有無

小川地区衛生組合 検討していない

坂戸地区衛生組合 検討していない

東埼玉資源環境組合
実施を検討して
いる

○ ○

蕨戸田衛生センター
組合

実施している ○ ○ ○ カロリーメイト

彩北広域清掃組合 実施している
レトルト食品、缶詰、乾麺、
お菓子等をNPO法人へ提供

秩父広域市町村圏組
合

検討していない

埼玉西部環境保全組
合

検討していない
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