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はじめに

 平成５年に建設された富岡市清掃センターは、築後２５年が経過し、機械設備の老朽

化が進んでいるため、毎年の修繕工事費が増大しています。富岡市では、平成３０年度

から３２年度にかけて、機械設備を入れ替える基幹的改良工事を行い、施設の延命化を

図ります。 

 工事期間中は、焼却炉の運転を停止する期間があり、ごみを焼却する量が大幅に減少

しますので、事業所の皆様もごみの減量、分別のご協力をお願いいたします。 

富岡市清掃センターで焼却するごみは、わずかながら減少傾向にありますが、事業系

ごみの割合は高い値となっています。 

富岡市の可燃ごみの推移（甘楽町受託分を除く、単位：トン） 

年度 

区分 

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ 

家庭系ごみ １１，３２３ １１，２６３ １０，９４０ １１，１２０

事業系ごみ ４，４６２ ４，４８６ ４，７４４ ４，５１３

合計 １５，７８５ １５，７４９ １５，６８４ １５，６３３

事業系ごみの割合 ２８．３％ ２８．５％ ３０．２％ ２８．９％

事業系ごみとは

オフィス・商店・飲食店・事務所・工場などの事業所から出るごみを事業系ごみとい

い、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。

ごみ

家庭系

ごみ
一般廃棄物

事業系

ごみ

事業系

一般廃棄物

産業廃棄物

産業廃棄物以外のもの

事業活動に伴って生じた廃

棄物で、法で定める 20種類 
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事業系一般廃棄物と産業廃棄物の区分（一廃：事業系一般廃棄物 産廃：産業廃棄物） 

ごみ区分 ごみの種類又は内容 主な排出事業所 一廃 産廃

燃えがら 木炭、重油、石炭がらなどの燃焼物の

焼却灰、炉清掃排出物（すす）等 

全事業所（浴場、焼肉店、事務

所等） 
● 

産業廃棄物の木くずやカンナくず等

を焼却した際の燃えがら、灰 

建設業、製材業、木製品製造業

等 
● 

紙くずを焼却した際の燃えがら、灰 全事業所 ● 

汚泥 工場排水処理や各種製造工程で生ず

る泥状物、道路側溝等の泥状物 

全事業所（工場、飲食店、旅館、

国、県、市等） 
● 

廃油 エンジン油などの鉱物性油、天ぷら油

などの動植物性油、溶剤等 

全事業所（ガソリンスタンド、

飲食店、塗装業等） 
● 

廃酸 酸性の廃液を含むもので、写真定着

液、アルコール発酵廃液等 

全事業所（写真現像所、食品製

造業等） 
● 

廃アルカリ アルカリ性の廃液を含むもので、写真

現像液、自動車用不凍液等 

全事業所 
● 

廃プラスチック 合成樹脂くず、合成ゴムくず等合成高

分子化合物を含むもので、タイヤ、塗

料かす、ビニール袋、農業用ビニール、

発泡包装材、発泡トレー等 

全事業所 

● 

スーパーマーケット等で客が飲食し

た後のプラ容器等 

飲食店、パチンコ店等 
● 

従業員が購入し、消費した後、会社事

務所等で排出した物（弁当がらなどの

プラ容器、プラ製品等） 

会社事務所等 

● 

ゴムくず 天然ゴムくずであって、天然ゴム製手

袋、天然ゴム製器具等 

全事業所 
● 

金属くず 鉄、ブリキ、トタン、銅線、アルミサ

ッシ、番線、ボルト、金属なべ、金属

缶など 

全事業所 

● 

従業員が購入し、消費した後、会社事

務所等で排出した物（飲料缶などの金

属容器、金属製品等） 

会社事務所等 

● 
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ごみ区分 ごみの種類又は内容 主な排出事業所 一廃 産廃

ガラスくず、コンクリ

ートくず、陶磁器くず 

ガラス、陶磁器、ガラス繊維、モルタ

ル、タイル、瓦、石膏ボード等 

全事業所 
● 

鉱さい 高炉、転炉等の残さい、不良鉱石、不

良石炭、粉炭かす等 

高炉による製鉄業、製鋼・製鋼

圧延業等 
● 

がれき類 工作物の除去に伴い生じるものでコ

ンクリートの破片、レンガの破片等 

全事業所 
● 

ばいじん 大気汚染防止法に規定するばい煙発

生施設等で発生し、集じん施設で集め

られたもの 

ばい煙発生施設 

● 

紙くず 包装材、段ボール、壁紙等 建設業（工作物の新築、改築、

除去に伴うもの） 
● 

パルプ、紙、紙加工品、板紙、書籍等 パルプ・紙製造業、紙加工品製

造業、新聞業、製本業等 
● 

雑誌、新聞紙、事務用印刷紙、カタロ

グ、梱包紙、段ボール等 

会社事務所、スーパー、飲食店

等 
● 

木くず 型枠、足場材、建具工事等の残材、抜

根・伐採材、木造解体材等 

建設業（工作物の新築、改築、

除去に伴うもの） 
● 

残材、チップ、おがくず等 製材業、木製品製造業、パルプ

製造業、家具製造業等 
● 

木製電柱、木製電線ドラム等 電気工事業 ● 

街路樹せん定木、庭木せん定木 造園業、園芸サービス業 ● 

河川・道路管理等に伴う流木、木ぎれ 国・県・市等管理者 ● 

間伐材 育林業 ● 

木製とプラの椅子等一体物 全事業所 ● 

木製パレット（パレットに固定された

木製の構築物を含む） 

全事業所 

● 

繊維くず 廃ウェス、縄、ロープ類、畳等の天然

繊維 

建設業（工作物の新築、改築、

除去に伴うもの） 
● 

木綿くず、糸くず、羊毛くず等の天然

繊維 

製糸業、紡績業等 
● 

繊維くず 繊維製品製造業 ● 
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ごみ区分 ごみの種類又は内容 主な排出事業所 一廃 産廃

動植物性残さ 魚・獣の骨、内臓のあら、野菜くず、

酒かす、麺くず、ハムくず、パンくず

等 

食料品製造業、パン・菓子製造

業、めん類製造業、精穀・製粉

業、豆腐製造業等 

● 

卸売市場、飲食店、スーパー、

小売店等 
● 

賞味期限切れの製品くず 同上 ● 

動物性固形不要物 家畜の解体等により生ずる骨等の残

さ 

と畜場、食鳥処理場 
● 

食肉の骨等の残さ 精肉店、飲食店、ホテル等 ● 

動物のふん尿 牛、馬、豚、鶏、ウサギ等及び毛皮獣

等のふん尿 

酪農業、肉用牛生産業、養豚

業、養鶏業等 
● 

ペット、動物園等のふん尿 ペットショップ、犬猫病院、動

物園等 
● 

動物の死体 牛、馬、豚、鶏、ウサギ等及び毛皮獣

等の死体 

酪農業、肉用牛生産業、養豚

業、養鶏業等 
● 

ペット、動物園等の動物の死体 ペットショップ、犬猫病院、動

物園等 
● 

産業廃棄物を処分する

ために処理したもの

で、以上の廃棄物に該

当しないもの 

汚泥のコンクリート固化物等 廃棄物処理施設等 

● 

※排出事業所によって、事業系一般廃棄物になるもの、産業廃棄物になるものがありま

すので、注意してください。 

※段ボールなど資源となるものは、リサイクル業者へ処理を委託してください。 
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事業所から出るごみは、自ら処理をする責任があります

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 3 条において、「事業者は、その事業活動に伴っ

て生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定められて

います。 

事業者とは・・・業種や営利目的の有無、規模の大小にかかわらず、事業を営む者を事

業者といいます。したがって、個人で飲食店や商店を営む者、事務所、会社、工場、病

院、公共施設などで事業を営む者すべてが対象となります。 

事業系ごみの処理方法

◎事業系一般廃棄物（生ごみ、紙くずなど産業廃棄物以外のもの） 

⇒清掃センターに直接搬入するか、市が許可している下記の一般廃棄物収集運搬業者に

依頼してください。 

許可業者 電話番号 許可業者 電話番号 

(有)クリーンサービス 0274-64-3534 (株)セイモー 027-363-3336 

(有)栄興業 0274-63-6510 堤電気(有) 0278-25-4006 

日管興業(株) 0274-64-2176 (有)インターフェイス 0270-23-0742 

土屋運送(株) 0274-63-7234 丸政商事(株) 0279-23-1411 

(有)平野商店 0274-63-8005 (株)田村組 0274-62-2039 

丸和産業(株) 0274-62-5649 野上チップ工業(有) 0274-64-5721 

東朋産業(株) 0274-62-5582 富岡市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 0274-60-1600 

(有)平井商店 0274-63-9877 (株)安部建材 0274-73-2758 

(株)ぐんま東庄 027-323-5331 (株)群成舎 027-362-5533 

東毛清掃(株) 0274-63-3683 (株)大五建設 0274-67-2721 

(有)吉井清掃 027-387-2237 日本管財(株) 0493-25-5600 

田村商事(有) 0274-74-5241   

◎産業廃棄物（金属、ガラス、プラスチックなど２０種類） 

⇒清掃センターに搬入できませんので、群馬県が許可している業者に処理を依頼してく

ださい。許可業者については、群馬県産業廃棄物情報（http://www.gunma-sanpai.jp/）

をご確認ください。 

※ごみ集積所は家庭ごみを出す場所です。量や質にかかわらず、事業系ごみは地

域の集積所に出すことができませんので、上記のように適正に処理してください。 
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ごみの出し方Ｑ＆Ａ

質問１ 飲食店やスーパーなどで出た残飯はごみ集積所に出せるの？ 

回答１ 事業所から出た残飯は事業系一般廃棄物であるため、量が多い少ないにかかわ 

らず、地域のごみ集積所には出せませんので、直接清掃センターに搬入するか、 

一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼してください。ただし、食品製造業の生 

産過程で出る生ごみ等は産業廃棄物になりますので、注意してください。 

質問２ ビニール袋、発泡スチロールなどのプラスチック類の処分方法は？ 

回答２ 上記のような廃プラスチックは産業廃棄物となるため、清掃センターで処理す 

ることができませんので、群馬県が許可している業者に処理を依頼してくださ 

い。 

質問３ 店舗併用住宅から排出されるごみは、どのようにしたらいいの？ 

回答３ 店舗から排出されたごみは事業系ごみ、住宅から排出されたごみは家庭系ごみ

となりますので、分別して処理してください。 

質問４ 従業員が昼食時に食べた弁当や飲み物のごみの処理方法は？ 

回答４ 弁当のプラ容器やペットボトル、飲料缶はすすいで乾燥させ、資源として分別

してあれば、清掃センターに搬入することができます。また、ペットボトルや

飲料缶は、リサイクル業者に処理を依頼すると、有価物として処理費用がかか

らない場合がありますので、積極的に利用しましょう。 
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不法投棄に関する罰則

事業系ごみを地域のごみ集積所に出す行為は、不法投棄にあたり、違反者は５年以下の

懲役もしくは１，０００万円以下の罰金、またはこれを併科されます。 

内容 罰則 根拠法令 

不法投棄をした者 ５年以下の懲役もしくは

１，０００万円以下の罰金

またはこの併科（未遂の場

合も含む） 

廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第２５条第１

項第１４号および第２項 

法人の業務に関して不法

投棄をした場合 

法人に対して３億円以下

の罰金（未遂の場合も含

む） 

廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第３２条第１

項 

不法投棄することを目的

として廃棄物を収集また

は運搬した者 

３年以下の懲役もしくは

３００万円以下の罰金ま

たはこの併科 

廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第２６条第６

項 

富岡市清掃センターの処理手数料及び搬入時間

◎処理手数料  １０kg ＝   ２００円  

２００kg＝４，０００円 

※１か月の合計が１９０kg 以下の場合は、減免になります。 

◎自己搬入受付時間 

平日 午前８時３０分～１１時３０分 

   午後１時～４時３０分 

祝日（月～金の場合）・振替休日 

   午前８時３０分～１１時３０分 

※ただし、土曜日、日曜日、５月３・４・５日、年末年始は休みです。 

問合せ先 

富岡市市民生活部環境課（富岡市清掃センター）

富岡市上高尾 187-1 

電 話：0274-62-2823 

F A X ：0274-62-2339 

メール：seisou@city.tomioka.lg.jp 


