
令　和　2　年　度

一　般　廃　棄　物　処　理　実　施　計　画

玉　城　町



1.　一般廃棄物の排出予測

計画処理人口 （令和2年３月３1日現在）

全　　域 計画処理区域 全　　域 計画処理区域

15,417 15,417 5,807 5,807

一般廃棄物

可燃ごみ（ｔ） 粗大ごみ（ｔ） 不燃ごみ（カン・金属類）（ｔ） ガラス・くずビン類（ｔ） 陶磁器類（ｔ） 資源ビン（ｔ） 廃蛍光管（ｔ） ペットボトル（ｔ） その他プラ（ｔ） 古紙・布類（ｔ）

3,754 161 114 18 30 93 2 32 69 425

し尿・浄化槽汚泥

し　尿（ｔ） 浄化槽汚泥　（ｔ）　

480 2,422

2.一般廃棄物の処理主体

中間処理 最終処分

直営

民間委託

3.処理計画

（1）　ごみ処理実施計画

　①　ごみの減量・再資源化計画

収集運搬

・ごみ減量化読本を配布し、ごみの減量化及び分別方法の周知・啓発を行う。
・全世帯に配布する広報及び、ごみカレンダーでごみ減量化の啓発を行う。
・３Ｒ（リユース・リデュース・リサイクル）を推進する。
・マイバックの持参率を高めレジ袋の削減を推進する。

伊勢広域環境組合

・再生資源の集団回収補助制度を継続し、各種団体、学校等による集団回収を推進する。
・生ごみ処理機購入補助制度を継続し、生ごみの堆肥化を推進する。

ごみ減量化の推進

人口　（人） 世帯数（世帯）

実施主体

事業系

生活系

許可業者

令和2年度一般廃棄物処理実施計画

再資源化（リサイクル）



②収集・運搬計画

回数 収集方法 収集主体

可燃ごみ 3,754 2,881 873 週２回  集積場収集 直　営・委　託

粗大ごみ 161 12 149 週１回  戸別収集 直　営

不燃ごみ（カン・金属類） 114 98 16 月２回 集積場収集 委　託

ガラス・くずビン類 18 18 0 月２回 ステーション収集 委　託

陶磁器類 30 30 0 月２回 ステーション収集 委　託

資源ビン 93 93 0 月２回 ステーション収集 委　託

廃蛍光管 2 2 0 月２回 拠点収集 委　託

ペットボトル 32 32 0 週１回 ステーション収集 直　営

その他プラ 69 69 0 週２回 ステーション収集 委　託

古紙・布類 425 425 0 週１回 ステーション収集 委　託

合　計 4,698 3,660 1,038

③中間処理計画

　　ア.可燃物

施設名 所在地 形　式 公称能力

総処理量 収集 直接搬入

3,754 2,881 873

　　イ.不燃物

施設名 所在地 形　式 公称能力

総処理量 収集 直接搬入

④最終処分計画

伊勢広域環境組合で生じる処理残渣は民間最終処分場において処分する。

排 出 量（ｔ） 収　集（ｔ） 直接搬入（ｔ）
 収 集 形 態

伊勢広域環境組合清掃工場 伊勢市西豊浜町653 全連続焼却式ストーカ炉

処理量　(搬入主体別内訳)　(ｔ)

165
30　ｔ/5ｈ
15　ｔ/5ｈ

    横型回転式破砕機
    剪断式破砕機

処理量　(搬入主体別内訳)　(ｔ)

240ｔ/日

伊勢広域環境組合粗大ごみ
処理施設

伊勢市西豊浜町653
275 110



（2）　生活排水処理実施計画

①　生活排水処理

人口　(人)

3,313

11,736

368

②　し尿、浄化槽汚泥

総収集量 許　可

し尿 480 480

汚泥 2,422 2,422

計 2,902 2,902

(中間処理計画)

所　在　地 公称能力 総処理量（ｔ） し　尿（ｔ） 汚　泥（ｔ）

伊勢市植山町向山245-1 270　ｋｌ/日 2,902 480 2,422

戸別収集

処　理　方　法

高負荷脱窒素＋高度処理

施　設　名

伊勢広域環境組合クリーンセンター

収集量（ｔ）
回　数

処　理　方　法

浄化槽

随　時

下水道

その他(汲み取り)

方　法



　　　　　　　　令和2年6月1日現在

名  称 電話番号 住  所

山田清掃有限会社 0596-24-3115 伊勢市中須町716-1

ＮＨＳ名古屋株式会社 052-733-1615 名古屋市千種区内山3丁目7番3号

有限会社西和建設 0596-58-7585 度会郡玉城町勝田3254

有限会社ダストパン 0598-61-1877 松阪市新松ヶ島町189-22

マルゼン有限会社 059-228-9036 津市大倉13番26号

有限会社クリーンサービス浜口 0596-39-1541 伊勢市佐八町896-8

有限会社三功 059-255-5177 津市久居明神町1304-37

株式会社浜名湖産業 0596-37-2332 伊勢市西豊浜町2729-5

みどり清掃有限会社 059-232-1333 津市一身田平野665

有限会社南勢環境 0599-66-1822 度会郡南伊勢町切原95

有限会社山中商会 0596-52-7838 多気郡明和町斎宮862-5

中部クリーンデイール有限会社 0596-38-2922 伊勢市村松町1360-19

株式会社丸達商店 0596-22-4091 伊勢市御薗町高向1391-1

株式会社世古口建設 0596-52-1139 多気郡明和町大淀甲846

株式会社ミヤテック 0598-51-2122 松阪市垣鼻町896-19

勢南環境有限会社 0596-37-0756 伊勢市村松町1382-18

株式会社司 0598-56-6153 松阪市五主町1313

夏山金属株式会社 0596-25-1101 伊勢市上地町2685

有限会社サンクリーンサービス 0596-58-2711 度会郡玉城町上田辺2139

久保紙業株式会社 0598-28-3121 松阪市立田町260

東海興産 0596-36-7270 伊勢市大湊町488－11

KTS株式会社 059-213-3773 津市幸町26番15号

エコスマイル 080-6949-0120 伊勢市船江3丁目4-15

株式会社南部清掃 0596-22-4883 伊勢市小俣町宮前26番地2

有限会社秋無建設 0596-58-6657 伊勢市上地町1533番地１

株式会社マミテック 0596－65－6801 伊勢市二俣１丁目15-8

株式会社新栄 0584-22-1409 岐阜県不破郡垂井町綾戸381

有限会社ODA 080-3395-1095 鳥羽市岩倉町344番地1

株式会社スタート 0598-91-2639 松阪市駅部田町891-3

役所グループ　三重役所企画 090-3302-7675 伊勢市小俣町本町1122-10

社会福祉法人　伊勢亀鈴会 0596-63-5450 鈴鹿市八野町428番地1

リサイクルセンターナカガワ 0598-59-1021 松阪市魚見町582-3

奥山衛生株式会社※ 0596-58-2772 度会郡玉城町佐田1156-1

有限会社度会玉城衛生※ 0596-58-4649 度会郡玉城町上田辺693-1

※浄化槽清掃・し尿浄化槽汚泥

玉城町一般廃棄物処理業許可業者一覧表　　　　　


