
 1

県内家庭系廃棄物持込（粗大除く。）手数料徴収状況 
 

自治体名 手   数   料   等 有・無・実費

上尾市 ・10kg につき 60 円（収集運搬の場合 110 円） 無料 
朝霞市 ・20kg を超えるもの 10kg につき 60 円  無料 
伊奈町 ・10kg につき 20 円 収集運搬手数料一律 1,000 円 無料 
入間市 ・50 ㎏を超える一般家庭から排出される一時多量廃棄物 

 10kg につき 50 円 
 50 ㎏以下は、無料 

 
無料 

 
桶川市 ・10kg につき 80 円（収集運搬の場合 120 円） 袋実費 
春日部市 ・無料（ただし、引越しごみにかぎる） 無料 
加須市 ・10 ㎏につき 130 円 一部地区有料

川口市 ・重量 100 ㎏を超える場合その超えるもの 10kg につき 30 円 無料 
川島町 ・10kg につき（80 ㎏超過分）40 円 無料 
川越市 ・50 ㎏以上のもの 10kg につき 50 円 無料 
行田市 ・無料と規定 無料 
越谷市 ・10kg につき 100 円 無料 
さいたま市 ・100kg 未満無料 100kg 以上 10kg につき 21 円 無料 
坂戸市 ・50 ㎏を超える 10kg につき 100 円 有料 
幸手市 ・10kg につき 50 円 有料 
狭山市 ・総量 50 ㎏以上のもの 10kg につき 40 円 無料 
杉戸町 ・10kg につき 110 円 有料 
草加市 ・10kg につき 120 円 無料 
所沢市 ・無料 無料 
鳩ヶ谷市 
 

・100 ㎏を超える場合その超えるもの 10kg につき 30 円 
 100 ㎏以下は、無料 無料 

羽生市 ・無料 無料 
飯能市 ・無料 無料 
日高市 ・受入れをしていない 袋実費 
ふじみ野市 ・0 円と規定 無料 
松伏町 ・粗大ごみ以外持込認めず 袋実費 
三郷市 ・10kg につき 200 円 無料 
三芳町 ・無料（リサイクル・不燃ごみ）可燃ごみについては入間東部地区

衛生組合（構成団体：ふじみ野市、三芳町）で受入れを実施して

いる。手数料は無料 

 
無料 

吉川市 ・10kg につき 150 円  無料 

家庭系廃棄物手数料

有料・無料等について
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八潮市 ・10kg につき 120 円 無料 
和光市 ・10kg につき 60 円 無料 
大里広域市町村圏

組合 
・50 ㎏を超える部分について 10kg につき 10 円 
 （構成団体：熊谷市・深谷市・寄居町） 無料 

小川地区衛生組合 ・50 ㎏未満無料 50 ㎏を超える 10kg ごとに 50 円 
 （構成団体：小川町・嵐山町・滑川町・都幾川町・東秩父村） 袋実費 

児玉郡広域市町村

圏組合 
・100 ㎏を超える 10kg につき 40 円 
 （構成団体：本庄市・美里町・神川町・上里町） 袋実費 

埼玉西部環境保全

組合 
 

・50 ㎏まで一律 200 円 50 ㎏を超えたときは 10kg ごとに 100 円

を加えた額 
 （構成団体：鶴ヶ島市・毛呂山町・鳩山町・越生町） 

 
有料 

 
志木地区衛生組合 ・無料と規定 

 （構成団体：志木市・新座市・富士見市） 無料 

秩父広域市町村圏

組合 
・100kg まで一律 400 円（100kg を超えた時は、400 円に 100kg

を超えた 10kg ごとに 40 円を加算した額） 
（構成団体：秩父市・小鹿野町・皆野町・長瀞町・横手町）   

有料 

中部環境保全組合 ・無料（持込む際には、構成市町村で許可をもらう必要がある 
（構成団体：鴻巣市、北本市、吉見町） 袋実費 

蓮田市白岡町衛生

組合 
・10kg につき 150 円（構成団体：蓮田市・白岡町） 

有料 

蕨戸田衛生センタ

ー組合 
・一般家庭の受入れはしていない（構成団体：蕨市・戸田市） 

無料 

久喜宮代衛生組合 ・久喜宮代清掃センター：無料 
・菖蒲清掃センター：10kg まで 130 円 10kg を超えるごとに 130

円加算 
・八甫清掃センター：10kg につき 100 円 

一部地区

袋実費 

 
 

近隣自治体抜粋 
桶川市 ・10kg につき 80 円（収集運搬の場合 120 円） 袋実費 
春日部市 ・無料（ただし、引越しごみに限り受入れ） 無料 
加須市 ・10 ㎏につき 130 円 一部地区有料

幸手市 ・10kg につき 50 円 有料 
杉戸町 ・10kg につき 110 円 有料 
蓮田市白岡町衛生

組合 
・10kg につき 150 円（構成団体：蓮田市・白岡町） 

有料 
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単純重量方式 
上尾市 ・10kg につき 60 円（収集運搬の場合 110 円） 無料 
伊奈町 ・10kg につき 20 円 収集運搬手数料一律 1,000 円 無料 
桶川市 ・10kg につき 80 円（収集運搬の場合 120 円） 袋実費 
加須市 ・10 ㎏につき 130 円 一部地区有料 
越谷市 ・10kg につき 100 円 無料 
幸手市 ・10kg につき 50 円 有料 
杉戸町 ・10kg につき 110 円 有料 
草加市 ・10kg につき 120 円 無料 
三郷市 ・10kg につき 200 円 無料 
吉川市 ・10kg につき 150 円  無料 
八潮市 ・10kg につき 120 円 無料 
和光市 ・10kg につき 60 円 無料 
蓮田市白岡町衛生

組合 
・10kg につき 150 円（構成団体：蓮田市・白岡町） 

有料 

 
 
二段階・超過量方式 

朝霞市 ・20kg を超えるもの 10kg につき 60 円  無料 
入間市 ・50 ㎏を超える一般家庭から排出される一時多量廃棄物 

 10kg につき 50 円 
 50 ㎏以下は、無料 

 
無料 

 
川口市 ・重量 100 ㎏を超える場合その超えるもの 10kg につき 30 円 無料 
川島町 ・10kg につき（80 ㎏超過分）40 円 無料 
川越市 ・50 ㎏以上のもの 10kg につき 50 円 無料 
さいたま市 ・100kg 未満無料 100kg 以上 10kg につき 21 円 無料 
坂戸市 ・50 ㎏を超える 10kg につき 100 円 有料 
狭山市 ・総量 50 ㎏以上のもの 10kg につき 40 円 無料 
鳩ヶ谷市 
 

・100 ㎏を超える場合その超えるもの 10kg につき 30 円 
 100 ㎏以下は、無料 無料 

大里広域市町村圏

組合 
・50 ㎏を超える部分について 10kg につき 10 円 
 （構成団体：熊谷市・深谷市・寄居町） 無料 

小川地区衛生組合 ・50 ㎏未満無料 50 ㎏を超える 10kg ごとに 50 円 
 （構成団体：小川町・嵐山町・滑川町・都幾川町・東秩父村） 袋実費 

児玉郡広域市町村

圏組合 
・100 ㎏を超える 10kg につき 40 円 
 （構成団体：本庄市・美里町・神川町・上里町） 袋実費 
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埼玉西部環境保全

組合 
 

・50 ㎏まで一律 200 円 50 ㎏を超えたときは 10kg ごとに 100 円

を加えた額 
 （構成団体：鶴ヶ島市・毛呂山町・鳩山町・越生町） 

 
有料 

秩父広域市町村圏

組合 
・100kg まで一律 400 円（100kg を超えた時は、400 円に 100kg

を超えた 10kg ごとに 40 円を加算した額） 
（構成団体：秩父市・小鹿野町・皆野町・長瀞町・横手町）   

 
有料 

  
 

無料もしくは受入れを実施していない 
春日部市 ・無料（ただし、引越しごみに限り受入れ） 無料 
行田市 ・無料と規定 無料 
所沢市 ・無料 無料 
羽生市 ・無料 無料 
飯能市 ・無料 無料 
日高市 ・受入れをしていない 袋実費 
ふじみ野市 ・0 円と規定 無料 
松伏町 ・粗大ごみ以外持込認めず 袋実費 
三芳町 ・無料（リサイクル・不燃ごみ）可燃ごみについては入間東部地区

衛生組合（構成団体：ふじみ野市、三芳町）で受入れを実施して

いる。手数料は無料 

 
無料 

志木地区衛生組合 ・無料と規定 
 （構成団体：志木市・新座市・富士見市） 無料 

中部環境保全組合 ・無料（持込む際には、構成市町村で許可をもらう必要がある 
（構成団体：鴻巣市、北本市、吉見町） 

 
袋実費 

蕨戸田衛生センタ

ー組合 
・一般家庭の受入れはしていない（構成団体：蕨市・戸田市） 

無料 

久喜宮代衛生組合 
 
 

・久喜宮代清掃センター：無料 
・ 菖蒲清掃センター：10kgまで 130円 10kgを超えるごとに 130

円加算 
・ 八甫清掃センター：10kg につき 100 円 

一部地区

袋実費 

 


