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1　収集・処理・処分のフロー　　　
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※高齢・障害等によりごみ集積場所へごみを排出することが困難で、かつ一定の要件を満たす世帯には、ステーション方式により収集している品目のみ
週１回戸別収集を行っている。(こんにちは収集)

埋 立

最終処分場

資 源 化

再商品化委託

電話申込による戸別収集

焼却

《ステーション方式》　２週に１回(資源ごみと同時収集)

有害ごみ

資料編

実施団体

市

回収業者

〈奨励金〉〈助成金〉

有価物
新聞紙、雑誌、段ボール、
紙パック、雑古紙、衣類等、小型家
電

有価物集団回収

再使用(売却)または
資源化(再商品化委
託)

可燃性類

資源化（売却）

[ペットボトル]
大渡ペットボトル選別処理施設

荻窪清掃工場
富士見クリーンステーション
前橋市再生資源事業協同組合

資源化（売却）

金属類・木類・その他類

[缶]荻窪清掃工場
富士見クリーンステーション

自治会集団回収・戸別収集

《ステーション方式》　２週に１回

《ステーション方式》　２週に１回(資源ごみと同時収集)

その他のごみ（小動物の死体）

(使用済み乾電池・蛍光管・
水銀式体温計)

危険ごみ
(スプレー缶・カセットガス
ボンベ・ライター等)

〈処分方法〉

焼却
六供清掃工場
亀泉清掃工場
大胡クリーンセンター

選別 [びん]びん選別処理施設

運 営

委 託

〈排出者〉 〈収集形態〉

自己搬入
一般廃棄物

許可業者

《ステーション方式》　月１回

《ステーション方式》　月３回程度

選別・圧縮
梱包・保管

家

庭

収 集

選別

[プラスチック]
荻窪清掃工場

粗大ごみ

〈中間処理〉

プラスチック製容器包装

不燃ごみ 選別・圧縮
梱包・保管

破砕・切
断・選別

可燃ごみ

《ステーション方式》　週２回

自己搬入

(びん・缶・ペットボトル)

事

業

所

《ステーション方式》　２週に１回

紙・衣類等
(新聞・雑誌・ダンボール・
紙パック・雑古紙・衣類等)

資源ごみ

ライター
埋立・最終処分場

委託処理（資源化）

スプレー缶・カセットガ
スボンベ・使用済み乾電
池・蛍光管・水銀式体温
計

　　　 《拠点回収方式》
資源化（売却）

選別

亀泉清掃工場

荻窪清掃工場



２　可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ収集区域分担表
区    分

事業所 曜     日
岩神町１～４ 昭和町１～３ 天川町 若宮町１～４ 岩神町１～４ 紅雲町１～２ 六供町・１・４ 日吉町１～４ 昭和町１～３ 平和町１～２ 日吉町１～４ 岩神町１～４
敷島町 千代田町１～５ 敷島町 千代田町１～５ 三河町１～２ 国領町１～２　 天川町 敷島町
緑が丘町 本町１～３ 緑が丘町 本町１～３ 朝日町１～４ 城東町１～５ 六供町・１・４ 緑が丘町
平和町１～２ 表町１～２ 平和町１～２ 表町１～２ 南町１～４ 住吉町１～２
国領町１～２ 三河町１～２ 昭和町１～３ 三河町１～２ 若宮町１～４
住吉町１～２ 朝日町１～４ 国領町１～２ 朝日町１～４ 大手町１～３
若宮町１～４ 天川町 住吉町１～２ 天川原町１～２ 　 紅雲町１～２
日吉町１～４ 天川原町１～２ 城東町１～５ 文京町１～４
城東町１～５ 六供町・１・４ 大手町１～３ 南町１～４ 　
大手町１～３ 文京町１～４  　
紅雲町１～２
南町１～４
【桂萱地区一部】 【上川淵地区一部】 【下川淵地区全域】 【永明地区一部】 【上川淵地区一部】 【桂萱地区一部】 【城南地区一部】 【永明地区一部】 【永明地区一部】 【城南地区一部】 【桂萱地区一部】 【永明地区一部】 【永明地区一部】
上泉町 上佐鳥町 天川大島町・１～３ 上佐鳥町 上泉町 下大屋町 下大島町 駒形町 下大屋町 上泉町 駒形町 天川大島町・１～３
石関町 橳島町 　 橳島町 石関町 泉沢町 泉沢町 石関町 下大島町 上大島町
亀泉町 朝倉町 朝倉町 亀泉町 富田町 【城南地区一部】 富田町 亀泉町 女屋町
荻窪町 後閑町 後閑町 荻窪町 荒口町 小屋原町 荒口町 荻窪町 【城南地区一部】 上長磯町
堀之下町 下佐鳥町 下佐鳥町 堀之下町 荒子町 上増田町 荒子町 堀之下町 小屋原町 東上野町
堤町 宮地町 宮地町 堤町 西大室町 下増田町 西大室町 堤町 上増田町 野中町
江木町 西善町 西善町 江木町 東大室町 東大室町 江木町 下増田町 下長磯町

中内町 中内町 飯土井町 飯土井町 小島田町
【永明地区一部】 東善町 東善町 【永明地区一部】 新井町 新井町
天川大島町・１～３ 上大島町 二之宮町 二之宮町
上大島町 【下川淵地区全域】 女屋町 今井町 今井町
女屋町 上長磯町 笂井町 笂井町
上長磯町 【永明地区一部】 東上野町 鶴が谷町 鶴が谷町
東上野町 下大島町 野中町 神沢の森 神沢の森
野中町 下長磯町
下長磯町 【城南地区全域】 小島田町
小島田町
駒形町
【東地区全域】 【元総社地区全域】 【元総社地区一部】 【東地区一部】 【東地区一部】 【元総社地区一部】 【元総社地区一部】 【東地区一部】 【元総社地区一部】 【東地区一部】 【東地区一部】 【元総社地区一部】 【東地区一部】

大友町１～３ 朝日が丘町 箱田町 大渡町・１～２ 元総社町・１～３ 古市町・１ 元総社町・１～３ 古市町・１ 朝日が丘町 大渡町・１～２ 箱田町
【総社地区全域】 石倉町・１～５ 光が丘町 後家町 　 鳥羽町 江田町 鳥羽町 江田町 光が丘町 後家町
総社地区につい 下石倉町 大利根町１～２ 前箱田町・２ 【総社地区全域】 問屋町１～２ 新前橋町 問屋町１～２ 新前橋町 大利根町１～２  【総社地区全域】 前箱田町・２
ては、自治会単 川曲町 A   大渡 　　　B　  粟島 　　　川曲町
位の収集とした 稲荷新田町 【元総社地区一部】      野馬　       新田　稲荷新田町

下新田町 大友町１～３      巣烏 　    立石 下新田町
上新田町 石倉町・１～５   鍛冶町    桜が丘 上新田町
小相木町・１ 下石倉町   大屋敷       植野 小相木町・１
青葉町      山王　       高井　青葉町

     城川
【芳賀地区全域】 【南橘地区一部】 【南橘地区一部】 【南橘地区一部】 【芳賀地区全域】 【南橘地区一部】 【南橘地区一部】 【南橘地区一部】 【桂萱地区一部】 【南橘地区一部】 【南橘地区一部】 【芳賀地区全域】

下小出町・１～３ 日輪寺町 上細井町 北代田町 下小出町・１～３ 下小出町・１～３ 幸塚町 上細井町 青柳町
【桂萱地区一部】 上小出町・１～３ 川端町 下細井町 【桂萱地区一部】 青柳町 上小出町・１～３ 上小出町・１～３ 上沖町 下細井町 荒牧町・４ 【南橘地区一部】
幸塚町 龍蔵寺町 田口町 幸塚町 荒牧町・４ 龍蔵寺町 龍蔵寺町 下沖町 日輪寺町 北代田町
上沖町 青柳町 関根町・３ 上沖町 西片貝町１～５ 川端町  
下沖町 荒牧町・４ 川原町 下沖町 東片貝町 田口町  
西片貝町１～５ 日輪寺町 南橘町 西片貝町１～５ 関根町・３
東片貝町 川端町 東片貝町 川原町

田口町 南橘町
【南橘地区一部】 関根町・３
上細井町 川原町
下細井町 南橘町
北代田町
【上川淵地区一部】 【上川淵地区一部】 【上川淵地区一部】 【上川淵地区一部】 【上川淵地区一部】 【上川淵地区一部】 【上川淵地区一部】
広瀬町１～２ 山王町・１～２ 広瀬町１～３ 山王町・１～２ 広瀬町１～２ 山王町・１～２ 広瀬町３

広瀬町３
【上川淵地区一部】 【清里地区全域】 【清里地区全域】 【上川淵地区一部】 【上川淵地区一部】 【清里地区全域】
朝倉町１～４ 朝倉町１～４ 朝倉町１～４

【桂萱地区の一部】 【桂萱地区一部】 【桂萱地区一部】
三俣町１～３ 三俣町１～３ 三俣町１～３

【大胡地区全域】 【大胡地区全域】 【大胡地区全域】

【宮城地区全域】 【宮城地区全域】 【宮城地区全域】

【粕川地区全域】 【粕川地区全域】 【粕川地区全域】

【富士見地区全域】 【富士見地区全域】 【富士見地区全域】 【富士見地区全域】
（びん） （かん・ペットボトル）

（注）　表中、○○町・△～▽とあるのは○○町と○○町△丁目から▽丁目まであることを示す。また◎◎町・△・▽とあるのは、◎◎町と◎◎町△丁目及び◎◎町▽丁目があることを示す。

表町１～２
本町１～３
千代田町１～５

文京町１～４　
天川原町１～２

橳島町
上佐鳥町
【上川淵地区一部】

中内町
西善町
宮地町
下佐鳥町
後閑町
朝倉町

東善町

【下川淵地区全域】

 火月

㈲大胡清掃社

　金 水

野口環境衛生㈱

水

㈱前橋かんせいセンター

㈲坂本清掃社

西部清掃事務所

資　　　　　　　　　　　源　　　　　　　　　　　ご　　　　　　　　　　　み
木月 火 金　

㈲宮城衛生

不 燃 ご み ・ プ ラ 容 器
木　

㈲富士見清掃センター

可        燃         ご         み 
月    ・    木

-
 1

7
6
 -

（有）前橋衛生舎

火    ・    金

（有）双葉清掃社

(有)秦野清掃
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３　ごみ集積場所（行政財産）

＜341か所＞

番号 町 名 字 名 地 番 地　目 面　積 取 得 年 月 日

1 岩神町三丁目 981-31 雑種地 16.00㎡ 平成29年2月20日

2 昭和町二丁目 132-4 宅地 3.92㎡ 平成14年12月26日

3 昭和町二丁目 248-4 宅地 1.97㎡ 平成26年11月5日

4 昭和町三丁目 374-20 宅地 4.10㎡ 昭和53年6月28日

5 日吉町四丁目 41-8 雑種地 4.98㎡ 昭和62年4月27日

6 城東町四丁目 382-38 宅地 35.50㎡ 昭和55年1月5日

7 城東町四丁目 432-22 雑種地 2.85㎡ 平成20年4月30日

8 朝日町三丁目 12-20 宅地 3.00㎡ 平成23年11月8日

9 天川原町一丁目 17-7 雑種地 18.00㎡ 平成17年7月15日

10 天川原町一丁目 東下 82-39 雑種地 12.00㎡ 昭和55年10月4日

11 天川原町二丁目 東下 219-4 雑種地 4.77㎡ 昭和51年10月6日

12 天川原町二丁目 東下 224-9 雑種地 3.52㎡ 昭和51年10月6日

13 天川原町二丁目 東下 225-4 雑種地 3.89㎡ 昭和51年10月6日

14 天川原町二丁目 東下 232-13 雑種地 3.76㎡ 昭和51年10月6日

15 天川原町二丁目 東下 236-50 宅地 3.93㎡ 平成1年3月24日

16 天川原町二丁目 東下 238-12 宅地 3.50㎡ 昭和52年12月28日

17 天川原町二丁目 東下 245-21 雑種地 3.43㎡ 昭和51年10月6日

18 六供町 9-1-2 宅地 4.00㎡ 平成19年7月27日

19 六供町 9-2-2 宅地 4.00㎡ 平成19年7月27日

20 六供町 乙151 宅地 4.19㎡ 平成13年6月29日

21 六供町 1004-8 宅地 2.41㎡ 平成25年3月12日

22 天川町 31-5 雑種地 1.91㎡ 平成28年10月24日

23 天川町 1676-30 雑種地 3.50㎡ 平成22年6月16日

24 文京町一丁目 637-6 宅地 5.28㎡ 平成24年9月6日

25 南町二丁目 5-7 宅地 3.30㎡ 平成25年7月26日

26 宮地町 33-22 雑種地 3.76㎡ 平成27年12月15日

27 宮地町 33-23 雑種地 3.75㎡ 平成27年12月15日

28 西善町 250-26 雑種地 6.18㎡ 平成8年9月10日

29 西善町 261-25 雑種地 4.50㎡ 平成8年9月10日

30 西善町 267-38 雑種地 4.52㎡ 平成8年9月10日

31 中内町     151-25 宅地 4.58㎡ 平成14年6月4日

32 中内町 155-29 雑種地 4.53㎡ 平成14年6月4日

33 中内町 156-29 宅地 4.52㎡ 平成14年6月4日

34 中内町 156-64 宅地 4.50㎡ 平成14年6月4日

35 東善町 95-5 雑種地 3.81㎡ 平成13年5月25日

36 東善町 114-24 雑種地 4.70㎡ 平成17年2月3日

37 東善町 119-8 雑種地 3.01㎡ 平成14年6月4日

38 東善町 120-37 雑種地 4.49㎡ 平成14年6月4日

39 東善町 120-38 雑種地 4.50㎡ 平成14年6月4日

40 東善町 170-54 雑種地 4.49㎡ 平成14年6月4日

41 東善町 178-51 雑種地 4.51㎡ 平成14年6月4日

42 東善町 189-10 雑種地 4.19㎡ 平成14年6月4日

43 東善町 193-61 雑種地 8.99㎡ 平成14年6月4日

44 東善町 欠端 407-14 雑種地 2.36㎡ 平成14年1月11日

45 東善町 欠端 407-15 雑種地 3.62㎡ 平成14年1月11日

46 広瀬町三丁目 31-26 雑種地 4.22㎡ 平成18年7月24日

47 公田町 478-17 雑種地 3.04㎡ 平成16年6月22日

48 亀里町 2007-39 雑種地 11.00㎡ 平成29年3月1日

49 新堀町 243-10 宅地 5.31㎡ 平成10年6月17日

50 新堀町 243-11 宅地 6.60㎡ 平成10年6月17日

51 新堀町 243-12 宅地 5.53㎡ 平成10年6月17日

52 新堀町 252- 9 宅地 5.50㎡ 平成10年10月8日

53 新堀町 252-10 宅地 5.33㎡ 平成10年10月8日

54 新堀町 252-11 宅地 5.66㎡ 平成10年10月8日

55 新堀町 252-12 宅地 5.91㎡ 平成10年10月8日

56 新堀町 277- 9 宅地 5.50㎡ 平成10年10月8日

57 新堀町 277-10 宅地 5.51㎡ 平成10年10月8日

　　　　　（平成29年3月31日現在）
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番号 町 名 字 名 地 番 地　目 面　積 取 得 年 月 日

58 新堀町 277-11 宅地 5.77㎡ 平成10年10月8日

59 新堀町 318- 8 宅地 5.29㎡ 平成10年6月17日

60 新堀町 318- 9 宅地 6.35㎡ 平成10年6月17日

61 新堀町 318-10 宅地 5.53㎡ 平成10年6月17日

62 勝沢町 北曲輪 50-28 宅地 5.86㎡ 平成4年3月17日

63 鳥取町 757-10 雑種地 4.47㎡ 平成12年3月15日

64 鳥取町 757-46 雑種地 5.25㎡ 平成12年3月15日

65 鳥取町 757-63 雑種地 4.48㎡ 平成12年3月15日

66 鳥取町 757-91 雑種地 4.49㎡ 平成12年3月15日

67 鳥取町 766-16 雑種地 4.57㎡ 平成13年10月16日

68 鳥取町 766-38 雑種地 3.92㎡ 平成13年10月16日

69 鳥取町 840-2 雑種地 14.00㎡ 平成17年4月13日

70 鳥取町 840-3 雑種地 15.00㎡ 平成17年4月13日

71 鳥取町 854-2 雑種地 12.00㎡ 平成17年4月13日

72 鳥取町 858-12 雑種地 11.00㎡ 平成17年4月13日

73 鳥取町 865-4 雑種地 12.00㎡ 平成17年4月13日

74 高花台町二丁目 2-1 宅地 11.44㎡ 平成18年5月31日

75 高花台町二丁目 2-3 雑種地 4.75㎡ 平成20年11月6日

76 幸塚町 62-6 雑種地 2.02㎡ 平成20年12月16日

77 幸塚町 68-10 公衆用道路 1.98㎡ 平成25年7月11日

78 幸塚町 76-11 田 4.56㎡ 昭和60年7月3日

79 幸塚町 186-4 雑種地 4.52㎡ 平成27年11月4日

80 幸塚町 188-12 雑種地 3.38㎡ 平成26年7月22日

81 下沖町 152-23 雑種地 3.99㎡ 平成16年9月16日

82 東片貝町 600-17 雑種地 5.17㎡ 平成23年9月13日

83 荻窪町 1244-11 宅地 12.67㎡ 平成24年11月20日

84 堤町 701-12 宅地 9.78㎡ 平成16年12月2日

85 堤町 703-9 雑種地 20.00㎡ 平成16年12月2日

86 堤町 706-11 雑種地 20.00㎡ 平成16年12月2日

87 堤町 708-12 雑種地 20.00㎡ 平成16年12月2日

88 堤町 717-12 雑種地 19.00㎡ 平成16年12月2日

89 堤町 719-12 宅地 4.60㎡ 平成16年12月2日

90 堤町 720-16 雑種地 20.00㎡ 平成16年12月2日

91 堤町 721-15 雑種地 25.00㎡ 平成16年12月2日

92 堤町 729-2 宅地 22.14㎡ 平成16年12月2日

93 堤町 729-4 宅地 7.82㎡ 平成16年12月2日

94 堤町 730-2 雑種地 4.50㎡ 平成16年12月2日

95 堤町 731-2 雑種地 4.58㎡ 平成16年12月2日

96 江木町  904-12 雑種地 5.97㎡ 昭和63年3月28日

97 江木町  905-13 雑種地 5.95㎡ 昭和63年3月28日

98 江木町  908-19 雑種地 6.03㎡ 昭和63年3月28日

99 江木町  912-10 雑種地 5.95㎡ 昭和63年3月28日

100 江木町  919-14 雑種地 9.04㎡ 昭和63年3月28日

101 江木町  920-13 雑種地 6.01㎡ 昭和63年3月28日

102 江木町  924-9 雑種地 5.95㎡ 昭和63年3月28日

103 江木町  927-4 雑種地 5.90㎡ 昭和63年3月28日

104 江木町  930-2 雑種地 5.93㎡ 昭和63年3月28日

105 箱田町 道下 40-4 雑種地 3.02㎡ 平成16年7月21日

106 箱田町 道上 64-12 雑種地 3.41㎡ 平成13年1月5日

107 箱田町 道上 94-12 雑種地 4.52㎡ 平成14年11月22日

108 箱田町 三丁免 1040-12 雑種地 4.50㎡ 平成12年8月2日

109 箱田町 西田 113-8 雑種地 1.92㎡ 平成20年12月9日

110 箱田町 西稲荷境 1154-8 宅地 4.52㎡ 平成5年2月16日

111 箱田町 西稲荷境 1158-13 雑種地 2.24㎡ 平成17年1月18日
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112 箱田町 西田 123-11 雑種地 1.92㎡ 平成20年12月9日

113 箱田町 西稲荷境 1236-19 雑種地 7.12㎡ 平成15年6月6日

114 箱田町 西稲荷境 1244-12 雑種地 22.00㎡ 平成18年9月5日

115 箱田町 高木 179-2 雑種地 6.67㎡ 昭和59年1月31日

116 箱田町 高木 219-22 雑種地 5.94㎡ 平成10年12月21日

117 箱田町 村北 399-3 雑種地 10.00㎡ 昭和59年1月31日

118 箱田町 上境 729-4 田 2.96㎡ 平成21年11月16日

119 箱田町 古市境 345-12 宅地 5.64㎡ 平成23年6月3日

120 後家町 村北 17-18 宅地 2.07㎡ 平成21年11月12日

121 後家町 村北 18-16 雑種地 5.79㎡ 平成15年4月16日

122 後家町 村北 18-20 宅地 4.42㎡ 平成21年11月12日

123 前箱田町 川曲境 338-4 雑種地 0.79㎡ 平成14年7月15日

124 前箱田町 川曲境 340-3 雑種地 2.18㎡ 平成14年7月15日

125 前箱田町 川曲境 345-3 雑種地 0.98㎡ 平成14年7月15日

126 前箱田町 田中境 417-4 雑種地 4.50㎡ 昭和60年12月7日

127 前箱田町二丁目 17-30 雑種地 4.53㎡ 平成18年12月14日

128 川曲町 上之宮 220-14 宅地 4.54㎡ 平成23年6月3日

129 川曲町 上之宮 228-27 雑種地 4.53㎡ 平成1年8月18日

130 川曲町 島野 240-3 雑種地 51.00㎡ 昭和52年6月20日

131 川曲町 京境 670-17 雑種地 3.22㎡ 平成27年3月30日

132 稲荷新田町 村北 321-6 雑種地 3.56㎡ 平成11年2月3日

133 稲荷新田町 村北 321-6 雑種地 3.56㎡ 平成11年2月3日

134 稲荷新田町 社巡 365-29 雑種地 6.00㎡ 平成22年6月17日

135 稲荷新田町 稲荷前 401-8 雑種地 4.00㎡ 平成25年9月19日

136 稲荷新田町 東 420-4 雑種地 3.93㎡ 平成25年8月29日

137 稲荷新田町 薬師巡り 435-14 雑種地 2.55㎡ 平成26年10月14日

138 下新田町 町頭 10-61 雑種地 4.20㎡ 昭和53年6月28日

139 下新田町 町頭 7-6 雑種地 5.00㎡ 平成25年4月8日

140 下新田町 中沖 262-13 雑種地 5.69㎡ 平成11年2月1日

141 下新田町 中沖 262-15 雑種地 9.90㎡ 平成11年2月1日

142 下新田町 中沖 285-4 雑種地 3.07㎡ 平成12年3月17日

143 下新田町 中沖 306-5 雑種地 4.77㎡ 平成15年6月16日

144 下新田町 村西 321-4 宅地 1.00㎡ 平成19年5月10日

145 下新田町 新畑 427-27 雑種地 3.87㎡ 平成28年12月6日

146 下新田町 大沢境 460-172 雑種地 19.00㎡ 昭和57年8月10日

147 下新田町 大沢境 460-176 宅地 17.85㎡ 昭和57年12月14日

148 下新田町 大沢境 476-29 宅地 1.61㎡ 昭和52年6月20日

149 下新田町 砂原 498-14 雑種地 5.65㎡ 平成28年1月19日

150 下新田町 砂原 504-7 宅地 0.35㎡ 昭和52年6月20日

151 下新田町 砂原 506-4 宅地 3.23㎡ 昭和52年6月20日

152 下新田町 砂原 526-16 雑種地 4.51㎡ 平成24年9月25日

153 下新田町 砂原 534-17 雑種地 4.55㎡ 平成27年1月5日

154 下新田町 町下 538-9 雑種地 23.00㎡ 平成7年3月27日

155 下新田町 町下 543-9 宅地 14.11㎡ 平成19年1月10日

156 下新田町 町下 550-13 雑種地 2.48㎡ 平成25年10月16日

157 下新田町 町下 574-13 雑種地 6.12㎡ 平成13年5月25日

158 下新田町 町下 601-17 雑種地 2.00㎡ 平成27年6月5日

159 下新田町 島 616-10 雑種地 11.00㎡ 平成14年11月25日

160 下新田町 島 616-19 宅地 3.83㎡ 平成19年1月10日

161 下新田町 町東 872-8 雑種地 18.00㎡ 平成4年8月21日

162 下新田町 字島 630-3 雑種地 3.10㎡ 平成24年11月13日

163 上新田町 雷電 1023-26 雑種地 7.94㎡ 平成27年5月18日

164 上新田町 雷電 1050-35 雑種地 3.65㎡ 昭和53年2月9日

165 上新田町 下新田浦 1350-4 雑種地 10.00㎡ 平成12年12月28日

166 上新田町 下新田浦 1360-11 雑種地 9.49㎡ 平成28年8月29日

167 上新田町 宇河原添 1376-11 雑種地 47.00㎡ 昭和60年6月13日

168 上新田町 町東 968-4 雑種地 8.08㎡ 平成24年11月5日

169 小相木町 小山 83-22 雑種地 4.50㎡ 平成26年6月12日

170 小相木町 村南 599-8 畑 3.02㎡ 平成12年11月27日
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171 古市町 和尚塚 289-14 雑種地 0.30㎡ 昭和59年1月31日

172 古市町 和尚塚 306-12 雑種地 5.61㎡ 昭和59年1月31日

173 古市町 和尚塚 306-9 宅地 7.96㎡ 昭和59年1月31日

174 古市町 和尚塚 296-17 雑種地 0.58㎡ 平成28年9月23日

175 江田町 下り柳 176-16 雑種地 4.15㎡ 平成12年1月13日

176 江田町 下り柳 176-25 雑種地 0.33㎡ 平成12年1月13日

177 江田町 田中境 220-10 雑種地 5.42㎡ 平成12年2月25日

178 江田町 田中境 220-11 宅地 0.26㎡ 平成18年10月19日

179 江田町 村西 345-1 雑種地 1.23㎡ 平成17年7月26日

180 江田町 村西 345-10 雑種地 2.12㎡ 平成17年7月26日

181 江田町 村西 385-10 雑種地 5.30㎡ 平成20年1月25日

182 青葉町     21-2 雑種地 4.66㎡ 平成12年8月31日

183 青葉町 18-8 雑種地 4.99㎡ 平成12年8月31日

184 元総社町 弥勒 1239-9 雑種地 3.09㎡ 平成18年12月14日

185 元総社町 屋敷 2524-14 雑種地 8.07㎡ 平成16年9月1日

186 元総社町 早道 775-19 宅地 8.08㎡ 平成25年7月19日

187 元総社町 早道 872-11 雑種地 6.08㎡ 平成15年12月9日

188 元総社町一丁目 7-6 宅地 2.00㎡ 平成18年11月2日

189 石倉町一丁目 2-59 雑種地 6.75㎡ 平成17年10月24日

190 鳥羽町 清水 696-10 宅地 5.77㎡ 平成12年8月2日

191 総社町総社 給人城川 1318-17 宅地 4.00㎡ 昭和53年12月23日

192 総社町総社 給人城川 1344-22 雑種地 7.43㎡ 平成2年10月17日

193 総社町総社 給人城川 1381-18 宅地 16.00㎡ 昭和52年7月2日

194 総社町総社 給人城川 1381-26 雑種地 12.00㎡ 昭和52年7月2日

195 総社町二丁目 13-22 雑種地 1.47㎡ 平成21年6月3日

196 総社町植野 東新井 131-33 雑種地 10.00㎡ 平成22年11月25日

197 総社町植野 道木 601-6 雑種地 18.00㎡ 平成28年2月3日

198 総社町植野 道木 602-13 雑種地 0.19㎡ 平成28年2月3日

199 総社町植野 1061-1 雑種地 17.00㎡ 平成5年7月24日

200 総社町植野 輪久 796-5 雑種地 3.54㎡ 平成19年4月19日

201 総社町植野 向畑 838-10 雑種地 5.06㎡ 平成28年9月15日

202 総社町桜が丘 1037-102 雑種地 5.44㎡ 昭和62年12月23日

203 総社町桜が丘 1037-156 宅地 5.78㎡ 平成10年3月5日

204 総社町桜が丘 1037-157 宅地 4.55㎡ 平成10年3月5日

205 総社町桜が丘 1037-158 宅地 6.09㎡ 平成10年3月5日

206 総社町桜が丘 1037-68 雑種地 3.04㎡ 平成15年9月2日

207 総社町桜が丘 1038-53 雑種地 6.32㎡ 平成10年11月2日

208 上細井町 芦沼 1700-120 雑種地 11.00㎡ 昭和63年9月6日

209 上細井町 芦沼 1700-121 雑種地 8.15㎡ 昭和63年9月6日

210 上細井町 芦沼 1700-136 雑種地 10.00㎡ 昭和63年9月6日

211 上細井町 芦沼 1700-143 雑種地 9.11㎡ 昭和63年9月6日

212 下細井町 548-19 雑種地 3.07㎡ 平成25年10月16日

213 下細井町 称搦 642-158 雑種地 5.80㎡ 平成12年5月24日

214 下細井町 称搦 642-159 雑種地 4.63㎡ 平成12年5月24日

215 下細井町 称搦 642-160 雑種地 4.96㎡ 平成12年5月24日

216 下細井町 称搦 642-161 雑種地 4.39㎡ 平成12年5月24日

217 下細井町 称搦 642-162 雑種地 4.34㎡ 平成12年5月24日

218 下細井町 東砂子田 644-37 雑種地 5.78㎡ 平成8年1月19日

219 下細井町 東砂子田 645-58 雑種地 5.82㎡ 平成8年1月19日

220 下細井町 東砂子田 645-59 雑種地 5.80㎡ 平成8年1月19日

221 下細井町 西砂子田 660-28 雑種地 5.84㎡ 平成8年1月19日

222 下細井町 西砂子田 703-40 雑種地 5.81㎡ 平成11年7月27日

223 下細井町 西砂子田 703-41 雑種地 5.39㎡ 平成11年7月27日

224 下細井町 西砂子田 703-42 雑種地 5.18㎡ 平成11年7月27日

225 北代田町 片原 39-36 雑種地 4.83㎡ 平成25年10月28日

226 北代田町 片原 70-6 雑種地 3.03㎡ 平成27年7月3日

227 北代田町 八反田 626-4 宅地 5.92㎡ 平成11年5月28日

228 北代田町 上宮 79-13 雑種地 3.36㎡ 平成19年8月20日

229 北代田町 中 489-13 雑種地 3.26㎡ 平成23年7月20日

230 北代田町 西久保 4-7 雑種地 3.08㎡ 平成27年7月30日
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231 上小出町一丁目 8-68 宅地 4.05㎡ 平成12年5月10日

232 龍蔵寺町 247-9 雑種地 1.77㎡ 平成20年12月11日

233 青柳町 寺家前 79-5 雑種地 12.00㎡ 昭和51年10月6日

234 青柳町 寺家前 80-4 雑種地 2.25㎡ 昭和51年10月6日

235 青柳町 寺家前 104-6 雑種地 6.36㎡ 平成20年10月16日

236 青柳町 寄居 260-34 雑種地 6.14㎡ 平成10年12月4日

237 青柳町 鋳物師 294-6 雑種地 14.00㎡ 平成17年7月28日

238 青柳町 小八幡 434-3 宅地 3.01㎡ 平成25年6月6日

239 青柳町 小八幡 436-39 宅地 5.96㎡ 平成5年4月5日

240 青柳町 小八幡 447-6 雑種地 4.37㎡ 平成15年10月1日

241 青柳町 宿前 471-14 雑種地 13.00㎡ 平成19年1月10日

242 青柳町 宿前 474-58 雑種地 8.70㎡ 平成21年4月20日

243 青柳町 宿前 474-79 宅地 2.13㎡ 平成21年4月20日

244 青柳町 宿東 829-12 雑種地 3.06㎡ 平成26年12月10日

245 青柳町 宿西 721-3 雑種地 28.00㎡ 平成26年11月25日

246 青柳町 遠辻 65-19 雑種地 4.86㎡ 昭和62年4月30日

247 青柳町 新屋敷 646-8 宅地 3.00㎡ 平成25年5月22日

248 青柳町 新屋敷 666-3 宅地 4.81㎡ 平成5年7月31日

249 青柳町 寄居 191-7 雑種地 3.90㎡ 平成27年6月2日

250 田口町 内島 1222-42 雑種地 11.00㎡ 昭和61年4月29日

251 田口町 向島 1349-6 雑種地 4.50㎡ 平成3年8月21日

252 田口町 向島 1362-8 雑種地 4.55㎡ 平成3年8月21日

253 関根町二丁目 9-44 宅地 2.15㎡ 平成23年10月31日

254 関根町三丁目 37-23 雑種地 12.00㎡ 平成16年1月14日

255 南橘町 13-2 雑種地 179.00㎡ 昭和59年10月19日

256 緑が丘町 23-29 雑種地 1.99㎡ 平成16年12月20日

257 青梨子町     1219-17 雑種地 4.52㎡ 平成4年3月17日

258 青梨子町     1345-29 雑種地 4.52㎡ 平成4年3月17日

259 天川大島町 三丁田 1316-39 雑種地 4.76㎡ 平成15年9月4日

260 天川大島町 川辺 267-20 宅地 2.85㎡ 平成18年12月6日

261 上大島町 西ノ山 103-46 雑種地 7.17㎡ 平成17年5月24日

262 上大島町 清水 67-122 宅地 14.20㎡ 平成21年4月20日

263 上大島町 清水 88-40 宅地 42.41㎡ 平成19年9月21日

264 上大島町 愛宕 441-39 雑種地 6.34㎡ 平成26年5月12日

265 野中町 281-5 雑種地 5.00㎡ 平成19年12月12日

266 駒形町 上橋 132-1 墓地 34.00㎡ 平成23年6月3日

267 駒形町 上橋 132-4 雑種地 19.00㎡ 平成15年3月26日

268 駒形町 1546-2 雑種地 8.48㎡ 平成18年5月31日

269 駒形町 下橋 1602-6 雑種地 5.82㎡ 昭和59年7月11日

270 駒形町 下橋 1603-57 雑種地 7.82㎡ 昭和59年7月11日

271 駒形町 下流 1610-13 雑種地 4.64㎡ 昭和59年2月29日

272 駒形町 下流 1614-3 雑種地 8.18㎡ 昭和59年2月29日

273 駒形町 下流 1616-4 雑種地 4.64㎡ 昭和59年2月29日

274 駒形町 町尻 505-23 雑種地 4.32㎡ 昭和63年6月7日

275 駒形町 町尻 505-68 雑種地 4.84㎡ 昭和63年6月7日

276 駒形町 町尻 512-27 雑種地 3.32㎡ 平成27年2月16日

277 駒形町 宮前 726-4 雑種地 1.06㎡ 昭和60年11月25日

278 駒形町 宮前 727-4 雑種地 1.89㎡ 昭和60年11月25日

279 駒形町 宮前 727-6 雑種地 1.70㎡ 昭和60年11月25日

280 富田町 2703-2 雑種地 6.75㎡ 平成19年11月16日

281 富田町 2703-7 雑種地 5.18㎡ 平成19年11月16日

282 富田町 2703-8 雑種地 4.51㎡ 平成19年11月16日

283 富田町 2707-2 雑種地 4.51㎡ 平成19年11月16日

284 富田町 2715-3 雑種地 6.74㎡ 平成19年11月16日

285 下大島町 1055-233 雑種地 4.52㎡ 平成20年6月23日
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番号 町 名 字 名 地 番 地　目 面　積 取 得 年 月 日

286 下大島町 1055-238 雑種地 6.41㎡ 平成20年6月23日

287 下大島町 1055-239 雑種地 5.73㎡ 平成20年6月23日

288 下大島町 1055-117 雑種地 4.62㎡ 平成24年4月13日

289 下大島町 八反畑 1220-50 雑種地 4.43㎡ 平成4年6月11日

290 下大島町 唐崎 1305-11 雑種地 28.00㎡ 昭和60年1月21日

291 下大島町 両家坂 1308-5 雑種地 72.00㎡ 昭和60年1月21日

292 下大島町 両家坂 1317-4 雑種地 107.00㎡ 昭和60年1月21日

293 下大島町 両家坂 1326-17 雑種地 102.00㎡ 昭和60年1月21日

294 下大島町 越渡 1333-5 雑種地 113.00㎡ 昭和60年1月21日

295 下大島町 両家坂 1339-11 雑種地 7.19㎡ 平成1年12月26日

296 下大島町 両家坂 648-10 雑種地 141.00㎡ 昭和60年1月21日

297 下大島町 両家坂 648-29 雑種地 12.00㎡ 平成1年12月26日

298 下大島町 橋上 50-7 田 3.62㎡ 平成25年4月26日

299 下増田町 745-21 宅地 4.01㎡ 平成22年5月21日

300 鶴が谷町 13-2 宅地 5.46㎡ 平成4年3月17日

301 大胡町 717-8 宅地 17.02㎡ 平成16年12月5日

302 茂木町 107-34 雑種地 0.20㎡ 平成20年9月5日

303 茂木町 107-36 雑種地 10.62㎡ 平成20年9月5日

304 茂木町 1283-19 雑種地 24.00㎡ 平成19年10月29日

305 茂木町 166-5 雑種地 1.99㎡ 平成16年12月5日

306 茂木町 270-12 公衆用道路 4.99㎡ 平成16年12月5日

307 茂木町 299-13 雑種地 10.00㎡ 平成16年12月5日

308 茂木町 304-6 雑種地 32.00㎡ 平成16年12月5日

309 茂木町 312-26 雑種地 5.32㎡ 平成16年12月5日

310 茂木町 312-31 雑種地 7.28㎡ 平成16年12月5日

311 茂木町 312-9 雑種地 10.00㎡ 平成16年12月5日

312 茂木町 321-4 雑種地 21.00㎡ 平成16年12月5日

313 茂木町 1196-10 雑種地 3.05㎡ 平成26年7月30日

314 堀越町 549-2 山林 188.00㎡ 平成23年8月31日

315 堀越町 989-31 雑種地 8.46㎡ 平成19年11月15日

316 滝窪町 541-23 雑種地 4.83㎡ 平成16年12月5日

317 河原浜町 1376-16 雑種地 5.92㎡ 平成16年12月5日

318 樋越町 169-4 雑種地 5.50㎡ 平成25年9月5日

319 樋越町 1020 雑種地 11.00㎡ 平成21年6月16日

320 樋越町 1062 雑種地 89.00㎡ 平成21年6月16日

321 樋越町 1091 雑種地 17.00㎡ 平成21年6月16日

322 樋越町 1092 雑種地 81.00㎡ 平成21年6月16日

323 樋越町 101-44 雑種地 4.52㎡ 平成17年8月5日

324 樋越町 101-46 雑種地 4.50㎡ 平成17年8月5日

325 樋越町 187-28 雑種地 3.00㎡ 平成26年7月29日

326 樋越町 738-13 雑種地 4.68㎡ 平成16年12月5日

327 樋越町 738-13 雑種地 2.09㎡ 平成18年11月6日

328 鼻毛石町 2158-4 雑種地 33.00㎡ 平成18年11月6日

329 粕川町月田 628-3 雑種地 36.00㎡ 平成16年12月5日

330 粕川町込皆戸 60-14 雑種地 3.69㎡ 平成29年3月31日

331 粕川町込皆戸 365-34 雑種地 4.52㎡ 平成16年12月5日

332 粕川町女渕 580-44 宅地 2.64㎡ 平成21年11月17日

333 粕川町女渕 589-24 雑種地 2.98㎡ 平成22年1月13日

334 粕川町女渕 590-72 雑種地 4.50㎡ 平成16年12月5日

335 富士見町時沢 諏訪前 1154-17 雑種地 2.03㎡ 平成21年11月20日

336 富士見町時沢 下白川 412-6 宅地 8.16㎡ 平成24年4月12日

337 富士見町小暮 木ノ根坂 2337-3 雑種地 6.27㎡ 平成21年5月5日

338 富士見町石井 上橋白川 1747-3 宅地 13.08㎡ 平成24年9月18日

339 富士見町石井 1747-7 宅地 7.12㎡ 平成25年12月17日

340 富士見町石井 1747-15 宅地 5.97㎡ 平成25年12月17日

341 富士見町山口 上原 189-2 畑 104.00㎡ 平成21年5月5日
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４　一般廃棄物収集運搬業許可業者
（平成２９年３月３１日現在）

・本社所在地が市内の業者 （５０音順）

収集運搬業者名 本社住所 電話番号

1 有限会社葵企画 前橋市三俣町三丁目9番地15 027-234-9015

2 赤　石  彰　治 前橋市日吉町一丁目20番地2 027-232-8123

3 株式会社赤城資源 前橋市飯土井町168番地4 027-269-1678

4 有限会社旭 前橋市田口町264番地1　　 027-234-0717

5 株式会社アドバンティク・レヒュ－ス 前橋市泉沢町1250番地16 027-268-0055

6 株式会社荒牧 前橋市国領町二丁目2番19号 027-234-1825

7 有限会社飯塚正男解体 前橋市公田町493番地 027-265-1185

8 株式会社かんきょう２１ 前橋市青梨子町1345番地22 027-226-1223

9 五十嵐　一　欽 前橋市小坂子町1608番地 027-226-5831

10 有限会社石井興業 前橋市野中町119番地 027-263-8668

11 今井前橋資源有限会社 前橋市上小出町二丁目39番地の10 027-233-2154

12 　井　幸　人 前橋市下細井町555番地4 027-234-5082

13 エコアドバンス有限会社 前橋市富田町1402番地の1 027-268-2211

14 有限会社エルアイビイ 前橋市二之宮町869番地10 027-280-2055

15 有限会社大胡清掃社 前橋市樋越町253番地1 027-283-3040

16 大　山　一　男 前橋市石倉町五丁目20番地30 027-253-8274

17 岡田鋼商株式会社 前橋市日吉町四丁目32番地の3 027-231-7834

18 小　沢　　　勇 前橋市岩神町二丁目22番17号 027-231-7349

19 株式会社 オダワラ 前橋市泉沢町1250番地6 027-268-3272

20 小幡解体興業株式会社 前橋市天川大島町三丁目33番地の5 027-261-6687

21 有限会社オフィスコウセイ 前橋市三俣町一丁目14番地18 027-231-8601

22 株式会社片桐商店 前橋市大渡町一丁目18番地1 027-251-5719

23 加　藤　信　宏 前橋市堤町713番地4 027-226-1400

24 有限会社環境サポート 前橋市五代町396番地 027-264-3527

25 環境システム株式会社 前橋市荻窪町785番地6 027-269-1834

26 環境ワークス株式会社 前橋市下細井町266番地1 027-231-8316

27 有限会社クリ－ンフェイスト 前橋市関根町三丁目8番地の10 027-234-1247

28 群馬総業株式会社 前橋市滝窪町1368番地30 027-283-3203

29 株式会社群馬総合紙業 前橋市西善町847番地4 027-266-6961

30 株式会社群馬総合資源 前橋市文京町一丁目34番13号 027-221-6965

31 群馬緑化株式会社 前橋市敷島町248番地13 027-219-4193

32 ケービックス株式会社 前橋市問屋町一丁目3番地の1 027-253-3361

33 晃喜事業株式会社 前橋市富士見町時沢2348番地5 027-289-0025

34 紅陵造園株式会社 前橋市青梨子町1617番地1 027-251-9917

35 有限会社こだま運輸 前橋市力丸町480番地 027-265-2221

36 有限会社斉田商事 前橋市勝沢町382番地 027-264-1931

37 有限会社坂本清掃社 前橋市粕川町込皆戸139番地 027-285-4295
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収集運搬業者名 本社住所 電話番号

38 株式会社佐藤商店 前橋市二之宮町257番地の4 027-268-2780

39 塩沢商事有限会社 前橋市富士見町田島27番地1 027-288-5101

40 塩　原　　　哲 前橋市田口町571番地 027-219-0505

41 社会福祉法人しののめ会 前橋市江木町518番地 027-283-1900

42 清水商運株式会社 前橋市上佐鳥町462番地の1 027-265-1508

43 有限会社下田組 前橋市富士見町時沢469番地5 027-288-2849

44 上毛資源株式会社　 前橋市高井町一丁目13番地の4 027-251-7395

45 有限会社須田工業 前橋市富士見町小暮２４２０番地 027-288-5508

46 有限会社関根商事 前橋市粕川町稲里192番地 027-212-5225

47 大栄産業株式会社 前橋市上泉町664番地19 027-235-3461

48 有限会社大三興業 前橋市北代田町751番地2 027-212-2893

49 有限会社太陽美装 前橋市富士見町漆窪112番地7 027-288-7325

50 太陽ビルサービス株式会社 前橋市三俣町一丁目4番地の1 027-237-3311

51 田　中　　　宏 前橋市広瀬町一丁目9番地2 027-261-2638

52 有限会社種田仕切店 前橋市上大島町991番地の1 027-261-0306

53 塚　田　三枝子 前橋市駒形町1205番地2 027-266-7642

54 株式会社テシマ 前橋市富士見町小暮2295番地の13 027-288-5819

55 東朋産業株式会社 前橋市総社町桜が丘1225番地2 027-253-8260

56 中　島　由美子 前橋市上小出町一丁目32番地5 027-233-6456

57 中　根　勇　造 前橋市茂木町135番地7 027-283-6768

58 有限会社中村資源 前橋市上佐鳥町204番地 027-265-5010

59 株式会社ナグモコーポレーション 前橋市東片貝町1029番地 027-263-2221

60 有限会社奈良農場 前橋市富士見町赤城山1204番地の115 027-288-5181

61 株式会社西建 前橋市上長磯町310番地1 027-212-8890

62 庭前紙業株式会社 前橋市荒牧町13番地41 027-231-2214

63 野口解体有限会社 前橋市富士見町石井1307番地1 027-288-5146

64 有限会社早瀬商事 前橋市上佐鳥町350番地の7 027-265-2646

65 久松商事株式会社 前橋市北代田町691番地 027-231-8225

66 有限会社藤井造園 前橋市田口町567番地の1 027-232-8856

67 有限会社フジ不動産 前橋市日吉町三丁目11番地の1 027-234-3557

68 有限会社富士見清掃センタ－ 前橋市富士見町引田476番地53 027-288-3149

69 有限会社プライムコーポレーション 前橋市泉沢町974番地 027-280-7351

70 株式会社ＢＡＳＥ　ＨＩＬＬ 前橋市鳥取町766番地23 027-212-7075

71 前橋運輸株式会社 前橋市力丸町468番地 027-265-2331

72 株式会社前橋グリーンセンター 前橋市後閑町306番地の1 027-265-2043

73 有限会社前原化成産業 前橋市苗ケ島町1566番地の2 027-283-9229

74 株式会社丸越 前橋市若宮町三丁目10番13号 027-231-0709

75 有限会社マルヒロ商事 前橋市下小出町三丁目25番地の2 027-235-2854

76 株式会社三河 前橋市三河町一丁目22番13号 027-221-7340

77 株式会社ミドリ紙業 前橋市下川町40番地10 027-212-5230

78 有限会社宮城衛生 前橋市市之関町1144番地1 027-283-2231



- 185 -
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79 有限会社宗長商会 前橋市下大島町547番地 027-266-1465

80 村上産業株式会社 前橋市城東町四丁目23番2号 027-231-9224

81 有限会社森下企画 前橋市富士見町時沢2870番地1 027-288-1414

82 山　田　宗　男 前橋市広瀬町二丁目33番地 027-261-5873

83 株式会社大和資源 前橋市富士見町時沢2835番地8 027-288-1614

84 株式会社やまびこ 前橋市横沢町74番地21 027-212-3672

85 株式会社友祇興産 前橋市富士見町時沢2847番地 027-288-6775

86 ライフ建物管理株式会社 前橋市富士見町時沢2774番地8 027-288-2868

87 株式会社脇谷 前橋市上大島町331番地 027-290-2228

88 株式会社ワンアクシス 前橋市端気町21番地1 027-269-1223

合計 （８８社）

・本社所在地が県内他市町村の業者 （５０音順）

収集運搬業者名 本社住所 電話番号

1 あさひ建設　株式会社 高崎市下小鳥町66番地9 027-361-0982

2 株式会社アシスト環境システム 伊勢崎市西久保町二丁目222番地10 0270-27-4222

3 飯　沼　　　浩 高崎市鼻高町364番地1 027-327-0377

4 株式会社石川産業 北群馬郡吉岡町大字下野田833番地1 0279-20-5545

5 株式会社一倉総業 北群馬郡榛東村大字広馬場2722番地6 0279-54-5710

6 株式会社エイ・シー・シー群馬 高崎市大八木町920番地15 027-364-1558

7 株式会社　エイコー 高崎市綿貫町80番地1 027-388-1353

8 株式会社エーエルビー 沼田市奈良町673番地 0278-24-2950

9 大　伴　精二朗 北群馬郡吉岡町大字上野田775番地 0279-25-8414

10 有限会社開陽産業 北群馬郡吉岡町大字上野田1256番地396 0279-54-8107

11 株式会社環境システムズ 高崎市倉賀野町3250番地7 027-350-5353

12 桐生環境保全株式会社 桐生市相生町三丁目560番地の7 0277-52-6971

13 株式会社群成舎 高崎市上並榎町129番地の1 027-362-5533

14 群馬環境開発株式会社 高崎市乗附町2823番地の2 027-326-6751

15 株式会社群馬環境センタ－ 桐生市東七丁目8番32号 0277-20-7767

16 群馬総業有限会社 北群馬郡吉岡町大字下野田1284番地 0279-54-3361

17 企業組合群馬中高年雇用福祉事業団 佐波郡玉村町大字上福島525番地 0270-65-1953

18 株式会社ぐんま東庄 高崎市寺尾町2312番地8 027-323-5331

19 株式会社群馬バス 高崎市緑町三丁目2番地3 027-364-3707

20 株式会社Ｋ・Ｍ・Ｉ　 高崎市井野町206番地2 027-362-8604

21 株式会社県央興業 高崎市棟高町2591番地5 027-373-6112

22 小久保運送有限会社 伊勢崎市八斗島町1604番地8 0270-32-1542

23 有限会社　木暮総業 渋川市赤城町溝呂木1004番地 0279-56-8020

24 佐　伯　松　男 高崎市金古町1816番地25 027-372-8828

25 三栄商事株式会社 高崎市倉賀野町2453番地の8 027-347-1555
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収集運搬業者名 本社住所 電話番号

26 株式会社CTP 高崎市吉井町多胡52番地 027-384-3018

27 株式会社 シー・アイ・シー 高崎市東貝沢町一丁目16番地1 027-370-1144

28 ジー・ピークリーン有限会社 伊勢崎市西久保町二丁目178番地6 0270-63-0453

29 ＪＲ高崎鉄道サービス株式会社 高崎市下和田町五丁目3番21号 027-323-7534

30 重田商事株式会社 吾妻郡嬬恋村大字芦生田205番地 0279-97-3264

31 シゲン総業有限会社 伊勢崎市連取町3093番地14 0270-25-4311

32 有限会社島商事 佐波郡玉村町大字上之手2270番地13 027-350-4710

33 下田解体興業有限会社 渋川市赤城町持柏木243番地の2 0279-56-2365

34 株式会社成紀 高崎市萩原町319番地4 027-352-6397

35 曽　根　和　昭 伊勢崎市市場町二丁目874番地16 0270-40-6613

36 株式会社大斗産業 高崎市鼻高町498番地1 027-327-1731

37 有限会社都木商店 高崎市稲荷台町261番地の1 027-373-1191

38 玉川産業有限会社 藤岡市小林80番地の1 0274-23-3490

39 株式会社ツネジ坂本商店 高崎市双葉町2番6号 027-322-6738

40 東邦管理有限会社 伊勢崎市曲沢町1291番地1 0270-63-5846

41 有限会社東峰産業 渋川市北橘町真壁544番地5 0279-52-2818

42 東毛清掃株式会社 佐波郡玉村町大字五料162番地1 0270-65-6570

43 トネリサイクルシステム株式会社 邑楽郡大泉町西小泉二丁目3番17号 0276-63-8245

44 外山産業有限会社 桐生市菱町二丁目1713番地 0277-47-1005

45 豊丸総合産業有限会社 みどり市笠懸町西鹿田1003番地1 0277-70-7012

46 有限会社長岡木材 渋川市赤城町三原田572番地の1 0279-56-3362

47 株式会社ナカシゲ 桐生市境野町六丁目511番地の1 0277-44-7555

48 株式会社ナカジマ・プランニング 高崎市上並榎町740番地1 027-393-6633

49 中　村　重　雄 藤岡市藤岡2186番地1 0274-22-0799

50 有限会社ニイサトエコー 桐生市新里町鶴ヶ谷300番地1 0277-74-3763

51 沼田資源株式会社 沼田市岩本町550番地1 0278-23-8153

52 株式会社萩原商店 みどり市大間々町桐原3536番地 0277-72-2047

53 服　部　三千夫 高崎市金古町76番地1 080-5923-6750

54 株式会社ファミリー 伊勢崎市波志江町1035番地1 0270-24-5353

55 有限会社北毛リサイクル 渋川市赤城町北上野420番地2 0279-56-4185

56 星野重機株式会社 北群馬郡吉岡町大字大久保71番地の1 0279-54-4560

57 有限会社前原 桐生市新里町板橋831番地2 0277-74-0031

58 有限会社松村商店 藤岡市鬼石571番地1 0274-52-2228

59 丸政商事株式会社 渋川市渋川1200番地 0279-25-7025

60 有限会社三浦商店 高崎市東中里町10番地 027-347-2702

61 宮野環境設備株式会社 高崎市倉賀野町567番地の4 027-346-2468

62 有限会社美山商事 佐波郡玉村町大字樋越1715番地3 0270-65-5142

63 明和興業有限会社 北群馬郡吉岡町大字漆原1384番地4 0279-54-0783

64 株式会社ヤマジス 高崎市片岡町二丁目5番21号 027-328-7774

65 山　田　順　一 高崎市西国分町256番地18 027-372-4886

66 株式会社山富士産業 高崎市我峰町166番地の1 027-343-2411

67 株式会社横田商事 館林市足次町26番地1 0276-73-2416

68 有限会社芳野 高崎市楽間町415番地39 027-323-1683
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収集運搬業者名 本社住所 電話番号

69 株式会社吉原 高崎市飯塚町210番地 027-361-3984

70 株式会社両毛資源開発 桐生市相生町三丁目547番地の1 0277-55-6077

合計 （７０社）

・本社所在地が県外の業者 （５０音順）

収集運搬業者名 本社住所 電話番号

1 有限会社大野生研工業 埼玉県熊谷市下川上1568番地11 048-526-0587

2 大郭産業株式会社 埼玉県熊谷市下川上1537番地1 048-501-8367

3 株式会社ヤマキ 埼玉県熊谷市三ケ尻字新山3884番地 048-532-1740

4 株式会社サニタリ－センタ－ 埼玉県本庄市小島南三丁目11番15号 0495-24-1435

5 永田紙業株式会社 埼玉県深谷市長在家198番地 027-372-1838

6 有限会社戸口工業 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川4621番地 0493-65-0601

7 株式会社ナカダイ 東京都品川区南品川二丁目4番5号 03-3474-5334

8 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 03-5995-3701

合計 （８社）

・廃家電製品（エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機）のみ取り扱う業者 （５０音順）

収集運搬業者名 本社住所 電話番号

1 有限会社伊藤博光商店 高崎市金古町３６４番地 027-373-2357

2 環境事業株式会社 高崎市若田町１０２番地２ 027-325-8774

3 有限会社環境リブテック 高崎市倉渕町三ノ倉３７４番地４ 027-378-2569

4 近 藤  常　雄　 高崎市八千代町一丁目１１番２号 027-326-7360

5 齋藤八五郎商店株式会社 高崎市柴崎町１６７４番地 027-352-7858

6 櫻 澤  文 郎 高崎市大橋町４０番地１８ 027-324-5245

7 塚 越  章 高崎市白岩町９２番地２ 027-344-0156

8 一般財団法人箕郷町環境衛生協会 高崎市箕郷町矢原８３３番地１ 027-371-5321

合計 （８社）

・特定の業者からの廃棄物のみ取り扱う業者 （５０音順）

収集運搬業者名 本社住所 電話番号

1 生方工業株式会社 沼田市岩本町２６９番地 0278-24-0798

2 尾池電業有限会社 桐生市新里町新川３８７４番地 0277-74-3111

3 有限会社剣持工業 吾妻郡東吾妻町大字岩井１０９４番地３ 0279-68-0588

4 株式会社セイモー 高崎市上並榎町１１３番地の３ 027-363-3336

5 堤電気有限会社 沼田市下沼田町８３番地４ 0278-24-4655

合計 （５社）
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５　一般廃棄物処分業許可業者 （平成２９年３月３１日現在、５０音順）
本社住所

処理施設所在地

取扱品目

前橋市上小出町二丁目３９番地の１０

前橋市上小出町二丁目３９番９、３９番１０

ごみ（紙くず）の処分に限る。ただし、特別管理一般廃棄物を除く。

前橋市富田町１４０２番地の１

前橋市堀越町１９９２番７

ごみ（木くず）の処分に限る。ただし、特別管理一般廃棄物を除く。

前橋市泉沢町１２５０番地６

前橋市泉沢町１２５０番６、外２筆

ごみ（木くず）の処分に限る。ただし、特別管理一般廃棄物を除く。

東京都千代田区四番町４番地８

前橋市上大島町字向川辺１８２番５３   

ごみ（衣料廃棄物）の処分に限る。ただし、特別管理一般廃棄物を除く。

高崎市寺尾町２３１２番地８

前橋市天川大島町１２７８番３の一部、外３筆

ごみ（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶
磁器くず（特定家庭用機器一般廃棄物（廃テレビジョン受信機、及び、特定
家庭用機器再商品化法施行令第２条第２項に規定する特定物質等を使用した
廃電気冷蔵庫及び廃電気冷凍庫を除く。）に限る。））の処分に限る。

前橋市青梨子町１６１７番地１

前橋市内一円（前橋市青梨子町字熊野前１４１８番（駐機場））

ごみ（木くず）の処分に限る。ただし、特別管理一般廃棄物を除く。

前橋市江木町５１８番地

前橋市堀越町字西柳６９９番４   

ごみ（ペットボトルの処分に限る。）ただし、特別管理一般廃棄物を除く。

前橋市高井町一丁目１３番地４

前橋市高井町一丁目１３番地２、外４筆、前橋市富士見町石井１６３２番１、外１筆

ごみ（廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属く
ず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類）の処分に限
る。ただし、特別管理一般廃棄物を除く。

前橋市富士見町小暮２４２０番地

前橋市富士見町赤城山字下横道４１１番１　外３筆

ごみ（廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ガラ
スくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、混合廃棄物）の処分
に限る。ただし、特別管理一般廃棄物を除く。

前橋市柏倉町２４０８番地７

前橋市柏倉町２４０８番２、２４０８番７

ごみ（木くず）の処分に限る。ただし、特別管理一般廃棄物を除く。

東京都品川区南品川２丁目４番５号

前橋市駒形町１３２６番１、外１０筆

ごみ（木くず、紙くず、缶類、びん類、廃プラスチック類、廃蛍光灯、廃
畳）、粗大ごみ（特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７号）第
２条第５項に規定する特定家庭用機器廃棄物を除く。）の処分に限る。ただ
し、特別管理一般廃棄物を除く。

前橋市富士見町赤城山１２０４番地の１１５

前橋市富士見町赤城山字上横道１２０４番１６６３

ごみ（食品廃棄物）の処分に限る。ただし、特別管理一般廃棄物を除く。

前橋市荒牧町１３番地４１

前橋市堀越町５８８番地１、外２筆

ごみ（廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、金属くず）の処分に限る。た
だし、特別管理一般廃棄物を除く。

中間処理業者名 電話番号

1 今井前橋資源有限会社 027-233-2154

2 エコアドバンス有限会社 027-268-2211

3 株式会社オダワラ 027-268-3272

4 株式会社金星 027-226-6244

5 株式会社ぐんま東庄 027-323-5331

6 紅陵造園株式会社 027-251-9917

7 社会福祉法人　しののめ会 027-267-1770

8 上毛資源株式会社 027-251-7395

9 有限会社須田工業 027-288-5508

10 有限会社武京商会 027-283-0489

11 株式会社ナカダイ 027-266-5103

12 有限会社奈良農場 027-288-5181

13 庭前紙業株式会社 027-231-2214
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前橋市北代田町６９１番地

前橋市北代田町字薬師６９１番１、外７２筆

ごみ（廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラスく
ず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類）の処分に限る。ただし、特
別管理一般廃棄物を除く。

太田市西新町１３番地３

前橋市力丸町４８７番１

ごみ（廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず（廃畳に限る。））の
処分に限る。ただし、特別管理一般廃棄物を除く。

合　　計 （１５社）

14 久松商事株式会社 027-231-8225

15 株式会社ログ 027-210-0681
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