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指定袋によるごみの排出が決定しました

久喜宮代衛生組合では、平成２２年３月の新久喜市の誕生により組合の区域が拡大され、
三箇所の清掃センターによる処理体制となりましたが、各清掃センターごとに、ごみの分別
方法やごみの排出方法が異なっております。このため、各清掃センターごとに異なるごみの
分別や排出方法等の統一を図るため、廃棄物減量等推進審議会に諮問した結果、指定袋を導
入することによって廃棄物の発生が抑制され、処理量の減少等の効果が見込まれるとともに、
管外からの持込みや不適物の混入の防止などの二次的効果も期待できるとして、衛生組合管
内で可燃・不燃の２種類のごみ袋を指定することが望ましいとの答申がありました。
この答申を尊重し、衛生組合では 環境にやさしい資源循環型のごみ処理行政を推進し、更な
るごみの減量を図るため、平成 24 年 4 月から全域において統一した指定ごみ袋を導入すること
としました。

指定袋に関する決定項目

・ 指定されるごみ袋
・開 始 時 期
・費 用 負 担

「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」の２種類
平成２４年４月～ ※指定袋以外の分別・ごみの出し
方については、変更ありません。
実費負担方式

有料方式と実費負担方式の違いについて
有料方式は、一般的に袋１枚が３０円、または４０円などの価格で販売されております。
仮に製造費が１０円、販売店の取扱手数料が２円の場合、これを差し引いた１８円または
２８円が自治体の実質収入となります。袋を一定価格で購入して使用することで住民の皆
様にごみの減量意識が生まれ、発生抑制や排出抑制の効果がもたらされるとともに、この
収入がごみ処理費用の財源として活用されます。
実費負担方式は、有料方式と同じく製造費が１０円、販売手数料が２円とした場合、
これらの実費分である１２円で住民の方々に買っていただくことになり、有料方式のよう
な財源とはなりませんが、排出抑制効果に伴う収集や処理等のコスト軽減など、同様の効
果がもたらされるものであり、住民の皆様のご負担も有料方式に比べ少なくて済みます。
現在、菖蒲清掃センター管内及び八甫清掃センター管内で実施されておりますのも、この
実費負担方式です。
指定ごみ袋の取り扱い店等の詳細な情報につきましては、次回以降の衛生組合だよりや久喜市・

宮代町の広報によりお知らせをしてまいります。

また、この指定ごみ袋導入の説明会をご希望の地区には、担当者がまいりますので、地区単位

で申込みくださいますようお願いします。

担当

総務課減量推進係
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● 10 月は「ノーレジ袋キャンペーン月間」です
衛生組合では、ごみ減量化のための取り組みとして、住民の皆様
がマイバッグを持参することにより、お店がレジ袋の配布を控えてい
ただく「ノーレジ袋キャンペーン月間」を１０月１日（土）から１０月
３１日（月）まで実施します。これは、
「レジ袋をなくそう」というこ
スーパー
とではなく、「不要なレジ袋をもらわずにごみを減らそう」という取
○△□
り組みです。
活動内容は、久喜市商工会、宮代町商工会、菖蒲商工会、栗橋
商工会、鷲宮商工会の各商工会の後援を得て、各商工会会員・参加協力事業者が、のぼり
旗を掲出し、レジ袋削減を呼び掛けます。
また、１０月中に実施される「久喜市民まつり」、「静御前まつり（久喜市栗橋地区）」と、
管内大型店舗の店頭で、地域の廃棄物減量等推進員の皆様の協力をいただき、啓発活動を
行います。
毎年、衛生組合で実施しています、「プラスチック類の組成分類調査」によりますと、平成
２２年度の調査結果では、マイバッグを利用すればもらわずに済んだと思われるレジ袋が１
週間で１世帯あたり２．
４枚排出されているという結果が出ました。久喜市・宮代町の世帯数
が約７４，
０００世帯ですので、単純に計算をすると、年間で約９２４万枚もの不要なレジ袋
が捨てられていることになります。なお、９２４万枚のレジ袋を作成するには、原料だけで約
１８万５千ℓの石油が必要となります。
不要なレジ袋をもらわないことにより、ごみの減量ばかりでなく、石油資源の節約にもつな
がります。「ノーレジ袋キャンペーン」へのご理解、ご協力をお願いします。

●ノーレジ袋キャンペーンの標語が決定！
今年のノーレジ袋キャンペーンの標語が、応募総数９１通の中から次のとおり決定しました。
多数の応募ありがとうございました。

持ってます 言ってニッコリ マイバッグ
久喜市

古澤

友美

様

コバトンからもお願い！“循環型社会”構築のために、

3R

リデュース

Reduce （ごみの減量）
リユース

Reuse
リサイクル

（再使用）

Recycle （再生利用）

を推進しよう！
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●
「ノーレジ袋キャンペーン月間」参加協力店舗
（事業者）
久喜市久喜地区（160事業者）
古久喜 ㈱エコス久喜 SC 店
野久喜 ㈲武井商店
㈲クリーニングショップまつい
Ｂ・Ｃパル ワークマン久喜店
久喜中央１丁目
暮らしのファッションわたなべ
クッキープラザ 巻島薬局
柳田履物店 愛宕茶屋
㈱カワチ薬品久喜店
内利電器商会 ㈾服部呉服店
三ツ木酒店 サイクルハウスイシイ
㈲ミスズ 島田燃料店
渕岡生花店 山中ふとん店
久喜中央２丁目
コスモ薬局 吉田輪店 ㈲伊藤酒店
サカエ薬局 えのもと陶苑
㈱エル・サイトウ ㈱化粧品の店ポポ
八百雅商店
久喜中央３丁目
荒井陶器店 幸松屋時計店 武井園
まつや呉服店 ㈲魚重商店
キムラスポーツ 浜田自動車商工
のばら手芸店 川島輪店
㈱エデュケーショナルネットワーク
㈲百貨堂西口店
㈲太陽堂 章行㈱・タムラ
㈲ひだか酒店 田中屋菓子店
久喜中央４丁目
コイズミ酒店 ㈱シェーネ
洋装田中 青木商会
㈱イトーヨーカ堂久喜店
酒のマルタカ
南１丁目
清田豆腐店 みなみ保険調剤薬局
南３丁目 凮月堂
南４丁目 セブンイレブン久喜南店
久喜バリアフリー館
南５丁目 ㈲島先電機商会
ファッションプラザイサミヤ
タカヤマデンキ 鳥よし
本町１丁目
池上薬局 関口ふとん店
藤田油店 武井米穀店

宮代町（122事業者）

百間２丁目 ビューティーサロンノア
㈲中村米穀店 ㈲新川屋
百間３丁目 オリンピア
百間５丁目 関根輪業
司法書士渡辺事務所 鈴木商店
堀内電気商会
百間６丁目 清地庵
中島 ㈲東京ベンリ商会
宮東 中島自動車 アイエス技研
川端１丁目 鮮魚大友
メルヘンベーカリー 和菓子処きくや
㈲野口電器 大村庵 ㈲小澤
川端２丁目 須賀呉服店
川端３丁目 ㈲ FIL マネジメント
赤帽ヤマフク運送 八百忠商店
ファミリーマートシマムラ川端店

本町２丁目
ムカサデンキ ㈱マサクラワークス
㈱アズールガーデン
㈱グルメわしみ お茶の藤乃園
本町３丁目
もみじや関根酒店 八百徳商店
ひらのや酒店
本町４丁目 ㈱埼玉団扇
㈲勧銀ホームセンター
本町５丁目 ふとんの島崎
松本商店 桑藤精肉店 塩崎米穀店
㈲アヤナ包装 塚越商店
木村被服 橋戸薬局 松橋金物店
斉藤米穀店 魚定 真中鮮魚店
バイクショップグローバル
本町６丁目
㈱ますかわ電気久喜本店
菓子工房モニカ ㈱東武家具
折原酒店
本町７丁目 ㈱宮商
本町８丁目 ㈱グッディカキヌマ
上町 ㈲後藤商会 ㈱菊地工務店
久喜北１丁目 ㈲清水製菓
七福食品㈱
久喜北２丁目 ㈲クリーニングママ
あおい薬局北店 根岸酒店
㈱上州屋キャンベル久喜店
青毛１丁目
㈱ますかわ電気久喜東店
㈱コイデカメラ久喜店
青毛２丁目 ㈱マルエツ久喜店
㈲リバックス産業
青毛３丁目 ㈲まるいち
栗原２丁目 ㈱ならいち久喜東店
電化ハウス久喜栗原
栗原３丁目 ㈱アルディラ
リフォームとクリーニングアランベル
パン工房ブレドール
㈲埼玉職洗機材
青葉３丁目 ベーカリープレジール
㈲内田サイクル青葉店
青葉４丁目
セブンイレブン久喜青葉四丁目店

べジタブルショップ・モリタ
ドラッグメディコ久喜青葉店
吉羽２丁目 リバティー
久喜東１丁目 タナカ薬局
木村燃料 藤屋酒店
ダンディマルマン 久喜ベーカリー
久喜東２丁目 ひがし薬局
㈲日進堂カメラ久喜東口店
伊勢家菓子舗 和光電気㈱
㈱伊藤園久喜支店 日の出豆腐店
㈱アイスポーツ
久喜東３丁目
㈲ケンモック洋菓子店
㈲百貨堂東口店
ギターショップフォーチューン
久喜東５丁目 ふとんの寿屋
ミツワ薬品 森川部品㈱久喜営業所
さいたまコープミニコープ久喜東
関電器商会
上早見 弁天
下早見 桐ヶ谷園 昭和物流サービス㈱
太田袋 三笠米菓本舗 カトウ自動車
北青柳 ローソン久喜北青柳店
セイコーマート池上店
原 針ヶ谷呉服店
除堀 斉藤自動車整備工場
しんたく ㈲コートーハウス
斉藤洋品店 大島農機㈱関東（営）
江面 久喜中古機械センター樽床商店
ファミリーマート久喜インター店
㈲久喜マイカーセンター
上清久 久喜三菱自動車販売㈱久喜店
小林寝具店 ㈲カードリーム
佐久間商店 折原商店 石野酒店
アルファジャパン
下清久 杉田商店
六万部 ㈲東和パッケージ

川端４丁目
ミリオンリース販売㈱春日部パソコンセン
ター 酒処一献
道仏 ㈲ナカヨシ
姫宮 ㈲鈴木金物店
東姫宮１丁目 理容クローバー
㈲東屋酒店 ㈲高橋薬局
東 岡村商店
中 ㈲伊草自動車工業
島村米穀店
金原 ㈱大正店装 ㈲関永測量事務所
キク床
西原 佐藤理容室 丸福 伊勢貴
赤塚保険事務所 島村輪業
中央２丁目 森山商店 ㈲三栄電機
内田自動車工業所 凮月堂百間新道店

お食事処一心 澤井時計店
中央３丁目 浜田自転車預り所 ㈲典正
㈲コウケン ㈱協和 前野屋
㈲ライフフォート
笠原１丁目
㈲加藤園 やきとりすぎちゃん
笠原２丁目
小魚佃煮湖国 支那そば織ちゃん
宮代１丁目 寿司戸田家
宮代２丁目 宮代みっちゃん釣具店
宮代３丁目 成田サイクル
パブレストランきくち 折原酒店
栗田米穀店
フジオックス㈱宮代杉戸営業所
南彩農業協同組合宮代支店
肉の鳥七 宮代食品
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山崎 ㈲朋洋 ㈱新しい村 森の市場 結
学園台１丁目 凮月堂学園台店
ミルクユウユウ
テン・クィーンズ・テーブル
学園台２丁目 サニー薬局
本田１丁目 お好み焼山 理容まつもと
小船金物店 ＫＩＮＧ ’ Ｓ ＡＵＴＯ
居酒屋串正
本田２丁目 カレーハウスとんとん
㈱鈴木工務店
本田５丁目 あんでるせん
福寿司 リンテンバーグ
焼き鳥えっちゃん
カトレアクリーニング 理容ナカムラ

久喜市菖蒲地区（51事業者）
菖蒲町河原井 本沢豆腐店
菖蒲町三箇 カメラのアライ
細田釣具店 ㈱岡安不動産
伊万里本舗
菖蒲町新堀
栗原酒屋 ほりべストア
㈱東武ツーリスト
菖蒲町菖蒲
松橋商店 ㈲平沢商店 池田屋商店
宮田呉服店 フジミヤ
㈲新釜屋商店

久喜市栗橋地区（66事業者）
栗橋北１丁目 セタデンキサービス
あきば洋品店 斉藤茶店
栗橋北２丁目 ひろ 小林美容室
柿沼オートサイクル 諸田商店
金物センターひたちや
乙女屋 菊本商店
エステ・ラボ・さかにわ
栗橋中央１丁目
㈲みどり鮨
㈲Ｓ＆Ｋカシムラドラッグ
魚竹 魚竹精肉部 姉妹美容室
あっぷる パン工房ＨＩＲＯ
鳥政 のまっしょ元 嬉乃
魚栄 ㈲栗橋タクシー
三笠屋静御前店 パリジェンヌ
奈良呉服店 ㈲新谷クリーニング
栗橋中央２丁目
㈱ほりこし お茶の白石
㈲セキ薬局 魚安水産

久喜市鷲宮地区（31事業者）
東大輪
医）永成会矢作整形外科・内科
桜田２丁目
セブンイレブン鷲宮桜田 2 丁目店
㈱ベルクベスタ東鷲宮店
桜田３丁目
㈱ダイエー東鷲宮店
㈲リカーショップ BELL
外野 野本酒店
西大輪４丁目 矢納製菓㈱
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四季 レストランゑちごや
㈱ライフコーポレーション宮代店
須賀 新宅屋酒店 福澤自動車
東武レジャー企画㈱ とみた商店
ローソン宮代須賀店
東粂原 ㈲森山モータース
西粂原 近藤クリーニング商会
㈲柿沼自動車
国納 ビューティチャオ
岡村サイクル商会
宮代台 ㈲八百武酒店
㈲茂原商事
和戸 ㈲川野武次郎商店
ローソン宮代和戸店 日下部菓子店

オレオ ㈱あおば保険事務所
特別養護老人ホームみどりの森
和戸１丁目
ミヨ美容室 ㈲八宝堂 増山商店
和戸２丁目
野口堂洋品店 ㈱海健プロパン
和戸３丁目 和戸堀部歯科医院
山崎屋クリーニング
和戸４丁目
大谷商店 和戸飯店 まるひで
㈲野口商会 ミート＆デリカのざわ
丸藤金物店
和戸５丁目
一茶 理容ワタナベ

ツカヤ 山木屋酒店
ニューライフねぎし まつもとや
㈲鴨田商事 アルト・ボラルあおぞら
松村鶏肉専門店 ㈲やざわ商店
山の屋 ヤングリーフ 八百仙
棚橋精肉店 朝日屋洋品店
阿部豆腐店 飯田和菓子店
大屋書店 旭屋酒店
㈱加藤鉄工所
あやめ薬局 野口菓子店 幸松屋
モラージュ菖蒲 金子寝具店

今泉自転車整備工場 井ノ山米店
平沢たばこ店 ㈱ジョワールせきね
㈲田中米穀本店 シスター美容室
パール薬局 エビスヤクリーニング
菖蒲町柴山枝郷 ㈲長谷川運輸
菖蒲町下栢間 理容イシザカ
㈲加藤電化 ㈲伊藤商店
菖蒲町小林 長谷川酒店
犬のアンティ

こまみや靴履物店 吉忠呉服店
㈲アカシヤ あづまや靴履物店
栗橋東１丁目 東京外語義塾
栗橋東２丁目 ドラックアラカワ
ヘアールームアスコット
アスコットサービス㈱
スター理容室 はくつる
栗橋東３丁目 島田青果店㈲
栗橋東４丁目 ㈲ナガヌマでんき
栗橋東５丁目 ㈲国内旅行センター
中島豆腐店
栗橋東６丁目 ㈱ベイシア栗橋店
㈱杉山鉄工建設 荒井商店
永沼運輸㈱
緑１丁目 針金屋加藤酒店
白銀クリーニング店
中里
ヘルシーサロンオーガニック南栗橋
南栗橋１丁目 パン工房ガオ

南栗橋４丁目 鈴木商店
南栗橋６丁目 美容室ディーズスタイル
伊坂 エルメックツチダ 野本商店
松永 そば処さとかた ㈱島田石油
間鎌 ㈲長島商店
白馬メディケアサービス㈱
㈱クリエイト
佐間 島田菓子店
高柳 早水電気商会 角屋久下商店
酒井重工業㈱グローバルサービス部

西大輪５丁目 ㈱佐々商事
西大輪
セブンイレブン埼玉東鷲宮店
上内 すみれ薬局 ㈱いいじま
中妻 いよ電器 ㈱宮城商店
梅田製麺㈱ 関東テレビサービス
葛梅 相武酒店
鷲宮中央１丁目 倉持酒店
鷲宮中央２丁目 染谷商店
鷲宮１丁目 ㈱ＴＯＲＡＳＵＫＯ

鷲宮２丁目 古久店 島田菓子舗
中山菓子店 斎藤履物店
白石電機商会㈲
フラワーショップナリタ
オオサト靴店
モテキ米店 本多屋化粧品店
そば処ほんだや
鷲宮４丁目 畳濱合資会社
鷲宮 染谷輪業
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●マイバッグ作成講習会を開催します
不要になった傘の布を材料に、水を弾き汚れにくい、環境に優しいマイバッグの作り方を学びましょ
う。マイバッグ作成講習会は、
「ノーレジ袋キャンペーン月間」の一環として開催します。
募集対象・定員・内容等に限定がありますので、ぜひ早目にお申込みください。

“親子でマイバッグ”をつくろう

「栗橋文化会館（イリス）」で開催 10 月 15 日㈯ 9:30 ～ 12:00
【対
象】 親 子 （久喜市・宮代町内の小学生と保護者）
【定
員】 １０組２０人（申込順、親子で一つのマイバッグを作成します。）
【持 ち 物】 裁縫道具（電子ミシンや傘布、糸は衛生組合で用意します。）
【申込期間】 １０月７日（金）～１０月１４日（金）の 8:30 ～ 17:15（土・日を除く）
【申込方法】 久喜宮代清掃センター減量推進係 （３４）２０４２（電話のみ受付）

マイバッグ作成講習会

・
「久喜宮代清掃センター」で開催
10 月 26 日㈬ 9:00 ～ 12:00
・
「鷲宮公民館」で開催
10 月 29 日㈯ 9:00 ～ 12:00
【対
象】 過去に参加したことのない久喜市・宮代町在住の方
【定
員】 １０人（申込順）
【持 ち 物】 裁縫道具（電子ミシンや傘布、糸は衛生組合で用意します。）
【申込期間】 １０月７日（金）～１０月１９日（水）の 8:30 ～ 17:15（土・日を除く）
【申込方法】 久喜宮代清掃センター減量推進係 （３４）２０４２（電話のみ受付）

“中学生・高校生もマイバッグ”をつくろう

「久喜市中央公民館」で開催
10 月 30 日㈰ 10:00 ～ 13:00
【対
象】 久喜市・宮代町内の中学生・高校生（在住・在学可）
【定
員】 １０人（申込順）
【持 ち 物】 裁縫道具（電子ミシンや傘布、糸は衛生組合で用意します。）
【申込期間】 １０月７日（金）～１０月２１日（金）の 8:30 ～ 17:15（土・日を除く）
【申込方法】 久喜宮代清掃センター減量推進係 （３４）２０４２（電話のみ受付）

●「家庭ごみ・資源物収集カレンダー」外国語版をお配りしています

衛生組合では、管内各地区における「ごみ」の出し方などを記載した「家庭ごみ・資源物収集カレ
ンダー」の外国語版を、下記のとおり発行しています。ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
英語版 （English version）
スペイン語版 （version Espanola）
中国語版 （中文版）
ポルトガル語版 （versao Portuguesa）
主な配布場所
●久喜・宮代版
久喜宮代清掃センター
●菖蒲版
菖蒲清掃センター

久喜市役所 環境管理課
ふれあいセンター久喜
宮代町役場 環境推進担当
菖蒲総合支所

環境経済課

栗橋総合支所
鷲宮総合支所
希望部数の多い場合は、各清掃センターで対応します。

環境経済課
環境経済課

●栗橋・鷲宮版

八甫清掃センター
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久喜宮代清掃センター（久喜市久喜地区、宮代町）版
● 10 月から粗大ごみの取扱い変更について
衛生組合だより 8 月号にてお知らせしたとおり、10 月から粗大ごみ取扱い管内統一の実施に
伴い、久喜宮代清掃センターにて新たに「粗大ごみ」となった品目や、取扱いができなくなった
品目がありますので、ご注意ください。
見分け方

品目（例）

通常、業者により
設置される物

門扉、雨樋、雨戸、浴槽、風呂釜、
洗面台、流し台など

10 月以降の取扱い

衛生組合では取扱い不可
（※ 1）

処理が困難な物

パチンコ台など

45㍑の袋に入らない物
（可燃系）

ふとん（１度に 2 枚まで）・ギタ
ーなど

45㍑の袋に入らない物
（不燃系）

ゴルフセット（バッグ・クラブ）
・
衣装ケース・ファンヒーターなど

粗大ごみ
（※ 2）

※ 1：処分については、設置業者・購入業者等にご相談ください。
※ 2：切断や分解などして 45㍑の袋に入る場合、粗大ごみにはなりません。

●10・11月の祝日の業務は、下記のとおり実施します
収
１０月

集

家庭系ごみ
自己搬入

１０日（月・体育の日）

○

×

３日（木・文化の日）

○

○

２３日（水・勤労感謝の日）

○

○

１１月

※必ず、朝８時30分までに集積所に出してください。
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菖蒲清掃センター（久喜市菖蒲地区）版
●粗大ごみの出し方が変更になりました！
久喜市菖蒲地区では、
１０月から一般家庭の粗大ごみの予約による収集を開始しました。
予約収集にあたり下記のとおり手続きをお願いします。
① 菖蒲清掃センターへ粗大ごみ収集の予
約の電話（８５－７０２７）をしてくださ
い。
（1回につき5点まで）
品物と回収場所を確認し、回収日をお
知らせします。
② 粗大ごみ処理券を購入してくださ
い。（粗大ごみ1点につき1枚）
処理券の販売店は衛生組合だより8月
号又は組合ホームページをご覧くだ
さい。

処理券

③ 粗大ごみに処理券を目立つところに
貼付し、収集日に指定の場所（自宅
前等）に朝８時３０分までに出して
ください。

※１０月から粗大ごみの予約収集を開始しましたので、粗大ごみ運搬車の貸し出しはなくなりました。
※切断や分解などして４５㍑の袋に入る場合、粗大ごみにはなりません。

●アルミホイルの出し方

アルミホイルについては、燃やせるごみとして出されると、焼却処理の際に焼却炉機
器の故障や損耗につながりますので、燃やせないごみの日に出してください。

燃やせないごみの日

ア
ル
ミ
ホ
イ
ル

アルミホイル本体

アルミホイル
アルミホイルの箱

※金具は外して燃やせないごみへ

資源物（紙・布類等）
雑誌・雑紙の日
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八甫清掃センター（久喜市栗橋地区、鷲宮地区）版
●粗大ごみの出し方について（お願い）
申し込みがされていない粗大ごみが出ていることが大変多くなってきております。粗大ご
みの追加（変更）は、必ず前日の午前中までにご連絡ください。
収集日の当日に、申込みのないものや申込みされた以外のものが出されていても、収集で
きませんので、ご了承ください。

●集積所はきれいに利用しましょう
資源やごみを出すときは、どのように集積所に出していますか？
特に、２種類以上のごみや資源の収集日になっているときは、種類別にまとめて出される
ようお願いします。
種類別に出すことで、「収集もれの防止」が図られるとともに、
収集の効率も向上します。皆様の心づかいをお願いします。
また、収集車両により、収集の時間帯が異なります。集積所に
は必ず朝８時３０分までに出してください。
集積所は、皆様で利用するものですので、きちんと分別を行い、
きれいに利用するよう一人ひとりが心がけましょう。

●「プラスチック製容器包装」と「布・衣類」の収集を開始しました
１０月より、「プラスチック製容器包装」と「布・衣類」の収集が始まりました。
「プラスチック製容器包装」と「布・衣類」は、これまで焼却処理していたものを「資源」
として回収することで、限られた資源を有効活用するとともに、温室効果ガスを低減させる
ことも期待できます。
今の環境を将来の世代にこのまま引き継ぐためには、これらの分別が必要です。
分別開始に伴う置き場所の確保など皆様には大変お手数をお掛けしますが、何卒ご理解と
ご協力をいただきますようお願いします。

上のマークが目印です。
「プラスチック製容器包装」

「布・衣類」

（分別は、９月に配布した「ＰＲ用パンフレット」や「家庭ごみ・資源物収集カレンダー」
をご参照ください）
編集・発行 久喜宮代衛生組合

（久喜宮代清掃センター）

・菖蒲清掃センター
・八甫清掃センター

〒345-0836 宮代町大字和戸1276-1

電話 0480-34-2042
ＦＡＸ 0480-32-5361
ホームページアドレス http://www.crt-kuki.miyashiro.saitama.jp/index.html
Eメールアドレス mail@crt-kuki.miyashiro.saitama.jp
〒346-0103 久喜市菖蒲町台2770-1
〒340-0201 久喜市八甫2525

電話 0480-85-7027
電話 0480-58-1309

この広報紙は古紙100％の
再生紙を使用しています。

