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４月から粗大ごみの予約方法が統一されます

これまで各清掃センターで行っていました粗大ごみ収集予約の受付につきましては、平成
24年４月から「粗大ごみ予約センター」を設置し、久喜市及び宮代町の全域を対象に予約窓
口を一本化します。

３月まで

４月から

粗大ごみ予約センター

下記の清掃センターへ
粗大ごみ収集の予約連絡
・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

①電話予約（4月2日から）

（センター専用番号を設置します）
※

②インターネット予約（4月1日から）

※住所によって連絡先が異なり
ます

（24時間対応可能）

※八甫清掃センターにおいては、現在使用して
いる受付電話番号とは異なりますので、ご注
意ください。

専用電話番号や予約方法等、詳しくは「衛生組合だより３月号（臨時号）」
、３月に配布予定
の「家庭ごみ・資源物収集カレンダー（平成24年度版）」またはホームページでご確認ください。

今月の主な記事
・指定ごみ袋に関するQ&A....................................................②～④㌻
・廃棄物減量等推進員の意見交換会を実施しました....................... ④㌻
久喜宮代清掃センター
（久喜市久喜地区・宮代町）版. .................⑤～⑥㌻
菖蒲清掃センター
（久喜市菖蒲地区）版........................................... ⑦㌻
八甫清掃センター
（久喜市栗橋地区・鷲宮地区）版............................ ⑧㌻

古新聞の「持去禁止チラシ」が中に入っています。

ご利用ください！

年４月１日から
「燃やせるごみ」
と
「燃やせないごみ」の排出が統一された指定ごみ袋となります。

〜げんりょう（原料・減量）
化大作戦実施中!〜

2012

平成

衛生組合だより
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指定ごみ袋に関するQ&A
平成24年４月から「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」の排出については、組合管内の
全地域で統一した指定ごみ袋となります。指定ごみ袋制度を理解していただくために、Q&A
をまとめました。

Ｑ１

ごみの収集が有料となるのですか？

Ａ．導入する指定ごみ袋は衛生組合が袋の表示や色、大きさ等の規格を指定し、袋の製造事業
者からの申請を経て製造・販売の承認をすることにより、許可を受けた事業者が自主的に販

売し、住民の皆様が袋の製造販売費相当額で購入をしていただく「実費負担方式」となり、
ごみ処理経費の一部を上乗せした有料化ではありません。

Ｑ２

指定ごみ袋はどこで販売されるのですか？

Ａ．販売店については、衛生組合が承認した指定ごみ袋の製造事業者が自ら確保して販売する
ことになりますが、皆さまの身近な店で購入ができるよう指導をしていきたいと考えていま
す。
なお、販売店については、衛生組合だより（３月に臨時号を発行します）や衛生組合のホ
ームページに掲載し、お知らせします。

Ｑ３

指定ごみ袋の価格は？

Ａ．実費負担方式での販売価格は、製造事業者が作成する指定ごみ袋の枚数や流通方法などに
よって価格が違ってきます。
また、製造事業者が販売店と調整して価格を決める自由競争での製造・販売方法となりま
すので、衛生組合では販売価格を設定又は統一できません。

なお、現在の菖蒲清掃センター、八甫清掃センターでの販売単価は、1枚8円〜12円（大
きさによって単価が異なります）となっています。
今回、組合管内の全域で指定ごみ袋が統一されることになりますが、これと同程度の販売
価格となる見込みです。

Ｑ４

指定ごみ袋の価格を統一できないのですか？

Ａ．製造事業者の自主参入、自由競争での販売となる場合には、売価を統一することに競争上
の問題があるとの公正取引委員会の見解があることから、売価の統一のための介入は困難で
あり、価格は自主設定とせざるを得ないと考えています。また、そうした競争が行われるこ
とにより、低価格かつ販売店を十分確保した事業者に集約化が図られ、適正な販売が確保さ
れるものと考えます。
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Ｑ５ すべてのごみ排出には、指定ごみ袋を使わないといけないので
すか？

また、「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」を含めて、ごみ・資源の分別も変更があり
ません。

Ｑ６ 見られたくないものを出すときに、市販の袋やレジ袋を指定ご
み袋に入れて出すことはできますか？

け大きめの袋は避けて中身がわかるような透明又は半透明の袋を内袋として使っていただく
など、収集担当者が未分別と判断しないようにお出しください。

Ｑ８ 「燃やせるごみ」
・
「燃やせないごみ」を指定ごみ袋以外の袋で出
した場合はどうなるのですか？

古澤友美さん（平成

Ａ．レジ袋はできる限り「資源プラスチック類
（又はプラスチック製容器包装）
」
の日に、資源と
してお出しいただきたいと思いますが、生ごみの水切り袋として使用される場合には、必要
最小限にして、中身が生ごみであるとわかるような透明又は半透明のものをお使いください。

久喜市

Ｑ７ 生ごみ用にレジ袋を使っていますが、この袋を指定ごみ袋に入
れて出してもいいですか？

マイバッグ

Ａ．基本的には小さく破砕していただくか、又は他のごみの中に入れて見えづらくしていただ
くようにお願いします。それでもどうしてもという場合には、必要最小限にして、できるだ

わたしも出来ます

Ａ．平成24年４月から統一する指定ごみ袋は、
「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」の２種
類のみとなります。これ以外のごみ・資源の出し方はいままでと同じで変更ありません。

ごみ減量
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間は正しく出されているものは収集を行いますが、それ以降は収集を行いませんので、ご注
意ください。

Ｑ９

収集されずに集積所に残されたごみはどうすればいいのですか？

Ａ．指定ごみ袋以外の袋を使ったごみや分別がされていないごみについては、出された方にご
みの出し方をわかっていただくためにもシールを貼って置いていくことになります。出され

た方が引き取り、次回に正しく出していただくこととなります。
なお、
一定期間が経過しても引取りがされない場合については、
衛生組合へご連絡ください。

Ｑ10 剪定した枝は、
「燃やせるごみ」の指定ごみ袋に入れて出すの
ですか？ 傘を出すときはどのようにすればよいのですか？
Ａ．今までと同じように、剪定した枝は決められた長さ・太さ以内に切って、ひもでしばって
出してください。
また、傘を出す場合もひもでしばって出してください。いずれも指定ごみ袋には入れる必
要はありません。

年度佳作標語）

Ａ．平成24年４月以降は指定ごみ袋以外の袋で出された「燃やせるごみ」
・
「燃やせないごみ」
は収集いたしません。収集しない旨のシールを貼りますので、出した方は持ち帰り、指定ご
み袋に入れ直して次回の収集日に出してください。
23
なお、開始直後については、誤って出される場合も考えられますことから、２週間程度の
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Ｑ11 指定ごみ袋に入らない大きなものは、どのようにすればよいの
ですか？
Ａ．指定ごみ袋は、
「燃やせるごみ」及び「燃やせないごみ」とも45ℓまでの大きさとなりますが、
袋に入らないものは「粗大ごみ」として取り扱いをします。
「粗大ごみ」の収集をご希望さ
れる場合は予約が必要となりますので、粗大ごみ予約センターまでご連絡ください。
（３月
末までは、各清掃センターへご連絡ください。①ページを参照。
）

なお、袋に入って口が結べる場合は、お出しになるものによって、
「燃やせるごみ」
「燃や
、
せないごみ」等に分かれますので、それぞれの清掃センターのルールによってお出しください。

Ｑ12 清掃センターに持ち込みをしたいが、指定ごみ袋に入れること
になるのですか？
Ａ．久喜宮代清掃センターでは、大掃除や引越しなど、一時的に大量にごみを出す必要がある
などで、直接、清掃センターに持ち込まれる場合も、分別をして「燃やせるごみ」及び「燃
やせないごみ」の指定ごみ袋を使用していただくこととなります。
※菖蒲清掃センター及び八甫清掃センターでは、今までと取り扱いに変更はありません。

●廃棄物減量等推進員の意見交換会を実施しました
ごみの減量化・資源化を推進していくため、
ごみ・資源の分別の指導や啓発等を行っていただく
「久喜宮代衛生組合廃棄物減量等推進員」
の皆様にお集まりいただき意見交換会を実施しました。
この意見交換会は、日頃の推進員活動の中で得られた情報を共有することで、推進員の方々
の今後の活動の参考にしていただけるように毎年開催しているものです。
推進員さんからは衛生組合へのご意見、ご質問も多く寄せられました。

菖蒲清掃センターにて（11／9）

宮代町立図書館にて（11／18）

栗橋文化会館イリスにて（11／23）

久喜総合文化会館にて（11／25）
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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
排ガス・飛灰中ダイオキシン類濃度調査結果
１号炉：H21.9.11 １号炉：H23.1.26 １号炉：H23.9. 8
２号炉：H21.9.18 ２号炉：H22.10.14 ２号炉：H23.9.13

測定年月日

２号炉

排ガス

０．
０２５

０．９２

０．２８

飛灰中

０．
７５

０．
１９

０．２３

排ガス

０．
１６

０．
０４８

０．
０２３

飛灰中

０．９９

０．５９

０．２６

飛灰＝バグフィルター等で捕集した集じん灰で
「ばいじん」
ともいいます。
飛灰中の排出基準につきましては、
薬剤処理後に処分を行っていますことから、
排出基準

は適用されません。

●大気中のダイオキシン類濃度測定調査結果
測定場所

停止中

運転中

停止中

運転中

停止中

0.018

0.068

0.033

0.026

0.036

0.041

0.018

0.065

0.036

0.024

0.030

0.050

0.020

0.062

0.039

0.027

0.041

0.036

0.021

0.064

0.035

0.026

0.033

0.034

H21.9.10～11 H21.9.12～13 H22.10.14～15 H22.10.15～16 H23.9.13～14 H23.9.14～15

（単位：ｐｇ－ＴＥＱ／㎥）

※
「運転中：焼却炉が稼動している時の測定」「停止中：焼却炉が停止している時の測定」

久喜宮代清掃センターでは、平成５年度より、
ごみ焼却施設の排ガス、
飛灰中のダイオキシ
ン類測定調査を継続的に実施しております。
また、
環境大気中ダイオキシン類濃度の環境基準値は、
0.6pg－TEQ／㎥となっております。
これからもダイオキシン類の排出抑制につきましては、
可能な限り低減すべく努力してま
いりますので、皆様のご理解をお願いします。
●３月の祝日の業務は、
下記のとおり実施します

3月20日
（火）
春分の日

収集

家庭ごみ
自己搬入

○

○

※必ず、朝８時 30 分までに集積所に出してください。

23

年度佳作標語）

施設の北
約 650 ｍ付近
施設の東
約 680 ｍ付近
施設の南
約 650 ｍ付近
施設の西
約 500 ｍ付近

運転中

野崎朱美さん（平成

※
※

久喜市

（単位
「排ガス：ｎｇ－ＴＥＱ／㎥N」
「飛灰中：ｎｇ－ＴＥＱ／ｇ」
）
※ 排出基準「排ガス：５ng－TEQ／㎥N」
「飛灰中：３ng－TEQ／g」

エコバッグ

１号炉

財布携帯

●ごみ焼却施設

必需品

第141号
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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
●ごみの収集作業を体験してみませんか？
私たちの出した「ごみ」は、どのように清掃センターにたどり着くのだろう…。ごみ収集車
に同乗し実際に作業を体験する「燃やせるごみ」の体験収集の参加者を募集します。
●実施日
●対
●費

象
用

●申込み

３月上旬頃を予定（応募の状況により調整します）
開催時間：８時30分～11時30分

久喜市久喜地区・宮代町に在住在勤の18歳以上の方
無料（清掃センター負担で傷害保険に加入します）

２月１日（水）～10日（金）に電話で（℡34-2042）
【問合せ】久喜宮代清掃センター業務課収集料金係

●粗大ごみ処理券取扱店について
下記の３店舗につきましては、粗大ごみ処理券の取り扱いを終了しました。
もみじや酒店
久喜市本町3－15－1
しんたく
久喜市除堀1403-2
番先屋
宮代町宮代台1-17-6
※久喜宮代清掃センターでは、粗大ごみ処理券取扱店を随時募集しています。
【問合せ】久喜宮代清掃センター業務課収集料金係

●剪定枝たい肥の配布中止のお知らせ
久喜宮代清掃センターでは、平成23年3月11日の東京電力福島第一原子力発電所の事故に
伴い、７月までに製造した剪定枝たい肥（久喜宮代有機１号）中の放射性物質を分析したとこ
ろ、下記のとおり国の定める基準値以下でしたが放射性物質が検出されました。
また、腐葉土・剪定枝たい肥につきましては、国・県の指導により、生産・出荷及び施用を
控えることとされていますので、例年２月に配布していました剪定枝たい肥の配布につきまし
ては、中止とさせていただきます。
＊たい肥に含まれる放射性物質の分析結果一覧表
測定対象

単位：Bq（ベクレル）／ kg

剪定枝たい肥
（久喜宮代有機１号）

製造期間

Ｈ 22.10. ～ H23.3

H23.4. ～ 7

試料採取日

Ｈ 23.8.11

Ｈ 23.11.28

検出限界以下

検出限界以下

91

126

110

172

201

298

基準値以下

基準値以下

放射性ヨウ素
（Ｉ ‐131）
放射性セシウム134
（Cs‐134）
放射性セシウム137
（Cs‐137）
放射性物質合計
判

定

国の定める基準値

※農林水産省が定める、
肥料・土壌改良資材・培
土中に含まれることが許
容される最大値は、400
ベクレル／ kg（製品重
量）です。

衛 生 組 合 だ よ り

平成24年２月１日

⑦

菖蒲清掃センター（久喜市菖蒲地区）版
燃やせるごみや燃やせないごみの中に資源物や有害ごみが混入していることが多く見受けら
れます。ごみ・資源についてはきちんと分別して出しましょう。

１

びん ･ 缶 ･ ペットボトルは、資源物で出してください。
ペットボトルについては、きちんとラベ

温暖化

また、資源物の収集は月２回、有害ごみの収集は月１回となっておりますので、収集日を確
認して出してください。

減らして防ぐ

●ごみの出し方に注意しましょう

レジ袋

第141号

ルとキャップを取り除いてください。

２

紙パック、新聞、雑誌は資源物で出してください。

※内側が銀色の紙パックについては、リサイクルできませんので燃やせるごみで出してくだ
さい。

開いて

束ねて

３

電球は燃やせないごみで出してください。
蛍光管には有害な水銀やガスが封じ込まれているため専門業者により処理しますので、
有害ごみで出してください。

電球と蛍光管の見分け方

見分け方は図のとおりです。分別するときはご注意ください。
燃やせないごみ
中がフィラメント

中が蛍光管

有害ごみ

直形型蛍光管

電

※

球

グローランプ

電球型蛍光管

円形型蛍光管

金属部分とガラス部分の間にプラスチックが付いてます

蛍光管・水銀体温計、乾電池、スプレー缶、ライターが有害ごみです。
それぞれ種類別にして透明袋に入れて出してください。

23
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洗って

金子哲夫さん（平成

紙パックの出し方

宮代町

取り除いたラベルとキャップはプラスチ
ック製容器包装で出してください。
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八甫清掃センター（久喜市栗橋地区・鷲宮地区）版
●粗大ごみ処理券の交換期限は「平成24年３月30日㈮」までです
平成２３年９月30日までに販売された「700円の粗大ごみ処理券の交換」と「交換に伴う
200円の差額の返金」の期限は、平成24年3月30日㈮までです。
オレンジ色の700円の粗大ごみ処理券をお持ちの方は期限内に交換及び返金をお願いします。
なお、期限終了後は、交換及び返金することはできませんので、ご了承ください。
交換場所：八甫清掃センター（久喜市八甫2525）
受付時間：午前８時30分～午後５時15分（土・日を除く）

●油の容器はプラスチック製容器包装で出してください
油の容器を「燃やせるごみ」で捨てていませんか？
「プラマーク
」 の表示のある油の容器は、油を取り除いて、
「プラスチック製容器包装」
で出してください。ご協力をお願いします。

※

中身を使いきる
油の容器は、水ですすぐ必要はありません

口を下にしていらなくなった
紙等に油を染み込ます

「プラスチック製容器包装」
の回収日に出す

●家庭ごみ・資源物収集カレンダーの「デザイン」を統一します
平成24年度版より「家庭ごみ・資源物収集カレンダー」のデザインが変更されます。
色の配色等の変更もありますので、ごみ・資源の出し方の確認を再度お願いします。
（※分別の変更はありません。）

●穴のあいてしまった
「布・衣類」も資源で回収します
衣類や布類に穴があいてしまっていても、資源として再利用することができます。
「布・衣類」の回収日に出してくださるようお願いします。
たたんでひもで十字にしばって、
「布・衣類」の回収日へ

●種類ごとに収集時間が異なります
１種類が回収されて、もう１種類が回収されていないという問い合わせをいただきますが、
２種類以上のごみが回収日となっているときは、種類ごとに収集を行うため収集時間が異なり
ます。朝８時30分までに出されている物であれば、必ずその日に回収します。万が一、午後
４時以降集積所に残っている場合は、八甫清掃センター（58－1309）までご連絡ください。
また、ごみの量によって、収集時間が前後する可能性もありますので、予めご理解とご協力
のほど、よろしくお願いします。
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・菖蒲清掃センター
・八甫清掃センター

〒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
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