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臨時号３No.142

平成24年４月１日から

組合管内統一の
指定ごみ袋によるごみの排出

粗大ごみの収集予約方法
になります

久喜宮代衛生組合では、更なるごみの減量や収集の安全性の向上、効率化を推進し、管内の
排出方法の統一を図るため、ご家庭から排出されるごみのうち、「燃やせるごみ」と「燃やせ
ないごみ」のごみの排出について、平成24年４月１日から組合管内全域で統一した指定ごみ
袋を導入します。
この指定ごみ袋制度の実施を契機として、ご家庭の分別状況の再確認やごみの発生量を減ら
す買い方、処分の仕方の工夫にも取り組んでいただき、今まで以上にクリーンで効率的なごみ
の収集体制の構築にご理解とご協力をお願いします。

【指定袋を使用するごみ】
３月31日まで ４月１日から

● 燃 や せ る ご み 〔久喜宮代清掃センター管内〕
　・透明袋（レジ袋可）
〔菖蒲及び八甫清掃センター管内〕
　・各センターの指定ごみ袋

『燃やせるごみ用指定袋』
無色半透明・緑色印字

●燃やせないごみ 『燃やせないごみ用指定袋』
無色透明・赤色印字

☆指定ごみ袋は、それぞれ２０ℓ、３０ℓ、４５ℓの手提げ型となります。
☆指定ごみ袋は、実費負担方式となります。購入先は②から④ページをご覧ください。
★ごみの分別方法及び「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」以外のごみの出し方は４月１
日以降も変更はありません。
★平成24年４月以降は指定ごみ袋以外で出された「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。
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
の間は指定ごみ袋を使用しないで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。



②　平成24年３月１日 第142号衛 生 組 合 だ よ り

指定ごみ袋の取扱店	 ※指定ごみ袋の販売開始は３月中旬ごろになります
指定ごみ袋の販売がされる取扱店については下記のとおりです。販売価格は製造業者及び取
扱店によって、異なる場合もありますので、ご了承ください。
また、今後、取扱店が追加された場合には、衛生組合だより等において紹介をしていきます

【久喜市久喜地区】	 ※平成24年２月15日現在

【久喜市菖蒲地区】

※地区名は50音順です。

地　　区 取　扱　店
本町4丁目 紙センター関根

本町5丁目

かわばた自転車屋
桑藤精肉店
米屋呉服店
瀬田屋酒店
橋戸薬局
菱沼商店
松橋金物店
真中鮮魚店
リカーモネ
㈱セキ薬品久喜本町店

本町6丁目
菓子工房　モニカ
㈱東武家具
㈱ますかわ電気本店

本町8丁目 グッディカキヌマ
南4丁目 セブンイレブン久喜南店
南5丁目 ㈲島先電機商会
除堀 斉藤洋品店

吉羽2丁目 JA南彩太田支店
㈱セキ薬品久喜吉羽店

吉羽3丁目 ケーヨーD2久喜店
吉羽4丁目 セイコーマート吉羽店

地　　区 取　扱　店
久喜中央3丁目 ㈲飛高酒店本店

久喜中央4丁目 青木商会酒のマルタカ
久喜東１丁目 木村燃料

久喜東２丁目 和光電気㈱㈱マルヤ久喜東店

久喜東３丁目 百貨堂　東口店㈲飛高酒店駅東店
久喜東4丁目 ㈱セキ薬品久喜東店

久喜東5丁目 さいたまコープ　ミニコープ久喜東
ミツワ薬品

栗原2丁目 ㈱ならいち　久喜東店

古久喜 北辰商事㈱ロジャース久喜店
㈱エコス　久喜SC店

下清久 サンクス久喜下清久店

所久喜 JA南彩清久支店
セブンイレブン久喜清久店

野久喜
㈱セキ薬品久喜パークタウン店
セブンイレブン野久喜店
㈲武井商店

原 針ヶ谷呉服店
樋ノ口 セブンイレブン久喜樋ノ口店
本町1丁目 池上薬局
本町3丁目 温古堂書店

地　　区 取　扱　店
青毛1丁目 ㈱ますかわ電気東店
青毛2丁目 ㈱マルエツ久喜店
青葉1丁目 全日食チェーンシティーマーケット青葉店

青葉4丁目
セブンイレブン　久喜青葉4丁目店
㈱セキ薬品久喜青葉店
㈱マツモトキヨシ　久喜青葉店

江面 ファミリーマート　久喜インター店
太田袋 三笠米菓本舗
上町 菱沼商店
上清久 折原商店

上早見 共栄商事㈱共栄コミュニティストア
弁天

北青柳
JA南彩久喜江面支店
セイコーマート池上
ローソン久喜北青柳店

久喜北1丁目 ローソン久喜北１丁目

久喜北2丁目 あおい薬局北店
㈲クリーニング　ママ

久喜中央1丁目
化粧専科a-team
ローソンストアー100久喜中央店
㈱カワチ薬品久喜店

久喜中央2丁目 化粧品のポポ

久喜中央3丁目 田中屋菓子店タムラ洋品店

地　　区 取　扱　店

菖蒲町小林

JA南彩小林支店
JA南彩菖蒲グリーンセンター
長谷川酒店
森田ストアー
㈲オケキン

菖蒲町上栢間 セブンイレブン上栢間店

菖蒲町三箇

JA南彩三箇支店
JA南彩寺田支店
ウエルシア菖蒲店
セブンイレブン菖蒲三箇バイパス店
ファミリーマート菖蒲三箇店
㈲学校裏

地　　区 取　扱　店

菖蒲町三箇 ㈲大成㈱マミーマート

菖蒲町下栢間

JA南彩栢間支店
鈴木商店
ファミリーマートTKS下栢間
㈲おおのや
㈱富士薬品ドラッグセイムス菖蒲店
平井たばこ店

菖蒲町菖蒲

あやめ薬局
コメリハード＆グリーン菖蒲店
秀龍
新釜屋商店㈲

地　　区 取　扱　店

菖蒲町菖蒲

㈱セキ薬品菖蒲店
セブンイレブン菖蒲宮本店
茶舗　中山
長嶋荒物店
平沢清盛堂
平澤たばこ店
ホームプラザナフコ埼玉菖蒲店
松橋たばこ店
丸屋商店
モチダ
山野屋
㈲平沢商店



平成24年３月１日　③第142号 衛 生 組 合 だ よ り

【久喜市菖蒲地区】	 ※平成24年２月15日現在

【久喜市栗橋地区】

【久喜市鷲宮地区】

※地区名は50音順です

地　　区 取　扱　店

菖蒲町新掘
JA南彩本店　
栗原酒店
ほりべストアー

地　　区 取　扱　店

伊坂

エルメックツチダ
カゲヤマ理容店
野本商店
マミーマート栗橋店
㈲グリーンネス
㈱セキ薬品栗橋店

河原代 ファミリーマート栗橋河原代店
北広島 あおだな

栗橋北1丁目

あきば洋品店
石渡豆腐店
堀沢精肉店
ローソクヤ

栗橋北2丁目

伊豆屋本店
エステ・ラボさかにわ
太田商店
金物センターひたちや
坂巻種苗店
羽鳥薬局
フレッシュ
諸田商店

栗橋中央1丁目

㈲境屋金物店
魚栄
魚竹
大竹商店
大塚文具店
セブンイレブン栗橋伊坂店

地　　区 取　扱　店

栗橋中央1丁目

鳥政
奈良呉服店
奈良米店
三笠屋静御前店
㈲S&Kカシムラドラッグ
結城屋酒店
ローソン栗橋中央店
㈱宝来屋

栗橋中央2丁目

おしゃれの店小林
お茶の白石
こまみや履物店
タイムリーワン栗橋支店
㈲アカシヤ
㈲板屋洋品店
㈲セキ薬局
㈱西村屋呉服店
㈱べっこうや
㈱ほりこし
㈱吉田屋呉服店

栗橋東1丁目
伊豆屋分店
いとよし
梅屋洋品店

栗橋東2丁目
ドラッグアラカワ
毎日新聞栗橋西部店
㈲井上酒店

栗橋東3丁目 小野寺商店

地　　区 取　扱　店

上内

サイクルショップかながみ
㈲だるまや
㈲山口石油
ライスショップいいじま

葛梅 相武酒店
葛梅1丁目 ㈱マルヤ鷲宮店

葛梅2丁目 セブンイレブン鷲宮団地前店
㈱セキ薬品鷲宮西店

葛梅3丁目 さいたまコープミニコープ葛梅店
三紀木材ホーム

桜田2丁目 ケーヨーＤ2東鷲宮店
㈱セキ薬品ベスタ東鷲宮店

地　　区 取　扱　店
桜田2丁目 ベルクベスタ東鷲宮店

桜田3丁目

本多屋東鷲宮店
但木酒店
ドラッグエンドー東鷲宮店
ダイエー東鷲宮店
サニークリーニング東鷲宮店

外野 野本商店
㈲飯島ガス

中妻
㈱宮城商店
折原酒店
パルプラス

西大輪 ㈱佐々商事　ヤマザキ

地　　区 取　扱　店

西大輪

岡ふとん店
圭秋
セブンイレブン久喜東鷲宮店
中島寝具店

八甫 ㈱渡邉興業
八甫1丁目 とし店

東大輪

小池スポーツ
埼玉みずほ農協北部経済センター
ファミリーマート東大輪店
ミニストップ鷲宮東店

鷲宮 サンクス上新井店
毎日新聞

地　　区 取　扱　店

栗橋東3丁目
島田青果店㈲
中田屋
㈲田沼商店

栗橋東5丁目 中島豆腐店

栗橋東6丁目
㈱ベイシア栗橋店
荒井商店
小森谷商店

小右衛門 ㈲アイズ電気
佐間 重店
島川 ゆ～てん（田村商店）

高柳 久下商店
セブンイレブン栗橋高柳店

間鎌 ㈲長島商店
針金屋加藤酒店

緑

木村屋
サエグサ薬局
ファミリーマート栗橋間鎌店
フォト山浦

南栗橋1丁目 セブンイレブン南栗橋1丁目店

南栗橋4丁目

関東セイムス南栗橋店
鈴木商店
ドラッグ太陽南栗橋店
㈱マルヤ南栗橋店

南栗橋7丁目 セブンイレブン南栗橋7丁目店

地　　区 取　扱　店

菖蒲町台
伊藤商店
合資会社　荒井久蔵商店
セブンイレブン菖蒲町台店

地　　区 取　扱　店

菖蒲町菖蒲
リビングショップ　つか屋
㈱ヤオコー
㈱ヨークマート　モラージュ菖蒲店



④　平成24年３月１日 衛 生 組 合 だ よ り 第142号

【久喜市鷲宮地区】	 ※平成24年２月15日現在
	

【宮代町】
	

【その他の地区】

※地区名は50音順です
指定袋の製造業者

久喜宮代衛生組合で指定袋の製造について承認をした業者を公表します。なお、今後承認を
した業者は随時、公表をしていきます。

地　　区 取　扱　店
蓮田市 カインズホーム　蓮田店

製造業者名 所在地 承認年月日
日本技研工業株式会社 東京都中央区日本橋本石町３丁目２番２号 平成 23年 12月 21日
株式会社　ジャパックス 東京都千代田区東神田１丁目４番８号 平成 23年 12月 21日
日本サニパック株式会社 東京都渋谷区幡ヶ谷１丁目２５番５号 平成 24年 1月 4日
越健産業株式会社 埼玉県川越市久保町２番地１ 平成 24年 1月 6日
ニッコー株式会社 東京都狛江市和泉本町１丁目１１番１４号 平成 24年 1月 30日

地　　区 取　扱　店

鷲宮2丁目
三ヶ尻精肉店
㈲モテキ米店
渡辺生花店（種苗店）

鷲宮3丁目
カンセキ鷲宮店
ファミリーマート鷲宮4丁目店
㈱セキ薬品鷲宮店

鷲宮4丁目 のむら電気
㈱広見

鷲宮5丁目

門井ストアー
玉屋薬局
ノムラ洋装店
山中商店
㈱タナカ金物

地　　区 取　扱　店

鷲宮5丁目
岸商店
セブンイレブン久喜鷲宮5丁目店
永井酒店

鷲宮6丁目 サンクス鷲宮6丁目店
㈲池田油店

鷲宮中央1丁目

おいらせ
カスミ鷲宮店
倉持酒店
ブティックビバ
㈲庄だな鈴木酒店

鷲宮中央2丁目 染谷商店

地　　区 取　扱　店
鷲宮 ムサシ㈱

鷲宮1丁目
信濃屋呉服店
魚幸　高橋酒店
川野酒店

鷲宮2丁目

オオサト靴店
尾花商店
斉藤履物店
島田菓子舗
鈴栄商店
田中昭和堂
ノモト・サロン・ド・エステ
馬車屋　鈴木商店
本多屋

地　　区 取　扱　店
宮代台1丁目 ㈲八百武酒店

百間2丁目 ㈲梅喜商店
㈲新川屋

百間3丁目 青木酒店
百間4丁目 島村商店
山崎 ㈲新しい村　森の市場　結

和戸 日下部商店
ローソン宮代和戸店

和戸１丁目
増山商店
ミニストップ宮代和戸店
ミヨ美容室

和戸2丁目 野口堂洋品店

和戸3丁目 セブンイレブン和戸3丁目店
㈱マルヤ和戸店

和戸4丁目
まるひで
ミート＆デリカ　のざわ
リカーショップ　ノグチ

地　　区 取　扱　店
中 島村米穀店

西粂原 ミニストップ宮代西店
近藤クリーニング商会

東 Yショップ入りの店
セブンイレブン宮代東店

東姫宮1丁目 ㈲東屋酒店㈱マルヤ姫宮店
姫宮 ㈲鈴木金物店

本田1丁目 小船金物店
㈱セキ薬品宮代店

本田5丁目 あんでるせん
㈱ライフコーポレーション　宮代店

宮代3丁目

JA南彩宮代支店
折原酒店
かどやストアー
栗田米穀店
宮代酒店

宮代台1丁目 大友鮮魚宮代台店

地　　区 取　扱　店

学園台1丁目 凮月堂　学園台店ミルク　ユウユウ
金原 ローソン宮代金原店
川端 セブンイレブン宮代川端店
川端1丁目 ㈲小澤

川端3丁目

八百忠商店
ファミリーマートシマムラ川端店
リカー＆ワイン　ツチブチ
㈱セキ薬品姫宮店

須賀

新宅屋酒店
セブンイレブン宮代須賀店
とみた商店
ローソン宮代須賀店

中央2丁目 凮月堂　百間新道店
森山商店

中央3丁目 セブンイレブン宮代中央店

道仏 カスミフードスクエア宮代店
㈱セキ薬品ピアシティ宮代店



平成24年３月１日　⑤衛 生 組 合 だ よ り第142号

指定ごみ袋の種類

※中身が出ないように袋の口を結んで集積所に出してください。
※久喜市菖蒲地区、栗橋地区及び鷲宮地区において現在使用されている指定ごみ袋は、４月以
降も引き続き使用できます。
※燃やせるごみを出す際に内袋を使用される場合は、なるべく数量を減らして、中身が確認で
きるような透明又は半透明の袋を使用してください。
　なお、燃やせないごみについては内袋を使用できません。
※大掃除や引越しなどで、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、分別をして必ず「燃やせるごみ」及び「燃やせないごみ」は指定袋に
入れてください。（菖蒲清掃センター及び八甫清掃センターでは、今まで通り変更はありま
せん。）

燃 や せ る ご み
指 定 袋

燃 や せ な い ご み
指 定 袋

▲燃やせるごみ用指定ごみ袋 ▲燃やせないごみ用指定ごみ袋

燃やせるごみ 対　　象 燃やせないごみ

【主な品目】
生ごみ、タバコの吸がら、くつ類、
ボール、紙おむつ、草、枝葉、帽子、
はんてん、乾燥剤、保冷剤など
★「枝木」は、指定された長さ・太さ
に切ってひもでしばって出してくだ
さい。指定ごみ袋は不要です。

分別の種類

【主な品目】
せともの、なべ、やかん、コップ、
ガラス製品、刃物、化粧品のびん、
白熱電球、金属系のおもちゃ　など
★「かさ」は、ひもでしばって出して
ください。指定ごみ袋は不要です。
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粗大ごみの収集予約方法について

衛生組合だより２月号で、本年４月から統一されます粗大ごみの予約方法についてお知らせ
した、予約窓口に関して詳細な部分が決定しました。
なお、粗大ごみの収集予約後の出し方等については、今までと変更はありません。

粗大ごみ予約センター

①電話による予約
【受付番号】　０４８０－31－８２８６
【受付時間】　午前８時３０分から午後５時１５分まで

（土・日曜、年末年始の休業期間を除く）
【受付開始】　４月２日（月）　午前８時３０分から

②インターネットによる予約
【アドレス】　http://www.crt-kuki.miyashiro.saitama.jp/atsume/sodaiyoyaku.html

（久喜宮代衛生組合ホームページ内）
【受付時間】　24時間対応
【受付開始】　４月１日（日）　午前10時から

※粗大ごみであるか否かの判断については、衛生組合発行の「家庭ごみ・資源物収集カレンダ
ー」又は「衛生組合ホームページ」をご覧ください。

菖蒲清掃センター（久喜市菖蒲地区）版

●粗大ごみ処理券取扱店について
下記店舗につきましては、（新規）粗大ごみ処理券の取り扱いを開始しましたのでお知らせ
します。

店 舗 名 住　　所 電話番号

セブンイレブン菖蒲町台店 久喜市菖蒲町台１５８０ 0480-86-0192


