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レジ袋は１年間に約 300 億枚も使われており、使用後は大半がごみとなっ
てしまいます。久喜宮代衛生組合では、ごみの減量化のため、
「ノーレジ袋キャ
ンペーン」を 10 月１日（月）から 10 月 31 日（水）まで実施します。これは、
お買い物の際にお客様にマイバッグを持参していただき、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。

●ノーレジ袋キャンペーンの標語が決定！
マイバッグ

使って広がる

エコライフ

宮代町

福田

友紀

様

今年のノーレジ袋キャンペーンの標語が、応募総数 107 通の中から決定しました。多
数の応募ありがとうございました。

●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」の一環として開催します。
【日
時】10 月 26 日 ( 金 )、10 月 27 日 ( 土 ) 13：00 ～ 16：00（いずれか１日）
【対
象】久喜市・宮代町在住の方（過去に参加したことのない方）
【定
員】各日とも 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 9 日 ( 火 ) ～ 10 月 19 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 0480（34）2042（電話のみ受付）

主な記事
10 月は「ノーレジ袋キャンペーン月間」です……………………………………………………… ① p
11 月から「10ℓサイズ」の指定ごみ袋の販売が開始されます ………………………………… ② p
「ノーレジ袋キャンペーン月間」参加協力店舗一覧 …………………………………………… ③〜④ p
久喜宮代清掃センター版（久喜市久喜地区・宮代町）……………………………………………… ⑤ p
菖蒲清掃センター版（久喜市菖蒲地区）……………………………………………………………… ⑥ p
八甫清掃センター版（久喜市栗橋地区・鷲宮地区）…………………………………………… ⑥〜⑦ p
有料広告を募集します ………………………………………………………………………………… ⑧ p

粗大ごみ収集の予約は、粗大ごみ予約センター（ＴＥＬ：０４８０‐３１‐８２８６）へ

「ノーレジ袋キャンペーン月間」
です

10 月は

②

平成 24 年 10 月１日

衛 生 組 合 だ よ り

第14６号

ペットボトルを捨てるときは、キャップとラベルを取ってください。

● 11 月から「10ℓサイズ」の指定ごみ袋の販売が開始されます
燃やせるごみ指定袋・燃やせないごみ指定袋は 20ℓ・30ℓ・45ℓのサイズが販売されて
いますが、11 月から新たに 10ℓサイズの袋の販売が開始さ
れます。なお、販売店の詳細については、ホームページ及び
衛生組合だより 12 月号でお知らせします。
※一部の販売店では取扱いがない場合があります。
※燃やせないごみ指定袋は 11 月中旬からの販売となります。
この記事のお問い合わせは、

久喜宮代清掃センター業務課施設係（ＴＥＬ . 0480 － 34 －2042）へ

●東京電力から原子力発電所の事故に関する要望等の
回答書を受領しました
７月 30 日（月）に久喜市役所で、東京電力に対し、福島第一原子力発電所の事故に起因す
る一連の対策に係る要望書及び請求書を提出し、９月３日（月）に回答書を受領しました。
（ごみ処理により発生する焼却灰及びばいじん等に対する放射線測定等にかかる平成 24 年３
月末までの請求金額：2,268,531 円）
詳しい内容につきましては、久喜宮代衛生組合のホームページをご覧ください。

http://www.crt-kuki.miyashiro.saitama.jp/index.html

!

プラスチック製
容器包装のこと

知ってナットク

ビニール製のお菓子袋等、商品に

マークが入っている物は専門の化学工場で新しい

エネルギーに生まれ変わります！
専門の
化学工場へ

資源プラスチック類・
プラスチック製容器包装

選別します

高温で処理

ガスや電気等の
資源エネルギーに

容器包装リサイクル協会では、収集したプラスチックの分別が
適切か確かめるために品質調査を行っています。汚れの付着した
物や、異物等がたくさん混ざっていると低い評価になり、容器包
装リサイクル協会から久喜宮代衛生組合に支払われるお金が減っ
てしまいます。
平成 24 年度のプラスチック製容器包装の容器比率は 98.45％
（選別後数値）の高い評価でした。引き続き、ごみの分別へのご
協力をお願いします。

容器包装リサイクル協会の品質調査
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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（176 事業者）
古久喜 ㈱エコス久喜 SC 店
野久喜 ㈲武井商店 Ｂ・Ｃパル
㈲クリーニングショップまつい
ワークマン久喜店
スーパーオートバックス久喜店
セブンイレブン野久喜店
久喜中央一丁目 三ツ木酒店
暮らしのファッションわたなべ
クッキープラザ 内利電器商会
㈲丸紅商店 サイクルハウスイシイ
島田燃料店 渕岡生花店 ㈲ミスズ
㈲フルーツおがわ 久喜中央薬局
山中ふとん店 柳田履物店
愛宕茶屋 ㈱カワチ薬品久喜店
久喜中央二丁目 コスモ薬局
吉田輪店 ㈲伊藤商店 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
ホワイト餃子久喜店
久喜中央三丁目 ㈲百貨堂西口店
荒井陶器店 幸松屋時計店 川島輪店
まつや呉服店 ㈲魚重商店 ㈲太陽堂
キムラスポーツ 浜田自動車商工
のばら手芸店 パープルポプラ
㈱エデュケーショナルネットワーク
名糖牛乳久喜販売店 ㈲ひだか酒店
章行㈱ ･ タムラ ㈱林写真館
田中屋菓子店 ㈱山中五郎商店
久喜中央四丁目 ㈱シェーネ
コイズミ酒店 洋装田中
青木商会 ㈱イトーヨーカ堂久喜店
酒のマルタカ
南一丁目 清田豆腐店
みなみ保険調剤薬局
南三丁目 中山牛乳店
月堂
南四丁目 セブンイレブン久喜南店
㈱高橋組久喜バリアフリー館
南五丁目 ㈲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
本町一丁目 池上薬局 関口ふとん店
武井米穀店
本町二丁目
ムカサデンキ ㈱マサクラワークス

㈱グルメわしみ お茶の藤乃園
本町三丁目
八百徳商店 ひらのや酒店
本町四丁目 ㈱埼玉団扇
㈲勧銀ホームセンター
本町五丁目 斉藤米穀店 橋戸薬局
松本商店 桑藤精肉店 塩崎米穀店
㈲アヤナ包装 松橋金物店 魚定
塚越商店 真中鮮魚店 ㈲藤田油店
ふとんの島崎 リカー ･ モネ
バイクショップグローバル
本町六丁目 菓子工房モニカ
㈱ますかわ電気久喜本店
㈱東武家具 ㈲久喜葬祭社
折原酒店 不二鉱油㈲
本町七丁目 ㈱宮商
本町八丁目 ㈱グッディカキヌマ
上町 菱沼商店 ㈱菊地工務店
久喜北一丁目 ㈲清水製菓
㈱三越伊勢丹三越久喜店 七福食品㈱
お仏壇のはせがわ久喜店
久喜北二丁目 ㈲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
青毛一丁目
㈱ますかわ電気久喜東店
㈱コイデカメラ久喜店
青毛二丁目 ㈱マルエツ久喜店
青毛三丁目 ㈲まるいち
栗原二丁目 ㈱ならいち久喜東店
電化ハウス久喜栗原
栗原三丁目 ㈱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
青葉一丁目 肉のうしひこ
青葉三丁目 ㈲内田サイクル青葉店
青葉サイクル タケダ靴店
青葉四丁目
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
吉羽二丁目 リバティー
久喜東一丁目 タナカ薬局
木村燃料 藤屋酒店 ㈲森谷米菓

ダンディマルマン 久喜ベーカリー
久喜東二丁目 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
久喜東三丁目 ㈲ケンモック洋菓子店
㈲ひだか酒店駅東店 ㈲百貨堂東口店
パティスリーティンク
ギターショップフォーチューン
久喜東五丁目 ふとんの寿屋
関電器商会 ミツワ薬品
さいたまコープミニコープ久喜東店
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 マサキヤ
樋ノ口 ㈱東屋商会
原 針ヶ谷呉服店
除堀 斉藤自動車整備工場
㈲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
㈲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
㈲カードリーム 小林寝具店
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 ㈲ベルツ
かちどき薬局久喜店
所久喜 渡辺菓子舗
六万部 ㈲東和パッケージ
小森谷自動車整備工場

川端四丁目
ミリオンリース販売㈱春日部パソコン
センター アルソアしまむら
川端 アラキ治療院
道仏 ㈲ナカヨシ
姫宮 ㈲鈴木金物店
東姫宮一丁目 理容クローバー
㈲東屋酒店 鈴木税理士事務所
うけや不動産㈱ ㈲高橋薬局
入の店 岡村商店
東
エイ ･ エル ･ クリーン
中 ㈲伊草自動車工業 島村米穀店
金原 ㈱大正店装 キク床
西原 伊勢貴 丸福 佐藤理容室
赤塚保険事務所 島村輪業
中央二丁目 森山商店 お食事処一心
内田自動車工業所
月堂百間新道店

㈲三栄電機 ㈲三幸ハウス
坂巻生花店
中央三丁目 浜田自転車預り所
㈲典正 前野屋
川口信用金庫宮代支店
㈱協和 ㈲ライフフォート
茶のいとや
ファミリーマート動物公園駅前店
笠原一丁目
㈲加藤園 やきとりすぎちゃん
笠原二丁目
小魚佃煮湖国 支那そば織ちゃん
宮代一丁目 寿司戸田家
宮代二丁目 理容ミサト
宮代みっちゃん釣具店
宮代三丁目 成田サイクル 折原酒店
パブレストランきくち 栗田米穀店

宮代町（139 事業者）
百間二丁目 ビューティーサロンノア
㈲中村米穀店 大川美容室 ㈲新川屋
プルミエ ･ アンド ･ ローテローゼ
百間三丁目 オリンピア
百間五丁目 関根輪業
司法書士渡辺事務所 鈴木商店
堀内電気商会
百間六丁目 清地庵
宮東 中島自動車 アイエス技研
川端一丁目 和菓子処きくや
㈲野口電器 大村庵 ㈲小澤
鮮魚大友 メルヘンベーカリー
川端二丁目 須賀呉服店
川端三丁目 ㈲ FIL マネジメント
八百忠商店 赤帽ヤマフク運送
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
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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
山崎 ㈲朋洋
㈲新しい村 森の市場 結
㈲マルニ大中商店
学園台一丁目
月堂学園台店
ミルクユウユウ
テン・クィーンズ・テーブル
学園台二丁目 サニー薬局
本田一丁目 お好み焼山
理容まつもと 小船金物店
ＫＩＮＧ’Ｓ ＡＵＴＯ
居酒屋串正
本田二丁目 カレーハウスとんとん
タケダ整骨院 ㈱鈴木工務店
埼玉縣信用金庫宮代支店

本田五丁目 あんでるせん 福寿司
リンテンバーグ レストランゑちごや
焼き鳥えっちゃん 理容ナカムラ
カトレアクリーニング どさんこ大将
四季 カラオケ森の唄
㈱ライフコーポレーション宮代店
須賀 新宅屋酒店
東武レジャー企画㈱
福澤自動車 ㈱宮代ゴルフセンター
ローソン宮代須賀店 とみた商店
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 手芸の店ササキ
㈲八百武酒店
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島先電機宮代店 ㈲茂原商事
和戸 ㈲川野武次郎商店
日下部菓子店 ローソン宮代和戸店
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
和戸一丁目
㈲八宝堂 増山商店 ミヨ美容室
和戸二丁目
野口堂洋品店 ㈱海健プロパン
和戸三丁目 和戸堀部歯科医院
山崎屋クリーニング
和戸四丁目
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
和戸五丁目
一茶 理容ワタナベ

久喜市菖蒲地区（65 事業者）
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 ㈲野口鍛冶店
㈱菖蒲石油
菖蒲町新堀 ㈱東武ツーリスト
栗原酒屋 ほりべストア
菖蒲町菖蒲 アルト ･ ボラルあおぞら
松橋商店 ㈲平沢商店 池田屋商店
宮田呉服店 フジミヤ 山木屋酒店
㈲新釜屋商店 ニューライフねぎし
ツカヤ まつもとや ㈱加藤鉄工所

㈲鴨田商事 ミカ美容室
松村鶏肉専門店 御菓子司飯田
山の屋 ヤングリーフ 八百仙
棚橋精肉店 大屋書店 旭屋酒店
阿部豆腐店 ㈲ゼブラ商店 佐和
朝日屋洋品店 ㈲ミヨシヤ薬局
㈲やざわ商店 あやめ亭
茶舗中山 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
今泉自動車整備工場 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
若松屋洋品店 市原洋品店 丸屋商店
パール薬局 エビスヤクリーニング
菖蒲町柴山枝郷 ㈲内田屋
菖蒲町下栢間 理容イシザカ
㈲おおのや ㈲加藤電化 ㈲伊藤商店
菖蒲町小林
長谷川酒店 犬のアンティ
㈲長谷川運輸 岩崎商店浅田屋
菖蒲町上栢間 加藤商店ふじ店

久喜市栗橋地区（77 事業者）
栗橋北一丁目 セタデンキサービス
あきば洋品店 斉藤茶店 ＴＯＰ電器
ひまわり化粧品 ＦＣ萬来栗橋店
栗橋北二丁目 金物センターひたちや
ひろ 小林美容室 諸田商店 乙女屋
柿沼オートサイクル 吉岡燃料店
エステ・ラボ・さかにわ 太田商店
栗橋中央一丁目
㈲みどり鮨 魚竹 魚竹精肉部
㈲Ｓ＆Ｋカシムラドラッグ あっぷる
パン工房ＨＩＲＯ 鳥政 嬉乃 魚栄
のまっしょ元 ㈲栗橋タクシー
三笠屋静御前店 パリジェンヌ
奈良呉服店 土田物産㈱つむぎや
フラワーショップハーモニー
栗橋中央二丁目 こまみや靴履物店
㈱ほりこし お茶の白石 魚安水産
㈲セキ薬局 満留賀 ㈲板屋洋品店
吉忠呉服店 ㈱べっこうや

㈲アカシヤ あづまや靴履物店
栗橋東一丁目 東京外語義塾
栗橋東二丁目 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㈱ はくつる
栗橋東三丁目 島田青果店㈲
ベニ美容室 ㈱仁井田設備
栗橋東四丁目
㈲ナガヌマでんき 永沼運輸㈱
栗橋東五丁目
㈲国内旅行センター 中島豆腐店
栗橋東六丁目
㈱杉山鉄工建設 荒井商店
白銀クリーニング店
緑一丁目
針金屋加藤酒店 岩崎速算学院
中里 とみなが青果
ヘルシーサロンオーガニック南栗橋
狐塚 魚楽
河原代 ジュバンスサロンⅠ

南栗橋一丁目 パン工房がお
南栗橋四丁目 鈴木商店
南栗橋六丁目
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 ㈱クリエイト
白馬メディケアサービス㈱
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

久喜市鷲宮地区（32 事業者）
東大輪
医）永成会矢作整形外科・内科
桜田二丁目
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
桜田三丁目
㈱ダイエー東鷲宮店
㈲リカーショップ BELL
桜田五丁目 ㈱丸栄
外野 野本酒店

西大輪四丁目 矢納製菓㈱
西大輪五丁目 ㈱佐々商事
西大輪
セブンイレブン久喜東鷲宮店
上内 すみれ薬局
ライスショップいいじま
中妻 いよ電器 ㈱宮城商店
関東テレビサービス
葛梅 相武酒店
鷲宮中央一丁目 倉持酒店

鷲宮中央二丁目 染谷商店
鷲宮一丁目 ㈱ＴＯＲＡＳＵＫＯ
鷲宮二丁目 古久店 島田菓子舗
中山菓子店 斎藤履物店 モテキ米店
白石電機商会㈲ オオサト靴店
フラワーショップナリタ
本多屋化粧品店 そば処ほんだや
鷲宮四丁目 畳濱合資会社
鷲宮五丁目 のむら電気商会
鷲宮 染谷輪業

この記事のお問い合わせは、久喜宮代清掃センター減量推進係（ＴＥＬ. 0480 -34-2042）へ
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衛 生 組 合 だ よ り

久喜宮代
清掃センター版
（久喜市久喜地区・宮代町）

☎ 0480 -34-2042

平成 24 年 10 月１日

⑤

●粗大ごみ処理券取扱店の終了
について
下記の店舗につきましては、粗大ごみ処理券の取り扱いを終了
しましたので、お知らせします。
店

舗

名

所

ミニストップ宮代和戸店

在

地

宮代町和戸一丁目 8-32

【お問い合わせ先】業務課収集料金係

●小学生が久喜宮代清掃センターを見学しました
７月４日
須賀小学校
４年生
ごみ処理施設（焼却炉）

剪定枝資源化設備

７月５日
久喜小学校
４年生
ごみ処理施設（見学室）

生ごみ減容化及び堆肥化処理施設

この記事のお問い合わせは、久喜宮代清掃センター（TEL. 0480-34-2042）へ

●資源物持ち去り者に禁止命令を実施！

各清掃センター共通

衛生組合では、集積所に出された資源物（新聞など）の持ち去り行為に対しての取り締ま
りを警察と連携して実施しています。検挙者に対しては、条例に基づき禁止命令書を発行し、
再発防止に努めています。
本年６月号でお知らせした以降に新たに検挙された事件は、下記のとおりです。
実施日

行為の現場

持ち去られた物

６月 29 日（金）

久喜市青葉四丁目地内

新聞紙

８月 7 日（火）

久喜市南一丁目地内

新聞紙

資源物の持ち去り行為を目撃されましたら、警察「110 番」通報 へのご協力をお願い
します。

⑥

平成 24 年 10 月１日

菖蒲
清掃センター版
（久喜市菖蒲地区）

☎ 0480-85-7027

衛 生 組 合 だ よ り

第14６号

●犬・猫・カラス対策用
リサイクルネットについて
ごみ集積所のカラス等対策ネットに
ついて、
「古くなってしまったので取り
替えてほしい」、「破けてしまったので
交換したい」などのお問い合わせが多

く寄せられていますが、カラス等対策ネットは、平成 23 年３月
１日付けで貸与要綱が廃止となり、現在は貸与していません。
つきましては、カラス等対策ネットの交換や新たに使用する場合は、各地区で対応されま
すようお願いします。

●事業活動による事業系ごみの集積所使用禁止について
お店や農業などの事業活動で排出されたごみは「事業系ごみ」と
なります。
「家庭系ごみ」ではありませんので、集積所の使用はで
きません。
「事業系ごみ」は菖蒲清掃センターに直接搬入するか、許可業者
に収集を依頼するなどの方法となりますので、ご協力をお願いします。
なお、事業系ごみの処理は、有料となります。

この記事のお問い合わせは、菖蒲清掃センター（TEL. 0480 -85-7027）へ

八甫
清掃センター版
（久喜市栗橋・鷲宮地区）

☎ 0480-58-1309

●電話等の質問・疑問にお答えします
Q. 割れたびんや、ガラス等は、
どのように出したらよいのですか？
A. 飲
 料用のびんは通常「飲料用びん・缶」
の日に出していただいていますが、割れ
てしまったびんは、「燃やせないごみ」の
日に出してください。なお、割れたびん

やガラスは、指定ごみ袋に直接入れてしまうと、袋が破れ、破片等が
飛び出し収集作業員がけがをする恐れがありますので、新聞紙等で包

収集作業員がけがを
しないような工夫を

んで、包みの上にマジック等で「割れたびん・ガラス」等と明記し、

お願いします！！

中身が何か分かるように出してください。
（注）レジ袋は使用しないようにお願いします！！

Q. CD・MD・DVD・ビデオケース、
PP バンド等は、どの種類に
出したらいいのですか？
A.「燃やせるごみ」の日に出してください。

「プラスチック製容器
包装 」の 日に は出 さ
ないでください！！

第14６号

衛 生 組 合 だ よ り

平成 24 年 10 月１日

A. 布
 団とカーペットは「粗大ごみ」として予約と処理券
（500 円）が必要になります。また、燃やせるごみの指
定袋に入れて口がきちんと結べる場合は「燃やせるごみ」

八甫
清掃センター版

機械 の故 障を 防ぐ た
めに も、 必ず 切っ て
ください！！

の日に出すこともできます。ただし、布団やカーペット
は機械にからまり故障の原因となりますので必ずたて・

30

よこ 30 ｃｍ以下に切ってください。なお、電気カーペッ
30

トも「粗大ごみ」として予約と処理券（500 円）が必要
ですが、燃やせないごみの指定袋に入れて口が結べる場
合は「燃やせないごみ」の日に出してください。
※電気カーペットを切る必要はありません。

Q. 湿気とりの容器や除草剤の容器は、いつ出したらよいですか？
A. 容
 器または容器のラベルに、

マークが入っている場合は、中
身を軽くすすいで、
「プラスチック製容器包装」の日に出してく
ださい。

マークが無ければ、
「燃や

せるごみ」の日に出してください。

湿気とりの容器、
除草剤の容器等、
マークがあれば、
「プラスチック製容器
包装」へ！！

●「プラスチック製容器包装」及び「布・衣類」の
処理報告について
平成 23 年 10 月から開始した「プラスチック製容器包装」及び「布・
衣類」の処理について報告します。
10 月 か ら ３ 月 ま で の「 プ ラ ス チ ッ ク 製 容 器 包 装 」 の 搬 入 量 は
375.86t でした。その内、不適物等の混入は 13.39 ｔ（搬入量の 3.6％）
ありました。
また、
「布・衣類」の搬入量は 93 ｔでした。ごみとして処理されて
しまう物が、皆様のご協力により、リユース（再使用）
・リサイクル（再
利用）され、ごみの減量化に繋がります。
引き続き、ご協力をお願いします。

おわび
「家庭ごみ・資源物収集カレンダー」
（栗橋地区 F ブロック）につきまして、7 月 30
日（月）のペットボトル回収日が、掲載されておりませんでした。皆様には、大変ご
迷惑をお掛けいたしました。今後、このようなことがないよう再発防止に努めてまい
りますので、引き続きご協力をお願いします。

この記事のお問い合わせは、八甫清掃センター（TEL. 0480 - 58-1309）へ

粗大ごみ収集の予約は、粗大ごみ予約センター（ＴＥＬ：０４８０‐３１‐８２８６）へ

Q. 布団やカーペットはどのように出したらよいのですか？
また、電気カーペットはどのように出したらよいのですか？

⑦

⑧

月８日（月）の体育の日も休まず収集します。（各清掃センター共通）

10

平成 24 年 10 月１日

衛 生 組 合 だ よ り

●有料広告を募集します

第14６号

各清掃センター共通

（お問い合わせ先：0480-34-2042）

衛生組合だよりやホームページなどの組合の刊行物等に掲載する
有料広告を募集します。広告の掲載を希望する方は、申込受付期間中
に久喜宮代清掃センター総務課まで申請してください。個人・法人問
わず、どなたでも申請可能です。※掲載には審査があります。
申込受付期間

広告媒体

12 月３日から
12 月 28 日
（土・日・祝日は除く）

衛生組合だより

広告掲載時期等
平成 25 年４月１日発行号、６月１日発行号、
８月１日発行号

衛生組合ホームページ

平成 25 年４月から９月

家庭ごみ・資源物収集カレンダー ３月（平成 25 年度版・年１回発行）
広告掲載物

規格

掲載期間

衛生組合だより

1 枠（縦 40㎜×横 76㎜）
2 枠（縦 40㎜×横 157㎜）
一色 ( 黒 ) 刷り
広告枠は実線で表記

衛生組合
ホームページ

縦 48 ピクセル×横 120 ピクセル
GIF 形式
4 キロバイト以内

家庭ごみ・資源物収集
カレンダー

1 枠（縦 20㎜×横 70㎜）
2 枠（縦 20㎜×横 150㎜）
フルカラー
広告枠は実線で表記

掲載料

1 回から最大
3 回まで

回

１ヶ月単位で
最高 6 ヶ月まで

月額

1回

回

●粗大ごみ予約センター稼働中です

1枠
2枠

10,000 円
20,000 円

10,000 円

1枠
2枠

20,000 円
40,000 円

各清掃センター共通

本年４月からご利用いただいています「粗大ごみ予約センター」の受付方法は、下記のと
おりとなっています。

粗大ごみ予約センター
0480（31）8286（管内共通：間違い電話にご注意ください）
（受付時間 8:30 ～ 17:15、土・日曜、年末年始除く）

【インターネット予約】（受付 24 時間対応）
http://www.crt-kuki.miyashiro.saitama.jp/atsume/sodaiyoyaku.html

編集・発行 久喜宮代衛生組合

〒345-0836

宮代町大字和戸 1276-1

（久喜宮代清掃センター）

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
・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
この広報紙は再生紙を使用しています

