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〜げんりょう（ 原料・減量）
化大作戦実施中!〜
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ご家庭の庭木剪定で発生する枝葉を、剪定枝粉砕機で処理すれば、たい肥に利用
したり、植え込み樹木根元の雑草抑止・土の乾燥予防等、広範な用途に使えます。
また、ごみとして焼却されていた枝葉をたい肥にして利用することにより、新た
な植物が育ち、地球温暖化防止にもつながりますのでご利用ください。
貸出対象者

久喜市（全域）及び宮代町にお住まいの方

貸出条件

剪定枝葉を粉砕・チップ化し、発酵させ、たい肥などに有効利用すること。なお、粉砕・チッ
プ化したものは、集積所には出さないこと。

貸出期間

７日以内

申込方法

久喜宮代清掃センター（℡ 34-2042）へ電話又は窓口で予約してください。ご利用になる月の
前月 1 日から受付します。なお、予約後は、利用申請書の提出が必要です。

貸出・返却方法

粉砕機は利用者自らが運搬してください。
（乗用車でも運搬は可能です）
貸出時は、住所が確認できるもの（運転免許証、保険証など）をお持ちください。返却時に実
績報告書の提出をお願いします。
（貸出時にお渡しします）

注 意 事 項

又貸しや営利目的の利用はしないでください。また、粉砕機の利用方法に起因する損害の責任
は、当該利用者が負うことになります。

ＤＡＴA
・重さ：２５ｋｇ
・大きさ：長さ 約６０ｃｍ 幅 約５０ｃｍ
高さ 約９０ｃｍ
・電源：家庭用電源１００Ｖ

・粉砕能力：枝の直径最大２５ｍｍ
から３５ｍｍまで

作業の様子

処理した枝葉のチップ

【問合せ先】業務課施設係

夏になり、週末に草刈りをして草木等をごみとして出す方も多いと思いますが、下記のとおり
お願いします。

【草】
1 草は乾かして、土を払う
2 必ず「燃やせるごみ指定袋」に入れる
3 量が多い場合は、複数回に分けて集積所に出す（燃やせるごみの日）

「燃やせるごみ」
指定袋

【枝木・植物の茎】
 「燃やせるごみ指定袋」に入らない枝木・植物の茎を出す場合は、葉を取り
除き、ひもで束ねて集積所に出してください。なお、枝木・植物の茎は、各
清掃センターの処理施設の能力により、処理できる規定寸法が異なりますの
で、お住まいの地区の「家庭ごみ・資源物収集カレンダー」でご確認ください。【問合せ先】各清掃センター
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年度佳作標語）

●草や枝木・植物の茎をごみとして出すときのお願い

「買物で にっこり断る レジ袋」久喜市久喜地区 小林拓夢さん （平成

●家庭用剪定枝粉砕機を“無料貸出し”しています

「ごみ減量 私も出来る ノーレジ袋」久喜市栗橋地区 古澤友美さん （平成
年度佳作標語）

23

②

平成 25 年８月１日

衛 生 組 合 だ よ り

第151 号

●ごみを清掃センターに持ち込む際は、集積所に
出すときと同じ状態で！
家庭ごみをお住まいの地区の清掃センターに持ち込む際
は、必ず集積所に出す時と同じように、分別を行った状態
で持ち込んでください。燃やせるごみと燃やせないごみに
「燃やせるごみ」 「燃やせないごみ」
指定袋
指定袋

ついては、ごみ指定袋に入れた状態でお持ちください。清
掃センターでは、ごみ指定袋等の販売は行っていません。

また、ごみ指定袋に入らないものは、粗大ごみ扱いとなります。
※なお、栗橋・鷲宮地区に居住する方の、八甫清掃センターへのごみの持ち込みについて
は、
平成 25 年 10 月１日から可能となります。
（曜日・時間の制限があります）
。詳細は、
⇒⑦ページ

八甫清掃センター版をご覧ください。

●資源集団回収事業報償金制度について
資源集団回収事業報償金制度は、資源再利用の推進、ごみの減量と
生活環境の保全を図るため、廃棄物の中で再利用できる資源（紙類・
古衣料）を定期的に回収する団体（自治会・ＰＴＡなど）に回収量に
応じて報償金を交付する制度です。ぜひご活用ください。

団体要件

久喜市及び宮代町内の、自治会、町内会、ＰＴＡ、婦人会、子ども会、
老人クラブ等の地域住民 10 世帯以上で構成される、営利を目的としな
い団体で、主体的・定期的に資源物の回収を行う団体

登録期間

登録日～平成 27 年５月末まで（更新あり）

回収対象品目
報償金額
報償金の交付

「紙類（新聞、雑誌・ざつがみ、段ボール、飲料用紙パック）
」
、
「古衣料」
（久喜市及び宮代町の一般家庭から排出されたものに限る）
７円／ｋｇ
年４回（６月・９月・１月・３月）
次のいずれかの方法、又はその併用による

資源物の回収方法

Ａ：拠点回収（※）
Ｂ：登録団体による各戸回収（※）
Ｃ：登録業者による各戸回収（※）
（※）回収を衛生組合の資源回収日には行わないこと
（※）詳細は下記にお問合せください

資源物の引渡し先

Ａ．③ページ資源集団回収登録業者一覧に掲載されている登録業者
Ｂ．直接問屋に持込み

登録を希望する団体は、右記の問合せ先にご連絡ください。

２

【問合せ先】総務課減量推進係

衛 生 組 合 だ よ り

平成 25 年８月１日

③

登録団体から資源物の引渡しを受け、運搬することができる事業者
は、下記の登録業者となります。
資源集団回収事業報償金制度による資源回収を始めようとする団体
は、下記の事業者から引渡し先をお選びください。

◎資源集団回収登録業者一覧
（登録期間

平成 25 年６月１日～平成 27 年５月 31 日）

事業者名（代表者又は営業所名）

対象品目

久喜市上町 16-45

0480-21-0954

紙類

栗原紙材㈱（久喜事業所）

久喜市下早見 1885-1

0480-23-0376

紙類・古衣料

押田商店（代表

宮代町中島 603

0480-33-0430
090-3472-8292

紙類

宮代町東 403-1

0480-34-6298

紙類

久喜市菖蒲町
下栢間 2846-2

0480-85-3211

紙類・古衣料

久喜市栗橋東 2-16-29

0480-52-5913

紙類

久喜市中妻 1145

0480-59-3636

紙類・古衣料

春日部市内牧 1804-1

048-752-4922
090-2318-0984

紙類・古衣料

加須市常泉 40-16

0480-66-2631

紙類・古衣料

㈱イズミ

行田市埼玉 4173-2

050-35378725

紙類・古衣料

㈱熊谷紙業

熊谷市上新田 304

048-536-4128

紙類・古衣料

石原紙業㈱

熊谷市佐谷田 3801-1

048-523-8963

紙類・古衣料

越谷市大沢 4-12-4

048-962-5891

紙類・古衣料

越谷市増林 3673-1

048-964-1634

紙類

048-878-2412

紙類・古衣料

048-812-2030

紙類（新聞のみ）

幸手市北 2-18-1

0480-44-3116

紙類（飲料用
紙パック除く）

幸手市東 3-27-4

0480-44-1682
090-5790-8651

紙類・古衣料

幸手市平須賀 2-489

0480-47-3181

紙類・古衣料

白岡市上野田 690-1

0480-90-4556

紙類・古衣料

杉戸町杉戸 484-2

0480-32-1549

紙類

さいたま市岩槻区
上野 5-1-11

048-795-1883

紙類・古衣料

坂本保夫）

押田和夫）

エイ･ エル ･ クリーン
（代表 村田良一）
㈱ブシュー（菖蒲営業所）
タイガー紙材
（代表 石河 博）
㈲飯島倉庫
タイヨー商事（代表
赤白資源（代表

白鳥商店（代表

安永洋一）

新井十三夫）

白鳥安蔵）

㈱今井（越谷営業所）

さいたま市緑区大字
高畑字狭土手下 513
さいたま市緑区
大門 1947-1

サン商事㈱
㈱遠山紙業
㈱セントラル・アメニティ
（北事業所）
東部リサイクル
（代表 永井達也）
北海紙管株式会社（幸手営業所）
㈱ティー ･ アール ･ シー
（白岡事業所）
富沢商店（代表
㈱ハイグレード

富沢清志）

【問合せ先】総務課減量推進係
3
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年度佳作標語）

電話番号

坂本商店（代表

所在地

「マイバック みんなで持てば エコ社会」 久喜市鷲宮地区 今泉啓子さん （平成

第151 号

「お使いに もっていこうよ マイバック」 久喜市久喜地区 高山賢治さん （平成

④

平成 25 年８月１日

衛 生 組 合 だ よ り

第151 号

●小学生が清掃センターを見学しました
生ごみ処理施設

分別クイズ

分別クイズ、正解は…!?

微生物の力で生ごみを分解します
4 月 30 日 ( 火 )

久喜市立青葉小学校

4 年生

5 月 21 日 ( 火 )

粗大ごみ置場

久喜市立青毛小学校

4 年生

燃やせないごみ処理施設

年度佳作標語）

24

ソファやベッド、まだ使えるのかも

？

6 月 18 日 ( 火 )

久喜市立久喜北小学校

す

ベヤで運ばれていきま

燃やせないごみがコン

4 年生

6 月 25 日（火） 久喜市立三箇小学校

●粗大ごみ処理券取扱店の追加について

４年生

information

下記の店舗が取扱いを始めましたので、お知らせします。

（追加）
店

舗

名

住

所

定休

電話番号

㈱温古堂書店

久喜市本町 3-11-29

日

0480-21-0100

セブンイレブン菖蒲柴山店

久喜市菖蒲町柴山枝郷 1509 －１

―

0480-85-3851

セブンイレブン
久喜清久工業団地前店

久喜市菖蒲町台 2606-3

―

0480-85-0706

4

衛 生 組 合 だ よ り

久喜宮代

平成 25 年８月１日

⑤

●家庭ごみの持ち込みが有料となります

清掃センター版

衛生組合だより 12 月号・６月号にてお知らせしましたとお

（久喜市久喜地区・宮代町）

り、10 月から、ごみ処理手数料が段階的に改定されます。特

☎ 0480 -34-2042

に久喜宮代清掃センターでは、現在無料で

かけまちがいにご注意ください

受入ております家庭ごみの持ち込みが、下
記のとおり有料となります。

★家庭ごみ直接搬入の処理手数料
久喜地区

引越しや掃除などの自己都合により直接搬入された家庭ごみ
が対象です。これは、受入に必要な費用の一部を負担していた

宮代町

だくためのものです。なるべく指定された日に地域の集積所を
ご利用いただきますようお願いします。
久喜宮代清掃センター
粗大ごみ以外のごみ
粗大ごみ
（燃やせるごみ等）

現行

無料

本年 10 月から

10㎏につき 100 円
（10㎏未満の場合でも 100 円）

平成 27 年 10 月から

10㎏につき 200 円
（10㎏未満の場合でも 200 円）

粗大ごみ処理券
による手数料納入
１点につき 500 円
（変更なし）

★家庭ごみ直接搬入の受入方法
…計量により、処理手数料を算定いたします。粗大ごみとそれ以外のごみをいっしょに
搬入する場合、それぞれに計量する必要があることから、場内の混雑が予想されます。
なるべく指定された日に地域の集積所をご利用いただきますようお願いします。
①

搬入する場合

例）粗大ごみと、それ以外のごみを

①受付にて、車両ごと計量します。
②計量後、所定の場所で粗大ごみを降ろします。
③受付にて、再度計量します。
④計 量後、所定の場所で粗大ごみ以外のごみを降
ろします。
⑤受付にて再度計量し、計量伝票を発行します。
⑥事 務所窓口にて、計量伝票により手数料を精算
してください。

受

②

付

③
⑥

事務所窓口

粗大ごみ
引取場所

④
⑤

ごみ
引取場所

※事業系ごみの手数料につきましても、あわせて改定いたします。詳しくは衛生組合だより６月号をご覧
ください。

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

5
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年度佳作標語）

※あらかじめ分別をした状態で搬入してください。また「燃やせるごみ」と「燃やせないごみ」を搬入する場合、
ごみ指定袋を使用してください。（清掃センターでは、ごみ指定袋等の販売は行っていません。
）
※集積所に排出される一般家庭ごみにつきましては、変更ありません。
（無料）

「ありがとう 卒業したの レジ袋」 久喜市久喜地区 小林和美さん （平成

第151 号

「持ちました 買い物メモと マイバック」 久喜市菖蒲地区 竹中富江さん （平成

⑥

平成 25 年８月１日

菖蒲
清掃センター版

衛 生 組 合 だ よ り

第151 号

●ごみの持ち込み受付時間が
変更になりました！

（久喜市菖蒲地区）

☎ 0480-85-7027
かけまちがいにご注意ください

菖蒲清掃センターへの直接搬入は、毎週火曜日から金曜日となりま
した。受付時間は、午前９時から 11 時 30 分、午後は 1 時から４時
となりましたので、よろしくお願いします。

●ごみ出しは指定袋で！
それぞれの区分の出し方を守ってください。
菖蒲地区

袋の口をひもやテープで
とめた物はＮＧ！

「燃やせるごみ」 「燃やせないごみ」
指定袋
指定袋

●粗大ごみを直接清掃センターへ持ち込む時は、
粗大ごみ処理券が必要となります。
粗大ごみを直接搬入される方は、粗大ごみ処理券を取扱店舗で購入
してから、お持ちくださるようお願いします。

見

本

粗大ごみ処理券の取扱店舗は、家庭ごみ・資源物収集カレンダー又
は、ホームページ及び衛生組合だより６月号に掲載してあります。

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

年度佳作標語）
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八甫
清掃センター版
（久喜市栗橋・鷲宮地区）

●資源物の持ち去り者を検挙！！
～みなさんの 110 番通報が活きています～
下記のとおり、金属類の持ち去り行為

☎ 0480-58-1309

をした者が警察に検挙されました。皆さ

かけまちがいにご注意ください

んから警察への通報によって、検挙する
事ができました。ご協力ありがとうござ

栗橋地区
鷲宮地区

いました。
衛生組合が、回収・売却することで、
皆さんに還元されるべきはずの利益を奪
う「持ち去り行為」を見かけましたら、引き続き 110 番通報へのご
協力をお願い致します。

実施日

行為の現場

持ち去られた物

６月 11 日（火）

桜田三丁目集積所

燃やせないごみ
（金属類）

6

衛 生 組 合 だ よ り

平成 25 年８月１日

⑦

八甫
清掃センター版

●電話等による質問・疑問にお答えします

★ 10 月から開始される一般家庭ごみの持ち込みに関する質問について
Q１
A

八甫清掃センターにごみを持ち込んで処理することはできますか？
現在は、ごみや資源物の持ち込みはできません。
（９月 30 日まで）
 平成 25 年 10 月１日（火）より持ち込むことができます。
（栗橋地区、鷲宮地区に居住する方
に限ります）
。
なお、持ち込み処理は有料になります。→ Q ４参照
また、集積所に出す場合と同じ形態でお持ち込みください→ Q ７参照

Q２
A

Q３
A

Q４
A

事前の申込みは必要ですか？
また、持参しなければいけない書類はありますか ?
事前申込みは必要ありません。
運転免許証、保険証、公共料金の支払伝票など住所、氏名が分かるものをお持ちください。

持ち込みできる曜日や時間は？
また、土曜日や日曜日に持ち込むことはできますか？
火曜日～金曜日、午前９時～ 11 時 30 分、午後１時～４時までです。
月曜日、土曜日、日曜日、祝日及び上記時間以外は持ち込むことはできません。
 なお、年末年始の受入業務等については、広報紙「衛生組合だより」や「久喜宮代衛生組合ホー
ムページ」でお知らせ致しますのでご確認ください。

持ち込んだ際の処理手数料はいくらになりますか ?
10 ｋｇにつき 100 円です。
（支払いは、現金のみとなります）。
粗大ごみは、
原則１点につき 500 円（粗大ごみ処理券が必要）です。
 なお、
 また、粗大ごみを搬入する場合は、必ず事前に「粗大ごみ処理券取扱店
舗（家庭ごみ・資源物収集カレンダー P23 参照）
」等で、粗大ごみ処理券

見

本

を購入してから持ち込んでください。

A

24

ごみがたくさんあります。
車からごみを運んで降ろしてもらうことはできますか？
持ち込んだ方が荷降ろしをお願いします。なお、大型の粗大ごみを持ち込む方は２名以上で搬入
してください。また、多量の際は搬入制限をお願いすることもありますので、ご協力ください。

Q６

手続きの時間はどのくらいかかりますか？

A

支払い完了までの時間は、混雑状況によって異なります。
お急ぎの方の持ち込みはご遠慮くださるようお願い致します。

Q７
A

持ち込みする際の袋は、指定袋に入れ替える必要はありますか？
集積所に出す時と同じように、分別を行って、持ち込んでください。
「燃やせるごみ」
「燃やせないごみ」は、
必ずごみ指定袋に入れてください。
※ごみ指定袋に入っていない物や、分別されていないごみはお持ち帰
りいただきます。

「燃やせるごみ」 「燃やせないごみ」
指定袋
指定袋

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
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燃やせないごみ袋

年度佳作標語）

Q５

「持ちあるこう いつでもどこでも エコバッグ」 久喜市鷲宮地区 吉田あいみさん （平成

第151 号

粗大ごみ処理券の取扱店を募集しています。ご協力いただける事業者の方は各清掃センターへご連絡ください。

⑧

平成 25 年８月１日

衛 生 組 合 だ よ り

各清掃センター共通

第151 号

●ノーレジ袋キャンペーン
月間参加事業者募集中
衛生組合では、毎年 10 月を「不要なレジ袋を削減する」た

久喜市

めに「ノーレジ袋キャンペーン月間」として、啓発活動に取り
組んでいます。今年度も実施しますので、活動に参加していた

宮代町

だける事業者を募集します。ご応募お待ちしています。
趣

旨

マイバッグの利用を促進し、不要なレジ袋の削減に努める

募集期限

平成 25 年８月９日（金）

実施期間

平成 25 年 10 月１日（火）から平成 25 年 10 月 31 日（木）まで

応募要件

久喜市、宮代町内に事業所を有し、当該キャンペーンの趣旨に賛同いただける事業者

活動内容

店頭に啓発用品（のぼり旗、卓上型のぼり旗、ポケットティッシュ）を
掲出していただきます。※啓発品購入・配送は衛生組合で行います。事
業者の費用負担はありません。

問合せ先

のぼり旗はこんな

総務課減量推進係

イメージです！

●有料広告を募集します
衛生組合だよりやホームページなど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、申込み受付期間中に久喜宮代清掃センター総務課減量推進
係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。
申込受付期間

広告媒体

広告掲載時期等

８月１日から
９月２日まで
（土・日・祝日は除く）

衛生組合だより
衛生組合ホームページ
家庭ごみ・資源物収集カレンダー

平成 25 年 10 月１日発行号、12 月１日発行号、２月１日発行号
平成 25 年 10 月から平成 26 年３月
３月（平成２６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

２枠（縦 40mm ×横 157mm)

１枠（縦 40mm ×横 76mm)
一色（黒）刷り
衛生組合
ホームページ
家庭ごみ・資源物
収集カレンダー

１回から最大

広告枠は実線で表記

縦 48 ピクセル×横 120 ピクセル
G I F 形式

４キロバイト以内

３回まで
１ヵ月単位で
最高６ヶ月まで

掲載料

回

月額

１枠（縦 20mm ×横 70mm)
２枠（縦 20mm ×横 150mm)
フルカラー

１回

回

広告枠は実線で表記

※掲載には審査があります。

１枠

10,000 円

２枠

20,000 円

10,000 円

１枠

20,000 円

２枠

40,000 円

【問合せ先】総務課減量推進係

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

〒346-0103

久喜市菖蒲町台 2770-1

電話 0480-85-7027

・八甫清掃センター

〒340-0201

久喜市八甫 2525

電話 0480-58-1309

・粗大ごみ予約センター

電話 0480-31-8286

【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

お間違いのないようにご注意ください
この広報紙は再生紙を使用しています
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