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～げんりょう（原料・減量）化大作戦実施中!～
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賞名 作品 氏名 市・町

優秀賞 ゴミ減らし　最初の一歩は　レジ袋 武井　まい　様 久喜市

優秀賞 いいね　エコだね　マイバッグ 橋本　英雄　様 久喜市

優秀賞 マイバッグ　持つなら今でしょ！　ゴミ減量 中城　恵里　様 久喜市

優秀賞 レジ袋　もらわず減らそう　家（うち）のゴミ 入江　映子　様 久喜市

優秀賞 買い物に　毎日持参　マイバッグ 加藤　和明　様 久喜市

優秀賞 レジ袋　使わずすてきな　マイバッグ 金子　和生　様 宮代町

　レジ袋は全国で１年間に約300億枚も使われており、

使用後は大半がごみになってしまいます。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（火）から 10 月 31 日（木）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いたスーパー等では、レジ袋

を使わないことでごみを減らそうという取り組みです。

　主旨に賛同していただいたスーパー等では、のぼり

旗が掲げられ、また、店頭では減量推進員や市町内の

マスコットキャラクターによる啓発活動も行われます。

【問合せ先】総務課減量推進係

10月は「ノーレジ袋キャンペーン」月間です10月は「ノーレジ袋キャンペーン」月間です10月は「ノーレジ袋キャンペーン」月間です

お買い物の際は、マイバッグの持参を！

　衛生組合では、10 月のノーレジ袋キャンペーン月間に合わせて標語募集を

行いました。　ご応募いただいた 107 通の作品の中から選ばれた、「お出かけ

は　いつも一緒に　マイバッグ」（山田幸子様の作品）を「最優秀賞」に決定し、

キャンペーンの標語として、のぼり旗に採用させていただきます。また、以

下の６作品が「優秀賞」に選ばれました。多数の応募ありがとうございました。

●ノーレジ袋キャンペーンの標語が決定！

お出かけは　いつも一緒に　マイバッグ
久喜市　　　

山田　幸子様

最 優 秀 賞
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野久喜

　㈲武井商店　Ｂ・Ｃパル

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

　島田燃料店　　　渕岡生花店

　久喜中央薬局　　山中ふとん店

　柳田履物店　　　愛宕茶屋

　㈲浜牛商店

久喜中央二丁目　　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

　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

　川島輪店　　　　まつや呉服店

　㈲太陽堂　　　　浜田自動車商工

　のばら手芸店　　名糖牛乳久喜販売店

　㈲ひだか酒店　　章行㈱ ･タムラ

久喜中央四丁目　　㈱シェーネ

　コイズミ酒店　　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　 月堂

南四丁目

　セブンイレブン久喜南店

　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

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

百間五丁目　関根輪業

　司法書士渡辺事務所　鈴木商店

中島　㈲東京ベンリ商会

宮東　中島自動車　アイエス技研

川端一丁目

　肉のあまつ　　　㈲野口電器

　㈲小澤　鮮魚大友

川端二丁目　須賀呉服店

川端三丁目　㈲ FIL マネジメント

川端四丁目　アルソアしまむら

川端　アラキ治療院

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

東　入の店　　　　岡村商店

本町一丁目　池上薬局

　㈲藤田油店　　　武井米穀店

本町二丁目

　ムカサデンキ　　㈱マサクラワークス

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　塩崎米穀店

　魚定　　　　　　塚越商店

　真中鮮魚店　　　ふとんの島崎

　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　

　㈲マツナガ　　　㈱東武家具

　折原酒店

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　

　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

青毛一丁目

　㈱コイデカメラ久喜店

　㈱ますかわ電気久喜東店

青毛二丁目　㈱マルエツ久喜店

栗原二丁目　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

中　㈲伊草自動車工業　島村米穀店

金原　㈱大正店装

西原　佐藤理容室　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

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

笠原一丁目

　やきとりすぎちゃん　㈲加藤園　

笠原二丁目　支那そば織ちゃん

宮代二丁目　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

　フジオックス㈱宮代杉戸営業所

　㈲埼玉職洗機材

栗原四丁目　二光乾電池㈱

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

　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　　　伊勢家菓子舗

　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

久喜東五丁目　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

太田袋　三笠米菓本舗　カトウ自動車

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

　大島農機㈱関東（営）

江面　㈲久喜マイカーセンター

上清久　㈲カードリーム　小林寝具店

　折原商店　　　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

六万部　小森谷自動車整備工場

　南彩農業協同組合宮代支店

　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１丁目

　 月堂学園台店　ミルクユウユウ

本田１丁目

　理容まつもと　　小船金物店

　ＫＩＮＧ’ＳＡＵＴＯ

本田２丁目

　カレーハウスとんとん　

　埼玉縣信用金庫宮代支店

本田５丁目

　あんでるせん　　四季

　焼き鳥えっちゃん　 どさんこ大将　

須賀　新宅屋酒店　とみた商店

東粂原　㈲森山モータース

国納　ビューティチャオ

宮代台　手芸の店ササキ

●「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（117 事業者）

●宮代町（85 事業者）

キャンペーン期間中、下記の店舗にのぼり旗の掲出等をお願い

しています。ご協力ありがとうございます。
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菖蒲町三箇

　カメラのアライ　㈱岡安不動産

　マミーマート菖蒲店

　伊万里本舗　　　㈱菖蒲石油

菖蒲町新堀

　栗原酒屋　　　　ほりべストア

　㈲ヤマタめん

菖蒲町菖蒲

　アルト ･ボラルあおぞら

　松橋商店　　　　宮田呉服店　

栗橋北１丁目

　あきば洋品店　　ＴＯＰ電器

　ひまわり化粧品　萬来

栗橋北２丁目

　柿沼オートサイクル

　エステ・ラボ・さかにわ

　太田商店　

栗橋中央１丁目　吹禅堂

栗橋中央２丁目　こまみや靴履物店

　㈱ほりこし　　お茶の白石

　㈲セキ薬局　　吉忠呉服店

東大輪

　医）永成会矢作整形外科・内科

桜田５丁目　㈱丸栄

　㈲八百武酒店　　島先電機宮代店　

和戸　日下部菓子店

　ローソン宮代和戸店

和戸１丁目　増山商店

　山木屋酒店　　　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　

　ヤオコー菖蒲店　松村鶏肉専門店　

　山の屋　　　　　八百仙

　㈲ミヨシヤ薬局　旭屋酒店

　朝日屋洋品店　　㈲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　　　　　金子寝具店

　あづまや靴履物店

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㈱

　はくつる

栗橋東３丁目　ベニ美容室

栗橋東４丁目　㈲ナガヌマでんき

栗橋東５丁目　中島豆腐店　

緑１丁目　白銀クリーニング店

　針金屋加藤酒店

外野　野本酒店

西大輪５丁目　㈱佐々商事

中妻　いよ電器

　ミヨ美容室

和戸２丁目　野口堂洋品店

　㈱海健プロパン

和戸３丁目　山崎屋クリーニング

　今泉自動車整備工場

　井ノ山米店　　　平沢たばこ店

　杉村衣料店　　　㈲田中米穀本店

　シスター美容室　若松屋洋品店

　ヨークマートフードセントラルモラージュ菖蒲

　パール薬局　　　エビスヤクリーニング

菖蒲町下栢間

　理容イシザカ　　㈲加藤電化

菖蒲町小林

　犬のアンティ　　㈲長谷川運輸

中里

　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４丁目　鈴木商店

伊坂　エルメックツチダ　野本商店

松永　そば処さとかた

間鎌　㈲長島商店

　白馬メディケアサービス㈱

佐間　島田菓子店

鷲宮中央２丁目　染谷商店

鷲宮２丁目　島田菓子舗

鷲宮５丁目　のむら電気商会

和戸４丁目　和戸飯店

　まるひで　　　　㈲野口商会

　ミート＆デリカのざわ

和戸５丁目　理容ワタナベ

●久喜市菖蒲地区（45 事業者）

●久喜市栗橋地区（33 事業者）

●久喜市鷲宮地区（８事業者）

【問合せ先】総務課減量推進係

　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。

●マイバッグ作成講習会を開催します

10 月 12 日 ( 土 ) 13:00 ～ 16:00

久喜市（全地区）・宮代町在住の方

10 人（申込順）

久喜宮代清掃センター 大会議室

裁縫道具 ( はさみ、まち針、ものさし、チャコ等 )

※電子ミシンや傘布、糸は衛生組合で用意します。

10 月 7 日 ( 月 ) ～ 10 月 11 日 ( 金 ) の 8:30 ～ 17:15

久喜宮代清掃センター減量推進係　0480-34-2042（電話のみ受付）

日 時

対 象

定 員

会 場

持 ち 物

申 込 期 間

申 込 方 法

昨年度のマイバック作成講習会
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　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

外国語版の印刷物を、下記のとおり発行しています。また、久喜宮

代衛生組合ホームページからＰＤＦ版がダウンロード可能ですので、ぜひご活用ください。

　久喜宮代衛生組合では、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」（小型家電

リサイクル法）が平成 25 年４月１日から施行され、この法律に基づき、小型家電のリサイク

ル制度を始めます。

　この制度は古くなったり、壊れたりして、使用済となったデジタルカメラやＤＶＤプレーヤー

等の小型家電に含まれる貴金属やレアメタル等の希少金属を効率的に回収し、再資源化を図る

とともに、鉛等の有害物質の適正な処理を目的に実施するものです。

　制度の詳細につきましては、順次お知らせしてまいります。

配布場所
　●久喜宮代版

　　久喜市役所環境課、久喜宮代清掃センター、

　　ふれあいセンター久喜、宮代町役場環境推進担当

　●菖蒲版

　　久喜市役所環境課、久喜市菖蒲総合支所環境経済課、菖蒲清掃センター

　●栗橋・鷲宮版

　　久喜市役所環境課、久喜市栗橋総合支所環境経済課、久喜市鷲宮総合支所環境経済課、

　　八甫清掃センター

※多量に必要な場合、各清掃センターにて対応します

【問合せ先】各清掃センター

【問合せ先】業務課施設係　34-2042

●ごみ収集表外国語版（平成 25 年度）を
　発行しています

●「小型家電リサイクル制度」が始まります

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）

回 収 方 法

処 分 方 法

従来のごみ分別区分に沿って、ごみ集積所から回収された

燃やせないごみの中から小型家電の対象品目を選別しま

す。（ごみの出し方は変更ありません。）

国の認定を受けた事業者へ引渡し、再資源化を図ります。

※ テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機は、今までどおり「家電

リサイクル法」に基づき処分してください。
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　久喜宮代衛生組合では、久喜市内及び宮代町内の小学校を対象

に、ごみ処理施設の社会科見学のご案内をしています。児童のみ

なさんに、リサイクルの仕組みや正しいごみの出し方を勉強して

もらい、家庭や学校生活でぜひ役立ててほしいと考えています。

　現在、久喜宮代衛生組合では、皆様が回収日に集積所へお出しいた

だいた資源（特に新聞等の紙類）を、衛生組合と関係のない者が持ち去っ

てしまう「資源の持ち去り行為」の対策として、禁止命令及び罰金に

ついての条例化及び職員によるパトロールを実施しているところです。

　今回、更なる対策として、古紙問屋の組合である関東製紙原料直納

商工組合と連携して、GPS システムによる位置情報を利用した追跡調

査を実施することになりました。

　この追跡調査は、管内全域を対象として、紙類（新聞）の回収日に

実施いたします。

　集積所周辺に車両を待機させる場合もありますが、ご協力よろしく

お願いいたします。

【問合せ先】各清掃センター

●久喜小学校４年生が、久喜宮代
　清掃センターを見学しました

●新たな資源持ち去り対策を実施します

久喜宮代
清掃センター版

（久喜市久喜地区・宮代町）

☎ 0480 -34-2042
かけまちがいにご注意ください

久喜地区

宮代町

　下記の店舗が取扱いを休止しましたので、お知らせします。

（休止）

●粗大ごみ処理券取扱店の休止について

店　舗　名 所　在　地

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

木村燃料 久喜市久喜東 1-14-21

information

剪定枝資源化設備 分別クイズ

枝を破砕機にかけて資源化しています ごみの分別、全部わかるかな…!?

【問合せ先】業務課収集料金係

【問合せ先】総務課減量推進係

7 月 4 日 ( 木 )

久喜市立久喜小学校

4 年生
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１. 概要　　八甫清掃センターごみ焼却施設は、稼働開始から約

25 年が経過し、設備の老朽化が顕著となっています。本工事は、当

施設を引続き安定稼働させるため、主要設備の整備・更新を行い施設

の延命を図り、工事後約 10 年間の継続稼働を計画しています。また、

本工事は国の循環型社会形成推進交付金事業として実施するもので、

交付金の交付要件である温室効果ガス（二酸化炭素）の排出抑制対策

も併せて実施し環境への負荷低減を図ります。

２. 工事名　八甫清掃センターごみ焼却施設基幹的設備改良工事

３. 工事期間　平成 27 年３月 13 日まで

　　　　　　　　　（平成 25・26 年度の２ヵ年工事）

４. 工事内容　ごみクレーン、給じん装置、中央監

視制御装置システム等の主要設備を更新します。

５. 工事請負金額　1,071,000,000円（消費税込み）

６. 工事請負業者　東京都大田区羽田旭町 11 －１

　　  　　　　　　　　  荏原環境プラント株式会社

●八甫清掃センターごみ焼却施設
　基幹的設備改良工事概要

八甫
清掃センター版
（久喜市栗橋・鷲宮地区）

☎ 0480-58-1309
かけまちがいにご注意ください

鷲宮地区

栗橋地区

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

八甫清掃センターごみ焼却施設

ごみ焼却施設内

ごみクレーン
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●問合せの多い質問・疑問にお答え
　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

Ｑ．ごみを八甫清掃センターへ持って行く場合、どのようにしたらよいですか？

Q.2  タッパー容器（保存容器）、PP バンド（結束用ひも）、文房具等は、どの

　　  種類で出したらいいのですか？

Q.3　衣類は、燃やせるごみで出すことはできますか？

燃やせないごみ袋

燃やせるごみの日

布・衣類の日

「穴が空いていたり、破れているもの」

 　ごみを持ち込みする場合は、集積所に出されている時

と同じように分別をして搬入してください。また、「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。

　持ち込みは、「処理手数料が有料（100 円／ 10 ｋ

ｇ）」、「曜日や時間に制限」があります。

　できる限り、集積所をご利用していただき、収集日に出してください。

　詳細は、「家庭ごみ・資源物収集カレンダー」または「衛生組合だより８月号」をご覧いた

だくか、八甫清掃センター（58-1309）までお問い合せください。

 　「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対象

となるものは、「　　 マーク」が表示

されているものになります。

※一部例外もあります。

　できません。衣類は、穴が空いてい

ても、汚れていても（シミや食べこぼし

等）「布・衣類」の日に出してください。

　※ 「油、ペンキでひどく汚れたもの」、

「ペットに使用したもの」、「ぞう

きんで再使用したもの」等は「燃

やせるごみ」となります。

A．

A．

A．

八甫

清掃センター版

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）

●粗大ごみ処理券取扱店の追加について

店　舗　名 所　在　地 電話番号

セブンイレブン久喜八甫店 久喜市八甫３－ 217 －１ 58 － 1668

information

★ 10 月から開始された一般家庭ごみの持ち込みに関する質問について★

「燃やせないごみ」

指定袋

「燃やせるごみ」

指定袋

「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」

指定袋

「燃やせるごみ」

指定袋

「燃やせるごみ」

指定袋

「燃やせるごみ」

指定袋
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編集・発行  久喜宮代衛生組合
（久喜宮代清掃センター）

〒345-0836　宮代町大字和戸 1276-1　  電話   0480-34-2042

FAX   0480-32-5361

この広報紙は再生紙を使用しています

〒346-0103　久喜市菖蒲町台 2770-1　　　電話   0480-85-7027・菖蒲清掃センター

〒340-0201　久喜市八甫 2525　　　　　　電話   0480-58-1309・八甫清掃センター

・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

【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

久喜市

宮代町

　衛生組合だより６・８月号にてお知らせしましたとおり、本年 10 月から、ごみの搬入方

法及び処理手数料が下記のとおり改定されました。

　現在、久喜宮代清掃センター及び菖蒲清掃センターでは、「びん・缶・

ペットボトル」を同一のごみ袋で収集しています。しかし、「ペットボ

トル」を再商品化するにあたり、「びん・缶」と一緒の場合、ガラス破

片等の混入によりペットボトルの品質が大幅に低下しています。

　そのため、平成 26 年４月からは、「びん・缶」と「ペットボトル」

を分別して集積所に出していただくようお願いします。

　また、詳細については、衛生組合だより 12 月号に掲載します。

※八甫清掃センターについては、すでに分別を実施しています。

●ごみの搬入方法及び処理手数料が統一されました

●平成 26 年４月から、久喜宮代清掃センター及び菖蒲清掃
　 センターで「びん・缶」と「ペットボトル」の分別が始まります

平成 25年 10 月 1日から 各清掃センター共通

家庭ごみの直接搬入
※ 1、２

粗大ごみ※３
粗大ごみ処理券による手数料納入

１点につき 500 円

粗大ごみ以外のごみ

（燃やせるごみ等）
10㎏につき 100 円

事業系ごみの直接搬入※ 4 10㎏につき 200 円

動物の死体※ 5

・清掃センターに搬入する場合　500 円～
・清掃センターが収集する場合　3,500 円～
　（重量により異なります）

【問合せ先】
各清掃センター

※１ 集積所に排出される一般家庭ごみにつきましては、これまでどおり変更ありません（無料）。

※２ 八甫清掃センターにおいても直接搬入受付を開始します。詳しくは⑦ページをご覧ください。

※３ 粗大ごみを直接搬入する場合、粗大ごみ処理券をあらかじめご用意ください。（計量による手数料算定対象とはなりません）

※４ 久喜宮代清掃センター管内においてごみ集積所を利用している事業所への手数料につきましても変更いたします。

※５  菖蒲清掃センター・八甫清掃センターにおいても受付を開始します。また公道上の場合は、これまでどおり久喜市役所・宮代町役場にて取り扱います。

「びん・缶・

ペットボトル」

「びん・缶」と

「ペットボトル」

で分別

現行の久喜宮代清掃センター・

菖蒲清掃センター
平成 26 年４月より開始


