
衛生組合だより衛生組合だより
～げんりょう（原料・減量）化大作戦実施中!～

20142No.154

【問合せ先】総務課減量推進係

注） 組成分類の結果については、今年度調査対象としたごみ集積所の平均値であり、管内すべての集積所に

あてはまるものではありません。

燃やせるごみ組成分類 久喜宮代清掃センター管内 菖蒲清掃センター管内 八甫清掃センター管内

集積所総数 3,798 か所 745 か所 1,306 か所
調査対象か所 ８か所 ４か所 ６か所
調査期間 平成 25 年 5月～ 9月（期間中に合計 3回調査。以下は平均データ）

燃やせるごみ 95.6％ 80.8％ 83.2％
プラスチック製容器包装 0.4％ 2.9％ 3.4％
新聞 0.3％ 4.3％ 2.1％
雑誌・ざつがみ 2.1％ 6.8％ 7.2％
布・衣類 1.0％ 3.2％ 3.3％
その他 0.6％ 2.0％ 0.8％
合計 100.0％ 100.0％ 100.0％

電話番号

久喜宮代清掃センター ０４８０（３４）２０４２
菖蒲清掃センター ０４８０（８５）７０２７
八甫清掃センター ０４８０（５８）１３０９
粗大ごみ予約センター ０４８０（３１）８２８６

　久喜宮代衛生組合では、家庭ごみの分別状況を把握するため、管内の18か所の集積所を対象に、

「燃やせるごみ」の組成分類調査を実施しています。これは、「燃やせるごみ」の中に、どれくらい

の割合で不適物が混入しているか、調査するものです。

　調査の結果、下記の表のとおり、「燃やせるごみ」の中に「新聞」や「雑

誌・ざつがみ」などの紙類が多く含まれていることがわかりました。

　これらの紙類は、資源としてリサイクルが可能ですので、分別を

徹底していただくようお願いします。資源リサイクル（紙類）の分

別の詳細は、②ページをご覧ください。

　「衛生組合あての間違い電話が多くかかってきて非常に困っている」との連絡を

いただいております。粗大ごみの予約や、お問合せにつきましては、電話番号を良

くお確かめの上、お間違えのないようにお願いします。

燃やせるごみ組成分類の結果を公表します燃やせるごみ組成分類の結果を公表します燃やせるごみ組成分類の結果を公表します

「燃やせるごみ」に混入していたざつがみ

間違い電話にご注意ください
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　燃やせるごみ組成分類調査結果から、資源となる紙類が混入されているようです。ここでは、

紙類の正しい分別の仕方をご紹介しますので、ご活用ください。また、再利用できる紙資源は、

「資源リサイクル（紙類）」の日の朝８時30分までに出してください。

　資源として収集された古紙の99％が製紙原料として利用されています。紙のリサイクルを進めること

は、森林の伐採を食い止め、ごみ処理費用の負担を軽減し、地球の温暖化を防ぐことに繋がります。

　資源リサイクル（紙類）の正しい分別の方法は、「家庭ごみ・資源物収集カレンダー」（最新版の配布に

ついては、④ページを参照）や、上記の「資源リサイクル（紙類）の正しい分別の仕方」をご覧ください。

●資源リサイクル（紙類）の正しい分別の仕方

～紙類は燃やさないで！資源リサイクルへの分別をお願いします～

折込みチラシは
一緒にひもでしばって

※ カタログや梱包紙など、折込みチラシ以外

は下記の「雑誌・ざつがみ」としてまとめ

てください。

すすいで広げて出してください。
※ 内側が銀色のものは「燃やせるごみ」へ

詳しくは、「家庭ごみ・

資源物収集カレンダー」

をご覧ください。

新　聞

雑誌・ざつがみ

飲料用紙パック 段ボール

いっしょに

名刺、梱包紙、カタログ、紙箱、雑誌・書籍、ノート、トイレットペーパーの芯etc…

他の資源が混入しないように

ご注意ください。

（牛乳やジュースが入って

いる内側が白色のもの）

海外でリユース、工業用ウェス

環境が
　守られます

製紙工場でリサイクル

【問合せ先】各清掃センター

【共通の出し方】種類ごとにひもでしばって、資源リサイクル（紙類）の日に出してください。
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　ごみ焼却施設の煙突から見える「白煙」は、

排ガス中に含まれる水蒸気が大気に冷やされる

ことにより白く見えるものです。

　排ガスの温度は約 190度前後で、煙突から

出た排ガス中に含まれる水蒸気が急激に冷やさ

れることにより、この水蒸気が水滴になること

で煙状に見えるというものです。（やかんでお

湯を沸かした時の湯気や、冬場に私たちが吐く

息が白く見えるのと同じ原理です。気温が低い

日や湿度が高い日に起きやすくなります）

　ごみ焼却施設から出る排ガスは排ガス処理装置であるバグフィルターにより、「ばい煙」の

元となる灰やすすは取り除かれています。「ばい煙」と「白煙」の見分け方ですが、「ばい煙」

は煙突の先端よりすぐ見えます。「白煙」は水蒸気が水滴に変化したものですから、煙突の先

端と白煙の間に透明な部分があります。

　また、「白煙」は見る場所によっては黒く見える場合があります。これは太陽や月の向きに

よるものです。

　久喜宮代衛生組合では、使用済みの乾電池

については、「有害ごみ」として分別・排出を

お願いしていますが、燃やせるごみの中に乾

電池の混入が見受けられます。乾電池は、必

ず透明袋に入れて、「有害ごみ」の日に出して

ください。

●煙突から見える白煙は水蒸気です

●乾電池は必ず「有害ごみ」で
　出してください

【問合せ先】業務課施設係

【問合せ先】業務課施設係

焼却灰に混入していた乾電池

太陽や月を背にして見ると白く見えます。太陽や月に向かって見ると黒く見えます。

白煙部分
（水滴）

透明部分
（水蒸気）



　平成26年度版「家庭ごみ・資源物収集カレン

ダー」は、市町広報紙３月号と合わせて全戸配

布いたします。

　集合住宅への配布など、多量に必要な場合は、

お住まいの地区の清掃センターにお問合せくだ

さい。

　※画像は平成25年度版収集カレンダーです。
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　衛生組合だより10月号でお知らせしました、久喜宮代清掃センター及び菖蒲清掃センター

で平成26年４月から予定しておりました「びん・缶」「ペットボトル」の分別につきましては、

当面の間、実施を延期させていただきます。

　現在、廃棄物減量等推進審議会において、「家庭系廃棄物の収集回数のあり方について」を

審議中でございますことから、その答申内容を踏まえ、ペットボトルの分別回収を実施する

こととさせていただきます。収集方法や収集回数につきましては、改めてお知らせしてまい

ります。

●「びん・缶」「ペットボトル」の分別回収実施の延期について

【問合せ先】各清掃センター

【問合せ先】各清掃センター

【問合せ先】各清掃センター

おわび

●来年度の収集カレンダーを配布します

　現在、久喜宮代清掃センターでは「プラスチック類」、菖蒲・八甫清掃センターでは「プ

ラスチック製容器包装」の分別排出をお願いしていますが、衛生組合だより12月号でお

知らせしたとおり、お使いいただく袋を下記のとおりとさせていただきますので、再度お

知らせします。

●「プラスチック類」「プラスチック製容器包装」の
　排出に半透明袋がお使いいただけるようになります

●八甫清掃センターでの取扱いにつきましては、⑦ページもご覧ください。

現在 H26 年 4月 1日から

久喜宮代
清掃センター

透明袋
（半透明袋・取手付袋可）

●透明袋
●半透明袋※

　（取手付袋も使用可）

※透明度の基準
　  …燃やせるごみ指定袋と同程度

注）　白色等の色付レジ袋や、袋に入っていな

　　い場合は収集できません

菖蒲
清掃センター

透明袋

八甫
清掃センター

透明袋
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　下記のとおり変更がありましたので、お知らせします。

●粗大ごみ処理券取扱店の
　変更について

●小学生が久喜宮代清掃センターを見学しました

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

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

information

ごみ焼却施設　煙突

ごみ分別・リサイクルの勉強

【問合せ先】業務課収集料金係

【問合せ先】総務課減量推進係

変更内容 店　舗　名 住　所 定休 電話番号

追加
ファミリー
ファッション
マサキヤ

久喜市
北青柳 75

月 0480-21-2045

取扱終了

ヘアデザイン 
ダンデリオン

久喜市
古久喜 845-1

宮代みっちゃん
釣具店

宮代町
宮代 2-3-24

　いつも遠くから見ている焼却施設の煙突を、児童のみなさんに真下から見学してもらいました。

　煙突の高さは50ｍ！排ガス処理装置のバグフィルターを通して、綺麗になったガスを煙突から

排出しています。

　組合概要の説明と併せて、ごみの分別クイズを実施し、楽しく学習してもらいました。

　また、プラスチック再生利用率83％の蛍光ペンを配布し、資源のリサイクルに興味・関心

を持ってもらいました。

11 月 6日 ( 水 )　宮代町立笠原小学校　4年生

11月 28 日 ( 木 )　宮代町立百間小学校　4年生

蛍光ペンを
配布 !
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菖蒲
清掃センター版
（久喜市菖蒲地区）

☎0480-85-7027
かけまちがいにご注意ください

菖蒲地区

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

　衛生組合だより12月号でお知らせしま

したとおり、「燃やせないごみ」の該当地

区名と収集日が平成26年４月から下表の

とおり変わります。

　なお、収集回数は今までどおり毎月１回

で変更ありません。詳細につきましては、

平成 26年３月に配布予定の「平成 26年

度版家庭ごみ・資源物収集カレンダー」で

ご確認ください。

●「燃やせないごみ」の該当地区名と
　収集日の変更について

新規地区名 収集日

菖蒲東（旧国道 122 号の東側）※１ 毎月第３火曜日

菖蒲西（旧国道 122 号の西側）※２ 毎月第３金曜日

新堀 毎月第３木曜日

三箇 毎月第２金曜日

台・河原井 毎月第２火曜日

小林 毎月第２月曜日

下栢間・上栢間 毎月第２木曜日

柴山枝郷 毎月第３月曜日

上大崎 毎月第３月曜日

寺田団地 ※３ 毎月第３月曜日

※１　菖蒲東は、５区の一部（旧国道 122 号の東側）・６区・７区になります。

※２　菖蒲西は、１区・２区・３区・４区・５区の一部（旧国道 122 号の西側）・８区になります。

※３　寺田団地は、今までどおり単独で表記しています。

　　　（菖蒲東・菖蒲西のどちらにも含みません。）
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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

●電話等の質問・疑問にお答えします

A　 必要ありません。受付時に申請書の記入が必要です。申請時に、免

許証または保険証等で住所確認をさせて頂きます。

A　  処理料金は、10ｋｇにつき100円です。また、粗大ごみを搬入する

際は　粗大ごみ処理券取扱店（家庭ごみ・資源物収集カレンダー23

ページ参照）で事前に粗大ごみ処理券（１枚500円）の購入をお願

いします。

A　  土曜日、日曜日、祝日の受入は行っていません。

受 入 日： 火曜日～金曜日（月曜日、祝日、年末年始期間を除く）

搬入時間：「午前９時～11時 30分」、「午後１時～４時」　※詳しくは、「家庭ごみ・資源物収集カレンダー32ページ」をご覧下さい。

　　  家庭ごみを持ち込みする際に、必要な書類または　

　　  予約等は必要ですか？

Q

　　  家庭ごみを持ち込みした場合、料金はいくらかかりますか？Q

　　  土曜日、日曜、祝日も搬入できますか？Q

★家庭ごみ持ち込み時のお願い★

★「プラスチック製容器包装」排出に半透明袋が使用できます★

　10月１日より開始されました「八甫清掃センターへの直接搬入」について下記のとおりお願いします。

(1) 搬入時の分別の徹底

　　　集積所に出す分別方法に従って搬入して下さい。

　　 　また、「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」については、必ず「指定袋」を使用し、その他の種

類のごみについても、「家庭ごみ・資源物収集カレンダ－」に従って分別して下さい。なお、分

別されていないものや衛生組合で取り扱えないごみは、お受け取りできません。

(2) 搬入時の注意事項

　　 　搬入の際の荷降ろしについては、搬入した方が行ってください。多量にあるもの、大きいもの

や重量のあるものを搬入する場合（特に粗大ごみ）は、必ず複数名で搬入してください。

　10月号の組合だより「八甫清掃センター版」でもお知らせしまし

たが、平成26年４月の回収から「半透明袋」を利用して出すことが

できます。（「透明袋」もこれまでどおり利用できます。）

　なお、「半透明袋」の透明度については、「燃やせるごみ指定袋と同

程色」とします。

　「中が見えないもの」、「色付（乳白色

や青色、黄色、茶色など）」、「ごみ指定

袋を使用したもの」については、これま

でどおり、回収できませんのでご理解を

お願いします。

回収できる袋

透明袋透明袋 半透明袋半透明袋

回収できない袋

乳白色の袋乳白色の袋 色付の袋色付の袋
「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

「燃やせないごみ」

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

　久喜宮代衛生組合では、燃やせるごみの中で最も多い「生ごみ」を自宅でも減量化・資源化していただけ

るように、『コンポスト』『ＥＭ処理容器』『電気式生ごみ処理機』の購入費補助を行っています。生ごみを

減量化することによって、燃やせるごみの排出量を減らすことができるため、ごみ出しの回数を減らせたり、

自宅で生ごみ堆肥を作れる等のメリットがあります。ぜひ、購入費補助制度をご利用ください。

　補助制度を利用するには、家庭用生ごみ処理容器等の登録販売店で機器を購入していただく必要がありま

す。登録販売店の一覧は、配布している「家庭ごみ・資源物収集カレンダー」または、久喜宮代衛生組合のホー

ムページからご確認をお願いします。

【インターネットURL】http://www.crt-kuki.miyashiro.saitama.jp/taihi/taihi06.html

　なお、平成25年度４月から11月までの久喜宮代衛生組合管内における補助実績は、下記の表のとおりです。

●家庭用生ごみ処理容器等
　購入費補助制度を利用してみませんか！

各清掃センター共通

コンポスト ＥＭ処理容器 電気式生ごみ処理機

補助実績（台数） 22 ７ 21

対象…①久喜市または宮代町の住民基本台帳に登録されている方

　　　②久喜宮代衛生組合の登録販売店から機器を購入された方

　　　※上記のいずれも該当すること

① 登録販売店にある「申請書」に必要事項を記入してください。（衛生組合ホームページから

もダウンロード可）※申請書を記入する際に、「印鑑（認め印で可）」と「補助金振込先の

口座番号」が必要となります。

②【添付書類】領収書の原本、保証書のコピー（電気式生ごみ処理機のみ）

③ 申請書類一式を下記④の住所へ郵送（もしくは持参）してください。補助金は、原則とし

て申請受付日の翌月末に、指定された振込先口座へお振り込みします。

④ 【郵送先】〒 345-0836　宮代町大字和戸 1276-1　久喜宮代清掃センター
　（注意）・上記「制度の内容」の補助対象要件がありますので、ご確認ください。

　　　　　 特に、登録販売店以外で購入された場合は補助の対象とはなりませんので、ご注意ください。

　　　　・申請書の添付書類が不足している場合は、申請をお受けできません。

品名 コンポスト ＥＭ処理容器 電気式生ごみ処理機

補助の
基数

１世帯につき２基まで
（原則として５年に一度限り）

１世帯につき１基まで
（原則として５年に一度限り）

補助の
金額

購入費（税込）の半額
上限 2,500 円まで

購入費（税込）の半額
上限 1,500 円まで

購入費（税込）の半額
上限 30,000 円まで

【問合せ先】総務課減量推進係

制
度
の
内
容

申
　
請
　
方
　
法

※補助金額に 100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとします。


