
★★★ お知らせ ★★★

資源プラスチック類（久喜市久喜地区・宮代町）・プラスチック製容器包装（久喜市
菖蒲・栗橋・鷲宮地区）の排出で使用できる袋が４月１日から一部変更になってい
ます！
　関連記事　久喜市久喜地区・宮代町にお住まいの方　４ページ
　　　　　　久喜市菖蒲・栗橋・鷲宮地区にお住まいの方　６ページ

●ノーレジ袋キャンペーンとは？

ノーレジ袋キャンペーン参加事業者募集要項

～げんりょう（原料・減量）化大作戦実施中！～
2014 6No.156

　マイバッグ、使っていますか？
　衛生組合では、毎年10月１日から31日までの期間、家庭から排出されるレジ袋を削減するため、

「ノーレジ袋キャンペーン」を実施しています。
　今年度、このキャンペーンに協力していただける事業者と、キャンペーンで使用する「標語」
を募集します。ご応募お待ちしています。

　日々のお買い物でマイバッグを使って必要のないレジ袋をもらわ
ないようにすることにより、ごみの減量、資源の節約、ひいては地
球温暖化防止に役立つ取り組みの第一歩にしようという活動です。

募集期限 平成26年７月４日（金）まで

応募資格 久喜市、宮代町に事業所を有し、キャンペーンの趣旨に賛同いただける事業者

応募方法 電話で久喜宮代衛生組合　総務課減量推進係まで問合せください。
後日、申込書を送付させて頂きます。

キャンペーン期間 平成26年10月１日（水）から平成26年10月31日（金）

期間内の活動

店頭にノーレジ袋の啓発用品〔のぼり旗（高さ180ｃｍ、幅45ｃｍ、ポール付）、
卓上型のぼり旗、ポケットティッシュ〕を掲示していただきます。
啓発用品の購入・発送は衛生組合で行いますので、事業所の費用負担はありま
せん。

応募・問合せ先
久喜宮代衛生組合　総務課減量推進係
TEL 0480-34-2042
※受付時間：９時00分～ 17時00分（土・日は除く）

【キャンペーン標語募集は次ページに掲載】

ノーレジ袋キャンペーンの
キャンペーン標語・参加事業者を募集します！
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●ノーレジ袋キャンペーン標語募集要項

平成25年度情報公開制度 請求件数 ０件

平成25年度個人情報保護制度 請求件数 ０件

●開かれた行政をめざして
　平成25年度の「情報公開制度」及び「個人情報保護制度」の状況をご報告します。

　「情報公開制度」及び「個人情報保護制度」の内容や請求に対するお問い合わせは、久喜宮代
衛生組合ホームページをご覧になるか、総務課庶務係までお願いいたします。

【問合せ先】 総務課庶務係

募集期限 平成26年７月４日（金）まで（当日消印有効）

応募資格 久喜市・宮代町に在住もしくは在勤の方

応募方法 ハガキ、ＦＡＸ、Ｅメール

記載事項 ノーレジ袋推進標語、応募者氏名、住所、電話番号

表彰区分 最優秀作品　１点（賞状および図書カード3,000円分）
優秀作品　　５点（賞状および図書カード1,000円分）

作品の発表
・使用について

衛生組合だより及びＨＰで発表します。
また、最優秀作品は、「ノーレジ袋キャンペーン（10月）」で使用するのぼり旗に
採用させていただきます。

留意事項

◦作品は自作・未発表のものに限ります。
◦ 複数応募いただいた場合でも、最優秀作品又は優秀作品として表彰するのは
　１点とします。
◦応募いただいた作品の著作権は久喜宮代衛生組合に帰属します。
◦読み方の難しい文字にはふりがなをつけてください。
◦ハガキ・ＦＡＸで応募する際の原稿は楷書で記入してください。
◦Ｅメールで応募する場合は件名に「キャンペーン標語」と記載してください。

応募・問合せ先

〒３４５－０８３６
宮代町大字和戸１２７６－１
久喜宮代衛生組合　総務課減量推進係
TEL 0480-34-2042
※受付時間：９時００分～１７時００分（土・日は除く）
FAX 0480-32-5361
電子メール soumu@crt-kuki.miyashiro.saitama.jp

参考／平成25年度採用作品「お出かけは　いつも一緒に　マイバッグ」

最優秀作品は、
のぼり旗に採用されます！

❷
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●平成26年度衛生組合の予算の概要をお知らせします

歳入
39億4,300万円
（4.3％増）

⑦組合債
5億9,640万円（15.1％）
施設設備借入

⑥諸収入
1,574万円（0.4％）
ペットボトル拠出金等

⑤繰越金
5,000万円（1.3％）
前年度繰越金

④財産収入
1億673万円（2.7％）
資源売却収入

③国庫支出金
1億6,649万円（4.2％）
施設改修（八甫清掃センター）補助金

②使用料及び手数料
2億1,847万円（5.5％）
収集処理手数料等

①分担金及び負担金
27億8,918万円（70.7％）
久喜市・宮代町負担金

歳出
39億4,300万円
（4.3％増）

②総務費
2億9,049万円（7.4％）
一般職給与等

①議会費
250万円（0.1％）
議会運営費

⑤予備費
1,000万円（0.3％）

④公債費
3億4,181万円（8.7％）
借入金返済

③衛生費
32億9,820万円（83.6％）
収集費・施設管理費等

《歳入》

《歳入》

《歳出》

《歳出》

区　分 金　額 構成比（％） 説　明
①分担金及び負担金 27億8,918万円 70.7 久喜市・宮代町負担金

②使用料及び手数料 2億1,847万円 5.5 収集処理手数料等

③国庫支出金 1億6,649万円 4.2 施設改修（八甫清掃センター）補助金

④財 産 収 入 1億673万円 2.7 資源売却収入

⑤繰　越　金 5,000万円 1.3 前年度繰越金

⑥諸　収　入 1,574万円 0.4 ペットボトル拠出金等

⑦組　合　債 5億9,640万円 15.1 施設整備借入

区　分 金　額 構成比（％） 説　明
①議　会　費 250万円 0.1 議会運営費

②総　務　費 2億9,049万円 7.4 一般職給与等

③衛　生　費 32億9,820万円 83.6 収集費・施設管理費等

④公　債　費　 3億4,181万円 8.7 借入金返済

⑤予　備　費　 1,000万円 0.3

【問合せ先】 総務課庶務係

※金額の１万円未満及び構成比の小数点第１位未満を四捨五入しています。
　なお、数値については端数処理の関係により、合計が一致しない場合があります。

❸
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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

●プラスチック類の出し方、
　ご存知ですか

　収集カレンダー等によりお知らせのとおり、プラスチック類の
出し方は、平成26年４月から下記のとおりとなっております。

◦45リットルまでの透明袋・半透明袋（それぞれレジ袋でも可）を使用する
※半透明袋は、透明度が「燃やせるごみ指定袋」と同じ程度のもの

◦白色や黄色等、色付きのビニール袋・レジ袋を使用した場合
　（理由：袋の中が確認できないため）
　※色付ビニール袋・レジ袋は、小分けの内袋としても使用できません
◦「燃やせるごみ指定袋」「燃やせないごみ指定袋」を使用した場合
　（理由：指定された以外のごみ出しには使用できないため）
◦45リットルを超える大きさのビニール袋を使用した場合
　（理由：45リットル袋に入らないごみは粗大ごみ扱いとなります）
◦ビニール袋に入れられていない場合
　（理由：「ごみ」かどうかの判断ができないため）

【正しい出し方】

【誤った出し方】

【回収できない袋】

【回収できる袋】

透明袋・半透明袋 透明レジ袋・
半透明レジ袋（無色）

× × × ×
燃やせるごみ
指定袋

燃やせないごみ
指定袋

袋に入っていない
ごみ

◆特に「白色のレジ袋」が多く使われています。
このような場合、収集できませんので、ご注意ください。

【問合せ先】 業務課収集料金係

❹
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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

久喜宮代
清掃センター版

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

平成26年６月１日　⑤

●粗大ごみ処理券取扱店の
変更について

下記のとおり変更がありましたので、お知らせします。

　粗大ごみを自己搬入される方は、粗大ごみ処理券を下記店舗で
ご購入のうえ自己搬入をお願いします。

変更内容 店　舗　名 住　所 定休 電話番号

追加
野口堂洋品店 宮代町

和戸2-3-20 月 0480-32-2040

喫茶室 WAKABA若葉 宮代町
中央3-11-16 水・木 0480-33-8157

取扱
終了

ミニストップ
宮代西店 宮代町西粂原420

缶バッヂ製作所
タケダ 宮代町中央3-1-17 宮代ビル１階

【問合せ先】 業務課収集料金係

●�粗大ごみを菖蒲清掃センターヘ
直接搬入するときは粗大ごみ処理
券（１枚500円）が必要です

☆粗大ごみ処理券取扱店一覧表☆
店　名 住　所 店　名 住　所

（合）荒井久蔵商店 菖蒲町台766-3 山野屋 菖蒲町菖蒲248-5
セブンイレブン菖蒲町台店 菖蒲町台1580 丸屋商店 菖蒲町菖蒲277
セブンイレブン
久喜清久工業団地前店 菖蒲町台2606-3 平澤たばこ店 菖蒲町菖蒲379-1

㈲学校裏 菖蒲町三箇1416-2 セブンイレブン
菖蒲宮本店 菖蒲町菖蒲561-2

セブンイレブン
菖蒲三箇バイパス店 菖蒲町三箇2468-1 茶舗中山 菖蒲町菖蒲669-1

ほりべストアー 菖蒲町新堀430-2 鈴木商店 菖蒲町下栢間2120-2
栗原酒店 菖蒲町新堀2137-2 伊藤商店 菖蒲町下栢間2783-1
松橋たばこ店 菖蒲町菖蒲149 セブンイレブン菖蒲柴山店 菖蒲町柴山枝郷1509-1
リビングストアつか屋 菖蒲町菖蒲174

❺
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菖蒲・八甫
清掃センター版

（久喜市菖蒲・栗橋・鷲宮地区）

☎菖蒲0480-85-7027
☎八甫0480-58-1309

⑥　平成26年６月１日

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

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

●家庭から出たごみを菖蒲清掃
センターへ直接搬入できます

●��「プラスチック製容器包装」の
　排出に「半透明袋」が使用できます

●注意!!　久喜市菖蒲地区にお住まいの方は久喜宮代清掃センターや
八甫清掃センターへは搬入できません。

　菖蒲清掃センターでは、引越しなど多量ごみの自己搬入を受付し
ます。自己搬入の場合は有料（100円×10㎏）となります。（粗大
ごみ以外）粗大ごみは、「粗大ごみ処理券（１枚500円）」が必要です。

※対象：久喜市菖蒲地区にお住まいの方

自己搬入受付時間
毎週火曜日から金曜日(祝日は除く)
午前：９時～ 11時30分　午後：１時～４時

自己搬入の手順　必要なもの…粗大ごみがある場合は粗大ごみ処理券

<手順①> <手順②> <手順④><手順③>

➡ ➡ ➡
菖蒲清掃センターにある受
付（計量所）にお立ち寄り
ください。

係員の指示に従ってごみ
を降ろしてください

計量してから最後にもう
一度受付に立ち寄り、料
金をお支払いください。

住所の確認をします。受
付簿に住所・氏名を記し
ます。係員の指示に従っ
て計量します。

【回収できない袋】【回収できる袋】

半透明

× ×
45リットルまでの透
明袋、半透明袋
※取手付袋も可

色付袋、ごみ指定袋

　平成26年４月の回収から「半透明袋」が使用できるようになりました。　　
　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度」とします。
「中が見えないもの」、「色付袋（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。
　引き続き、「透明袋」を利用することもできます。

❻
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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

各清掃センター共通

★家庭ごみ持ち込み時のお願い★

★電話等の質問・疑問にお答えします★

　平成25年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。

　「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」については、必ず「指定袋」を
使用してください。その他の種類のごみについても、集積所に出す分
別方法に従って搬入してください。
※詳細は「家庭ごみ・資源物収集カレンダー」をご覧ください。
　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
受けできません。

Ａ.「電球」には、口金部分とガラスの間にプラスチックはついていませんが、「電球型蛍光管」には、
口金部分とガラスの間にプラスチックがついています。　
　また、「LED電球」は、主に口金以外の部分に金属がありますが、種類によってはないものも
ありますので、購入時のパッケージ等をご確認ください。

Ｑ�．「電球」と「電球型蛍光管」の見分け方が
よく分からないため、「燃やせないごみ」か「有
害ごみ」のどちらに出したらよいかわかりま
せん。

　搬入の際の荷降ろしについては、搬入した方に行っていただいております。そのため、大きい
ものや重量のあるもの、多量に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。
　搬入の際は、受付時に、「住所」「氏名」「電話番号」を申請書に記入し、住所の確認ができる
ものを提示してください。
　また、搬入時には、種類を問わず全ての搬入物を計量いたしますので、ご協力お願いします。

⑴搬入時の分別の徹底

⑵搬入時の注意事項

有害ごみ 燃やせないごみ

電球型蛍光管 電　球 ＬＥＤ電球

ガラス部分
ガラス部分

金属部分

口金部分口金部分

プラスチック
部分　　　　

❼
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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
【代表Eメールアドレス】mail@crt-kuki.miyashiro.saitama.jp

各清掃センター共通 ●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
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

平成26年６月２日から
平成26年６月30日まで

（土・日は除く）

衛生組合だより
平成26年10月１日発行号、12月１日
発行号、平成27年２月１日発行号

衛生組合ホームページ 平成26年10月から平成27年３月まで

郵便用封筒（長３） 作成後消費するまで

品目名 （誤） （正）

額縁 同品目２点まで500円 同品目５点まで500円

広告掲載物 規格 掲載期間 掲載料

衛生組合だより

１枠（縦40mm×横 76mm)
２枠（縦40mm×横157mm)

一色（黒）刷り
広告枠は実線で表記

１回から最大
３回まで 回

１枠
10,000円

２枠
20,000円

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

１ヵ月単位で
最高６ヶ月まで 月額 10,000円

郵便用封筒（長３） １枠（縦40mm×横80mm) 2,000枚
（消費するまで） 回 １枠

2,000円

【問合せ先】 総務課減量推進係

【問合せ先】 業務課収集料金係

※掲載には審査があります。

４月号でお知らせしました「粗大ごみの取扱い」について誤りがありましたので訂正いたします。
【お詫び】

❽


