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優秀賞 氏　名 市・町

マイバッグ　持てば資源が　カムバック 武井　伴幸 様 久喜市

ノーレジ袋　どこでもだれでも　できるエコ 土山喜美子 様 久喜市

ママ持った？　携帯お財布　マイバッグ 清野久美子 様 宮代町

うれしいな！　ママと買い物　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 億枚も使われていると

いわれ、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（木）から 10 月 31 日

（土）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、レジ袋の削減によりご

みを減らそうという取り組みです。主旨に賛同いただい

た店舗等では、のぼり旗が掲出され、また、店頭では廃

棄物減量等推進員、久喜市商工会のマスコットキャラク

ターによる、ティッシュ配布等の啓発活動も行われます。

　皆様もレジ袋の削減にご協力をお願いします。

【問合せ先】業務課減量推進係

10 月は「ノーレジ袋キャンペーン」月間です

お買い物の際は、マイバッグの持参を！

　ノーレジ袋キャンペーン月間に合わせて、６月発行の衛生組合だより 162 号で標語の募集

を行ったところ、71 通の作品が寄せられ、その中から鈴木清子様の「地球の健康守るには　

一人一人の　エコ努力」が最優秀賞に選ばれました。

　最優秀賞に選ばれた標語は、ノーレジ袋キャンペーンの際使用するのぼり旗に使用させて

いただきます。また、以下の４作品が優秀賞に選ばれました。多数のご応募ありがとうござ

いました。

地球の健康守るには　一人一人の　エコ努力

●ノーレジ袋キャンペーンの標語が決定！
最 優 秀 賞

鈴木清子 様
久喜市



野久喜

　㈲武井商店

久喜中央１丁目　

　渕岡生花店　　　肉の浜牛　

　山中ふとん店　　柳田履物店　

　愛宕茶屋　　　　フルーツおがわ

　暮しのファッションわたなべ

　㈲丸紅商店

久喜中央２丁目　　

　サカエ薬局　　　㈲伊藤酒店

　えのもと陶苑　　八百雅商店

　吉田輪店　　　　ホワイト餃子久喜店

久喜中央３丁目　

　荒井陶器店　　　まつや呉服店

　㈲太陽堂　　　　㈱林写真館　

　のばら手芸店　　タムラ

　㈲百貨堂西口店　㈲飛髙酒店

久喜中央４丁目　

　小泉酒店　　　　酒のマルタカ

　青木商会（青木たばこ店）

　イトーヨーカドー久喜店　

南１丁目　

　みなみ調剤薬局

南４丁目

　セブンイレブン久喜南店

　�㈱スマイルサポート久喜バリアフ

リー館

南５丁目

　㈲島先電機商会　

　ファッションプラザイサミヤ

本町１丁目

　関口ふとん店　　㈲藤田油店

　武井米店

菖蒲町三箇　

　伊万里本舗　　　㈱岡安不動産

　カメラのアライ　㈱菖蒲石油

　㈲野口鍛冶店

菖蒲町下栢間

　㈲加藤電化　　　ヘアーサロンイシザカ

菖蒲町新堀

　ほりべストアー　栗原酒店

　㈱ヤマタめん

本町２丁目　　

　ムカサデンキ　　㈱マサクラワークス

　藤乃園　　　　　㈲グリーンライフ久喜

本町３丁目

　ひらのや酒店　　㈱渡邉商会

　八百徳商店

本町５丁目　　

　橋戸薬局　　　　グローバル

　塩崎米穀店　　　寝具の島﨑

本町６丁目　　

　㈱ますかわ電気　折原酒店

　ケーキの店モニカ　東武家具

本町７丁目

　㈱宮商　

本町８丁目

　㈱グッディカキヌマ　

上町

　㈱菊地工務店　　㈱菱沼商店

久喜北１丁目　

　㈱三越伊勢丹三越久喜店

　㈲清水製菓

久喜北２丁目　

　㈲クリーニングママ

青毛２丁目　

　㈱マルエツ久喜店

青葉３丁目　　

　内田サイクル　　タケダ靴店

青葉４丁目

　セブンイレブン久喜青葉４丁目店

　ヴェジタブルショップモリタ

栗原２丁目　　

　電化ハウス久喜栗原

栗原３丁目　　

菖蒲町菖蒲　

　菖蒲野　　　　　池田屋商店

　松橋たばこ店　　宮田呉服店

　松村鶏肉専門店　　旭屋酒店

　リビングストア�つか屋

　まつもとや　　　㈲平澤商店

　㈲ミヨシヤ薬局　やざわ商店　

　あやめ亭　　　　杉村衣料店

　㈲ゼブラ商店　　幸松屋

　㈱アルディラ　　アラン・ベル

　㈲埼玉職洗機材

久喜東１丁目　　

　久喜ベーカリー　ダンディマルマン

　タナカ薬局　　　リバティー

　藤屋酒店

久喜東２丁目

　伊勢家菓子舗　　ひがし薬局

　アイスポーツ　　日の出豆腐店

久喜東３丁目　　

　㈲百貨堂東口店　ひだか酒店駅東店

久喜東５丁目

　ふとんの寿屋　　関電器商会

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　

　斉藤洋品店　　　齊藤自動車整備工場

　㈲コート―ハウス

上清久

　佐久間商店　　　㈲カー・ドリーム

　折原タバコ店

下清久

　かちどき薬局久喜店　杉田酒店

六万部　

　小森谷自動車

江面　

　久喜中古機材センター樽床商店

　㈲鴨田商事　　　金子寝具店

　井ノ山米店　　　シスター美容室

　あやめ薬局　　　平澤たばこ店　

　合同会社ＣＲＴ菖蒲モラージュ菖蒲

　アルト ･ボラルあおぞら　八百仙

　㈱ジョワール�せきね　新井肥料店

　ニューライフねぎし　丸屋商店

「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（94 事業者）

●久喜市菖蒲地区（38 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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栗橋北１丁目

　ＴＯＰ電器　　　あきば洋品店　

　斎藤茶店　　　　萬来栗橋店

　セタデンキサービス

栗橋北２丁目　

　柿沼オートサイクル　太田商店

　エステ・ラボ・さかにわ　

栗橋中央１丁目　　　

　つむぎや（土田物産）　吹禅堂

　パン工房ＨＩＲＯ

　栗橋ひめプラザ協同組合

栗橋中央２丁目

　お茶の白石　　　㈱ほりこし　

　㈲セキ薬局　　　満留賀　　　　

　吉忠呉服店　　　㈱吉田屋呉服店

　あづまや靴履物店

栗橋東２丁目

　はくつる　　　　アスコットサービス㈱

　ヘアールームアスコット

栗橋東３丁目

　ベニ美容室　　　

栗橋東４丁目

　㈲ナガヌマでんき　永沼運輪㈱

栗橋東５丁目　

　中島豆腐店　

狐塚　魚楽

河原代　ジュバンスサロンⅠ

緑１丁目　

　針金屋加藤酒店

　白銀クリーニング店

南栗橋４丁目

　鈴木商店

伊坂

　エルメックツチダ　

　マミーマート栗橋店

間鎌

　白馬メディケアサービス㈱

　埼玉みずほ農協栗橋支店

佐間　島田菓子店

●久喜市栗橋地区（36 事業者）

東大輪

　（医）永成会矢作整形外科・内科

桜田２丁目

　㈱ベルクベスタ東鷲宮店

桜田３丁目　

　パル＆プラス

西大輪

　セブン・イレブン久喜東鷲宮店

西大輪４丁目　矢納製菓㈱

上内

　すみれ薬局　　　㈱いいじま

中妻

　いよ電器　　　　㈱宮城商店

葛梅　相武酒店

鷲宮中央２丁目　

　染谷商店

鷲宮

　染谷輪業

鷲宮２丁目

　そば処ほんだや　本多屋

　古久店食品店　　オオサト靴店

　島田菓子舗　　　中山菓子店

　斉藤はきもの店

●久喜市鷲宮地区（19 事業者）

百間２丁目

　㈲中村米穀店　　㈲新川屋

　ビューティーサロン�ノア

　大川美容室

百間３丁目　

　オリンピア

百間５丁目

　司法書士渡辺良一事務所　

　鈴木商店　　　　関根輪業

川端１丁目

　㈲野口電器　　　大村庵

　㈲小澤　　　　　メルヘン・ベーカリー

川端３丁目　

　㈲ＦＩＬマネジメント　八百忠支店

　リカーアンドワインツチブチ

川端４丁目

　アルソアしまむら

川端　アラキ治療院

道佛　

　㈲ナカヨシ　　　フードスクエアーカスミ宮代店

姫宮　

　㈲鈴木金物店

東姫宮１丁目　

　鈴木税理士事務所　うけや不動産㈱

宮東　アイエス技研　　　　　

東　岡村商店　　　㈱入の店

中　㈲伊草自動車工業　

金原

　㈱大正店装　　　理容キクトコ　

西原　

　自然環境に優しい伊勢貴ＩＳＥＫＩ

　島村輪業　

中央２丁目

　お食事処一心　　㈱三幸ハウス

　 月堂　　　　　森山商店

　内田自動車工業所　ポッポ

中央３丁目　

　浜田駐輪場　　　前野屋

　川口信用金庫宮代支店

宮代１丁目　寿司戸田家

宮代２丁目　理容ミサト

宮代３丁目

　成田サイクル　　宮代酒店

　フジオックス㈱宮代杉戸営業所　

　パブ・レストランきくち　かどやストアー

　南彩農業協同組合�宮代支店

笠原１丁目　

　やきとり・すぎちゃん

笠原２丁目

　支那そば織ちゃん　小魚佃煮湖国

山崎　㈲朋洋　

学園台１丁目　

　ミルクユウユウ　 月堂

本田１丁目　　

　理容まつもと　　小船金物店

　キングスオート並木自動車販売

本田２丁目　　

　あんでるせん

　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

　理容ナカムラ　　どさんこ大将

　焼とり�えっちゃん　　　

　カトレアクリーニング

　レストランゑちごや

須賀

　新宅屋酒店　　　とみた商店

東粂原　㈲森山モータース

西粂原　

　㈲柿沼自動車　　近藤クリーニング商会

国納　ビューティーチャオ

宮代台１丁目

　㈲八百武酒店　　佐々木書店

和戸

　日下部菓子店　　㈲川野武次郎商店

　ローソン宮代和戸店

　ヘアプロデュース�オレオ

和戸１丁目　　

　ミヨ美容室　　　㈲八宝堂

　増山商店（クリーニング）

　山口電気商会

和戸２丁目

　㈱海健プロパン　野口堂洋品店

　山﨑屋クリーニング

和戸３丁目

　ウロコヤ商店

和戸４丁目

　まるひで　　　　ミート＆デリカのざわ

和戸５丁目　

　理容ワタナベ

●宮代町（87 事業者）
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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（世帯あたり） ２基まで １基まで

補助の金額（１基あたり） 購入費の１／２

上限額（１基あたり） 2,500 円まで 1,500 円まで 30,000 円まで

　衛生組合では、生ごみ処理容器等を購入し、一定の要件を満たした方に対して、購入経費の一

部を補助しています。これは、生ごみリサイクルを促進し、もってごみの発生源での減量を図る

とともに、住民のごみ処理に対する認識を高めるためです。ぜひ、ご活用ください。

●家庭用生ごみ処理容器等購入費補助制度をご活用下さい！

　～４月から容器購入先の制限がなくなりました～

【問合せ先】業務課減量推進係

●制度の内容

※購入費は税込です。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。

◆対象者（以下のすべて要件に該当している方）

　①久喜市又は宮代町に住所のある方

　②自ら生ごみ処理容器等を設置し、適切に管理できる方

　③過去５年以内に当該制度により補助金の交付を受けた者が同一世帯にいない方

◆対象となる機器（未使用のものに限る）

　①コンポスト

　②ＥＭ処理容器（ＥＭ発酵剤２袋も含む）

　　※ＥＭ発酵剤のみを購入する場合は補助の対象外となります。

　③電気式生ごみ処理機

　　※延長保証料は補助の対象外となります。

◆購入先

　　特に制限はありません。インターネットによる購入も対象となります。

◆申請書類

　 　申請に必要な書類は以下の通りです。機器の購入後、指定の期間に書類を持参又は郵送

してください。

　①申請書　②領収書の写し　③設置写真

　※申請書は衛生組合で配布している他、衛生組合ホームページからもダウンロードできます。

　【申請受付期間】※平成 27 年４月１日〜平成 28 年３月 31 日購入分に限ります。

◆補助金の内訳

第２期 ９月 20 日から同月 30 日まで　

第３期 翌年１月 20 日から同月 31 日まで　　

第４期 ３月 20 日から同月 31 日まで
※ ６月 20 日から同月 30 日まで（第

１期）の申請受付は終了しました。
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　このコーナーでは、皆様が資源リサイクルとして出された品物がどのようにリサイクルされて

いるのかを、品物ごとに複数回にわたりご紹介させていただきます。第４回は缶類です。

　皆様から集積所に出されるときは、びん・缶などが一緒に

なっています。まず、それを久喜市内の中間処理施設に運び、

資源物の選別作業を行います。中間処理施設では、人手によって、アルミ缶とスチール缶に選別

されます。

　選別されたアルミ缶は、プレスされた状態で非鉄金属問屋に送られ、アルミメーカーでより細

かい処理等を行い、アルミだけにします。

　次にアルミ缶を溶解炉に投入して 1000℃で溶かし、インゴット（アルミ合金原料）に加工し

ます。インゴットは、アルミ加工メーカーに運ばれ、やかん、アルミサッシなどのアルミ製品に

生まれ変わります。

●資源として出した品物はどうなっているの？

○アルミ缶は、原料利用工場でアルミ製品に、
　スチール缶は、鉄筋棒等の製品に再利用

缶 類 編

　缶の中に異物が入っていること

があります。軽く水ですすいでく

ださい。

　安全なリサイクル作業にご協力

をお願いします。

缶を出すときのお願い！

プレスされたアルミ缶

こなごなになったアルミ缶は

焙焼炉（ばいしょうろ）で焼かれます

選別を終えたアルミ缶は

シュレッダーでこまかくきざまれます

この中で缶に印刷されている

インキや水分を焼いて取り除きます
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　傍聴を希望される方は、傍聴券を発行しますので、当日久喜宮代衛生組合事務室までお越し

ください。なお、傍聴席には限りがありますので、あらかじめご了承ください。

　審議会はどなたでも傍聴をすることができます。なお、会場の都合上、傍聴人数は先着 10

名までとさせていただきます。

●組合議会平成27年度第３回定例会開催予定について

●廃棄物減量等推進審議会開催予定について

【問合せ先】業務課減量推進係

【問合せ先】議会事務局（総務課庶務係）

【問合せ先】業務課減量推進係

　アルミ缶への再利用は、アルミ圧延メーカーでアルミ板ロール加工を施し、製缶メーカーで缶

形に整形され最終製品となります。

　スチール缶は、鉄卸問屋から電炉製鉄メーカーに運ばれ、電気炉に投入して 1600℃で溶かし、

鉄筋棒等の製品に再利用されます。

アルミインゴット

溶　解

アルミ板ロール 製　缶

鉄筋棒

開催日時 開催場所 概要

平成 27 年 10 月１日（木）
午前９時～

久喜宮代清掃センター
大会議室

本会議
（議案上程、一般質問）

平成 27 年 10 月 16 日（金）
午前９時～

久喜宮代清掃センター
大会議室

本会議
（議案質疑、討論、採決）

開催日時 開催場所 概要

平成 27 年９月 15 日（火）
14 時～

久喜宮代清掃センター
大会議室

諮問事項「資源物の回収（集団
回収と公共回収）のあり方につ
いて」の意見交換
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●平成 28年４月から、資源リサイクル
　の回収日が一部変更となります

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

　平成 28年４月から、業務統一及び回収の効率化、コスト削減

を進めるため、菖蒲・八甫清掃センター管内と同様に久喜宮代清

掃センター管内（久喜市久喜地区・宮代町）におきましても、資

源リサイクルのうち「紙類（新聞・ざつがみなど）」「布類（衣料

など）」の回収回数を変更することになりました。

※回収する曜日の変更はありません。

【問合せ先】業務課収集料金係

品　目 平成 28年３月まで 平成 28年４月から

「段ボール」
「布・衣類」

週１回

月２回（第１・３週）

「新聞」
「雑誌・ざつがみ」
「飲料用紙パック」

月２回（第２・４週）

「びん・缶・ペットボトル」
週１回

（今までと変更はありません）

●久喜市久喜地区、宮代町にお住まいの方

　　　　　�久喜市本町１丁目にお住まいの方が…

　　　「段ボール」を出す場合　　　→　第 1・3金曜日

　　　「新聞」を出す場合　　　　　→　第 2・4金曜日

　　　「ペットボトル」を出す場合　→　毎週金曜日�

　　　　　�宮代町和戸１丁目にお住まいの方が…

　　　「段ボール」を出す場合　　　→　第 1・3月曜日

　　　「新聞」を出す場合　　　　　→　第 2・4月曜日

　　　「ペットボトル」を出す場合　→　毎週月曜日

例 ①

例 ②

　詳しくは、平成 28 年３月に配布予定の「平成 28 年度版家庭ごみ・資源物収集カレンダー」

に掲載します。
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★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

★菖蒲清掃センター　〒 346-0103 久喜市菖蒲町台 2770-1　　  0480-85-7027
★八甫清掃センター　〒 340-0201 久喜市八甫 2525　　　　　  0480-58-1309
★粗大ごみ予約センター　　  0480-31-8286

この広報紙は再生紙を使用しています

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/

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

【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

 0480-34-2042    0480-32-5361

各清掃センター共通

久喜市

宮代町

家庭ごみを清掃センターに直接搬入する場合

27 年 9 月まで 27 年 10 月から 備考

10㎏につき

100 円

10㎏につき
200 円

　家庭から出るごみは、集積所に出していただくことが

基本です。

　引越しや大掃除などの自己都合により生じるごみの自

己搬入につきましては、受入に必要な費用の一部を負担

していただくために、処理手数料の対象としています。

【問合せ先】各清掃センター

●10月から、家庭ごみ搬入手数料が
　変わります

　家庭ごみを各清掃センターに

直接搬入する場合のごみ処理手

数料が平成 27年 10月から下記

のとおり変わります。

※�搬入の際には原則として「集積所に出すときと同じように指定袋等に入れて」搬入していただきます

ようお願いいたします。（例：燃やせるごみを搬入する場合は「燃やせるごみ指定袋」に入れる）

●粗大ごみ処理券取扱店の変更について information

　下記のとおり変更がありましたので、お知らせします。

【問合せ先】業務課収集料金係

変更内容 店　舗　名 住　所 定休 電話番号

追加
セブンイレブン久喜菖蒲町三箇店 久喜市菖蒲町三箇 353 － 1 - 0480-85-3556

ファミリーマート久喜青葉三丁目店 久喜市青葉 3-2-10 - 0480-29-4366

変更内容 店　舗　名 住　所

取扱終了 ㈱温古堂書店 本町 3-11-29
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