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

20169No.167

【問合せ先】業務課収集料金係

【アプリ入手方法】

iPhone をお使いの方は AppStore

か ら、Android を お 使 い の 方 は

Google play から、「久喜宮代衛生

組合 ごみ」と検索して、お使いのス

マートフォンにアプリを

ダウンロードしてくださ

い。または、ＱＲコード

を読み取ってください。

「ノーレジ袋キャンペーン」は３ページをご覧ください。

スタートの します！を

　９月１日から、ごみと資源物の分別促進によるごみ減量や排出マナーの向上を図るため「久

喜宮代衛生組合ごみ分別アプリ（げんりょうくんナビ）」を配信します。

　お住まいの地区の「ごみ収集日程表」、ごみ分別方法を確認できる「ごみ分別事典」、ごみ出

し忘れ防止のための「アラート機能」など、日々便利に使える様々な機能を搭載しています。

是非ご活用ください。

信配料無

QRコード

参考画像

iPhone をご利用の方 Android をご利用の方

ごみ分別アプリ



集積所まで「ごみ・資源」を持ち出すことが困難で、身近な人等の協力を得られない

下記の世帯

①おおむね 65 歳以上の一人暮らしの世帯　　②障がいのある方のみで構成される世帯

③その他必要と認められる世帯

【問合せ先】業務課収集料金係

【問合せ先】各清掃センター

※「びん・缶・ペットボトル」は、これまでと変更ありません。

※衛生組合職員の訪問調査の後、決定いたします。

品　目 本年４月から

「段ボール」「布・衣類」 月２回（第１・３）

「新聞」「雑誌・ざつがみ」「飲料用紙パック」 月２回（第２・４）

高齢者担当窓口 障がい者担当窓口

久喜市
本庁舎 介護福祉課 障がい者福祉課

総合支所 福祉課

宮代町 健康介護課 福祉課

久喜宮代衛生組合 各清掃センター

　詳しい回収日につきましては、お住まいの地区の「家庭ごみ・資源物収集カレンダー」にてご

確認ください。なお、「段ボール」と「ざつがみ」の見分け方につきまして、ご質問を多くいた

だいております。断面が波状になっているのが「段ボール」ですので、お間違えのないようお願

いします。特に「段ボール」でも厚さの薄いものがありますので、ご注意ください。

　ご高齢の方や障がい等をお持ちの方で「ごみ・資源」を集積所に出すことが

難しい方を対象に、戸別収集（ふれあい収集）を実施しています。地区の収集

日程にあわせて、ご自宅の玄関前あるいは門前に、「ごみ・資源」を出すこと

ができます。

●久喜地区・宮代町では、4月から「紙類」「布類」の
　回収日が変更となっています

●「ふれあい収集制度」のお知らせ

★「段ボール」と「ざつがみ」の見分け方

●申請窓口

段ボール
断面が波状になっているもの　※厚さはものにより異なります

ざつがみ
断面が波状でないもの

対　象
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　レジ袋は全国で１年間に約 300 億枚も使われて

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（土）か

ら 10 月 31 日（月）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お持ちいただ

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スーパー等で

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。

　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 166 号で標語の

募集を行ったところ、29 通の作品が寄せられ、その中から酒井槙一郎様の「レジ袋 断る

勇気が エコ魂」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。

【問合せ先】業務課減量推進係

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の標語が決定！

作　品 氏　名 市 ・ 町

マイバッグ　ごみの減量　大きな成果 庄司　通子　様 宮代町

おでかけの　友はいつもの　マイバッグ 岡野　瑞惠　様 久喜市

すすめよう　ノーレジ袋で　エコライフ 福田　友紀　様 宮代町

母さんと　持って出掛ける　マイバッグ 野川　　清　様 久喜市

「ノーレジ袋キャンペーン」

レジ袋　断る勇気が　エコ魂　酒井槙一郎 様　久喜市

10月は

月間です

最優秀賞
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　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。

野久喜

　㈲武井商店

久喜中央１丁目　

　柳田履物店　　　愛宕茶屋

　㈲フルーツおがわ　山中ふとん店

　暮しのファッションわたなべ

久喜中央２丁目　　

　ホワイト餃子久喜店　サカエ薬局

　㈲伊藤酒店　　　えのもと陶苑

　八百雅商店　　　化粧専科Ａーティム

　Beautyサロン 1113

　化粧品のみせポ・ポ

久喜中央３丁目　

　荒井陶器店　　　久喜中央薬局

　㈱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）

　㈱シェーネ　

南１丁目　

　みなみ調剤薬局

南４丁目

　�㈱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　タカヤマデンキ

　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

本町２丁目　　

　㈱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　　

　グローバル　　　橋戸薬局

　塩崎米穀店

本町６丁目　　

　㈱ますかわ電気　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　㈱菱沼商店

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

吉羽　

　ファミリーマート久喜吉羽店

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　　

　㈲埼玉職洗機材　㈱アルディラ

　アラン・ベル

久喜東１丁目　　

　ダンディマルマン　藤屋酒店

　タナカ薬局　　　リバティー

久喜東２丁目

　ひがし薬局　　　アイスポーツ

久喜東３丁目　　

　㈲百貨堂東口店

久喜東５丁目

　コープみらい�ミニコープ久喜東店

　ふとんの寿屋　　関電器商会

　ミツワ薬品

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

北青柳　

　南彩農業協同組合久喜江面支店

原　　　針ヶ谷呉服店

除堀　

　斉藤洋品店　　　齊藤自動車整備工場

上清久

　小林寝具店　　　㈲カー・ドリーム

　セブンイレブン久喜上清久店

下清久

　かちどき薬局久喜店　杉田商店

　サンクス久喜下清久店

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

●久喜市久喜地区（86 事業者）

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

　マミーマート菖蒲店

　セブンイレブン菖蒲三箇バイパス店

　ローソン菖蒲三箇店

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

菖蒲町菖蒲　

　菖蒲野　　　　　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

　㈲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　

　八百仙

　社会福祉法人翅会アルト ･ボラルあおぞら

　㈱ジョワール�せきね

　ニューライフねぎし

　丸屋商店　　　　ヤングリーフ

　御菓子司�飯田　��若松屋洋品店

　今泉自動車整備工場

　モラージュ菖蒲

　㈲田中米穀店　　茶舗中山

菖蒲町小林　

　島田観光バス㈱

●久喜市菖蒲地区（45 事業者）

「ノーレジ袋キャンペーン月間」参加協力店舗（事業者）

※８月５日までに参加申込みをいただいた店舗を掲載しています。
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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

川端１丁目

　㈲野口電器　　　大村庵

　㈲小澤　　　　　キクチでんき家電販売

川端３丁目　

　㈲ＦＩＬマネジメント

　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

道佛　

　㈲ナカヨシ　　　フードスクエアカスミ宮代店

姫宮　

　㈲鈴木金物店

東姫宮１丁目　

　㈲東屋酒店　　　鈴木税理士事務所

　うけや不動産㈱　理容クローバー

宮東

　アイエス技研　　中島自動車

東

　 �岡村商店　　　㈱入の店

中　㈲伊草自動車工業　

金原　理容キクトコ　

西原　島村輪業　

中央２丁目

　お食事処一心　　 月堂中央店

　内田自動車工業所

中央３丁目　

　浜田駐輪場　　　前野屋

　㈲典正　　　　　セブンイレブン宮代中央店

宮代３丁目

　成田サイクル

　フジオックス㈱宮代杉戸営業所　

　パブレストランきくち

笠原１丁目　

　やきとり・すぎちゃん

笠原２丁目

　小魚佃煮湖国　　支那そば織ちゃん

学園台１丁目　

　ミルクユウユウ　 月堂学園台店

本田１丁目　　

　理容まつもと　　小船金物店

　KING'S�AUTO 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

本田５丁目

　理容ナカムラ　　焼とり�えっちゃん

　カトレアクリーニング　どさん子大将

須賀

　新宅屋酒店　　　とみた商店

東粂原　㈲森山モータース

宮代台１丁目

　㈲八百武酒店　　佐々木書店

　島先電機宮代店

山崎　㈱新しい村

和戸

　日下部商店　　　㈲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）

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

　㈲野口商会　　　和戸飯店

和戸５丁目　

　理容ワタナベ

●宮代町（75 事業者）

東大輪

　ミニストップ鷲宮東店

桜田１丁目

　セブンイレブン久喜東鷲宮駅前店

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　　　ライスショップいいじま

久本寺

　イトーヨーカ堂鷲宮店

中妻

　いよ電器　　　　㈱宮城商店

葛梅

　相武酒店

鷲宮中央１丁目　

　倉持酒店

　埼玉みずほ農業協同組合鷲宮支店

鷲宮

　染谷輪業

　ローソン久喜鷲宮平野店

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　フラワーショップナリタ

鷲宮５丁目

　セブンイレブン久喜鷲宮５丁目店

●久喜市鷲宮地区（25 事業者）

栗橋北１丁目

　ＴＯＰ電器　　　洋品のあきば　

　斎藤茶店　　　　萬来栗橋店

栗橋北２丁目　

　太田商店

　エステ・ラボ・さかにわ　

栗橋中央１丁目　　　

　つむぎや

　仏壇と神具の店�吹禅堂

　鳥政

　栗橋ひめプラザ協同組合

　三笠屋静御前店　魚竹

栗橋中央２丁目

　お茶の白石　　　ほりこし　

　㈲セキ薬局　　　満留賀　　　　

　㈱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　　　柿沼オートサイクル

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

　ファミリーマートフレスト栗橋河原代店

緑１丁目　

　針金屋加藤酒店

　白銀クリーニング店

中里

　㈱オーガニック南栗橋

南栗橋７丁目

　セブンイレブン南栗橋７丁目店

伊坂

　エルメックツチダ

　野本商店　　　　マミーマート栗橋店

間鎌

　白馬メディケアサービス㈱

　埼玉みずほ農業協同組合栗橋支店

　㈲長島商店

佐間

　島田菓子店

●久喜市栗橋地区（39 事業者）
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配布場所
　●久喜・宮代版

　　久喜宮代清掃センター、久喜市役所環境課、ふれあいセンター久喜、宮代町役場住民課戸籍住民担当

　●菖蒲版

　　菖蒲清掃センター、久喜市役所環境課、菖蒲総合支所環境経済課

　●栗橋・鷲宮版

　　八甫清掃センター、久喜市役所環境課、栗橋総合支所環境経済課、鷲宮総合支所環境経済課

※多量に必要な場合は、各清掃センターに事前にお問い合わせください。

　�　また、ホームページ（http://www.crt-kuki.miyashiro.saitama.jp/people/calender/）で

も公表しております。ご活用ください。

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）

　衛生組合では、管内各地区におけるごみの出し方などについて外国語で記載した収集表を、下

記のとおり発行しています。

　衛生組合では、皆様に分別していただいたペットボトルについて、再資源化できる有価物とし

て売却しています。

　なお、売却による再資源化のルートについてはお住まいの地区により異なります。久喜市久喜

地区・菖蒲地区及び宮代町から排出されたものについては、民間事業者と直接契約をして有価物

として売却する「独自ルート」で、久喜市栗橋地区・鷲宮地区から排出されたものについては、

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会を通じて再生事業者に売却する「指定法人ルート」で

再資源化を行っています。

　業者に引渡したペットボトルは、衣類や繊維、各種プラスチックの原材料に加工され、再資源

化されています。

●外国語版の「家庭ごみ・資源物収集表」を発行しています

●ペットボトルの再資源化について

【問合せ先】業務課収集料金係

【問合せ先】業務課減量推進係

【独自ルート】 【指定法人ルート】

対　象 久喜市久喜地区・菖蒲地区、宮代町 久喜市栗橋地区・鷲宮地区

引渡し量（年間） ５１３．７１トン １６９．２６トン

引渡し事業者
久喜宮代資源リサイクル

事業協同組合
株式会社�魚津清掃公社

★平成 27 年度ペットボトル引渡し状況について
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　家庭や事業所から排出される不用品を軽トラック等で戸別収集す

る業者の中には「無料回収」と称して、高額な料金請求をする悪質

な業者もおり、その営業行為をめぐって、様々なトラブルが発生し

ています。家庭ごみ等の廃棄物の回収を業として行う場合、法律に

基づく許可が必要です。許可を持たない業者に回収を依頼すると、

法律を無視した処理や、不法投棄事件につながる恐れがありますので、無許可業者へ回収を依頼

しないよう注意してください。

　なお、家庭から出るごみの処理方法は、「家庭ごみ・資源物収集カレンダー」や衛生組合ホー

ムページにてご確認ください。

　45ℓまでの指定袋に入らない品物は

「粗大ごみ」になります。

　右記のようなものも粗大ごみにあた

りますので、ご注意ください。

●無許可の不用品回収業者にご注意ください

●粗大ごみについて

【問合せ先】各清掃センター

【問合せ先】各清掃センター

【環境省】「無許可」の回収業者を利用しないでください！

http://www.env.go.jp/recycle/kaden/tv-recycle/qa.html
参　考

「中身が飛び出しているもの」や

「袋の口が結べないもの」
複数の袋をつなげて入れているもの

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

変更内容 店　舗　名 住　所 定休 電話番号

追加

セブンイレブン　久喜東鷲宮駅前店 久喜市桜田 1-3-3 - 0480-58-3770

デイリーヤマザキ　ＪＲ栗橋駅西口店 久喜市伊坂 1194-1 - 0480-52-3631

デイリーヤマザキ　ＪＲ栗橋駅東口店 久喜市栗橋北 1-1-2 ― 0480-52-6818

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

information

【問合せ先】各清掃センター

　　　電話のおかけ間違いにより、ご迷惑をおかけする事例が発生しており

ます。各センターへご連絡の際は、下表に記載されております電話番号をよ

くお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願いいたします。

電話のおかけ間違いにご注意ください
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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

【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）

　https://crt-kuki.miyashiro.saitama.jp/sodaiyoyaku/html/sodai_input.php

編集・発行

 0480-34-2042    0480-32-5361

　審議会はどなたでも傍聴することができます。

　なお、会場の都合上、傍聴人数は先着の 10 名までとさせていただきます。

　傍聴を希望される方は、傍聴券を発行しますので、当日久喜宮代清掃センター事務室までお越

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。

●廃棄物減量等推進審議会情報

●組合議会情報
【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）

iPhone

Android

「ごみ分別アプリ」QRコード

開催日時 開催場所 内　容

平成 28 年

９月 13 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

○次回開催予定

○議会を傍聴できます

会議名
開催日時

（いずれも午前 9時開始）
開催場所 概　要

平成 28 年

第３回定例会

平成 28 年 10 月 25 日（火） 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 28 年 11 月��９日（水） 本会議（議案質疑、討論・採決）

　久喜宮代衛生組合では、熊本地震の被災地支援のため、義援金の募金活動を実施いたしまし

た。募金活動の結果を以下のとおりご報告いたします。ご協力ありがとうございました。

　　　■義援金の募集期間　　平成 28 年４月 28 日から６月 30 日

　　　■義 援 金 総 額　　37,334円

　お預かりした義援金は、日本赤十字社埼玉県支部を通じて被災者の方々へお届けいたします。

被災地の一日も早い復旧と復興を心よりお祈り申し上げます。

「熊本地震災害義援金」募金のお礼とご報告
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