
パソコン、スマートフォンで「リネットジャパン」と検索!!

パソコン・小型家電を処分したいな

詳細は次のページ、または組合ホームページをご覧ください。

ご家庭に不要なパソコン・小型家電はありませんか？

『ごみ分別アプリ』配信中！

　本年２月から、パソコン・小型家電の処分に新たなルートが追加されます！　環境省・経済産業
省の認定業者リネットジャパン株式会社がご自宅まで無料回収に伺い、適正処理します。(無料回
収の条件につきましては、次ページをご覧ください)

インターネット（パソコンまたは

スマートフォン）からお申し込み

ダンボール箱等に詰めるだけ。詰める

箱がない方へ、箱の事前お届けも可能

宅配業者が、ご希望の日時に回収

へお伺いします。最短翌日対応

検索リネットジャパン

1　お申し込み 2　詰めて 3　すぐ回収

衛生組合だより
～げんりょう化（原料・減量）大作戦実施中!～
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★適正処理にご協力をお願いします

【問合せ先】業務課減量推進係

★無料となる条件
　①パソコンが同梱されていること（パソコンの原形を保っていること）
　②段ボール箱又は紙袋のサイズが3辺合計140ｃｍ以内
　③重量20㎏ 以内

【梱包イメージ】

【サービスの特徴】

　久喜市及び宮代町では、衛生組合との協議のうえで、パソコン及び小型家電のリサイクルを推
進するため、小型家電リサイクル法の認定事業者であるリネットジャパン株式会社と連携協定を
結び、新たなサービスを開始します。このサービスは、パソコンと小型家電を、下記の条件を満たせ
ば、宅配業者がご自宅までお伺いして、無料で引き取りを行うというものです。ぜひご活用ください。
　なお、パソコン3R推進協会によるリサイクルも従来通り利用できます。

　①メーカーパソコン、自作パソコンを問わず回収可能
　②最短で申込日の翌日に回収可能
　③パソコンが含まれていれば他の400品目以上の小型家電も無料回収可能
　④パソコンや小型家電の梱包には段ボールの他、厚めの紙袋も使用可能
　⑤リネットジャパン株式会社のホームページからデータ消去専用ソフトを無料ダウンロード可能
　　（リネットジャパンにデータ消去を依頼する場合は有料）
　⑥パソコンが同梱されていれば回収は何度でも無料
※注意事項　
　・上記「★無料となる条件」の1つでも条件を満たしていない場合は有料となります。
　・パソコンが原形を留めていない場合は有料となります。
　・小型家電のみの場合（パソコンが含まれていない場合）は有料となります。
　・家電四品目（テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫）の引き取りは出来ません。
　・パソコンなどに含まれる個人情報は、ご自身の責任において処理してください。

申込みの詳細はリネットジャパン株式会社ホームページをご覧ください。
　ホームページ：http://www.renet.jp/
　ナビダイヤル：0570-085-800（通話料はお客様のご負担になります）

　住宅地を車両で巡回して廃品回収を行っている業者の中には、無料回収と宣伝しておきながら、
あとで高額な料金を請求してくる業者がいます。また、そのような業者が廃品回収後、適正な処理
を行わず、山中に不法投棄する事例も起きています。
　パソコンや小型家電の中には貴重な資源が含まれています。適正処理、資源の有効活用のため、
適正なルートによる回収にご協力をお願いします。

上記の条件を全て満たせば、パソコン本体を含む回収１回につき1箱分の回収料金が無料となります

3辺合計140cm以内、20kg以内で箱に入れ
ればパソコン・小型家電を何点詰めても構い
ません。
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●食品ロスをなくしましょう！

「食品ロス」をなくすには

　皆さんは、「食品ロス」という言葉をご存知ですか?「食
品ロス」とは、まだ食べられるのに捨てられてしまう食べ物
のことです。「食品ロス」は日本で年間約500万トン〜800
万トンあり、日本の人口1人当たり「おにぎり約1〜2個分」
が毎日捨てられている計算になります。これは、世界中で
飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食料援助量（平成26年で
年間約320万トン）を大きく上回る量です。皆さんは、まだ
食べられるのに捨てられている食べ物がこんなにあることを
知っていましたか?
　「食品ロス」の約半分は家庭から出ていて「食品ロス」を
減らせば家庭ごみの減量につながりますので、皆さんのご協
力をお願いします。

農林水産省：食品ロス削減国民運動ロゴマーク 

久喜宮代衛生組合の管内
（約18万人）では、1日に
おにぎり約27万個が捨て
られている計算になるよ。 

宴会の食べ残し量は、
ランチ・定食のなんと
５倍！ 

家庭編
○「消費期限」と「賞味期限」の違いを理解しましょう

○買い物は冷蔵庫の中身をチェックしてから行きましょう

○食材は無駄なく使いましょう

○料理は食べきれる量を作りましょう

○好き嫌いはしないで残さず食べましょう

○それでも残ったら・・長持ちするようきちんと保存し、早めに食べましょう

　※農林水産省 http://www.maff .go.jp/j/fs/handle.html

　または、「食品のかしこい扱い方」で検索

外食編
○ 料理に食べられない食材が入っている時は、その食材を使わずに提供してもらえるか注文時

に確認してみましょう
○小盛りやハーフサイズメニューなどを積極的に活用しましょう
○食べきってから次の料理を注文しましょう
○残った料理は、持ち帰ることができるかお店の人に聞いてみましょう
○宴会では料理を楽しむ時間や食べ切りタイムを設けましょう

消費者庁資料より 
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●マイバッグの使用状況に関するアンケート調査を実施しました
　皆さんは、普段の買い物でレジ袋をもらわずにマイバッグを使っていますか？レジ袋は、１人当
たり年間約300枚、全国では300億枚使用されていると言われています。レジ袋は使用後に大半が
ごみとなってしまいます。
　衛生組合では、昨年10月に実施したノーレジ袋キャンペーンで、マイバッグの使用状況に関す
るアンケート調査を実施し、526人の方に回答をいただきました。
　普段の買い物でマイバッグを使っていますかという設問では、いつも使っていると答えた方が
289人、ほとんど使っていると答えた方が125人で、全体の約８０パーセントとなり、多くの方が
マイバッグを使用していることがわかりました。マイバッグを使用することは、誰もができる減量
対策であり、資源の節約や地球温暖化防止にもつながります。買い物に行くときは、マイバッグを
持参して余分なレジ袋は断るようにしましょう。

調査結果

実  施  日　10月3日、4日、5日、10日、11日、12日、17日、18日 合計8日間
実施場所　管内スーパー等 合計8ヶ所

ノーレジ袋キャンペーンの様子
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広告

▲一般廃棄物収集運搬業・浄化槽清掃業
 許可地域 久喜地区・宮代町

●マイバッグ作成講習会に参加して
 コンテストに応募しよう！

●ごみ収集車の車両火災が発生しました

　衛生組合では、ごみの資源化・減量化の一環としてマイバッグを作成する講
習会を毎年実施しています。これを機に、水を弾き汚れにくい傘布を利用した
オリジナルマイバッグの作り方を勉強してみてはいかがでしょうか。
　今年の作成講習会の開催概要は次のとおりです。

　また、今年度に引き続き、来年度も自作のマイバッグを対象としたマイバッグコンテストを開催
します。（募集時期については衛生組合だより6月号でお知らせします）

　昨年８月に引き続き、12月20日(水)の「燃やせないごみ」収集作業中、ごみ収集車の積み荷が
燃える火災事故が発生しました。原因は特定できませんでしたが、ごみの中から、ライターやガス
カートリッジなどの「有害ごみ」が見つかりました。幸いにも、この火災による負傷者はいません
でしたが、道路の通行や近隣の方にご迷惑をお掛けすることとなりました。
　このような火災事故を防止するため、ルールに従った正しい分別にご協力をお願いします。

路上での消火作業 　多数の「有害ごみ」が見つかりました

【問合せ先】業務課収集料金係

【問合せ先】業務課減量推進係

講習会の日程 4月14日（土）　午後1時〜4時まで

応募期間 2月5日（月）〜2月28日（水）※午前9時〜午後5時（土・日・祝日は除く）

応募資格・応募方法 久喜市・宮代町に在住の方・電話（0480-34-2042）

講習会の会場 久喜宮代清掃センター大会議室（住所:宮代町大字和戸1276-1）

募集人数・参加費 10名（申込み順）・無料

講習会の内容 使用しない傘を利用してマイバッグを作成します。

留意事項
・ミシン、傘布、糸は衛生組合が用意します。
・裁縫用具（はさみ、まち針、ものさし、チャコ等）をお持ちください。
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●プラスチックの汚れは落としてください！

●飲料容器のキャップ（ふた）を取りましょう

　皆さんが分別して出されたプラスチックの一部は、現在、再生工場で荷物などの輸送に使われる
台の材料として再利用されています。

　飲料用びんを出す際に、キャップ（ふた）がつ
いたままですと、内容物が残ったまま変質するこ
とで異物とみなされ、資源物として処理できない
ことがありますので、キャップ（ふた）は、必ず
取り去ってください。
　また、ペットボトルにつきましても、4月か
ら、容器包装リサイクル法の品質基準が厳しくな
ります。ラベルと共にキャップ（ふた）の除去に
ついてご協力いただけますよう、あわせてお願い

●食べかすは燃やせるごみに
汚れたものは汚れをとって 

●汚れの落ちない納豆の容器や
チューブは燃やせるごみに

燃やせるごみ 

【出し方】 

【問合せ先】各清掃センター

【問合せ先】各清掃センター

いたします。
　なお、取り去ったキャップ（ふた）やラベルの分別につきましては、材質により異なりますの
で、家庭ごみ・資源物収集カレンダーや分別アプリ、ホームページでご確認ください。

皆さんのプラスチックから作られた輸送用の台 

　ここで、プラスチックに食べ物や汁などの
汚れが付いていると、そのプラスチックは材
料として使えなくなってしまいます。特に、
液体状の汚れは収集車の中で周りに広がり、
元々汚れのついていた物だけでなく、その周
囲のプラスチックまで汚してしまいます。
　プラスチックを出される際には、必ず汚れ
を落として出していただくようお願いしま
す。
　また、汚れの落としづらい納豆の容器や
チューブは「燃やせるごみ」で集めています
ので、ご協力をお願いします。
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●平成28年度衛生組合決算の概要をお知らせします

●組合議会情報

歳　入

(歳入)

歳　出

(歳出)

◎歳入歳出差引残高　1億5,078万円

※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。
　（歳出の諸支出金は、決算額が744円のため切り捨てて0万円としています）
　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。

【問合せ先】総務課庶務係

【問合せ先】議会事務局（総務課庶務係）

○議会を傍聴できます
　傍聴を希望される方は、傍聴券を発行しますので、当日久喜宮代衛生組合2階事務室までお越し
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。

区　　分 金　額 構成比（％） 前年度比（％） 説　　明

①議　会　費 207万円 0.1 23.2 議会運営費

②総　務　費 9,185万円 2.9 △9.2 一般職給与等
③衛　生　費 28億8,039万円 90.5 1.9 収集費・施設管理費等
④公　債　費　 2億730万円 6.5 19.5 借入金返済
⑤諸 支 出 金 0万円 0.0 △100.0 基金利子の積立

区　　分 金　額 構成比（％） 前年度比（％） 説　　明
①分担金及び負担金 26億2,004万円 78.6 △1.0 久喜市・宮代町負担金
②使用料及び手数料 2億4,811万円 7.4 4.1 収集処理手数料等
③財 産 収 入 7,739万円 2.3 △15.9 資源等売却収入
④繰　入　金 7,284万円 2.2 皆増 基金繰入金
⑤繰　越　金 5,504万円 1.7 10.5 前年度繰越金
⑥諸　収　入 997万円 0.3 △39.8 ペットボトル拠出金等
⑦組　合　債 2億4,900万円 7.5 46.5 施設整備借入

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30年第2回定例会
平成30年3月13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30年3月27日（火） 本会議
（議案質疑、討論、採決）
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【問合せ先】総務課庶務係

各清掃センター業務時間（午前8時30分から午後5時15分）

月曜日から金曜日、祝日、毎月第3日曜日（5月を除く）※但し祝日が土日にあたった場合を除く。

※各センターへのごみの直接搬入については、受付できない曜日、時間帯がありますので、詳しくは衛生

組合ホームページ又は家庭ごみ・資源物収集カレンダーをご覧ください。

お間違いのないようにご注意ください

この広報紙は再生紙を使用しています

 編集・発行 ★久喜宮代衛生組合　〒345-0836　宮代町大字和戸1276-1 　0480-34-2042
 　（久喜宮代清掃センター） 　0480-32-5361
 【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
　★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
　　【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

●オフィス・サポーター（臨時職員）の登録を受け付けます

●粗大ごみ処理券取扱店の追加・変更について

　久喜宮代衛生組合の事務職員のお手伝いをしていただくオフィス・サポーターの登録を以下のと
おり受け付けます。

　下記のとおり追加、及び変更がありましたので、お知らせします。

■職種 一般事務

■時給 900円（別に規定による通勤手当を支給）

■登録期間 平成30年4月1日から1年間

■勤務時間
1週につき原則22時間以内（平日の午前8時30分〜午後5時15分の間で、昼食
休憩時間を除く）の範囲で応相談（例:月曜〜木曜の午前9時〜午後3時30分）

■業務内容 パソコンによる資料作成、書類配達等の軽作業

■必要資格 普通自動車免許、日常使用程度のパソコン入力が可能であること

■対象 久喜市または宮代町に在住の方

■受付期間 平成30年3月5日（月）〜3月16日（金） 午前9時〜午後5時※土日を除く

■受付場所 久喜宮代衛生組合　久喜宮代清掃センター2階事務室（住所:宮代町大字和戸1276-1）

■受付方法
登録申込書に必要事項を明記し、写真添付の上、上記受付場所に登録者本人が
ご来庁ください。なお登録申込書は、各清掃センターで配布の他、2月1日以降
は久喜宮代衛生組合ホームページからダウンロードもできます。

■注意事項
登録後、必ず採用されるとは限りませんのでご了承ください。臨時的な仕事が
生じた場合や欠員が生じた場合などに、登録者へ連絡し面接の上、雇用を決定
します。

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吉羽2丁目店 久喜市吉羽2-7-1 ― 0480-23-3711

セイコーマート久喜下早見店 久喜市下早見404-1 ― 0480-23-2333

変更内容 店　舗　名 住　所
取扱終了 (有)ビッグホープ宝くじ久喜吉羽店 久喜市吉羽4-2-4
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