
ご活用ください！

電気式生ごみ処理機を
貸し出しています

衛生組合でも使ってみました■貸出条件
・久喜市·宮代町に住所があり、居住している方
・処理機を屋内に設置できる方
・アンケート調査に協力できる方
・�貸出期間は2週間以内(1世帯につき1台、1回
限り)

■貸出手順
①予約受付
　�業務課減量推進係（0480-34-2042）へ電
話し、予約をしてください。

②申請及び貸出
　�貸出開始日に、本人を確認できるもの（運転
免許証・健康保険証など）、印鑑をご持参の
うえ、お近くの清掃センター窓口に申請して
ください。その場で処理機をお渡しします。

③返却
　�期間内にお近くの清掃センターへ返却してく
ださい。

家庭用生ごみ処理容器等購入費補助制度

電気式生ごみ処理機

衛生組合では、家庭から出る生ごみの減量を
推進するため、生ごみ処理機の補助制度を実
施しています。
詳しくは次のページをご覧ください。

まずは試してみたい！
という方は…

▲生ごみを投入 ▲処理後はたい肥として
リサイクル

[処理前]2.00ｋg [処理後]0.25kg

１／８に減量できました！
※減量できる量は生ごみの種類によっても変わります

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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●家庭用生ごみ処理容器等購入費補助制度について

●久喜市食育セミナーが開催されました！

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） ５年間でそれぞれ２基まで ５年間で１基まで

補助の金額
（１基あたり） 購入費（税込）の１／２（100円未満切り捨て）

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

◆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

◆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）　③電気式生ごみ処理機
※�本体購入価格以外の経費（送料、保証料、工事費等）や、店舗によるポイント値引き分
については、補助の対象外となります。また、ＥＭ発酵剤のみを購入する場合も、補助
の対象外となります。

◆申請書類
　申請に必要な書類は以下のとおりです。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（レシートも可）、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　＊申請は、平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日購入分に限ります。

第1期　６月２０日から同月３０日まで　　第2期　９月２０日から同月３０日まで
第3期　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

　平成３０年７月２２日に栗橋文化会館（イリス）で久喜
市食育セミナーが開催されました。衛生組合では、食品ロ
スに関するパネルや生ごみ処理機の展示、生ごみから作っ
た堆肥の配布を行い、生ごみ減量化のPRを行いました。
◆「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。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。皆さんのご協力をお願いします。

コンポスト EM処理容器 電気式生ごみ処理機

家
庭
用
生
ご
み

処
理
機
器

　生ごみを土中の微生物の
働きによって分解する。

　生ごみを嫌気性の有用微
生物群(EM)の働きによって
発酵させる。

　生ごみを熱風で乾燥させ
る。(例：乾燥式)

【問合せ先】業務課減量推進係
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●廃棄物減量等推進員委嘱式・説明会を開催しました

●10月からモデル地区で資源(紙類・衣類)の回収に係る実証実験を開始します

☆☆☆　ありがとうございました　☆☆☆

　４月２１日から５月２０日の間に管内の５つの会場で新
しく選ばれた廃棄物減量等推進員（以下推進員※）の皆さ
んへの委嘱式・説明会を行いました。
　各会場では「推進員の制度の概要」や「よくある問合わ
せ」を説明、推進員の皆さんから質疑応答が行われるな
ど、久喜市及び宮代町の各地区から４０４人の推進員の皆
さんに出席いただきました。

◆廃棄物減量等推進員とは
　衛生組合と連携を取りながら、地域に密着し、ごみの減量化・
資源化を推進している地域のリーダーです。推進員は、主に地域
の集積所のごみ出しの状況を見回って、ごみ当番の方などと連携
して分別や集積所の清潔保持といった活動を行っています。推進
員から声をかけられたときは、ご協力をお願いします。

推進員委嘱式・説明会の会場で多年にわたり清掃行政に貢献された皆さんへ表彰状を贈呈しました。

（宮代町会場） （久喜地区会場） （栗橋地区会場） （鷲宮地区会場）

　１０月から、久喜市・宮代町の一部の地区で、資
源(紙類・衣類)の回収に係る実証実験を開始します。
　これは、平成２８年１１月に久喜宮代衛生組合廃
棄物減量等推進審議会からの「資源物の回収（集団
回収と公共回収）のあり方について」の答申に基づ
き実施するものです。
　実証実験にご協力いただく地区では、モデル地区
として、現在組合で行っている紙類・衣類の公共回
収に替わり、地域の区・自治会による資源の回収が
行われます。
　回収の方法には、「拠点回収方式」と「ステー
ション回収方式」があり、モデル地区に選定された

方　式 内　容 出し方

拠点回収方式

　20世帯以上で１箇
所の回収場所を設
け、区・自治会の指
定する日に回収する
方式

　これまでと、回
収日、回収場所、
回収品目が変わる
場合があります。

ステーション
回収方式

　これまでの公共回
収と同じ回収日に、
公共の集積所でこれ
までと同じ品目を回
収する方式

　これまでと変わ
りません。

　実証実験のモデル地区の皆さんには、９月中に衛生組合
から詳細な内容をお知らせします。また、ホームページで
も随時情報を発信いたします。

【問合せ先】業務課減量推進係

※�資源集団回収とは、地域住民で構成される営利を目的としない団体が紙類・衣類を自主的に回収し、再生業
者に引き渡すことにより、資源再利用の推進、ごみの減量及び生活環境の保全を図る取組です。衛生組合で
は、この活動に対し、紙類・衣類の回収量に応じ１ｋｇあたり７円の報償金を交付しています。
※�久喜宮代衛生組合廃棄物減量等推進審議会の答申については、衛生組合だより第１６９号若しくはホーム
ページをご覧ください。
◆久喜宮代衛生組合ホームページ　　http://www.crt-kuki.miyashiro.saitama.jp/plan/old/comittee/

◀︎鷲宮地区

▲菖蒲地区

▲久喜地区

▲栗橋地区

▲宮代町

区・自治会で回収方法を選択していただき、回収された量（重さ）により、衛生組合から１kgあ
たり７円の報償金が交付されます。
　今後数年間この実証実験を継続し、その結果を踏まえ、区・自治会による資源の回収を全域に広
げることができるかの検討を行うこととしています。
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●ごみの出し方について（各清掃センターよりお願い）

【問合せ先】各清掃センター

プラスチックの注ぎ口がついた飲料用紙パックは
注ぎ口・キャップを切り取ってください

　飲料用紙パックの一部にプラスチックの注ぎ口のついた商品は、
そのままでは「紙類」としてリサイクルできません。
　注ぎ口は、はさみ等で切り取って「燃やせるごみ」として出して
ください。（プラスチックと紙が複合しているため）
　また、プラスチックのキャップは「資源プラスチック類／プラス
チック製容器包装」として収集しています。

プラスチックのキャッ
プは資源プラスチック
類／プラスチック製容
器包装に

切り取った注ぎ口は燃
やせるごみに

プラスチックの汚れは落としてください

　分別したプラスチックの一部は、様々な製品の材料、新たな資源
として再利用されます。
　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、周囲のプラスチックまで汚して
しまいます。
　プラスチックを出す際には、必ず汚れを落として出してください。
　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
として収集しています。

食べかすは燃やせるごみに
汚れたものは汚れをとって

納豆の容器や汚れの落ちないチューブは
燃やせるごみに

燃やせるごみ

液体塗料は布や紙に染み込ませてください

　日曜大工などで利用して余ってしまったペンキ等の
塗料は、布や紙に染み込ませるか、ホームセンターな
どで市販されている凝固剤を利用して固化後、「燃や
せるごみ」に出してください。凝固剤の容器が段ボー
ル製の場合は、資源ごみとの区別がつくように指定袋
の外側に、「ペンキ等を固めたもの」と、大きく張り
紙をしてください。
　また、容器は塗料が残らないように、布や紙などで
拭き取ってください。

食料品のびんや缶の中身は出してください

　賞味期限を過ぎてしまった食料品のびんや缶を未開
封のまま出されていることがあります。中身が入った
ままでは、リサイクルに支障が生じるだけでなく、中
身を出す作業も必要となり、ごみを処理するための作
業効率が低下してしまいます。
　食料品のびんや缶は、未開封のまま捨てず、中身は
「燃やせるごみ」として出してください。
　また、中身を空けたびんや缶は、すすいできれいに
してから出してください。

刃物や割れたガラス等は新聞紙等で包んで
ください

　先日、清掃センターに搬入されたごみ袋の中に包丁
があり、従事している職員がけがをしました。
　包丁は紙に包まれていなかったことから、指定袋を
突き抜けて、けがを負うことになりました。
　包丁や割れたガラス等のごみは、新聞紙等で包み
「刃物」「割れたガラス」などとマジック等で大きく
書いたうえで、燃やせないごみ指定袋に入れてお出し
ください。

余った塗料は布や紙に染み込
ませて「燃やせるごみ」に 種類別に紐で十字に結ぶ

中身は空にしてすすぐ

包む
包む

品名を書いた新聞紙等で包んでから出す

紙類、布・衣類の紐の十字はしっかりと結
んでください

　紙類、布・衣類を出す際は、重ねた際に荷崩れした
り、強風の影響を受け散乱しないよう、紐で十字に
しっかりと結んでください。また、他のごみの収集日
と重なるときは、回収もれがないようするため、種類
別に分けてください。
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●１０月は「ノーレジ袋キャンペーン」月間です

●ノーレジ袋キャンペーンの標語が決定！

　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（月）から１０月３１日（水）まで実施しま
す。これは、お買い物の際には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
という取組です。趣旨に賛同いただいたスーパー等では、今年の最優秀賞に選ばれたノーレジ袋
キャンペーン標語ののぼり旗が掲げられ、また、店頭では衛生組合職員、廃棄物減量等推進員によ
る啓発活動も行われます。皆さん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１７４号で標語の募集を
行ったところ、１４１通の作品が寄せられ、その中から遠藤　敏朗様の「レジの前　笑顔で差し出
す　マイバッグ」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のぼり旗に使用させていただきます。ま
た、以下の５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。

お買い物の際は、マイバッグの持参を！

【問合せ先】業務課減量推進係

作　　　品 氏　　　名 市・町

レジ袋　もらわずいつもの　マイバッグ 酒井　慎一郎�様 久喜市

マイバッグ　持って買い物　無駄がなし 佐藤　勝弘　�様 久喜市

マイバッグ　クリーンとグリーンの　二刀流 館野　史隆　�様 久喜市

マイバッグ　未来の地球へ　思いやり 丸山　進　　�様 久喜市

マイバッグ　いつも一緒に　お買い物 横手　敏夫　�様 宮代町

レジの前　笑顔で差し出す　マイバッグ
遠藤　敏朗　様　久喜市

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。

古久喜
　スーパーマルサン久喜店
野久喜
　㈲武井商店
久喜中央１丁目
　久喜駅桧家ビル（クッキープラザ）
　デイリーヤマザキ久喜駅西口店
　暮らしのファッションわたなべ
　柳田履物店� 愛宕茶屋
　丸紅商店� ㈲浜牛商店
　渕岡生花店
　化粧専科　A-チーム（え～ちぃむ）
　ビュティーサロン　１１１３
　山中ふとん店
久喜中央２丁目
　ホワイト餃子　久喜店� ㈲伊藤酒店
　えのもと陶苑�
　化粧品のみせ�ポ・ポ� 八百雅商店
久喜中央３丁目
　幸松屋時計店� まつや呉服店
　のばら手芸店� ㈱林写真館
　㈲百貨堂� ㈲太陽堂
　タムラ� ㈲飛高酒店
久喜中央４丁目
　小泉酒店
　青木たばこ店（青木商会）
　イトーヨーカドー　久喜店
　㈱シェーネ
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
　タカヤマデンキ

本町１丁目
　池上薬局� 武井米店
本町２丁目
　㈱マサクラワークス
　㈲グリーンライフ久喜� 藤乃園
本町３丁目
　八百徳商店
　ひらのや酒店� ㈱渡邉商会
本町５丁目
　寝具のしまざき� 塩崎米穀店
　橋戸薬局� グローバル
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１丁目
　㈲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
栗原２丁目
　電化ハウス久喜栗原　有)コバヤシ電気
栗原３丁目
　㈱アルディラ
　リフォームの店　アラン・ベル
　㈲埼玉職洗機材
青葉３丁目
　内田サイクル
青葉４丁目
　セブン-イレブン久喜青葉４丁目店
　ベジタブルショップ　モリタ

吉羽
　ファミリーマート久喜吉羽店
吉羽２丁目
　JA南彩太田支店
久喜東１丁目
　タナカ薬局� リバティー
　藤屋酒店
久喜東２丁目
　ひがし薬局� 伊勢家菓子舗
　アイスポーツ
久喜東３丁目
　パティスリーティンク
久喜東５丁目
　ふとんの寿屋� ミツワ薬品
　CO-OPみらい久喜東店
　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　
　はりがや呉服店
除堀　
　齊藤自動車整備工場　　斉藤洋品店
江面　
　久喜中古機械センター樽床商店
下清久
　かちどき薬局久喜店　　杉田酒店
所久喜
　JA南彩清久支店
六万部　
　小森谷自動車整備工場
　セブンイレブン久喜六万部店
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

●久喜市久喜地区（93事業者）

菖蒲町三箇　
　カメラのアライ� ㈱菖蒲石油
　㈱岡安不動産� 伊万里本舗
　ローソン久喜菖蒲三箇辻店
菖蒲町新堀
　栗原酒店� ほりべストアー
　㈱ヤマタめん
菖蒲町菖蒲
　アルト・ボラルあおぞら
　㈲鴨田商事� 菖蒲野

　㈲ゼブラ商店� 宮田呉服店
　リビングストア�つか屋
　ニューライフねぎし　　まつもとや
　あやめ亭� ミカ美容室
　やざわ商店� 御菓子司�飯田
　旭屋酒店� あやめ薬局
　㈲ミヨシヤ薬局
　若松屋洋品店� 金子寝具店
　今泉自動車整備工場　　井ノ山米店
　平澤たばこ店

　㈱ジョワール�せきね
　㈲田中米穀店� シスター美容室
　杉村衣料店� モラージュ菖蒲
　ローソン久喜菖蒲店
　八百仙
菖蒲町下栢間
　ヘアーサロンイシザカ
菖蒲町小林
　犬のアンティ
　島田観光バス株式会社

●久喜市菖蒲地区（38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８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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広告 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

百間２丁目
　㈲中村米穀店
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
川端３丁目
　㈲ＦＩＬマネジメント
川端
　アラキ治療院
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
　鈴木由夫税理士事務所　　
　うけや不動産㈱� 理容クローバー
　㈲東屋酒店
宮東
　中島自動車� アイエス技研
東
　 岡村商店�
中
　㈲伊草自動車工業
西原
　島村輪業

栗橋北１丁目
　あきば洋品店� 斉藤茶店
　ＴＯＰ電器
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　
　栗橋ひめプラザ協同組合　　つむぎや
　三笠屋静御前店� 　吹禅堂
栗橋中央２丁目
　㈱吉田屋呉服店� ㈱ほりこし
　お茶の白石� ㈲セキ薬局
　あづまや靴履物店　　満留賀そば
栗橋東２丁目
　ヘアールームアスコット

　アスコットサービス㈱
栗橋東３丁目
　ベニ美容室� 島田青果㈲
　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
栗橋東６丁目　
　㈱ベイシア栗橋店
栗橋
　㈱山田材木店
緑１丁目
　白銀クリーニング店

中里
　㈱オーガニック南栗橋
河原代
　ジュバンスサロンⅠ
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
　JA埼玉みずほ栗橋支店
　白馬メディケアサービス㈱
佐間
　島田菓子店

中央２丁目
　森山商店� 内田自動車工業所
　鈴木自転車店� 凮月堂中央店
　お食事処一心� 坂巻生花店
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３丁目
　成田サイクル�
　パブレストランきくち� 肉の鳥七
笠原１丁目
　やきとり�すぎちゃん
　㈲加藤園
笠原２丁目
　小魚佃煮湖国� 支那そば織ちゃん
山崎
　㈲朋洋� ㈱新しい村
学園台１丁目
　凮月堂学園台店　　ミルクユウユウ
金原
　理容キクトコ
本田１丁目
　理容まつもと� 小船金物店
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
　カトレアクリーニング

　理容ナカムラ
須賀
　新宅屋酒店
国納
　ビューティーチャオ
宮代台１丁目
　㈲八百武酒店 宮代台
　佐々木書店� 島先電機宮代店
和戸
　㈲川野武次郎商店　　　日下部商店
　ヘアプロデュース�オレオ
　ローソン宮代和戸店
和戸１丁目
　山口電気商会� ミヨ美容室
　(有)八宝堂
　取次そめやグループクリーニング店
　エーデルワイス洋菓子店
和戸２丁目
　野口堂洋品店� ㈱海健プロパン
　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
　うめぞの� まるひで
　ミート&デリカのざわ
和戸５丁目　
　理容ワタナベ

●久喜市栗橋地区（34事業者）

桜田１丁目
　セブン-イレブン久喜東鷲宮駅前店
桜田３丁目
　パル＆プラス
西大輪４丁目
　矢納製菓㈱
西大輪
　セブン-イレブン久喜東鷲宮店

中妻
　いよ電器� ㈱宮城商店
葛梅
　ローソン久喜葛梅二丁目店
　相武酒店
上内
　クリエイト薬局 久喜鷲宮店
鷲宮中央１丁目・鷲宮中央２丁目
　倉持酒店� 染谷商店

鷲宮２丁目
　フラワーショップナリタ
　島田菓子舗� 中山菓子店
　白石電機商会㈲�
　本多屋化粧品店� うどん��ほんだや
鷲宮５丁目
　セブン-イレブン久喜鷲宮５丁目店
鷲宮
　染谷輪業

●久喜市鷲宮地区（19事業者）

●宮代町（71事業者）
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●有料広告を募集します

●集金人を募集します ●組合議会情報

【問合せ先】業務課減量推進係

　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業務課減量推進係まで申請してください。
　なお、申請できる業種や広告内容については、要綱及び掲載基準により一部制限があります。要綱及び掲載基準
は、衛生組合ホームページにも掲載していますので、申請前に必ずご確認ください。

　平成３１年３月に発行予定の「家庭ごみ・資源物収集カレンダー」に掲載する有料広告を募集します。

「家庭ごみ・資源物収集カレンダー」に広告を掲載するメリット
◆�「家庭ごみ・資源物収集カレンダー」は、久喜市・宮代町発行の広報と一緒に全戸配布され
ます。また、久喜市・宮代町への転入者にも、転入手続きの際に配布されます。

申込受付期間 広告掲載物 広告掲載時期等
平成３０年９月３日(月)～
���９月２８日(金)(土・日・祝は除く) 家庭ごみ・資源物収集カレンダー 平成３１年度版(３月発行)

広告掲載物 規格 掲載期間 掲載料

家庭ごみ・資源物
収集カレンダー

(平成３１年３月発行予定
部数　101,200部）

�１枠（縦20mm×横70mm)
�２枠（縦20mm×横150mm)

フルカラー
広告枠は実線で表記

１回 1ヶ所

１枠
20,000円
２枠

40,000円

●提出書類
・�久喜宮代衛生組合有料広告申込書（久喜宮代清掃センターで配布する他、衛生組合ホームページからもダウンロードできます）
・掲載しようとする広告の原稿
・事業所のある市町村における市町村民税（法人の場合は法人市町村民税）に関する納税証明書

空いた時間を有効利用してみませんか？

業務内容 ごみ・し尿処理手数料の訪問集金

集金区域
久喜市内(久喜東、青毛、栗原、吉羽、西)約50件
宮代町内(和戸、須賀、国納、東粂原、西粂原)約80件

対象 久喜市又は宮代町在住で概ね65歳までの健康な方

委託料 170円＋消費税等（１件あたり）

募集人数 １名

業務開始日 応相談

【問合せ先】業務課収集料金係

議会を傍聴できます
　傍聴を希望される方は、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。

【問合せ先】議会事務局（総務課庶務係）

会議名 平成30年10月定例会

開催日時
(いずれも

午前９時開始)

平成30年10月��5日(金)
本会議
(議案上程、一般質問)

平成30年10月23日(火)
本会議
(議案質疑、討論、採決)

開催場所 久喜宮代清掃センター大会議室

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）※ただ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

�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
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