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廃棄物処理手数料（ごみ・し尿）を します

本年 10 月からの消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）の税率引上げに伴い、衛生組合

の一般廃棄物処理手数料を下記のとおり改正します。

国の見解では、行政が徴収する一般廃棄物処理手数料は消費税の課税対象となっておりますが、衛生

組合では、これまで手数料に消費税を転嫁しておりませんでした。今回の改正により、受益者負担の原

則に基づき手数料に加算された消費税相当額は、衛生組合の自主財源として、

一般廃棄物の処理経費に充てられることになります。

なお、粗大ごみ処理券については額面を変更したものを新たに発行する

予定ですが、現在お持ちの処理券は、本年 12 月まで使用可能といたします。

併せて、粗大ごみ処理券の払戻しも開始いたします（払戻し手続き等の詳

細は、12 月号で改めてお知らせいたします）。

※生し尿は久喜宮代清掃センター管内（久喜市久喜地区及び宮代

町）、浄化槽汚泥は久喜宮代清掃センター管内及び八甫清掃セ

ンター管内（久喜市栗橋地区及び鷲宮地区）が対象です。

久喜市菖蒲地区におけるし尿等の処理手数料につきましては、

久喜市資源循環推進課（0480-85-1111）にお問い合わせくだ

さい。

項目 現行
本年 10 月 1 日から
（消費税込）

ご
み

家
庭
系

粗大ごみ 1 点につき
500 円

（粗大ごみ処理券）
550 円

（旧処理券は年内使用可）

上記以外のごみ 10㎏につき
（直接搬入）

200 円 220 円
事業系

動物の死体
重量や処理方法により異なります

（詳細は各センターまで）

し
尿
等
※

生し尿（人数制） 1 人につき 500 円／月 550 円／月

生し尿（容量によるもの） 10ℓにつき 70 円 77 円

浄化槽汚泥 1kℓにつき 200 円 220 円

【問合せ先】 各清掃センタ―

改 正



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。

まずは体験して
みたいという方は…

家庭用生ごみ処理機貸出制度

購入して補助金を
もらいたいという方は…

家庭用生ごみ処理機を
使ってみませんか

久喜市食育セミナーが開催されました

・管内に住所を有し、かつ居住している方

・処理機の設置場所を屋内に確保できる方

・処理機を適正に維持管理できる方

・アンケート調査に協力できる方

・貸出期間は原則 2 週間以内（1 世帯につき 1 台、1 回限り）

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、本人確認書類（運転免許証・健康保険証など）を

ご持参のうえ、各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

期間内に各清掃センターへ返却してください。

６月 29 日に鷲宮西コミュニティセンター（おおとり）で、久喜市

合併 10 周年記念事業令和元年度久喜市食育セミナーが開催されまし

た。衛生組合では、食品ロスや生ごみ処理容器等に関するパネルの

展示を行い、生ごみの減量を周知しました。

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、この食品ロ

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。

電気式生ごみ処理機を貸し出しています

3ページ目を
ご覧下さい

貸
出
条
件

貸
出
手
順

お試しください！

食品ロスとは？
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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。

家庭用生ごみ処理容器等購入費補助制度

廃棄物減量等推進員意見交換会を

開催しました

５月 31 日から６月 29 日の間に管内５つの会場で廃棄物減

量等推進員意見交換会を開催しました。

当日は、推進員の皆さんが日頃の活動の中で生じた問題や取り

組んでいる事例の紹介など様々なご意見をいただきました。

コンポスト EM 処理容器 電気式生ごみ処理機

主
な
特
徴

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 )

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（世帯当たり） 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基当たり） 購入費（税込）の１／ 2（100 円未満切り捨て）

上限額（１基当たり） 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次のとおりです。機器の購入

後、指定の期間に書類を久喜宮代清掃センター業務

課減量推進係に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31年4月1日～令和２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（終了しました）

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

廃棄物減量等推進員とは？
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広告

ごみの出し方について（各清掃センターよりお願い）

粗大ごみ処理券

取扱店の変更に

ついて

ペットボトルのラベルには図のような「ＰＥＴ」マー

クがついています。

ＰＥＴ製の製品でも、油がついているなどの理由でペッ

トボトルのリサイクルに適さないと法律で定められてい

るものについては、「ＰＥＴ」マークはついていません。

衛生組合でペットボトルのリサイクルとして回収して

いるのは、口に入れる物の容器のうち、「ＰＥＴ」マーク

のついているものになります。分別で迷ったとき

は、ラベルなどでマークを確認してみてください。

また、ペットボトルのラベルには、キャップと

ラベルについて「プラ」という表示がされてい

るものがあります。「プラ」と表示されたキャッ

プとラベルは、プラスチックとして回収しているので、

ペットボトルを出すときは、外していただくようお願い

します。

紙類は、種類ごとに分別をお願いしていますが、これは、種類ごとに

異なる紙としてリサイクルされることが理由です。例えば、「段ボール」

の多くは再び段ボールの原料としてリサイクルされ、「雑誌・ざつがみ」

の多くはチラシや書籍の原料としてリ

サイクルされます。

異なる種類の古紙を一緒に束ねて出

された場合、回収することができませ

んので、「雑誌・ざつがみ」、「段ボール」、

「飲料用紙パック」はそれぞれ分けて

お出しいただきますようお願いいたし

ます。

今年もたくさんの方が、夏の風物詩である花火をたのしまれたこ

とと思います。

花火は「燃やせるごみ」として処分しますが、未使用・使用済いずれも必ず水に濡らしてから燃やせるごみの袋に

いれて、捨ててください。また、発煙筒についても未使用・使用済いずれも必ず水で濡らしてから捨ててください。

これらのものを乾いた状態で収集車に積み込むと、圧縮した際の摩擦熱で引火する恐れがあり、思わぬ事故の原因と

なります。

広告

共栄衛生有限会社
本　　　社　埼玉県春日部市豊野町3-5-1
  　　　　　TEL　048-735-0015
  　　　　　FAX　048-734-3102
宮代営業所　埼玉県宮代町和戸1445-1

  　　　　　TEL・FAX（兼用）　
0480-32-5605

▲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

下記店舗での粗大ごみ処理券の取扱いを変更しましたので、お知らせします。

★「段ボール」「雑誌・ざつがみ」「飲料用紙パック」の見分け方・出し方

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

断面が波状でないもの

ざつがみ

段ボール

★ペットボトルの見分け方・出し方

★「花火」「発煙筒」の出し方

【リサイクルマークの違い】

段ボールのマーク 紙のマーク

※全ての品物に表示されている

わけではありません

▲一般廃棄物収集運搬業

許可地域　久喜地区・宮代町

【問合せ先】 各清掃センタ―

変更内容 店　舗　名 住　所 定休 電話番号

取扱開始

セブンイレブン
久喜青葉４丁目店

久喜市青葉 4-16-7 ― 0480-23-3070

（株）カスミフードスクエア
宮代店（サービスカウンター）

宮代町道佛 1-1-50 ― 0480-37-3010

取扱終了 ローソン宮代和戸店 宮代町和戸 1077-1 ― ―

【問合せ先】 業務課収集料金係

4

第179 号④　令和元年 9 月 衛 生 組 合 だ よ り



ノーレジ袋キャンペーンの標語が決定！

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月間に合わせて、６

月発行の衛生組合だより 178 号で標語の募集を

行ったところ、173 通の作品が寄せられ、その

中から北原恵様の「お買い物 いつも持ってる　

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。

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（火）から 10

月 31 日（木）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組

です。趣旨に賛同いただいたスーパー等では、

のぼり旗・ミニのぼり旗の掲出、ティッシュ配

布等の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。

作　　品 氏　　名 市・町

マイバッグ　増える笑顔と　減る資源 金窪　蒼依　様 宮代町

レジの前　合言葉は　「ノ－レジ袋」 川上　里奈　様 宮代町

令和から　始めてみよう　マイバッグ 小林　愛子　様 久喜市

持ったよね　地球に優しい　マイバッグ 横手　敏夫　様 宮代町

お買い物　いつも持ってる　マイバッグ
北原 恵　様　　宮代町

【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！

最優秀賞
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★「ノーレジ袋キャンペーン月間」参加協力店舗（事業者）★
※７月２６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

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

　フラワーショップ花久喜

久喜中央１丁目　

　化粧専科え～ちぃむ

　Beauty サロン１１１３　

　デイリーヤマザキ久喜駅西口店

　丸紅商店　㈲浜牛商店

　渕岡生花店　山中ふとん店

　暮らしのファッションわたなべ

　柳田履物店　愛宕茶屋

　㈱カワチ薬品久喜店

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　

　まつや呉服店　㈱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　㈲シクロタカハシ

　青木商会（青木たばこ店）

　イトーヨーカドー久喜店　酒のマルタカ

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

　ファッションプラザイサミヤ

　㈲島先電機商会　

本町１丁目

　池上薬局　関口ふとん店　武井米店

本町２丁目

　お茶の藤乃園　㈱マサクラワークス　

　㈲グリーンライフ久喜

本町３丁目

　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

本町６丁目　　

　㈱東武家具　㈱ますかわ電気　

　ケーキの店モニカ

本町７丁目

　㈱宮商　

本町８丁目

　㈱グッディカキヌマ　

上町５丁目　

　㈱菱沼商店

久喜北１丁目・２丁目

　㈲清水製菓　㈲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　㈲コバヤシ電気

栗原３丁目　　

　㈱アルディラ　㈲埼玉職洗機材　

　リフォームの店アラン・ベル

青葉１丁目　　

　肉のうしひこ

青葉３丁目　　

　内田サイクル

青葉４丁目　　

　ベジタブルショップモリタ

吉羽２丁目

　JA南彩太田支店

久喜東１丁目

　リバティー　タナカ薬局　藤屋酒店

　ダンディマルマン

久喜東２丁目

　㈱ HAPPYメディカル　伊勢家菓子舗　

久喜東３丁目

　㈲百貨堂東口店　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　

　白光舎クリーニング　関電器商会

　コープみらい久喜東店

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

　JA南彩久喜江面支店

　ファミリーファッションマサキヤ

除堀

　齊藤自動車整備工場　齊藤洋品店

江面

　久喜中古機材センター樽床商店

下清久

　かちどき薬局久喜店

　ＮＰＯ法人ハローハンディキャップ・タイム

　（自家焙煎たいむ）

所久喜

　JA南彩清久支店

六万部

　小森谷自動車　セブンイレブン久喜六万部店

上清久

　㈲カー・ドリーム　小林寝具店　

　佐久間商店　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

　㈱菖蒲石油　伊万里本舗

　ローソン久喜菖蒲三箇辻店

　JA南彩三箇支店　JA南彩寺田支店

　カメラのアライ　㈱岡安不動産

菖蒲町新堀

　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　㈲平澤商店

栗橋北１丁目

　ひまわり化粧品店

　あきば洋品店　ＴＯＰ電器

栗橋北２丁目

　ナカジマ　太田商店

●久喜市菖蒲地区（40 事業者）

●久喜市栗橋地区（30 事業者）

　㈲ゼブラ商店　池田屋商店

　宮田呉服店　リビングストアつか屋

　ニューライフねぎし

　うなぎまつもとや　あやめ亭

　やざわ商店　八百仙商店

　御菓子司�飯田　旭屋酒店

　あやめ薬局　若松屋洋品店

　金子寝具店　井ノ山米店

　平澤たばこ店

　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

　三笠屋　つむぎや

栗橋中央２丁目

　㈱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　JA南彩菖蒲支店

　ローソン久喜菖蒲店　モラージュ菖蒲

　㈱カワチ薬品菖蒲店

菖蒲町下栢間

　ヘアーサロンイシザカ　㈲加藤電化

菖蒲町小林

　島田観光バス㈱　JA南彩菖蒲南支店

　㈱ほりこし　お茶の白石

　㈲セキ薬局　あづまや靴履物店

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㈱
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有料広告を

掲載しませんか？

１枠［縦 40mm×横 76mm］
（詳しくは衛生組合にお問い合わせください。）

株式会社 ブシュー
菖蒲営業所
TEL　0480-85-3211
FAX　0480-85-4073
久喜市菖蒲町下栢間2846-2

広告 広告

百間２丁目

　㈲新川屋　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　新井商店

川端１丁目

　大村庵　㈲小澤　㈲野口電器

川端３丁目

　リカーアンドワインツチブチ

　ドイツパンのお店アムフルス

　㈲ＦＩＬマネジメント

川端

　アラキ治療院

道佛３丁目

　㈲ナカヨシ

道佛１丁目

　㈱カスミフードスクエア宮代店

姫宮

　㈲鈴木金物店

東姫宮１丁目

　うけや不動産㈱　理容クローバー

　㈲東屋酒店　鈴木税理士事務所

宮東

　中島自動車　アイエス技研

東

　㈱入の店　 岡村商店

中

　㈲伊草自動車工業

●宮代町（76 事業者）
金原

　理容キクトコ

西原

　島村輪業

中央２丁目

　森山商店　鈴木自転車店　

　宮代・凮月堂中央店
　お食事処一心　坂巻生花店

中央３丁目

　前野屋　浜田駐輪場

宮代３丁目

　成田サイクル　パブ・レストランきくち

　フジオックス㈱宮代杉戸営業所

笠原１丁目

　㈲加藤園　やきとりすぎちゃん

笠原２丁目

　湖国　支那そば織ちゃん

山崎

　㈲朋洋　㈱新しい村

学園台１丁目

　宮代・ 月堂学園台店

　ミルクユウユウ

本田１丁目

　理容まつもと　小船金物店

　King’s�AUTO

本田２丁目

　カレーハウスとんとん

　あんでるせんクリーニング

本田５丁目

　焼とりえっちゃん　理容ナカムラ

　レストランゑちごや　どさん子大将

須賀

　新宅屋酒店

東粂原

　㈲森山モータース

西粂原　

　㈲柿沼自動車

宮代台１丁目

　佐々木書店　島先電機宮代店　

　㈲八百武酒店

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

和戸１丁目

　㈲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　ミヨ美容室

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

　和戸飯店　うめぞの　まるひで

　リカーショップノグチ　

　ミート&デリカのざわ

和戸５丁目

　理容ワタナベ

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

　イオン東鷲宮店

西大輪４丁目

　矢納製菓㈱

中妻

　いよ電器　㈱宮城商店

●久喜市鷲宮地区（20 事業者）
葛梅２丁目

　合同会社鏑木コーポレーション

　（ローソン久喜葛梅二丁目店）

葛梅

　相武酒店

鷲宮中央２丁目

　染谷商店

鷲宮２丁目

　フラワーショップナリタ　本多屋化粧品店

　うどん・そば処ほんだや　島田菓子舗

　中山菓子店　白石電機商会㈲　斎藤履物店

鷲宮３丁目　

　カンセキわし宮店

鷲宮４丁目　

　カレン薬局鷲宮店

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

栗橋東３丁目

　ベニ美容室　島田青果㈲

栗橋東４丁目

　㈲ナガヌマでんき　永沼運輸㈱

栗橋東５丁目

　中島豆腐店

栗橋東６丁目

　荒井商店

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

南栗橋１丁目

　ブーランジェリー横田

伊坂

　エルメックツチダ　野本商店

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
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組合議会情報

資源物の持ち去り者を検挙 !!

有料広告を募集します

会議名 開始予定日時（午前 9時開始） 概　要

令和元年

10 月定例会

令和元年 10 月 9 日（水）

令和元年 10 月 25 日（金）

本会議（議案上程、一般質問）

本会議（議案質疑、討論・採決）

本会議は、久喜宮代清掃センタ―大会議室にて行います。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―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。

集積所に出された紙類の持ち去り行為をした者が、警察に検挙されました。皆様の通報が実を結んだものです。 

ご協力ありがとうございました。

衛生組合が資源物を回収して売却することにより、皆様に還元されるはずの利益を奪う「持ち去り行為」は、衛生組

合の条例で禁止されております。そのような行為を見かけましたら、速やかな110番通報を、引き続きお願いいたします。

また、資源物持ち去り行為を防止するために、今月号、2 月号で配布するチラシの貼付にご協力をお願いいたします。

　令和２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。

広告の掲載を希望する方は、申込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、広告の規格、掲載料及び掲載基準等は衛生組

合ホームページに掲載していますので、申請前に必ずご

確認ください。

●広告掲載物　　

　家庭ごみ・資源物収集カレンダー令和２年度版（令和

議会を傍聴できます

　２年３月発行予定部数101,200部）

●申込受付期間　

　令和元年９月２日～９月30日(土・日・祝日は除く)

●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付する他、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

★久喜宮代衛生組合（久喜宮代清掃センター）

★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

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

〒 345-0836　宮代町大字和戸 1276-1

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。

令和元年 9 月１日発行　　 発行   久喜宮代衛生組合　　 編集   業務課

 0480-34-2042　  0480-32-5361

 【問合せ先】 
各清掃センタ―

【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

持去り日 場　　　　所 対象物

６月 13 日（木） 宮代町東姫宮１丁目地内 新聞 2 束

６月 17 日（月） 久喜市栗橋中央２丁目地内 新聞４束

第179 号⑧　令和元年 9 月 衛 生 組 合 だ よ り

８


