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珪藻土製品の収集・受入一時停止について

【問合せ先】各清掃センター

【問合せ先】各清掃センター

一部業者が販売した珪藻土バスマットやコースター

等の珪藻土製品から、アスベスト（石綿）が検出され

たことが厚生労働省から発表されています。

珪藻土製品にアスベストが含まれているかどうかを

見た目で判別することは難しく、また、今後新たなア

スベスト含有製品が発表される可能性もあります。

このため、６月から、珪藻土製品について、収集及

び清掃センターでの受入れを一時停止させていただき

ます。

ごみ処理に携わる作業従事者の安全を守るため、ご

理解いただきますようお願いします。

今後の対応については、広報紙やホームページ、家

庭ごみ・資源物収集カレンダー等でお知らせいたしま

す。

モバイルバッテリーなど充電池が原因と思われる火災事故が発生しています。そこで『有害

ごみ』として個別に収集することで火災事故を無くすようにしていきたいと考えております。

　バスマットやコースターは、通常の使

い方で使用している限りはアスベストが

飛散するおそれはなく、健康上の問題を

生じさせるおそれはありません。ただし、

削ったり割ったり等で破損した場合には

飛散するおそれがありますので、破損し

ないようにお願いします。

　もしすでに破損している等でご心配な

場合は、二重にしたビニール袋等に入れ、

テープ等でしっかりと封をして保管して

ください。

意 く さだ い注ご

４月から

有害ごみの分別が変わっています



ごみの資源化・減量化やごみ集積所の美化を推進する皆さんを応援するため、平成 27 年度から「ごみを

減らしてきれいな街づくり表彰」として、功績のあった団体や事業所を表彰しています。この表彰制度の令

和３年度の表彰候補者について、次のとおり募集を行います。

自薦・他薦を問いませんので、ぜひご応募ください。詳しい募集要領及び応募書類は衛生組合でお配りす

るほか、久喜宮代衛生組合ホームページからもダウンロードできます。

衛生組合の広報紙「衛生組合だより」やホームページ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。

ごみを減らしてきれいな街づくり表彰の候補者を募集します !

有料広告を募集します

ごみ焼却施設排ガス中ダイオキシン類濃度測定分析結果をお知らせします

【ホームページ】　http://www.crt-kuki.miyashiro.saitama.jp/people/clearn/
もしくは、「トップページ」→「住民の方へ」→「ごみを減らしてきれいな街づくり表彰について」

◆きれいな街づくり推進団体部門 ◆減量推進事業所部門

提出物を郵送（30 日消印有効）または久喜宮代清掃センターに 6月 30 日までに持参。

※持参の場合は、午前 9時から 12 時、午後 1時から５時の間にお持ちください。（土・日は除く）

※資料等で電子媒体によるものがある場合、ＣＤ－Ｒ等で提出してください。

※提出物は返却いたしませんので、あらかじめご承知おきください。

※�表彰者は、応募のあった中から、表彰選考委員会による選考のうえ決定します。また、過去に

同一の部門で表彰を受けた個人、団体及び事業者については、表彰の対象となりません。

・有料広告申込書（久喜宮代清掃センターで配付するほか、衛生組合ホームページから印刷できます）

・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

【問合せ先】業務課減量推進係

令和３年6月1日～6月30日

令和３年6月1日～6月30日(土・日は除く)

ノーレジ袋キャンペーン終了に伴い、マイバッグ

コンテスト部門の募集はございません。

募集期間

申込受付期間

応募方法

提出書類

その他

　ごみ焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度測定分析結果は、いずれも基準値以下となっています。

これからもダイオキシン類の排出抑制に努めていきます。

（単位：ｎｇ－ＴＥＱ／㎥Ｎ）

【問合せ先】施設課施設係

久喜宮代清掃センター
（排出基準：５ng-TEQ/㎥ N）

菖蒲清掃センター
（排出基準：10ng-TEQ/㎥ N）

八甫清掃センター
（排出基準：５ng-TEQ/㎥ N）

測 定 年 月 日
１号炉

R2.11.4 R2.10.28
Ａ炉

R2.9.23

排 ガ ス 中 濃 度 0.017 0.020 0.0046

測 定 年 月 日
２号炉

R2.11.11 R2.10.28
Ｂ炉

R2.9.30

排 ガ ス 中 濃 度 0.00031 0.011 0.0065

対象者 資源集団回収団体・自治会・その他リサイクルに取り組む団体

対象と

なる

取組内容

●�紙類・衣類の資源リサイクルに積極的に取り組む団体で、前年度

に比べて回収量の延びが特に顕著であること。（資源集団回収団体）

●�ごみの分別や資源化及びその啓発活動、集積所の美化等に積極的に取り組む団体で、他の模範となる取組を実施していること。

●�その他、リサイクルに積極的に取り組む団体で、その実績が顕著であること。

衛生組合だより 令和３年 12月号、令和４年 2月号（発行予定部数：75,000 部 / 回）

ホームページ 令和３年 10月から令和４年 3月まで（令和２年度トップページ　閲覧実績　平均 3,486 件 / 月）

対象者 事業者

対象と

なる

取組内容

●�事業系ごみの減量に関する取組を行い、実際に衛

生組合に搬入するごみの量が減少していること。

●�ごみの減量化が大きいと判断できる取組を行ってい

ること。
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SDGs（エスディージーズ）の取組として、ごみの現状と減量化について親子で学べる小学生向けの夏休み

講座「夏休み親子で自由研究　３Ｒでごみを減らそう講座」を開催します。ごみの勉強に、夏休みの自由研究に、

ぜひご参加ください。

ごみ集積所を清潔に維持管理する地域の活動を支援するため、ごみ集積所の清掃活動や維持管理に必要な

経費の一部を廃棄物減量等推進員やごみ集積所を管理している方々に対して補助しています。

「夏休み親子で自由研究　３Ｒでごみを減らそう講座」参加者募集 !

ごみ集積所環境整備補助制度

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

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

広告

【問合せ先】業務課減量推進係

交付対象となる集積所 衛生組合でごみを収集しているごみ集積所に限ります。

補助対象
１．防鳥ネット等ごみの飛散防止に使用する用具
２．ほうき、ちりとり等の清掃に使用する用具
３．その他ごみ集積所の維持管理に要する用具及び用具を設置・修繕する経費

補助対象外
補助金の交付を受けた翌年度は、補助が受けられません。
　例：令和３年度中に補助金を受けた場合、次回の申請が可能なのは、令和５年４月以降です。
店舗等によるポイント値引き分については補助対象外となります。

補助金額
購入価格（消費税含む）の２分の１で、ごみ集積所１か所あたり年額 3,000 円を限度とします。
（※ 100 円未満切捨て）

１ 衛生組合へ事前相談　※集積所の場所を確認します。

２ 補助対象用品の購入

３

申請書（指定の申請書に下記の添付書類を添付し、提出してください）
※申請書は衛生組合ホームページ、各清掃センター窓口より入手してください

添付

書類

1. 領収書（レシート）の写し
2. ごみ集積所の位置図
3.�補助対象用品を設置した集積所の写真（携帯電話等で撮影して紙にプリントしたものでも可）
4. その他管理者が必要と認めるもの

４ 書類審査・現地確認

５ 交付決定

６ 補助金の交付

◎
補
助
の
要
件

◎
補
助
金
申
請
か
ら
交
付
ま
で

開催日時
令和３年８月 18日（水）10時～　（２時間程度）
※新型コロナウイルス感染症の状況等により中止する場合があります。

場　　所 久喜宮代清掃センター（宮代町大字和戸 1276 －１）

内　　容 ３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）講座、清掃センターの施設見学等

対　　象 久喜市・宮代町在住の小学校３年生～６年生と保護者

定　　員 対象児童と保護者９組　※定員に達した場合は、先着順になります。

応募・
問合せ先

業務課減量推進係までお電話にてお申し込みください。

【電話】0480-34-2042　　【受付期間】令和３年 6月 1日～ 6月 30日　9時 00分～ 17時 00 分（土・日は除く）
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【問合せ先】業務課減量推進係

【問合せ先】業務課減量推進係

▲一般廃棄物収集運搬業

許可地域　久喜地区・宮代町

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

家庭ごみの分別状況を把握するため、管内の 15箇所の集積所を対象に、「燃やせるごみ」及び「プラスチッ

ク類」の組成分類調査を実施しました。これは、集積所に排出されたごみの中に、どれくらいの割合で異物

が混入しているかを調査しているものです。　　

調査の結果、菖蒲清掃センター及び八甫清掃センターは、前回の調査と比べて異物の混入割合が改善され

ていました。特に「新聞」「雑誌・ざつがみ」の混入が大幅に減少していました。

一方、久喜宮代清掃センターは、前回調査より異物の混入割合が増加していました。特に「プラスチック類」

の調査では、再生できないプラ容器包装（納豆の容器等）の混入が目立ちました。

「プラスチック製容器包装」や「雑誌・ざつがみ」などは資源として回収し、リサイクルしています。引き

続き、分別の徹底にご協力をお願いします。

住民の皆さんに分別していただいているペットボトルは、再資源化できる有価物として売却しています。

売却してい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」、

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。

注）組成分類の結果については、令和２年度調査対象としたごみ集積所のみの結果であり、管内すべての集積所にあてはまる

ものではありません。

注）調査対象箇所は、各センター管内の市街地、農村部などのバランスを考慮

　　して選定しています。

燃やせるごみ、プラスチック類の組成分類の結果を公表します

ペットボトルの再資源化について

燃やせるごみ 久喜宮代清掃センター管内 菖蒲清掃センター管内 八甫清掃センター管内
調査結果 令和 2年度 令和元年度 令和 2年度 令和元年度 令和 2年度 令和元年度

燃 や せ る ご み 94.5％ 95.5％ 91.8％ 89.6％ 93.4％ 92.1％

異

物

プラスチック製容器包装 0.9％ 0.9％ 2.0％ 0.4％ 1.5％ 1.1％
新聞 0.1％ 0.3％ 0.8％ 2.1％ 0.2％ 0.4％

雑誌・ざつがみ 3.2％ 2.8％ 3.6％ 5.6％ 2.4％ 4.2％
布・衣類 0.3％ 0.1％ 0.3％ 0.6％ 0.1％ 1.4％
その他 1.0％ 0.4％ 1.5％ 1.7％ 2.4％ 0.8％

合　　計 100.0％ 100.0％ 100.0％

令和２年度実績 【独自ルート】 【指定法人ルート】
対象地域 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）
年間引渡し量 521.70 トン 189.19 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
遠東石塚グリーンペット株式会社

株式会社エフピコ

プラスチック類、プラスチック製容器包装
プラスチック製容器包装

93.6％ 95.9％
97.0％ 96.7％ 98.1％ 97.2％

容器包装以外のプラ製品
2.6％ 3.2％ 1.1％ 2.8％

異
物

燃やせるごみ 4.0％ 2.5％
その他 2.4％ 1.6％ 0.4％ 0.1％ 0.8％ 0.0％

合　　計 100.0％ 100.0％ 100.0％
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管内各地区におけるごみの出し方などの周知を図るため、外国語で記載した収集表を作成しています。

高齢あるいは障がい等により、「ごみ」や「資源」を集積所に出すことが難しい世帯を対象に、

戸別収集（ふれあい収集）を実施しています。地域の収集日程にあわせて、ご自宅の玄関前

や門前に、ごみや資源を出すことができます。

「燃やせるごみ」として収集しております「紙おむつ」「尿とりパッド」「おしりふき」「お

むつ替えシート（使い捨て）」のごみ出しにつきましては、乳幼児用・成人用を問わず、「燃

やせるごみ指定袋」以外に 透明袋・無色半透明袋 もご使用いただけます。ぜひご利用ください。

外国語版の「家庭ごみ・資源物収集表」を発行しています

「ふれあい収集制度」のお知らせ

紙おむつ・尿取りパッド等の出し方について

【問合せ先】業務課収集料金係

※多量に必要な場合は、事前に各清掃センターへ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/）からもダウンロードできます。

【対象とする言語】
（５種類）

英語版
（English version）

中国語版
（中文版）

スペイン語版
（version Espanola）

ポルトガル語版
（versao Portuguesa）

配
布
場
所

●久喜・宮代版　 久喜宮代清掃センター、久喜市役所環境経済・教育分室、ふれあいセンター久喜、
　　　　　　　�　　宮代町役場町民生活課環境推進担当

●菖蒲版　　　　 菖蒲清掃センター、久喜市役所環境経済・教育分室、菖蒲総合支所資源循環推進
課

●栗橋・鷲宮版　 八甫清掃センター、久喜市役所環境経済・教育分室、栗橋総合支所総務管理課、
　　　　　　　�　　鷲宮総合支所総務管理課

ベトナム語版
（Phiên bán tiêng Viêt）

WEN
今年度から新たに

追加しました！

　　 対象となる世帯

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次のいずれかに該当する世帯

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】各清掃センター

【問合せ先】各清掃センター

１．申請　「ふれあい収集実施申請書」を上記担当窓口へ提出してください。（申請書は上記窓口にて配布）

２．調査　衛生組合職員がごみの排出場所（玄関前や門前）やご家庭の状況等について訪問調査に伺います。

３．決定　「ふれあい収集実施決定書」にて、実施の可否を通知します。お気軽にご相談ください。

申
請
か
ら

実
施
ま
で

★申請窓口 高齢者担当窓口 障がい者担当窓口

久喜市
本庁舎 高齢者福祉課 障がい者福祉課

総合支所 高齢者・介護保険係 社会福祉係

宮代町 健康介護課高齢者支援担当 福祉課障がい者福祉担当

久喜宮代衛生組合 各清掃センター
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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。

変更内容 店　舗　名 住　所 定休 電話番号

取扱開始 ローソン久喜青葉店 久喜市青葉２－６－３ ー 0480-37-7833

取扱終了 南彩農業協同組合清久支店 久喜市所久喜 793 ー ー

衛生組合の収入の多くは久喜市と宮代町からの負担金で、こ

れまで、人口の割合で負担金を決めていました。令和３年度か

らは、久喜市と宮代町のごみの処理量の割合で負担金を決定し

ます。

令和３年度衛生組合予算の概要をお知らせします

議会開催日程（予定）をお知らせします

久喜市・宮代町の負担金の負担割合を人口割から処理量割に変更しました

項目 金額（千円） 構成比
構成市町負担金 3,074,315 78.3％
収集処理手数料等 293,360 7.5％
国庫補助金 5,507 0.1％
資源等売却収入 32,771 0.8％
基金繰入・前年度繰越金 117,000 3.0％
諸収入 4,915 0.1％
施設整備借入金 400,000 10.2％

歳入合計 3,927,868 100.0%

項目 金額（千円） 構成比
議会費（議会運営費） 2,627 0.1％
総務費（職員給与等） 107,178 2.7％
衛生費（ごみ収集・処理費等） 3,512,981 89.4％
公債費（借入金償還） 285,078 7.3％
諸支出金（基金積立金） 4 0.1％
予備費 20,000 0.5％

歳出合計 3,927,868 100.0%

久喜市分 宮代町分
81.6％ 18.4％

久喜市分 宮代町分
64.9％ 35.1％

粗大ごみ処理券取扱店の変更について

【問合せ先】業務課収集料金係

【問合せ先】議会事務局（総務課庶務係）

【問合せ先】総務課庶務係

【問合せ先】総務課庶務係

★歳　入 ★歳　出

★共通経費分

★久喜宮代清掃センター分

※諸支出金は、便宜上 0.1％と表記しています。

※令和３年度当初予算における暫定値

主な

歳出

★ごみの減量化推進のために� 3,310 万円

★ごみの収集のために� ９億 2,841万円

★ごみ処理施設の運転や修繕のために� 14億 8,389万円

★ごみ処理施設から発生する廃棄物の処分のために� ３億 1,521万円

★し尿処理施設の運転や修繕のために� ２億 5,610万円

★八甫清掃センターし尿処理施設の改良のために� 1,652 万円

　老朽化したごみ処理施設等を維持するために、ごみ

の減量化が必要です。皆様のご協力をお願いします。

《久喜市・宮代町の処理量の割合》

衛生組合議会は、久喜宮代清掃センターで行

います。ぜひ傍聴にお越しください。

衛生組合議会に提出された議案や会議録は、衛生組合ホームページ

にてご覧いただけます。

●議会を傍聴してみませんか ●議案書等の資料はホームページに掲載しています

会議名 開始予定日時（午前 9 時開始） 概　要

令和３年 10月定例会
令和３年 10月 29 日（金）
令和３年 11月 24 日（水）

本会議（議案上程、一般質問）
本会議（議案質疑、討論・採決）

令和 4年��３月定例会
令和 4年� �3 月��1 日（火）
令和 4年� �3 月 23 日（水）

本会議（議案上程、一般質問）
本会議（議案質疑、討論・採決）
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★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３年６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

キ
リ
ト
リ

●�右のキリトリ線で切り取っていただき、裏面の「持去禁止」

と印刷された面を束ねた新聞などの上に置き、一緒にひもで

しばってください。

●�新聞折込みチラシの裏に「持去禁止」と

マジック書きしたものでも、同様の効果

があります。

●�枚数が足りないときは、コピーをして使用してください。ま

た、衛生組合ホームページ（広報紙「衛生組合だより」のペー

ジ）からも印刷できます。

　各清掃センターでも配布しています。
※検索サイトをご利用の場合は“久喜宮代衛生組合　衛生組合だより”と入力してください。

持去禁止チラシの使い方

げんりょうくん

新聞などの
「資源の持ち去り」は
許さないゾ！

【問合せ先】各清掃センター

8

第186 号　　令和３年６月 衛 生 組 合 だ よ り8


