
家電製品などの緩衝材に使われているも
ので、　マークのついているものや生鮮
食料品の白色のトレイなどです。

プラスチック製の製品（商品）自体は、資源物として回収できま
せんので、燃やすごみの袋に入れてお出しください。
例：プラスチック製のおもちゃ、歯ブラシ、バケツ、ＣＤケースなど
や　　マークが付いていても、食品が残っているものや汚れのひ
どいもの

受付時間 ： 午前８時３０分から午後５時まで
　　　　  （土日・祝日・年末年始を除く）
印西市……粗大ごみ収集事務所 TEL ０４７６（８０）８６８６
白井市……粗大ごみ受付センター TEL ０４７（４９１）４７５３
栄　町……粗大ごみ収集受付専用電話（役場環境協働課内）
 TEL ０４７６（８０）１１５３

資源物は分別してリサイクルへ！

リチウムイオン電池
一歩間違えると
大事故に
つながります

印西地区かんきょうせいび2020年 （令和2年） 11月号4

資源物となる紙類

粗大ごみの申し込み

プラスチック製容器包装類
　プラスチック製容器包装類とは、商品を入れたり包んだりしているも
ので、中身の商品を取り出したあと不要になるものです。資源物として対
象になるものには、　　マークの付いているものです。

容器等に固形物が残らないようにしてください。お菓子の袋は、
中身をはたく、ボトル類などは、汚れをすすいで、水気を切って
指定の袋に入れてください。
(印西市・白井市は黄色、栄町は緑色の資源袋)

1 レジ袋・
　 ポリ袋など

出し方

処分の
仕方

レジ袋、お菓子の袋、ペットボトルのラベル、
たばこの外フィルムなどです。

2 プラスチック
　 製容器

カップめんのカップ、いちごのパック・
たまごのパックなどです。

3 ボトル類 食用油のボトルなど　  マークの
ついていない物です。

4 発泡スチ
　 ロール類

5 その他 みかんが入っているネットやボトル・
チューブなどのキャップ類です。

　資源物となる紙類は５種類に分類されます。雨の日などは避けて水に
ぬれないように、種類ごとに集積所へ出してください。町内会や子ども会
などによる資源回収が行われていますので、ご利用ください。

1 新聞 ●ひもで十文字にしばってください。
●新聞紙と一緒に折り込みチラシも出せます。
●紙製の新聞整理袋でも出せます。

2 紙パック ●洗って、開いて、乾かしてから、ひもで
十文字にしばってください。

3 ダンボール ●粘着テープ、金具は取り除いてから、
ひもで十文字にしばってください。

4 雑誌 ●週刊誌、単行本、文庫本、カタログなど
ひもで十文字にしばってください。

●雑誌の付録は取り除いてください。

5 雑がみ ●小さな紙切れは散乱しないように紙袋などに入れ
てから、ひもでしっかり十文字にしばってください。

●資源物とならないもの

●トイレットペーパーの芯・ラップの芯
●紙袋、封筒、包装紙
●食品などの紙箱（お菓子の紙箱など）
●パンフレット、カレンダー
●コピー用紙、学校のプリント、メモ用紙
●シュレッダーにかけた紙
●和紙、半紙
●アイス・ヨーグルトなどの紙カップ、紙コップ、紙皿
（汚れをすすいで水気を切って出してください。）

●「雑がみ」として資源になる紙

●汚れた紙（ティッシュ、紙おむつなど）
●食品の残留物のついた紙
●写真、アルバム
●においのついた紙（洗剤の紙箱、
　お線香の紙箱、石けんを包んでいる紙）
●アイロンプリントシートの紙
●圧着はがき
●カップめんの紙容器(　  マークがあっても不可)
   （リサイクルする際に水に溶けにくく、再生紙の品質を下げてしまうため、
   印西クリーンセンターでは「燃やすごみ」として収集しています。）

●「雑がみ」として資源にならない紙（燃やすごみで出す紙）

実際に印西クリーンセンターで
発火の原因となった
リチウムイオン電池の写真

　充電式バッテリーなどに使われている身近にあるリチウムイオ
ン電池は、衝撃等を加えると発火や爆発が起こり大事故につなが
ります。注意して適正に処分しましょう。

①機材から電池をはずす
②端子部分にビニールテープ等を巻いて絶縁させる
③リサイクルボックスへ
（携帯電話販売店、家電量販店などに設置されています。）

印西クリーンセンターでは処分できません。

令和元年度決算の状況

財政状況の公表

■問い合わせ先■　印西地区環境整備事業組合 庶務課 財政班　電話 ： ０４７６－４６－２７３１（直通）

令和３・４年度建設工事等入札参加業者資格審査の当初申請を受け付けます
【登載期間】令和３年６月１日から令和５年５月３１日まで　　【業　　種】① 建設工事　② 委託　③ 物品
【そ の 他】申請方法の詳細や必要書類などについては、令和３年１月中旬に組合ホームページに「当初申請マニュアル」を掲載します。

382020 11月号（令和2年）

総人口／188,986人
（令和2年10月31日現在）

圧着はがきをシュレッダーにかけても「雑がみ」として資源にならないよ

「雑がみ」を

正しく分別すれば

貴重な資源と

なります

※栄町は専用シールを貼ってください。

ごみ処理
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次期中間処理施設
整備事業について

（新たなごみ焼却施設及び
          リサイクルセンター）

印西霊園墓所の募集を随時行っています。

印西クリーンセンターの年末年始のお知らせ

印西霊園通路の芝焼きを実施します。

　現在稼働している印西クリーンセンターが老朽化したため、住
民参加型の手法で新たなごみ焼却施設及びリサイクルセンター
の整備を行っています。
　これまでに策定した施設整備及び地域振興策の基本計画に基
づき、施設整備事業につきましては、施設の基本設計や環境影響
評価業務を進めています。更にアクセス道路や上水道などのイン
フラ整備にも着手しています。
　また、地域振興策につきましては、地元吉田区との協議を重ね
ながら、用地取得に向けての事務を進めていきます。
　これまでの取り組みは、以下のとおりです。

令和２年第２回議会定例会（令和２年１０月１５日）

印西霊園

建設予定地
位置図

※詳しくは、組合ホームページをご覧ください。

■問い合わせ先■
印西クリーンセンター次期施設推進班　電話 ： 0476－46－2734（直通）

■問い合わせ先■

■問い合わせ先■
印西霊園管理事務所　電話 ： ０４７６－４２－００９５

印西温水センター 新型コロナウイルスの感染拡大防止を徹底して
営業しています。

年末年始のお知らせ 掲載の内容は、新型コロナウイルスの感染拡大防止
などのため、中止、変更となる場合があります。

　申請時点において、印西市及び
白井市に１年以上居住し、住民基
本台帳に記録されている方であれ
ば、焼骨の有無に関係なく申請が
できます。
※印西霊園の使用許可を受けて

いる方及び同一世帯で複数の方
が申請することは出来ません。

※申請書は、当組合事務所、組合
ホームページ、印西霊園管理事
務所、印西市クリーン推進課及
び白井市環境課窓口で取得で
きます。

〒270-1352 千葉県印西市大塚一丁目3番地　電話 ： 0476-47-1661
URL ： http://inzaipool.jp　休館日 ： 毎月第1・第3月曜日（祝日の場合は翌平日がお休み）
指定管理者 ： オーチュー・FunSpace共同事業体

　
　　   　　　　　　　

入館料のみでプール・お風呂・トレーニングルームが全てご利用できます。リラクゼーション・キッズスペースなどの癒しのスペースもあります。
〈入館料〉7月8月は、利用時間が2時間となります。 ●令和2年度 第4期（1月～3月）

●月曜～土日、祝日/9:00～18:00
●保護者のみ施設利用料＋スイミングパンツ代（200円）
●お子様、保護者の双方とも水着と水泳帽を着用
●利用は幼児プールのみ、保護者1名・乳児1名のご利用
●1階受付にて専用申込書に必要事項をご記入ください

申請資格

申請受付場所 印西霊園管理事務所（住所：印西市平岡1524番地1）

実施予定 令和３年１月下旬

申請受付時間 月曜日～金曜日の午前9時から午後4時まで
※土・日・祝日及び年末年始は受付出来ません。
なお、詳細につきましては、上記の問い合わせ先まで
お願いします。

現在、第４区画の募集を行っています。
※毎年３月の１か月間については、申請受付ができません。

　冬季は湿度が低く乾燥しているため、線香などの火が枯れた芝生に引
火して、火災が発生しやすくなります。芝生を予め焼いておくことで延焼
防止になることから、霊園内通路の
芝焼きを実施する予定です。
　実施期間中、印西霊園へお越しの
方にはご迷惑をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いいたします。

年末年始の印西クリーンセンターにおけるごみの受け入れ業務日は
以下のとおりです。

〇 …業務日（午前９時～午後４時まで。ただし、正午～午後１時までを除く。） 
△ …業務日（午前９時～正午まで）　　　×  …休業日

●一般家庭からの直接搬入について
　引越し等で一度に大量のごみが出る場合は、印西クリーンセンターにご自身でごみを持ち
込むことができます。その際、お住まいの市町の許可証が必要です。
●許可証をお持ちでないと、ごみの搬入はできません。
●１２月２９日（火）３０日（水）にごみを搬入する方は、２８日（月）までに各市町で手続きを済ませ

てください。
　来年は、１月4日（月）から直接搬入を受け付けます。

〈ご協力をお願いします〉
　例年、年末年始はごみ収集車の出入りが通常より多くなり、工場内はかなりの混雑が予想さ
れます。なるべく、ごみの直接搬入は避け、指定された収集日に集積所へ分けて出していただ
くようご協力をお願いします。■各市町の問い合わせ先■

印西市役所 クリーン推進課　電話 ： ０４７６－４２－５１１１（代表）
白井市役所 環境課　電話 ： ０４７－４９２－１１１１（代表）
栄町役場 環境協働課　電話 ： ０４７６－95－1111（代表）

ごみや資源物を出す曜日は決められています。
ごみの出し方のルールを守り、ごみの減量にご協力ください。

ベビーズタイム開催中！
おむつが完全に外れていないお子様もプールで遊べる！

プール・スタジオ・ コース型教室 http://inzaipool.jp

●駐車場が満車の際は、駅前の
アルカサールの駐車場をご利
用ください。（3時間以内は無
料でご利用いただけます）

※3時間を超えた場合は30分毎
に200円の超過料金が発生し
ます。駐車券を必ず受付にご
提示ください。

★ポイントカードも大好評！
有効期限は2024年3月31日迄
となります。
来館やイベントでポイント贈呈。
300ポイントで入館無料券と交
換します。

水泳教室 
幼児水泳教室、キッズ水泳教室、キッズ中上級水泳教
室、一般水泳教室（初めてクロール・背泳ぎ教室、はじ
めて平泳ぎ・バタフライ個人メドレー、クロール中級
ショート、ステップアップクロール等）

スタジオ教室
キッズHIPHOP、キッズダンス、キッズチアダンス、
キッズアクロバット、キッズ体操、キッズ空手、かけっこ
教室、リズム＆持久力教室、ママヨガ骨盤矯正教室、は
じめよう太極拳 太極拳24式と基礎、入門フラダンス、
フラダンス

個人レッスン
※今流行りのマンツーマントレーニング！
●プールプライベートレッスン（30分 1,500円）
●パーソナルトレーニング（3,850円～6,050円）
●加圧トレーニング（4,400円～6,600円）
●背骨コンディショニングパーソナル
　（3,240円～6,600円）
●IASTMコース 40分（3,300円） 

参加者募集!

温水センター

印西クリーンセンター

千葉ニュータウン中央駅

印西牧の原駅

引越し等で一度に大量のごみが出る場合

印西クリーンセンター

処理困難物ストックヤード

印西地区一般廃棄物最終処分場

建設予定地の
現在の様子

栄町

印西市白井市

建設予定地

建設予定地
（吉田地区）

募集終了

募集終了

募集終了

募集終了

募集中

墓地拡張予定地

イオンモール
消防署

歩道橋

カインズ
ホーム

クリーン
センター

アルカサール北口

千葉ニュータウン中央駅

印西温水センター 駐車場

至印旛日本医大

中央駅前
地域交流館

県立北総
花の丘公園

交番南口
千葉銀行

千葉興行銀行

アルカサール駐車場

年　月 取　組 内　容
平成25年4月
～平成26年9月 用地検討委員会 ●用地募集方法、選定方法の検討

●用地選定審査結果の答申
平成26年12月 建設候補地選定会議 ●吉田地区を建設候補地として選定

平成27年3月 基本協定の締結
（地元町内会）

●吉田区と組合の役割や今後の進め方な
ど、基本的な事項の確認及び合意

平成27年5月
～平成28年3月

施設整備基本計画
検討委員会

●基本的事項の検証（施設規模の検証を含
む）、整備基本計画等の検討

●施設整備基本計画の答申を行い、平成28
年４月に施設整備基本計画を策定

地域振興策検討委員会
●地域振興策の抽出、抽出された地域振興

策の基本構想の検討
●地域振興策基本構想の答申を行い、平成

28年4月に地域振興策基本構想を策定

平成29年3月 整備協定の締結
（地元町内会）

●吉田地区を建設予定地として決定
●地域振興策整備費用の上限などを規定

平成30年3月

施設整備基本計画
追加策定

●環境影響評価の基礎条件や、吉田区との
協議事項の追加

地域振興策基本計画
の策定

●「地域に求められる将来像」、「地域の課
題」が達成・解決される基本的事項の整理

平成30年4月
～平成31年3月

埋蔵文化財発掘調査
着手

●建設予定地内での埋蔵文化財発掘調査
に着手（１１月）

　同時に、整備協定による雇用創出として、
同調査における地元雇用を図る

建設予定地の用地取
得完了

●次期中間処理施設建設予定地の用地取
得を完了する（１月）

整備協定書に係る覚
書の締結

（地元町内会）

●吉田区と、次期中間処理施設整備事業の
施行に関する整備協定書に係る覚書を取
り交わす（３月）

地域振興策基本計画
の変更 ●地域振興基本計画の第１回変更（３月）

平成31年4月
～令和2年3月

次期中間処理施設整
備事業計画支援業務
に着手

●次期中間処理施設（新たなごみ焼却施設
及びリサイクルセンター）整備に向けた計
画支援業務（基本設計・建設工事発注支
援／長期責任型運営維持管理発注支援
／環境影響評価）に着手（７月）

埋蔵文化財発掘調査
完了

●建設予定地内での埋蔵文化財発掘調査
が完了（１月）
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次期中間処理施設
整備事業について

（新たなごみ焼却施設及び
          リサイクルセンター）

印西霊園墓所の募集を随時行っています。

印西クリーンセンターの年末年始のお知らせ

印西霊園通路の芝焼きを実施します。

　現在稼働している印西クリーンセンターが老朽化したため、住
民参加型の手法で新たなごみ焼却施設及びリサイクルセンター
の整備を行っています。
　これまでに策定した施設整備及び地域振興策の基本計画に基
づき、施設整備事業につきましては、施設の基本設計や環境影響
評価業務を進めています。更にアクセス道路や上水道などのイン
フラ整備にも着手しています。
　また、地域振興策につきましては、地元吉田区との協議を重ね
ながら、用地取得に向けての事務を進めていきます。
　これまでの取り組みは、以下のとおりです。

令和２年第２回議会定例会（令和２年１０月１５日）

印西霊園

建設予定地
位置図

※詳しくは、組合ホームページをご覧ください。

■問い合わせ先■
印西クリーンセンター次期施設推進班　電話 ： 0476－46－2734（直通）

■問い合わせ先■

■問い合わせ先■
印西霊園管理事務所　電話 ： ０４７６－４２－００９５

印西温水センター 新型コロナウイルスの感染拡大防止を徹底して
営業しています。

年末年始のお知らせ 掲載の内容は、新型コロナウイルスの感染拡大防止
などのため、中止、変更となる場合があります。

　申請時点において、印西市及び
白井市に１年以上居住し、住民基
本台帳に記録されている方であれ
ば、焼骨の有無に関係なく申請が
できます。
※印西霊園の使用許可を受けて

いる方及び同一世帯で複数の方
が申請することは出来ません。

※申請書は、当組合事務所、組合
ホームページ、印西霊園管理事
務所、印西市クリーン推進課及
び白井市環境課窓口で取得で
きます。

〒270-1352 千葉県印西市大塚一丁目3番地　電話 ： 0476-47-1661
URL ： http://inzaipool.jp　休館日 ： 毎月第1・第3月曜日（祝日の場合は翌平日がお休み）
指定管理者 ： オーチュー・FunSpace共同事業体

　
　　   　　　　　　　

入館料のみでプール・お風呂・トレーニングルームが全てご利用できます。リラクゼーション・キッズスペースなどの癒しのスペースもあります。
〈入館料〉7月8月は、利用時間が2時間となります。 ●令和2年度 第4期（1月～3月）

●月曜～土日、祝日/9:00～18:00
●保護者のみ施設利用料＋スイミングパンツ代（200円）
●お子様、保護者の双方とも水着と水泳帽を着用
●利用は幼児プールのみ、保護者1名・乳児1名のご利用
●1階受付にて専用申込書に必要事項をご記入ください

申請資格

申請受付場所 印西霊園管理事務所（住所：印西市平岡1524番地1）

実施予定 令和３年１月下旬

申請受付時間 月曜日～金曜日の午前9時から午後4時まで
※土・日・祝日及び年末年始は受付出来ません。
なお、詳細につきましては、上記の問い合わせ先まで
お願いします。

現在、第４区画の募集を行っています。
※毎年３月の１か月間については、申請受付ができません。

　冬季は湿度が低く乾燥しているため、線香などの火が枯れた芝生に引
火して、火災が発生しやすくなります。芝生を予め焼いておくことで延焼
防止になることから、霊園内通路の
芝焼きを実施する予定です。
　実施期間中、印西霊園へお越しの
方にはご迷惑をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いいたします。

年末年始の印西クリーンセンターにおけるごみの受け入れ業務日は
以下のとおりです。

〇 …業務日（午前９時～午後４時まで。ただし、正午～午後１時までを除く。） 
△ …業務日（午前９時～正午まで）　　　×  …休業日

●一般家庭からの直接搬入について
　引越し等で一度に大量のごみが出る場合は、印西クリーンセンターにご自身でごみを持ち
込むことができます。その際、お住まいの市町の許可証が必要です。
●許可証をお持ちでないと、ごみの搬入はできません。
●１２月２９日（火）３０日（水）にごみを搬入する方は、２８日（月）までに各市町で手続きを済ませ

てください。
　来年は、１月4日（月）から直接搬入を受け付けます。

〈ご協力をお願いします〉
　例年、年末年始はごみ収集車の出入りが通常より多くなり、工場内はかなりの混雑が予想さ
れます。なるべく、ごみの直接搬入は避け、指定された収集日に集積所へ分けて出していただ
くようご協力をお願いします。■各市町の問い合わせ先■

印西市役所 クリーン推進課　電話 ： ０４７６－４２－５１１１（代表）
白井市役所 環境課　電話 ： ０４７－４９２－１１１１（代表）
栄町役場 環境協働課　電話 ： ０４７６－95－1111（代表）

ごみや資源物を出す曜日は決められています。
ごみの出し方のルールを守り、ごみの減量にご協力ください。

ベビーズタイム開催中！
おむつが完全に外れていないお子様もプールで遊べる！

プール・スタジオ・ コース型教室 http://inzaipool.jp

●駐車場が満車の際は、駅前の
アルカサールの駐車場をご利
用ください。（3時間以内は無
料でご利用いただけます）

※3時間を超えた場合は30分毎
に200円の超過料金が発生し
ます。駐車券を必ず受付にご
提示ください。

★ポイントカードも大好評！
有効期限は2024年3月31日迄
となります。
来館やイベントでポイント贈呈。
300ポイントで入館無料券と交
換します。

水泳教室 
幼児水泳教室、キッズ水泳教室、キッズ中上級水泳教
室、一般水泳教室（初めてクロール・背泳ぎ教室、はじ
めて平泳ぎ・バタフライ個人メドレー、クロール中級
ショート、ステップアップクロール等）

スタジオ教室
キッズHIPHOP、キッズダンス、キッズチアダンス、
キッズアクロバット、キッズ体操、キッズ空手、かけっこ
教室、リズム＆持久力教室、ママヨガ骨盤矯正教室、は
じめよう太極拳 太極拳24式と基礎、入門フラダンス、
フラダンス

個人レッスン
※今流行りのマンツーマントレーニング！
●プールプライベートレッスン（30分 1,500円）
●パーソナルトレーニング（3,850円～6,050円）
●加圧トレーニング（4,400円～6,600円）
●背骨コンディショニングパーソナル
　（3,240円～6,600円）
●IASTMコース 40分（3,300円） 

参加者募集!

温水センター

印西クリーンセンター

千葉ニュータウン中央駅

印西牧の原駅

引越し等で一度に大量のごみが出る場合

印西クリーンセンター

処理困難物ストックヤード

印西地区一般廃棄物最終処分場

建設予定地の
現在の様子

栄町

印西市白井市

建設予定地

建設予定地
（吉田地区）

募集終了

募集終了

募集終了

募集終了

募集中

墓地拡張予定地

イオンモール
消防署

歩道橋

カインズ
ホーム

クリーン
センター

アルカサール北口

千葉ニュータウン中央駅

印西温水センター 駐車場

至印旛日本医大

中央駅前
地域交流館

県立北総
花の丘公園

交番南口
千葉銀行

千葉興行銀行

アルカサール駐車場

１２月 1月
備　考２７

（日）
２８

（月）
２９

（火）
３０

（水）
３１

（木）
１

（金）
２

（土）
３

（日）
４

（月）
５

（火）
6

（水）
7

（木）
8

（金）
温水センター
TEL ０４７６-４７-１６６１ 〇 〇 〇 × × × × × × × × × 〇 12月30日（水）から1月7日（木）まで全日休館となります。

平岡自然の家
TEL ０４７６-４２-１００８ 〇 × × × × × × × × 〇 〇 〇 〇 開館時間は、午前９時から午後９時までとなります。

印西斎場
TEL ０４７６-４2-１７００

火　葬 〇 〇 〇 ※1× 〇 × × × 〇 ※1× 〇 〇 〇 ※1 １２月３０日（水）・1月5日（火）は友引のため火葬はありません。
※2 １２月３１日（木）の霊安室の受入は午後５時までとなります。
⃝年始は１月４日（月）から通常業務となりますが、5日（火）は
　友引ため 、前日の式場の貸出はありません。

式　場 〇 〇 × 〇 × × × × × 〇 〇 〇 〇
霊安室 〇 〇 〇 〇 ※2△ × × × 〇 〇 〇 〇 〇

印西霊園
TEL ０４７６-４２-００９５

霊　園 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
開園時間は、午前９時から午後５時までとなります。

管理事務所 〇 〇 〇 〇 〇 × × × 〇 〇 〇 〇 〇

１２月 1月
26

（土）
２７

（日）
２８

（月）
２９

（火）
３０

（水）
３１

（木）
１

（金）
２

（土）
３

（日）
４

（月）
５

（火）
6

（水）
△ × 〇 〇 〇 × × × × 〇 〇 〇

区 分 利用料金

印西市・白井市・
栄町に在住・

在勤・在学の方

一般
1人3時間以内 420円
超過1時間毎 210円

小中高校生
1人3時間以内 210円
超過1時間毎 100円

上記以外の方
一般

1人3時間以内 520円
超過1時間毎 260円

小中高校生
1人3時間以内 260円
超過1時間毎 130円

就学前の幼児 無料

議案番号 件　　　　　　　名 議決年月日 議決の結果

報告　第１号 継続費精算報告書の報告について 令和２年１０月１５日 報　　告

報告　第２号 継続費繰越計算書の報告について 令和２年１０月１５日 報　　告

認定　第１号 令和元年度印西地区環境整備事業組合一般会計歳入歳出決算の認定について 令和２年１０月１５日 認　　定

認定　第２号 令和元年度印西地区環境整備事業組合墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定について 令和２年１０月１５日 認　　定

議案　第１号 令和２年度印西地区環境整備事業組合一般会計補正予算（第１号）について 令和２年１０月１５日 原案可決

同意　第１号 印西地区環境整備事業組合監査委員の選任につき同意を求めることについて 令和２年１０月１５日 同　　意



家電製品などの緩衝材に使われているも
ので、　マークのついているものや生鮮
食料品の白色のトレイなどです。

プラスチック製の製品（商品）自体は、資源物として回収できま
せんので、燃やすごみの袋に入れてお出しください。
例：プラスチック製のおもちゃ、歯ブラシ、バケツ、ＣＤケースなど
や　　マークが付いていても、食品が残っているものや汚れのひ
どいもの

受付時間 ： 午前８時３０分から午後５時まで
　　　　  （土日・祝日・年末年始を除く）
印西市……粗大ごみ収集事務所 TEL ０４７６（８０）８６８６
白井市……粗大ごみ受付センター TEL ０４７（４９１）４７５３
栄　町……粗大ごみ収集受付専用電話（役場環境協働課内）
 TEL ０４７６（８０）１１５３

資源物は分別してリサイクルへ！

リチウムイオン電池
一歩間違えると
大事故に
つながります

印西地区かんきょうせいび2020年 （令和2年） 11月号4

資源物となる紙類

粗大ごみの申し込み

プラスチック製容器包装類
　プラスチック製容器包装類とは、商品を入れたり包んだりしているも
ので、中身の商品を取り出したあと不要になるものです。資源物として対
象になるものには、　　マークの付いているものです。

容器等に固形物が残らないようにしてください。お菓子の袋は、
中身をはたく、ボトル類などは、汚れをすすいで、水気を切って
指定の袋に入れてください。
(印西市・白井市は黄色、栄町は緑色の資源袋)

1 レジ袋・
　 ポリ袋など

出し方

処分の
仕方

レジ袋、お菓子の袋、ペットボトルのラベル、
たばこの外フィルムなどです。

2 プラスチック
　 製容器

カップめんのカップ、いちごのパック・
たまごのパックなどです。

3 ボトル類 食用油のボトルなど　  マークの
ついていない物です。

4 発泡スチ
　 ロール類

5 その他 みかんが入っているネットやボトル・
チューブなどのキャップ類です。

　資源物となる紙類は５種類に分類されます。雨の日などは避けて水に
ぬれないように、種類ごとに集積所へ出してください。町内会や子ども会
などによる資源回収が行われていますので、ご利用ください。

1 新聞 ●ひもで十文字にしばってください。
●新聞紙と一緒に折り込みチラシも出せます。
●紙製の新聞整理袋でも出せます。

2 紙パック ●洗って、開いて、乾かしてから、ひもで
十文字にしばってください。

3 ダンボール ●粘着テープ、金具は取り除いてから、
ひもで十文字にしばってください。

4 雑誌 ●週刊誌、単行本、文庫本、カタログなど
ひもで十文字にしばってください。

●雑誌の付録は取り除いてください。

5 雑がみ ●小さな紙切れは散乱しないように紙袋などに入れ
てから、ひもでしっかり十文字にしばってください。

●資源物とならないもの

●トイレットペーパーの芯・ラップの芯
●紙袋、封筒、包装紙
●食品などの紙箱（お菓子の紙箱など）
●パンフレット、カレンダー
●コピー用紙、学校のプリント、メモ用紙
●シュレッダーにかけた紙
●和紙、半紙
●アイス・ヨーグルトなどの紙カップ、紙コップ、紙皿
（汚れをすすいで水気を切って出してください。）

●「雑がみ」として資源になる紙

●汚れた紙（ティッシュ、紙おむつなど）
●食品の残留物のついた紙
●写真、アルバム
●においのついた紙（洗剤の紙箱、
　お線香の紙箱、石けんを包んでいる紙）
●アイロンプリントシートの紙
●圧着はがき
●カップめんの紙容器(　  マークがあっても不可)
   （リサイクルする際に水に溶けにくく、再生紙の品質を下げてしまうため、
   印西クリーンセンターでは「燃やすごみ」として収集しています。）

●「雑がみ」として資源にならない紙（燃やすごみで出す紙）

実際に印西クリーンセンターで
発火の原因となった
リチウムイオン電池の写真

　充電式バッテリーなどに使われている身近にあるリチウムイオ
ン電池は、衝撃等を加えると発火や爆発が起こり大事故につなが
ります。注意して適正に処分しましょう。

①機材から電池をはずす
②端子部分にビニールテープ等を巻いて絶縁させる
③リサイクルボックスへ
（携帯電話販売店、家電量販店などに設置されています。）

印西クリーンセンターでは処分できません。

令和元年度決算の状況

財政状況の公表

■問い合わせ先■　印西地区環境整備事業組合 庶務課 財政班　電話 ： ０４７６－４６－２７３１（直通）

令和３・４年度建設工事等入札参加業者資格審査の当初申請を受け付けます
【登載期間】令和３年６月１日から令和５年５月３１日まで　　【業　　種】① 建設工事　② 委託　③ 物品
【そ の 他】申請方法の詳細や必要書類などについては、令和３年１月中旬に組合ホームページに「当初申請マニュアル」を掲載します。

382020 11月号（令和2年）

総人口／188,986人
（令和2年10月31日現在）

圧着はがきをシュレッダーにかけても「雑がみ」として資源にならないよ

「雑がみ」を

正しく分別すれば

貴重な資源と

なります

※栄町は専用シールを貼ってください。

ごみ処理

○ごみ処理事業
１．印西クリーンセンター処理量　    　　　　　（単位：トン）

区　分 元年度 30年度 比　較 増減率（％）
可燃ごみ 45,704 44,136 1,568 3.6

不燃・粗大ごみ 2,986 2,709 277 10.2
合計 48,690 46,845 1,845 3.9

２．資源物処理　　　　　　　　　　　　  　  （単位：トン）
区　分 元年度 30年度 比　較 増減率（％）
資源物 6,980 6,800 180 2.6

３．印西地区最終処分場 ※覆土材含む。（単位：立方メートル）
区　分 元年度 30年度 比　較 増減率（％）
埋立量 5,093 3,163 1,930 61.0

○余熱利用事業
１．温水センター　　　　　　　　　　　　   （単位：日、人）

区　分 元年度 30年度 比　較 増減率（％）
開館日 293 321 △28 △8.7
利用者 166,063 182,991 △16,928 △9.3

○平岡自然公園事業
１．印西斎場　　　　　　　　　　 （単位：件）

区　分 元年度 30年度 比　較 増減率
（％）

火　葬 1,689 1,636 53 3.2
式　場 695 706 △11 △1.6

２．平岡自然の家　　　　　　 　　（単位：件）

区　　分 元年度 30年度 比　較 増減率
（％）

体　育　館 1,631 1,750 △119 △6.8
多目的広場 768 662 106 16.0
グラウンド他 289 296 △7 △2.4

３．印西霊園　　　　　　　　　 　（単位：基）

区　　分 元年度 30年度
（累計）

返却
（累計）

元年度末
（累計）

使用許可
状況 124 2,186 12 2,298

（２）歳入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）

区　　分 予算現額 収入済額 予算現額と
収入済額との比較

1 分担金及び負担金 1,852,942 1,852,942 0
2 使用料及び手数料 466,721 486,753 20,032
3 国庫支出金 33,901 32,619 △ 1,282
4 繰越金 109,470 109,470 0
5 諸収入 158,498 172,475 13,977
6 組合債 72,900 72,900 0

歳入合計 2,694,432 2,727,159 32,727
（３）歳出
①目的別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（単位：千円）

区　　分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
1 議会費 1,052 722 0 330
2 総務費 126,805 123,864 0 2,941
3 衛生費※ 2,421,464 2,382,113 6,784 32,567
4 公債費 134,259 134,256 0 3
5 予備費 10,852 0 0 10,852

歳出合計 2,694,432 2,640,955 6,784 46,693
※墓地事業特別会計の墓地事業費は、衛生費に含む。
②性質別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   （単位：千円、％）

区　　分 令和元年度 平成 30 年度 決算額の
比較決算額 構成比 決算額 構成比

経常的経費　 2,551,255 96.6 2,371,007 90.3 180,248
義務的経費 434,111 16.4 338,517 12.9 95,594

人件費 298,666 11.3 272,598 10.4 26,068
扶助費 1,180 0.0 1,220 0.0 △ 40
公債費 134,265 5.1 64,699 2.5 69,566

物件費　 1,682,807 63.7 1,625,786 61.9 57,021
維持補修費 384,119 14.6 316,637 12.1 67,482
補助費等　 50,218 1.9 90,067 3.4 △ 39,849

投資的経費　 89,700 3.4 255,280 9.7 △ 165,580
普通建設事業費 89,700 3.4 255,280 9.7 △ 165,580
災害復旧事業費 0 0.0 0 0.0 0

計 2,640,955 100.0 2,626,287 100.0 14,668
※前年度決算額との比較14,668千円の主な理由は、義務的経費における公債費に

おいて、印西クリーンセンター基幹的設備改良事業（H28）の元金の償還が開始し
たことによる増である。

２．地方債等の状況
（１）地方債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（単位：千円）

区　　分 令和元年度末
現在高

平成30年度末
現在高 増減額

平岡自然公園整備事業（一般） 125,647 68,360 57,287
平岡自然公園墓地整備事業（特別） 0 3,965 皆減
廃焼却施設解体事業 26,141 32,404 △6,263
焼却施設基幹的設備改良事業 1,192,987 1,300,052 △107,065
次期中間処理施設土地取得事業 94,800 94,800 0

計 1,439,575 1,499,581 △60,006

（２）債務負担行為　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

区　　分
限度額

（Ａ）

令和元年度末
支出済額

（Ｂ）

平成30年度末
支出済額
（Ｃ）

決算年度末
支出済増減額
（Ｂ）－（Ｃ）

令和２年度以降
支出予定額
（Ａ）－（Ｂ）

最終処分場地元対策事業
（Ｈ10年度～Ｒ13年度） 963,407 904,899 897,504 7,395 58,508
温水センター指定管理料

（Ｈ30年度～Ｒ5年度） 336,642 66,162 — 66,162 270,480
計 1,300,049 971,061 897,504 73,557 328,988

３．財産に関する調書 　　　　　　　　　　　　 　　　　   （単位：㎡）

区　　分
土地（地積） 建物（延床面積）

元年度末
現在高

30年度末
現在高 増減高 元年度末

現在高
30年度末
現在高 増減高

本　　庁　　舎 870 870 0 1,994 1,994 0

公
共
用
財
産

印西クリーンセンター 24,098 24,098 0 8,196 8,196 0
温水センター 5,694 5,694 0 3,394 3,394 0
最終処分場 77,295 77,295 0 1,492 1,492 0
平岡自然公園 195,317 195,317 0 5,976 5,976 0
その他清掃施設

（ストックヤード） 18,575 18,575 0 126 126 0
次期中間処理施設

（建設予定地） 26,125 26,125 0 0 0 0
計 347,974 347,974 0 21,178 21,178 0

４．主な事業実績  令和元年度の主な事業の実績は、以下のとおりです。

（１）決算総括　　　　　　　　　（単位：千円）
区　　分 金　額

歳　入　総　額（Ａ） 2,727,159　
歳　出　総　額（Ｂ） 2,640,955　
歳入歳出差引額（Ａ）－（Ｂ）＝（Ｃ） 86,204　
翌年度へ繰り越すべき財源（Ｄ）  4,523　
実質収支（Ｃ）－（Ｄ） 81,681
※未収入特定財源（2,261千円）を除く

１．決算概要
　令和元年度の一般会計及び墓地事業特別会計を合わせた決算は、歳入（収入）が、
２７億２，７１５万９千円、歳出（支出）
が、２６億４，０９５万５千円でした。歳
入歳出差引額は、８，６２０万４千円と
なります。この中には、翌年度で引
き続き実施する事業に使う財源の
４５２万３千円が含まれているため、
実質収支額は、８，１６８万１千円とな
ります。

※

　令和２年度上期（令和２年９月３０日現在）の予算執行状況等をお知らせします。
１. 一般会計予算執行状況   
（歳入）

款 予算現額（円） 収入済額（円） 収入割合（％）
1.分担金及び負担金 2,201,774,000 689,111,000 31.3 
2.使用料及び手数料 434,595,000 175,962,530 40.5 
3.国庫支出金 44,746,000 0 0.0 
4.繰越金 7,523,381 82,587,080 1,097.7 
5.諸収入 78,683,000 17,499,768 22.2 

歳入合計 2,767,321,381 965,160,378 34.9 

（歳出）
款 予算現額（円） 支出済額（円） 支出割合（％）

1.議会費 1,061,000 7,500 0.7 
2.総務費 159,619,000 70,822,403 44.4 
3.衛生費 2,414,989,381 732,439,576 30.3 
4.公債費 181,652,000 80,920,058 44.5 
5.予備費 10,000,000 0 0.0 

歳出合計 2,767,321,381 884,189,537 32.0 

2. 墓地事業特別会計予算執行状況   
（歳入）

款 予算現額（円） 収入済額（円） 収入割合（％）
1.分担金及び負担金 28,672,000 0 0.0 
2.使用料及び手数料 53,365,000 27,991,520 52.5 
3.繰越金 1,000 3,617,604 361,760.4 
4.諸収入 25,000 30 0.1 

歳入合計 82,063,000 31,609,154 38.5 
（歳出）

款 予算現額（円） 支出済額（円） 支出割合（％）
1.墓地事業費 81,063,000 9,542,549 11.8 
2.予備費 1,000,000 0 0.0 

歳出合計 82,063,000 9,542,549 11.6
3. 財産の状況   

土　地 建　物 車　両
347,974㎡ 21,178㎡ １１台

4. 組合債の状況
区　分 現在高（円）
衛生債 1,359,372,424 

5.　一時借入金の状況
区　分 現在高（円）

一般会計 0
墓地事業特別会計 0


