
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
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粗大ごみの処分はこちらまで

令和３年度予算 33億340万5千円

令和３年第１回議会定例会（令和３年２月９日）

392021 3月号（令和3年）

総人口／189,131人
（令和3年２月末日現在）

新たなごみ焼却施設及び
リサイクルセンター建設予定地
（令和10年度竣工予定）

■印西クリーンセンター（ごみ処理、施設見学） 0476（46）2732
■印西斎場（火葬場） 0476（42）1700 ■印西霊園 0476（42）0095
■平岡自然の家 0476（42）1008 ■次期施設推進班 0476（46）2734

　印西クリーンセンターには、各家庭から
再生可能な粗大ごみが運び込まれることが
あります。ごみの減量化と資源化の取組み
として、それらを修理、清掃、展示し希望者に
リサイクル品（再生品）として販売しています。

　リサイクル品は、欲しいと思うものが安く手に入ると利用者から好評です。
　新しい商品を購入する前にリサイクル品で探してみるのもごみを出さない心が
けのひとつではないでしょうか。
※新型コロナウイルス感染症防止のために販売を休止している場合もあります。

❶申し込み
　１階の展示場所で申込書に記入し、
　リサイクル品添付の札を貼って2階
　の事務室へ
❷支払い
　2階の事務室で代金を払います。
❸持ち帰り
　その場で持ち帰れます。

1 運びこまれたものの中から
選別します。

2 修理可能か点検します。

3
修理・清掃しています。
部品などは古いものでも大切に保管して
おき、リサイクルしています。プラスチッ
クケースと茶箱は人気です。

リサイクル品とならなかった
粗大ごみは、破砕され、資源
となったり、焼却処分します。

購
入
方
法

「印西地区かんきょうせいび」は新聞折り込みのほか、印西市、白井市、栄町の市役所・役場などで入手できます。

展示品

リサイクル品
になるまで再生品

4

リチウムイオン電池は発火の原因にもなりますので、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家電量販店等に設置されているリサイクルボックスへ

●購入したいものがあったら
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印西市 生ごみ処理容器等購入費補助金制度

白井市 市役所、各センターにおける
　　拠点回収についてのお願い

　印西市では、「生ごみ処理容器（コンポスト・ＥＭ容器など）」または
「生ごみ処理機」を購入した方に、購入額の一部を補助金として交付し
ています。

栄　町 家庭系ごみ減量化の取組み

■問い合わせ先■ 印西市役所  クリーン推進課  電話 ： 0476‐33‐4504

■問い合わせ先■
平岡自然の家  電話 ： 0476-42-1008

■問い合わせ先■ 白井市役所  環境課  電話 ： 047-401-5429 ■問い合わせ先■ 栄町役場  環境協働課  電話 ： 0476-33-7710

構成市町からのお知らせ

印西温水センターで
心地よく体を動かしませんか？

HPアドレス https://inzaipool.jp/
TEL 0476-47-1661

　教室の詳細、空き状況など
のご確認は、印西温水セン
ターホームページをご覧い
ただくか、電話にてお問い合
わせください。

　家庭から排出される生ごみの堆
肥化モデル事業を実施しています。
　生ごみを資源物と考え、令和２年
度は、モデル事業地区の各家庭でレ
ジ袋などに入れた生ごみを集積所
に設置した専用回収ボックスに排出
してもらい、町内民間事業者が回収
するものです。
　その後、事業者が剪定枝のチップ
や草を生ごみと混合し、熟成させて堆肥を作り、モデル事業地区へ無償配布する
などをしています。
　モデル事業地区では、配布された堆肥を自治会で管理する花壇等で利用していま
す。“立派な花が咲き、幹線道路からの見栄えが良い”など高い評価を得ています。

　今まで、印西クリーンセンターで焼却していたこれらのごみを減量すると
ともに、国や県が目標とする2050年カーボンニュートラル（二酸化炭素排
出実質ゼロ）の社会の実現に少しでも近づけるよう努めています。

　町民の皆さんが、除草や庭木の
剪定をする時期（５月～７月、９月
～１２月）に合わせて町内４か所に
コンテナボックスを設置して、家庭
から出た剪定枝や草を町内民間事
業者が回収してチップにし、堆肥の
原料としています。

補助金を受けるための基準

栄町では、家庭系ごみの減量を図るために、次の取組みを行っています。
剪定枝・草の回収コンテナボックスの設置

生ごみの堆肥化

❶印西市内に住所があり、居住している世帯主名の申請であること。
❷世帯主及び世帯員に市税の滞納がないこと。　　　　　　　　　　　
❸新品の生ごみ処理容器または処理機を購入してから1年以内であること。
　（ディスポーザーは、補助金の対象になりません。）
❹以前にこの補助金を受けたことがある場合は５年を経過していること。

使用済小型家電
　使用済小型家電の回収ボックスに、最近、下記写真のような家電を出される方
が見受けられます。
　各拠点に設置してあ
る使用済小型家電回収
ボックスの投入口は「横
３０ｃｍ×縦１５ｃｍ」とな
ります。投入口に入らな
い家電は小型家電とし
て回 収できませんの
で、従来の分別ルール
に従ってごみを出すよ
うにお願いいたします。

電　　池
　電池の拠点回収について、お持ちいただいた電池を回収ボックスに出すときは、
ビニール袋から出してボックスに入れてください。
　また、充電式電池やボタン電池は回収ボックスでは回収できませんので、電気
店などにご相談ください。

廃食用油
　廃食用油の回収について、家庭で使用した後の食用油をペットボトルなどに入
れて回収ボックスにお出しいただいておりますが、エンジンオイルや機械油などは
回収できませんので、購入した店舗等または市内廃棄物処理業者にご相談してく
ださるようお願いいたします。

補助金の金額

限度額
ただし、５０リットル以下の容器（ＥＭ容器等）のみの場合は４基まで

１基につき３千円 対象数 １世帯当たり２基まで

補助金の申請ができるところ・必要なもの
市役所クリーン推進課、各支所市民サービス課（出張所では受付できません。）
❶補助金交付申請書
❷補助金交付請求書
❸領収書 【原本】
❹メーカー発行の保証書（製造番号が記入されたもの）【原本】（※処理機のみ）
❺印鑑（認め印）
❻市内に居住していることが確認できるもの（運転免許証、国民健康保険証等） 
❼振込み先の口座情報が確認できるもの（お支払いは口座振込みになります）
※３．４．は、原本に「補助金申請済み」とスタンプのうえ、写しをとらせていただきます。
※郵送での手続の場合、３．４．は原本を郵送してください。手続後に返送いたします。
　６．は写しを郵送してください。
≪注意事項≫
●領収書には、品名・本体価格が記載されていて、社印、領収印が押印してあること。
●領収書が発行されない方法で購入された方は、購入代金を支払いしたことを証

明できるものと品名・本体価格がわかるものをお持ちください。
　※例：「代引き領収書、振込明細書、クレジットカード利用明細」
●事前に上記の領収書等が、購入予定先で発行されるか確認してから、購入して

ください。

次の１・２いずれも購入額の３分の２の額で、100円未満は切り捨てとなります。

１．生ごみ処理容器（コンポスト・ＥＭ容器など）

限度額 ４万円 対象数 １世帯当たり１基まで
２．生ごみ処理機

ボックスに入らないものは
出せません！！

平岡自然の家 使用料金

■体育館
　　一　　般
　　小中学生
■多目的広場
　　キャンプ・張
■グラウンド
　　一　　般
　　小中学生
■研修室
■体育館冷暖房

金額（円）

1,050
520

530

530
260
530
540

単位

１時間
１時間

日

１時間
１時間
１時間
１時間

〔使用者の範囲〕
 印西市・白井市に在住の人、
 通勤・通学されている人

■合祀墓（予定）■印西霊園
　管理事務所

印西斎場ゾーン

案内図

地域還元施設ゾーン霊園ゾーン

グラウンド

平 岡 自 然 公 園

合葬式墓地整備
実施設計の概要について印 西 霊 園

地形を上手く生かした作りの約20.4ヘクタールの広大な敷地を持つ公園です。

外で体を動かしてリフレッシュ！
　平岡自然公園には、グラウンドがあります。
　新型コロナウイルス感染防止で利用方法に制限を設ける場合もありますが、ウイルスに負けな
い丈夫な体を作るためにも、グラウンドで体力づくりをしてみてはいかがでしょうか。
　このグラウンドは、集中豪雨などの際は、下流河川へ流れを一時的に留める防災上の役割もあ
るんですよ。

散歩をしながら
　     リフレッシュ！

　平岡自然公園には、遊歩道があります。
混雑を避けて、身近な自然を楽しみながら、お散歩
してみてはいかがでしょうか。高台からのきれいな
夕日、敷地内の桜も見事ですよ。

■
納
骨
堂（
予
定
）

散歩道

　令和２年２月に策定した「印西霊園合葬墓整備基本計画」をもとに、建物の詳細な構
造や配置、設備等の実施設計がまとまりましたのでお知らせします。
　今後は、整備工事や諸手続きを進め、令和４年度の供用開始を目指します。

～“想い”と“永遠”を豊かな自然の中に
提供します～

お知らせ
墓所の使用許可申請受付（案内図A）
　令和３年度の印西霊園芝墓所（第４区約３
００基）の使用許可申請を４月１日（木）から受
け付けします。
　申請時点において、印西市又は白井市

（以下「関係市」という。）に１年以上居住し、
住民基本台帳に記録されている人であれ
ば、焼骨の有無に関係なく申請できます。
※１世帯につき１墓所ですので、すでに印西霊

園の使用許可を受けている方、同一世帯で
複数の方が申請することはできません。

 受付場所
印西霊園管理事務所 印西市平岡１５２４番地１
※郵送による申請はできません。必ず管理事
務所へお越しください。
 受付時間
土、日、祝日及び年末年始を除く平日の午
前９時から午後４時まで。

　印西霊園利用案内は印西霊園管理事務
所、印西クリーンセンター、印西市役所、白
井市役所にあります。

令和３年度管理料の納付について
　４月下旬に令和３年度分管理料の納入通
知書を発送いたします。年額５,２８０円（関係
市外に転出又は関係市外の方が承継され
た場合は年額７,９２０円）ですので、納入通知
書記載の指定期間内に納付してください。

■問い合わせ先■

■問い合わせ先■ 印西斎場 電話 ： 0476-42-1700

印西霊園管理事務所
電話 ： 0476-42-0095（9：00～17：00）

令和３年度　整備工事、関係条例等整備　募集方法、利用方法といった利用条件の検討
令和４年度　供用開始 （募集開始）

整備スケジュール

遊歩道

お祈りスペース

整備内容
合葬墓（納骨堂・合祀墓）工事、場内白線改修、
合葬墓用墓地管理システム導入、待機所整備他

献花・焼香が可能です。 埋蔵スペース
土と触れ合い

永久に埋蔵されます。

計画の概要

  電話 ： 
印西霊園  電話 ： 0476-42-0095

建 設 地
整備面積
建物構造・
階 数
主 要 室

収蔵能力

関連施設

そ の 他

平岡自然公園内（上図参照）

アプローチ園路・待機所・照明・監視カメラ他合祀墓イメージ

納骨堂イメージ

募集中A

■平岡自然の家

家庭ごみを出す時に心がけましょう
～新型コロナウイルスなどの感染症対策のために～
　ご家庭にとっても、ごみを収集、処理する作業員にとってもごみの円滑、安全な収集、処理を行う
上で大切な行動です。皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

①ごみ袋の空気を抜きましょう！
②ごみ袋はしっかり縛って出しましょう！
③ごみを捨てたあとはしっかり手を洗いましょう！

しば

合祀墓（ごうしぼ）

約100㎡
カロート：RC造、

庇：鉄骨造
－

絹袋埋蔵
約7,200体

埋蔵スペース・
お祈りスペース・遊歩道

納骨堂

約250㎡
RC造・地下1階、

地上1階
収蔵室・一時保管室

骨箱収納
約3,000体

お別れスペース・
お祈りスペース・遊歩道

※新型コロナウイルス感染防止のための利用制限については組合ホームページをご覧ください。
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印西市 生ごみ処理容器等購入費補助金制度

白井市 市役所、各センターにおける
　　拠点回収についてのお願い

　印西市では、「生ごみ処理容器（コンポスト・ＥＭ容器など）」または
「生ごみ処理機」を購入した方に、購入額の一部を補助金として交付し
ています。

栄　町 家庭系ごみ減量化の取組み

■問い合わせ先■ 印西市役所  クリーン推進課  電話 ： 0476‐33‐4504

■問い合わせ先■
平岡自然の家  電話 ： 0476-42-1008

■問い合わせ先■ 白井市役所  環境課  電話 ： 047-401-5429 ■問い合わせ先■ 栄町役場  環境協働課  電話 ： 0476-33-7710

構成市町からのお知らせ

印西温水センターで
心地よく体を動かしませんか？

HPアドレス https://inzaipool.jp/
TEL 0476-47-1661

　教室の詳細、空き状況など
のご確認は、印西温水セン
ターホームページをご覧い
ただくか、電話にてお問い合
わせください。

　家庭から排出される生ごみの堆
肥化モデル事業を実施しています。
　生ごみを資源物と考え、令和２年
度は、モデル事業地区の各家庭でレ
ジ袋などに入れた生ごみを集積所
に設置した専用回収ボックスに排出
してもらい、町内民間事業者が回収
するものです。
　その後、事業者が剪定枝のチップ
や草を生ごみと混合し、熟成させて堆肥を作り、モデル事業地区へ無償配布する
などをしています。
　モデル事業地区では、配布された堆肥を自治会で管理する花壇等で利用していま
す。“立派な花が咲き、幹線道路からの見栄えが良い”など高い評価を得ています。

　今まで、印西クリーンセンターで焼却していたこれらのごみを減量すると
ともに、国や県が目標とする2050年カーボンニュートラル（二酸化炭素排
出実質ゼロ）の社会の実現に少しでも近づけるよう努めています。

　町民の皆さんが、除草や庭木の
剪定をする時期（５月～７月、９月
～１２月）に合わせて町内４か所に
コンテナボックスを設置して、家庭
から出た剪定枝や草を町内民間事
業者が回収してチップにし、堆肥の
原料としています。

補助金を受けるための基準

栄町では、家庭系ごみの減量を図るために、次の取組みを行っています。
剪定枝・草の回収コンテナボックスの設置

生ごみの堆肥化

❶印西市内に住所があり、居住している世帯主名の申請であること。
❷世帯主及び世帯員に市税の滞納がないこと。　　　　　　　　　　　
❸新品の生ごみ処理容器または処理機を購入してから1年以内であること。
　（ディスポーザーは、補助金の対象になりません。）
❹以前にこの補助金を受けたことがある場合は５年を経過していること。

使用済小型家電
　使用済小型家電の回収ボックスに、最近、下記写真のような家電を出される方
が見受けられます。
　各拠点に設置してあ
る使用済小型家電回収
ボックスの投入口は「横
３０ｃｍ×縦１５ｃｍ」とな
ります。投入口に入らな
い家電は小型家電とし
て回 収できませんの
で、従来の分別ルール
に従ってごみを出すよ
うにお願いいたします。

電　　池
　電池の拠点回収について、お持ちいただいた電池を回収ボックスに出すときは、
ビニール袋から出してボックスに入れてください。
　また、充電式電池やボタン電池は回収ボックスでは回収できませんので、電気
店などにご相談ください。

廃食用油
　廃食用油の回収について、家庭で使用した後の食用油をペットボトルなどに入
れて回収ボックスにお出しいただいておりますが、エンジンオイルや機械油などは
回収できませんので、購入した店舗等または市内廃棄物処理業者にご相談してく
ださるようお願いいたします。

補助金の金額

限度額
ただし、５０リットル以下の容器（ＥＭ容器等）のみの場合は４基まで

１基につき３千円 対象数 １世帯当たり２基まで

補助金の申請ができるところ・必要なもの
市役所クリーン推進課、各支所市民サービス課（出張所では受付できません。）
❶補助金交付申請書
❷補助金交付請求書
❸領収書 【原本】
❹メーカー発行の保証書（製造番号が記入されたもの）【原本】（※処理機のみ）
❺印鑑（認め印）
❻市内に居住していることが確認できるもの（運転免許証、国民健康保険証等） 
❼振込み先の口座情報が確認できるもの（お支払いは口座振込みになります）
※３．４．は、原本に「補助金申請済み」とスタンプのうえ、写しをとらせていただきます。
※郵送での手続の場合、３．４．は原本を郵送してください。手続後に返送いたします。
　６．は写しを郵送してください。
≪注意事項≫
●領収書には、品名・本体価格が記載されていて、社印、領収印が押印してあること。
●領収書が発行されない方法で購入された方は、購入代金を支払いしたことを証

明できるものと品名・本体価格がわかるものをお持ちください。
　※例：「代引き領収書、振込明細書、クレジットカード利用明細」
●事前に上記の領収書等が、購入予定先で発行されるか確認してから、購入して

ください。

次の１・２いずれも購入額の３分の２の額で、100円未満は切り捨てとなります。

１．生ごみ処理容器（コンポスト・ＥＭ容器など）

限度額 ４万円 対象数 １世帯当たり１基まで
２．生ごみ処理機

ボックスに入らないものは
出せません！！

平岡自然の家 使用料金

■体育館
　　一　　般
　　小中学生
■多目的広場
　　キャンプ・張
■グラウンド
　　一　　般
　　小中学生
■研修室
■体育館冷暖房

金額（円）

1,050
520

530

530
260
530
540

単位

１時間
１時間

日

１時間
１時間
１時間
１時間

〔使用者の範囲〕
 印西市・白井市に在住の人、
 通勤・通学されている人

■合祀墓（予定）■印西霊園
　管理事務所

印西斎場ゾーン

案内図

地域還元施設ゾーン霊園ゾーン

グラウンド

平 岡 自 然 公 園

合葬式墓地整備
実施設計の概要について印 西 霊 園

地形を上手く生かした作りの約20.4ヘクタールの広大な敷地を持つ公園です。

外で体を動かしてリフレッシュ！
　平岡自然公園には、グラウンドがあります。
　新型コロナウイルス感染防止で利用方法に制限を設ける場合もありますが、ウイルスに負けな
い丈夫な体を作るためにも、グラウンドで体力づくりをしてみてはいかがでしょうか。
　このグラウンドは、集中豪雨などの際は、下流河川へ流れを一時的に留める防災上の役割もあ
るんですよ。

散歩をしながら
　     リフレッシュ！

　平岡自然公園には、遊歩道があります。
混雑を避けて、身近な自然を楽しみながら、お散歩
してみてはいかがでしょうか。高台からのきれいな
夕日、敷地内の桜も見事ですよ。

■
納
骨
堂（
予
定
）

散歩道

　令和２年２月に策定した「印西霊園合葬墓整備基本計画」をもとに、建物の詳細な構
造や配置、設備等の実施設計がまとまりましたのでお知らせします。
　今後は、整備工事や諸手続きを進め、令和４年度の供用開始を目指します。

～“想い”と“永遠”を豊かな自然の中に
提供します～

お知らせ
墓所の使用許可申請受付（案内図A）
　令和３年度の印西霊園芝墓所（第４区約３
００基）の使用許可申請を４月１日（木）から受
け付けします。
　申請時点において、印西市又は白井市

（以下「関係市」という。）に１年以上居住し、
住民基本台帳に記録されている人であれ
ば、焼骨の有無に関係なく申請できます。
※１世帯につき１墓所ですので、すでに印西霊

園の使用許可を受けている方、同一世帯で
複数の方が申請することはできません。

 受付場所
印西霊園管理事務所 印西市平岡１５２４番地１
※郵送による申請はできません。必ず管理事
務所へお越しください。
 受付時間
土、日、祝日及び年末年始を除く平日の午
前９時から午後４時まで。

　印西霊園利用案内は印西霊園管理事務
所、印西クリーンセンター、印西市役所、白
井市役所にあります。

令和３年度管理料の納付について
　４月下旬に令和３年度分管理料の納入通
知書を発送いたします。年額５,２８０円（関係
市外に転出又は関係市外の方が承継され
た場合は年額７,９２０円）ですので、納入通知
書記載の指定期間内に納付してください。

■問い合わせ先■

■問い合わせ先■ 印西斎場 電話 ： 0476-42-1700

印西霊園管理事務所
電話 ： 0476-42-0095（9：00～17：00）

令和３年度　整備工事、関係条例等整備　募集方法、利用方法といった利用条件の検討
令和４年度　供用開始 （募集開始）

整備スケジュール

遊歩道

お祈りスペース

整備内容
合葬墓（納骨堂・合祀墓）工事、場内白線改修、
合葬墓用墓地管理システム導入、待機所整備他

献花・焼香が可能です。 埋蔵スペース
土と触れ合い

永久に埋蔵されます。

計画の概要

  電話 ： 
印西霊園  電話 ： 0476-42-0095

建 設 地
整備面積
建物構造・
階 数
主 要 室

収蔵能力

関連施設

そ の 他

平岡自然公園内（上図参照）

アプローチ園路・待機所・照明・監視カメラ他合祀墓イメージ

納骨堂イメージ

募集中A

■平岡自然の家

家庭ごみを出す時に心がけましょう
～新型コロナウイルスなどの感染症対策のために～
　ご家庭にとっても、ごみを収集、処理する作業員にとってもごみの円滑、安全な収集、処理を行う
上で大切な行動です。皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

①ごみ袋の空気を抜きましょう！
②ごみ袋はしっかり縛って出しましょう！
③ごみを捨てたあとはしっかり手を洗いましょう！

しば

合祀墓（ごうしぼ）

約100㎡
カロート：RC造、

庇：鉄骨造
－

絹袋埋蔵
約7,200体

埋蔵スペース・
お祈りスペース・遊歩道

納骨堂

約250㎡
RC造・地下1階、

地上1階
収蔵室・一時保管室

骨箱収納
約3,000体

お別れスペース・
お祈りスペース・遊歩道

※新型コロナウイルス感染防止のための利用制限については組合ホームページをご覧ください。



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

印西地区かんきょうせいび202１年 （令和3年） 3月号4

粗大ごみの処分はこちらまで

令和３年度予算 33億340万5千円

令和３年第１回議会定例会（令和３年２月９日）

392021 3月号（令和3年）

総人口／189,131人
（令和3年２月末日現在）

新たなごみ焼却施設及び
リサイクルセンター建設予定地
（令和10年度竣工予定）

■印西クリーンセンター（ごみ処理、施設見学） 0476（46）2732
■印西斎場（火葬場） 0476（42）1700 ■印西霊園 0476（42）0095
■平岡自然の家 0476（42）1008 ■次期施設推進班 0476（46）2734

　印西クリーンセンターには、各家庭から
再生可能な粗大ごみが運び込まれることが
あります。ごみの減量化と資源化の取組み
として、それらを修理、清掃、展示し希望者に
リサイクル品（再生品）として販売しています。

　リサイクル品は、欲しいと思うものが安く手に入ると利用者から好評です。
　新しい商品を購入する前にリサイクル品で探してみるのもごみを出さない心が
けのひとつではないでしょうか。
※新型コロナウイルス感染症防止のために販売を休止している場合もあります。

❶申し込み
　１階の展示場所で申込書に記入し、
　リサイクル品添付の札を貼って2階
　の事務室へ
❷支払い
　2階の事務室で代金を払います。
❸持ち帰り
　その場で持ち帰れます。

1 運びこまれたものの中から
選別します。

2 修理可能か点検します。

3
修理・清掃しています。
部品などは古いものでも大切に保管して
おき、リサイクルしています。プラスチッ
クケースと茶箱は人気です。

リサイクル品とならなかった
粗大ごみは、破砕され、資源
となったり、焼却処分します。

購
入
方
法

「印西地区かんきょうせいび」は新聞折り込みのほか、印西市、白井市、栄町の市役所・役場などで入手できます。

展示品

リサイクル品
になるまで再生品

4

リチウムイオン電池は発火の原因にもなりますので、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家電量販店等に設置されているリサイクルボックスへ

●購入したいものがあったら

●令和３年度の歳入歳出予算 　令和３年度予算案が２月９日（火）開催の組合議会定例会で可決されました。予算総額（一般会計と墓地事業特別会計の合計
額）は、３３億３４０万５千円、前年度と比較すると１６．２％の増となっています。
　次期処理施設関連2億8,139万6千円、新型コロナウイルス感染防止対策関連約97万2千円を計上しています。

１. 予算規模

２. 一般会計

３. 墓地事業特別会計 ４. 事業別歳出の予算額（両会計の合計額）

歳入歳出予算	 （単位：千円）
会計 ３年度 ２年度 増減額 増減率

一般会計 2,960,404 2,760,537 199,867 7.2%

墓地事業特別会計 343,001 82,063 260,938 318.0%

予算総額 3,303,405 2,842,600 460,805 16.2%

（１）歳　入	 （単位：千円）
区　分 予算額 備　　　　　考

１．分担金及び負担金 2,372,108 構成市町（印西市、白井市及び栄町）からの分賦金
２．使用料及び
　手数料

（1）使用料 81,007 印西斎場及び平岡自然の家の使用料
（2）手数料 365,682 印西クリーンセンターに搬入される事業系一般廃棄物の処分手数料

３．国庫支出金 64,247 循環型社会形成推進交付金及び廃棄物処理施設モニタリング事業補助金
４．繰越金 3,000 前年度繰越金

５．諸収入
（1）組合預金利子 1 預金利子

（2）雑入 74,359 資源物、有価物の売払代金、容器包装リサイクル協会拠出金及び地域エネルギー有効活用蒸気料金収入など
歳入合計 2,960,404

（２）歳　出	 （単位：千円）
区　分 予算額 備　　　　　考

１．議会費 1,061 組合議会の運営に要する費用

２．総務費
（1）総務管理費 133,693 総務事務及び財産管理に要する費用
（2）監査委員費 71 監査事務に要する費用

３．衛生費
（1）清掃費 2,219,556 ごみの収集運搬、中間処理及び最終処分、次期処理中間施設関連に要する費用
（2）保健衛生費 406,522 温水センターの管理運営並びに印西斎場、平岡自然の家及び平岡自然公園の管理運営に要する費用

４．公債費 189,501 組合債（ごみ処理施設整備・平岡自然公園整備）の元利償還金
５．予備費 10,000 不測の事態に備えた費用

歳出合計 2,960,404

（１）歳　入	 （単位：千円）
区　分 予算額 備　　　　　考

１．分担金及び負担金 17,037 構成市（印西市及び白井市）からの分賦金
２．使用料及び手数料 54,038 印西霊園の墓所使用料及び管理料
３．繰越金 1 前年度繰越金

４．諸収入
（1）組合
預金利子 1 預金利子

（2）雑入 24 自動販売機電気料金
５．組合債 271,900 合葬式墓地整備工事に係る起債

歳入合計 343,001

（２）歳　出	 （単位：千円）
区　分 予算額 備　　　　　考

１．墓地事業費 341,304 印西霊園の管理運営及び合葬式墓地の整備に要する費用
２．公債費 697 組合債（合葬式墓地整備工事）の元利償還金
３．予備費 1,000 不測の事態に備えた費用

歳出合計 343,001

（単位：千円）
事業等 ３年度 ２年度 増減額 増減率

議会費・総務費・予備費 145,825 171,680 -25,855	 -15.1%
ごみ処理事業 2,219,556 1,998,657 220,899	 11.1%
温水センター事業 107,078 106,681 397 0.4%
平岡自然公園事業 640,748 383,930 256,818 66.9%
公債費（元利償還金） 190,198 181,652 8,546	 4.7%

歳出合計 3,303,405 2,842,600 460,805	 16.2%

主な事業	 （単位：千円）
事　業　名 予算額 概　　　　　　　　　要

印西クリーンセンター	
運転管理事業 438,999 焼却・粗大処理施設の運転、焼却灰・破砕残渣の運搬業務など

印西クリーンセンター	
施設維持事業 532,083 焼却・粗大施設の定期点検補修整備など

収集運搬事業 713,390 家庭ごみの収集運搬及び資源物中間処理業務など
最終処分場	埋立管理事業 47,342 処分場の埋立維持管理、浸出水処理施設の運転管理など
最終処分場	施設維持事業 40,544 浸出水処理施設の定期点検補修整備、土堰堤築堤工事など
放射能対策事業 2,052 放射性物質の空間線量測定業務など

次期処理施設	整備事業 225,491 施設整備基本設計発注支援業務、環境影響評価業務及びアクセス道路・延伸部道路設計及び軟弱地盤解析業務など
次期処理施設	地域振興事業 55,905 事業用地測量、不動産鑑定及び物件補償調査など
温水センター	管理事業 107,078 指定管理料、各種設備定期補修など
印西斎場	管理事業 198,592 火葬炉設備運転管理業務及び火葬炉定期点検補修整備など
平岡自然の家	管理事業 33,980 自然の家の運営管理及び清掃業務、敷地内樹木管理など
墓地整備事業 271,912 合葬式墓地整備工事など

５.諸収入
（1）組合預金
利子0.00%

１.分担金及び負担金
80.13%

２.使用料及び
手数料（1）
使用料2.74%

２.使用料及び
手数料（2）

手数料12.35%

３.国庫支出金
2.17%

４.繰越金0.10% ５.諸収入（2）雑入2.51%

歳入

１．議会費 0.04%５．予備費 0.34%

２．総務費
（1）総務管理費

4.52%
２．総務費

（2）監査委員費
0.00%

３．衛生費
（1）清掃費 74.97%

３．衛生費
（2）保健衛生費

13.73%

４．
公債費
6.40%

歳出

１．分担金及び負担金
4.97%

２．使用料
及び手数料
15.75% ３．

繰越金
0.00%

５．組合債 79.27%
４．諸収入

（1）組合預金利子
0.00%

４．諸収入
（2）雑入

0.01%

歳入

２．公債費 0.20% ３．予備費 0.29%

１．墓地事業費
99.51%

歳出

議会費・総務費・
予備費 4.41%

ごみ処理事業
67.19%

温水センター
事業 3.24%

平岡自然公園
事業 19.40%

公債費
（元利償還金）

5.76%

事業別歳出
の予算額

印西クリーンセンター中央制御室

組合議会において、議決された結果をお知らせします。
議案番号 件　　　　　　　名 議決の結果
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２号）について 原案可決
議案	第２号 令和２年度印西地区環境整備事業組合　墓地事業特別会計補正予算（第１号）について 原案可決
議案	第３号 令和３年度印西地区環境整備事業組合　一般会計予算について 原案可決
議案	第４号 令和３年度印西地区環境整備事業組合　墓地事業特別会計予算について 原案可決


