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ごみの減量・分別・資源化にご協力を！
家庭から出る「燃やすごみ」の組成分析結果  （平成24年9月実施） 　印西クリーンセンターでは、各家庭から集積所に出された「燃やすごみ」

の組成分析調査を年２回実施しています。
　左の円グラフは今年度、１回目（平成２４年９月）の調査結果です。
　調査結果からは、「燃やすごみ」の中にリサイクル可能な「資源物」が
２割強混入されており、資源分別が徹底されていない実態が確認されてい
ます。
　「燃やすごみ」として燃やすごみの袋に入れる際、資源分別が徹底され
「雑紙」は紙資源へ、「　　プラマークのあるもの」はプラスチック製容
器包装類の資源へ出されることにより焼却量の大幅減少につながります。
ひとりひとりの御協力をお願いします。

　ビールやお酒などのリターナブルびんは、洗うだけで何回
でも再使用できる、環境にやさしい容器。ワンウェイびんも
リサイクルすればガラス原料として再利用されます。

☆割れたビンや陶器類は、指定袋に入れて
「燃やさないごみ」に出しましょう。

☆飲食用以外の缶、スプレー缶は、指定袋に入れて
「燃やさないごみ」に出しましょう。

印西クリーンセンター

総人口／177,447人
（平成25年1月31日現在）

有害ごみ

資源紙類　11.0％
資源プラスチック
　　　　 　7.4％
その他の資源 3.7％

資源物（内訳）

燃やさないごみ

資源物はこうして出そう！

家庭から出る
「燃やすごみ」の約22％は

リサイクル可能な
「資源物」です

0.0％0.6％

びん類

　王冠、キャップ、ワ
インのコルクなどのふ
た類は必ず取り外しま
しょう。

●こんなものは出さな
いで！

　耐熱ガラス、蛍光
管、電球、板ガラスは
異質のガラスなので混
ぜてはいけません。

　回収袋（栄町：指定
袋）に入れるときは、
ビニール袋などから出
してびんだけ割れない
ように入れましょう。

　飲食用の缶、ペットフードの缶など金属製の空き
缶で一斗缶以下の大きさのものが対象となります。
（スチール缶・アルミ缶）
　集められた缶類は、再び缶になったり、金属資源としてリサイクルされます。

缶  類

　中をよくすすいで水を切って
から出しましょう。
　たばこの吸い殻などの異物は
絶対に入れてはいけません。

　回収袋（栄町：指定袋）に
入れるときは、ビニール袋
などから出して、缶だけを
入れましょう。

　ペットボトルの回収率は年 上々がっていますが、軽くて持ち運
びに便利なため、需要も同時に伸びています。ビニールボトルと
見分けるため、識別マークを確認してから出して下さい。
　集められたペットボトルは、繊維、文具や洗剤のボトルなどの
プラスチック製品にリサイクルされます。

☆塩ビボトルなどボトル状であっても、ペットマークのないものはペットボトルの
回収袋に入れないで下さい。

　これらは、プラスチック製容器包装の収集袋に入れて出して下さい。

ペットボトル

プラスチック製容器包装

　識別マークを
確認しましょう。

　中をよくすす
ぎ、水を切ってか
ら出しましょう。

　キャップとラ
ベルをはずして
プラスチック製
容器包装の指定
袋に入れて出し
て下さい。

　容積が小さくな
るように、足でし
っかりつぶしてか
ら回収袋（栄町：
指定袋）に入れま
しょう。

　発泡スチロールトレイやお菓子の袋など、プラスチック
製容器包装の識別マークのあるものは、指定袋（印西
市・白井市：黄色、栄町：緑の透明袋）に入れて収集しています。
　集められたプラスチック製容器包装は、車止めや工業製品を運ぶパレット
などの材料へリサイクルされる他、燃料としても利用されています。

☆汚れがひどいものは、「燃やすごみ」へ出して下さい。また、プラスチック製の
バケツ、ハンガー、ボウル、プランターなどの硬質プラスチックもリサイクル
の対象にはならないので、「燃やすごみ」に出して下さい。

　プラマークを確
認しましょう。

　汚れはさっとふ
き取るか、水洗い
して、乾かしてか
ら出しましょう。

　カップめんの容器、玉子の
パック、シャンプーのボトル
など、かさばる容器はつぶし
てから指定袋に入れて出しま
しょう。

紙　類
　紙類収集後、収集業者にて選別、異物取り除き作業を行
った後、再生工場に運ばれトイレットペーパー、新聞、ダン
ボール箱、封筒、菓子箱などにリサイクルされます。

　紙以外の
異物は取り
除きましょ
う。

●こんなものは出さないで！
　油紙、感熱紙、写真
（印画紙）カーボン紙、ビ
ニール加工紙、アルミ箔
のついている紙、窓付き
封筒、防水加工された
紙、金銀の金属がはりつ
けられた紙など。

　ダンボール、新聞紙、雑誌、
紙パック、雑紙は、飛散防止
のため、それぞれ種類ごとに
ひもで縛って出しましょう。

布　類
　使わなくなった古着類を燃やすごみに入れていませんか？
布もリサイクルできます。

　洗濯してから出しまし
ょう。
　古着、肌着、セーター、
シーツ、タオルなど、ボ
タンやファスナーはその
まま出せます。

●こんなものは出さな
いで！
　カーペット、カーテ
ン、ビニールクロス、
革製品、中に綿が入っ
たジャンバーなど。

　透明の袋または指
定袋（容器包装プラ
スチックの収集袋）
に入れて、「布」と書
いて出しましょう。

あきかんはリサイクルあきかんはリサイクル

☆紙類は雨の日に出さないで下さい。
　リサイクルできない状態になります。

☆布類は雨の日に出さないで下さい。リサイクルできない状態になります。

燃やすごみ

資源物

77.3％

22.1％
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印西地区かんきょうせいび平成25年（2013年）3月

　平成25年2月13日（水）印西クリーンセンター3階会議室にお
いて平成24年度第2回目のごみ減量・分別講習会を開催い
たしました。
　講習会には20名の住民が参加され、印西地区ごみ減量推
進連絡会の方々による雑紙の分別体験や生ごみの減量方法
の実践例についての発表、各自治体、市民団体の方々から
は、それぞれのごみ減量の取組や有価物回収の実績などにつ
いて報告がありました。
　また、当日はリサイクル処理業者（株式会社 佐久間）さん
をお招きして、リサイクルの現状や作業現場での苦労話な
どを伺い、参加者の方々も興味深く聴き入っていました。

ごみ減量・分別講習会開催

講習会の様子

雑紙分別体験の様子

（１）担任事務　
　　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の規定に基づき策定す
る一般廃棄物処理計画（し尿を除く。）について管理者の諮問に応
じて、又は自ら調査審議し、意見をのべることを担任します。

（２）委員構成

（３）検討期間（予定）　平成2 5年 4月～平成2 6年 3月
（４）会議等開催回数（予定）　７回

（３）検討期間（予定）　平成2 5年 4月～平成2 6年 3月
（４）会議等開催回数（予定）　1 0回

組合管理者の附属機関として検討委員会を設置します組合管理者の附属機関として検討委員会を設置します

印西地区ごみ処理基本計画検討委員会 次期中間処理施設整備事業用地検討委員会

　組合では、「専門的知識・経験の活用」、「施策検討過程における民意の反映」及び「透明性の確保」などを目的として、
学識経験者や公募による住民の皆様などで構成する2つの検討委員会を設置します。
　これらの検討委員会は、次期中間処理施設整備事業を進めていく中で、大きな役割を果たしていくものです。

 委 員 構 成 委員構成の詳細 定　数

学識経験を有する者

住民委員

管理者が必要と認める者

 合　　　　計 １７人以内

学識経験を有する者

構成市町の住民

構成市町の長等が適任者として推薦する者

２人以内

７人以内

８人

 委 員 構 成 委員構成の詳細 定　数

学識経験を有する者

住民委員

管理者が必要と認める者

 合　　　　計 １5人以内

学識経験を有する者

構成市町の住民

構成市町の長等が適任者として推薦する者

４人以内

10人以内

１人

（１）担任事務　
　　　次期中間処理施設整備事業に関する用地選定について、管理者の
諮問に応じて、又は自から調査審議し、意見を述べることを担任し
ます。

（２）委員構成

　それぞれの検討委員会は、どなたでも傍聴できます。
　会議の開催日程などは、組合のホームページでご確認になるか、次の担当部署までお問合わせください。

■問い合わせ先　印西クリーンセンター　☎０４７６－４６－２７３４

平成２５年度中に、構成団体である印西市・白井市・栄町の全域を対象として「次期中間処理施設用地の募集」を行う予定です。

印西温水センター
夏に向けてシェィプアップ!
　　印西温水センターで心地よく体を動かそう…
　　　　運動後はお風呂に入ってリフレッシュ
　プール、大広間を使ったコース型教室と水中ウォーキング、ワンポ
イントレッスン、ヨガ教室等お気軽に参加いただけるデイリー教室、
リラクゼーションなどもご用意し皆様のご来館をお待ちしております。

プールプール

トレーニングルームトレーニングルーム

印西温水センターでは、入館料のみでお風呂、プール、
トレーニングルームがご利用できます。

施設利用１回につき１０ポイント進呈　　
２００ポイントたまると施設利用１回  無料 !
 ( 小学生以上が対象 )
※有効期限  26年3月31日

通常１０Ｐのところ５０Ｐに！！！

1回3時間 （7月・8月の繁忙期は2時間制）

印西市・白井市・栄町に在住・在職・在学の方

入館料

上記以外にお住まいの方  ５００円
高校生以下  ２５０円

400円 高校生以下…200円

　教室の詳細は印西温水センターホームページをご覧いただくか、お電話にてお
問合せください。
※空き状況等のご確認は、お電話にてお問い合わせください。

　お子様の安全の為に、路上駐車はご遠慮く
ださい。飛出し等、お子様の思わぬ行動が危
険にさらされる場合があります。平日15時～
18時、土日祝は駐車場の混雑が予想されま
す。お車でお越しのお客様はアルカサール駐
車場をご利用ください。入庫から出庫までの
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分毎に超過料金が
発生いたします。

※駐車場台数に限りがございます。乗合又は
公共機関をご利用ください。

●お車でご利用の方へ

■問い合わせ先　印西クリーンセンター　☎０４７６－４７－１６６１
ＨＰアドレス　http://www.inzai pool.com

●大広間教室 （無料）…健康体操、ストレッチ、クイック５
　　　　　 　（有料）…ヨガ、パワーヨガ、フィットネス太極拳、バレエストレッチ
　　　　　 　　　　　参加費：１回400円　対象：16歳以上（高校生）
●トレーニングプログラム（無料）
　　　　　　　　お腹のシェイプ、ダンベル体操、下半身シェイプ
　　　　　　　　ランニング・ウォーキング講習会他
●プール （無料）…水中ウォーキング、ワンポイントレッスン、アクアコンディショニング他

 　（有料）…パーソナルレッスン（1回30分 1,050円）   対象:小学生以上
 　　　　　チャレンジ50（1回45分2,100円）　対象:16歳以上（高校生）

お風呂&サウナお風呂&サウナ

有効期限

平成25年4月30日
新規登録キャンペーン

※他イベントとの併用はできません。  ※点線部分を切取って、受付へご提示ください。

新規にポイントカードをご登録される方に限り

★お得なポイントカード！！

お持ちで
ない方は

、

是非この
機会に !

 

手続き簡
単　

すぐに登
録できま

す
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←我孫子方面

←鎌ケ谷方面

↓千葉方面 ↓佐倉方面

成田方面→

成田方面→

トヨタ

木下公園

印西市役所

印西中学校
木下ゴルフ練習場

小林牧場

平岡自然公園
入口

平岡自然公園
入口

平岡自然公園平岡自然公園
印西霊園印西霊園
印西斎場印西斎場
平岡自然の家平岡自然の家

習志野カントリー
クラブ

コンビニ

北総浄水場ヤマダ電機
ジョイフル本田

BIG HOPトヨタ

利　根　川

J R 成 田線

北 総 線
千葉ニュータウン中央駅 印西牧の原駅 印旛日本医大駅

木下駅 小林駅

印西霊園 案内図

印西地区かんきょうせいび

平成25年度 

○申請資格　印西市及び白井市に引き続き１年以上居住し、住民基本台帳
に記録されている方。

　※すでに印西霊園の使用許可を受けている方は、申請することが出来ません。
　※申請は１世帯につき１墓所となります。同一世帯で複数の方が申請す
ることはできません。

○墓地の種類　芝生墓地
○料　金　墓所使用料及び管理料は次のとおりです。

☆放射性物質除染の実施について
　○平岡自然の家では、平岡自然公園放射性物質除染実施計画に基づき除
染を実施する予定です。

　　なお、除染期間中は、多目的広場及びグラウンドの利用は出来ません
のでご理解とご協力をお願いします。

　※除染期間等については、決定しだい印西地区環境整備事業組合のホー
ムページ等でお知らせいたします。

■問い合わせ先　平岡自然の家　☎０４７６－４２－１００８

 墓所使用料 1墓所（3㎡） 325 , 5 0 0円
 管 理 料 1墓所につき1年 5 , 0 4 0円

印西霊園募集案内

※墓所使用料に墓碑等は含まれておりません。
※年度の中途で使用許可を受けたときの管理料については、使用許可
を受けた月からの月割り計算となります。

平成25年（2013年）3月

印 西 霊 園

平岡自然の家

○申請受付場所・問い合わせ先
　〒270－1324　印西市平岡１５２４－１（印西霊園管理事務所内）
　　　印西地区環境整備事業組合　平岡自然公園事業推進課
　　　☎０４７６－４２－００９５

～ 5月中旬（予定）から募集を開始します ～

★詳細については、印西市・白井市の広報（5月1日号）又は印西地区
　環境整備事業組合ホームページ（5月1日以降）をご覧ください。

…………………………………………………………………………………………………………

印西クリーンセンター

印西地区一般廃棄物最終処分場

（1）焼却灰（主灰・飛灰）の放射性物質の測定結果
　  （セシウム134と137の合計値）

・排ガスについても月１回検査を行い、これまで検出されたことはありません。
（2）空間線量の推移（地上高100cmの月平均値）

（測定位置図）

（測定位置図）

（3）焼却灰（主灰・飛灰）の処理状況
　基準値以下であることを確認し、民間処理業者へ搬出・資源化（主灰
7：飛灰3の混合）と印西地区一般廃棄物最終処分場で埋立処分（飛灰は
置き場新設工事）しています。
　基準値を超えた飛灰（H23.7・8月発生の指定廃棄物）は約130ｔあ
り、ドラム缶とフレコンバッグに入れて一時保管しています。この指定廃棄
物は、国が処分するものです。

（2）空間線量の推移（地上高100cmの月平均値）

0.300

0.250

0.200

0.150

0.100

0.300

0.250

0.200

0.150

0.100

8,000

6,000

4,000

2,000

0
（マイクロシーベルト／h）

（マイクロシーベルト／h）

（ベクレル／kg）

基準値 8,000Bq/kg

放射性セシウム濃度

空間線量の推移

空間線量の推移

飛灰
主灰
基準値

第2地点
第3地点

第4地点
第6地点

第1地点
第3地点
第5地点
第9地点

3,600

0.263

0.161

0.130
0.122

0.107
0.189

0.238 0.240
0.219

0.149

1,020 1,330
506 276 247

4,240

2,370 2,500
1,610

1,150

1

2
（1）放流水・上流観測井・下流観測井（水質）の放射性物質の測定結果
　　（セシウム１３４と１３７の合計値）
　月１回検査を行い、これまで検出されたことはありません。

第1地点（北側）
第3地点（西側） 第2地点（北側）

第3地点（東側）

第5地点（南側）

第9地点（西側）第6地点（東側）第4地点（南側）

放射性物質に関すること放射性物質に関すること
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（単位：千円）

① 予算規模

④ 事業別歳出の予算額（両会計の合計額）

印西地区かんきょうせいび

件　　　　　　　名

○会議結果　組合議会において、議決された結果をお知らせします。
平成25年第1回議会定例会（平成25年2月7日）
議案番号 議決の結果

件　　　　　　　名議案番号 議決の結果

平成２5年度予算  ３2億2，９62万３千円

事 業 名 予 算 額 概　　　　　要
 一 般 会 計  3,052,346 3,245,727 －193,381 －6.0%
 墓地事業特別会計 177,277 213,456 －36,179 －16.9%
 予 算 総 額  3,229,623 3,459,183 －229,560 －6.6%

 会　　計　 25年度 24年度 増減額 増減率
　歳入歳出予算 （単位：千円） 　主な事業 （単位：千円）

1. 分担金及び負担金

2. 使用料及び
　 手数料

①使用料

②手数料

①預金利子

②雑入

3. 国庫支出金

4. 繰　越　金

5. 諸　収　入

2,624,021
68,538

265,150

37,162

3,000
1

54,474

3,052,346歳 入 合 計

構成市町（印西市、白井市及び栄町）からの分賦金です。

循環型社会形成推進交付金及び放射線量低減対策
補助金などです。
前年度繰越金です。
預金利子です。
資源物、有価物の売払代金及び地域エネルギー有効
活用蒸気料金などです。

印西斎場及び平岡自然の家の使用料です。
印西クリーンセンターに搬入される事業系一般廃
棄物の処分手数料です。

 （1）  歳　入 （単位：千円）  （2）  歳　出 （単位：千円）

①総務管理費
②監査委員費

①清　掃　費

②保健衛生費

 1. 議会費

 2. 総務費

 3. 衛生費

 4. 公債費

 5. 予備費
歳 出 合 計

温水センターの管理運営及び平岡自然公園の管理
運営に要する費用です。

不測の事態に備えた費用です。

組合債（ごみ処理施設整備・平岡自然公園整備）の
元利償還金です。

組合議会の運営に要する費用です。
総務事務及び財産管理に要する費用です。
監査事務に要する費用です。
ごみの収集運搬、中間処理及び最終処分に要する
費用です。

1,012
97,866

71

2,007,138

3,052,346

432,314

503,945

10,000

 区　　分 予 算 額 備　　　　　考 区　　分 予 算 額 備　　　　　考

② 一般会計

③ 墓地事業特別会計

一般会計　歳入 一般会計　歳出

特別会計　歳入 特別会計　歳出

①預金利子
②雑　入

 （1）  歳　入 （単位：千円）
 区　　 分 予 算 額 備　　　　　考
1. 分担金及び負担金
2. 使用料及び手数料
3. 繰越金

4. 諸収入

構成市（印西市及び白井市）からの分賦金です。
印西霊園の墓所使用料及び管理料です。
前年度繰越金です。
預金利子です。
自動販売機電気料金です。

 （2）  歳　出 （単位：千円）
 区　　 分 予 算 額  備　　　　　考
1. 墓地事業費
2. 公　債　費
　　歳 出 合 計

印西霊園の管理運営に要する費用です。
組合債（墓地整備事業）の元利償還金です。

131,612
45,591

1
1
72

177,277

63,922
113,355
177,277

歳 入 合 計

事業別予算歳出の総額

議会費・総務費・予備費
ごみ処理事業
温水センター事業
平岡自然公園事業
公債費（元利償還金）

事　  業  　等 

歳 出 合 計

 108,949
2,007,138
134,100
362,136
617,300
3,229,623

117,616
2,044,867
88,117
364,149
844,434
3,459,183

－8,667
－37,729
45,983
－2,013

－227,134
－229,560

－7.4%
1.8%
52.2%
－0.6%
－26.9%
－6.6%

2 5年度 2 4年度 増 減 額 増 減 率

1. 分担金及び負担金
86.0％

2. 使用料及び手数料
　①使用料 2.2％

2. 使用料及び手数料
　②手数料 8.7％

3. 国庫支出金 1.2％
4. 繰越金 0.1％ 5. 諸収入 ①預金利子 0.0％

5. 諸収入 ②雑入 1.8％

3. 衛生費 ①清掃費
65.7％

3. 衛生費
　②保健衛生費

14.2％

5. 予備費 0.3％
1. 議会費 0.1％

2. 総務費 ①総務管理費 3.2％
2. 総務費 ②監査委員費 0.0％

4. 公債費 16.5％

1. 墓地事業費
　  36.1％2. 公債費

  63.9％

ご み 処 理 事 業
62.1％温水センター事業

4.2％

平岡自然公園事業
11.2％

議会費・総務費・予備費
　　3.4％

公債費（元利償還金）
 19.1％

1. 分担金及び負担金
　     74.2％

2. 使用料及び手数料
　      25.7％

3. 繰越金 0.0％ 4. 諸収入 ①預金利子 0.0％
4. 諸収入 ②雑入 0.1％

組 合 議 会

 議案第１号 印西地区環境整備事業組合附属機関条例の制定について 原案可決
 議案第２号 印西地区環境整備事業組合関係市町分賦金の負担割合の一部改正について 原案可決
 議案第３号 訴訟上の和解について 否　　決
 議案第４号 平成２４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 修正可決

 議案第５号 平成２４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６号 平成２５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７号 平成２５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
 発議案第１号 印西地区環境整備事業組合議会委員会条例の制定について 原案可決
 発議案第２号 印西クリーンセンター次期中間処理施設整備等特別委員会の設置について 原案可決
 発議案第３号 印西地区環境整備事業組合議会会議規則の全部改正について 原案可決

　平成25年度予算案が2月7日（木）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、
32億2 , 9 6 2万3千円、前年度と比較すると6 . 6％の減となっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成25年度の歳入歳出予算

 ごみ処理基本計画策定事業 4,121 ごみ処理基本計画改訂版の策定
 印西クリーンセンター施設維持事業 260,011 １号炉ボイラー、各種分析計及び定期点検補修整備
 ごみ減量化・資源化推進事業 7,366 ガラス類再資源化処理事業及び粗大ごみリサイクル事業など
 次期中間処理施設整備事業 9,492 事業用地検討業務及び環境影響評価業務など
 最終処分場施設維持事業 45,931 法面保護材補修工事及びシート間現況調査など
 温水センター施設維持事業 58,715 各種設備定期補修及びプール内面修繕
 平岡自然公園施設維持事業 15,760 平岡自然の家グラウンド芝生化工事
 放射能対策事業 255,346 焼却灰運搬処理、焼却灰置き場新設工事及び平岡自然公園除染工事など
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