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ごみの減量・分別・資源化にご協力を！

印西クリーンセンターでは、ごみ減量の基礎的なデータを集めるため、集積所に
出された家庭系の燃やすごみを3市町（印西市・白井市・栄町）から、それぞれ6か
所ずつ、合計18集積所から1集積所当たり3袋を抽出し分析調査を実施しました。
その結果、燃やすごみ袋に約8割が可燃物、約2割が資源物であるという結果でした。
詳細を見ますと、「燃やすごみ」の約47%が厨芥類（生ごみ）、約12%が可燃の紙類（テ
ィッシュペーパー等）、約12%が資源の紙類（お菓子の箱等）、約12%が可燃のプラ
スチック類（バケツ等）、約7%が資源のプラスチック製容器包装（お菓子の袋等）
の順となっています。
このことから、リサイクル可能な資源物（紙類・プラスチック製容器包装等）が、
まだ燃やすごみとして出されている現状が把握できました。

印西クリーンセンター

印西市白井市

印西斎場
平岡自然の家
印西霊園

印西クリーンセンター
温水センター
組合事務所

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

栄　町

総人口／179,461人
（平成27年10月31日現在）

資源となる紙類のうち雑がみの出し方をご紹介します！

燃やすごみ組成分析結果について

有害ごみ燃やさないごみ
0.0％1.3％

燃やすごみ

資源物

74.4％

24.3％

家庭から出る「燃やすごみ」分析結果
（平成27年度）

資源紙類
  　   …… 12.1％
資源プラスチック
  　   ……   7.0％
その他資源物
  　   ……   5.2％

資源物（内訳）

トイレットペーパーの芯
ラップの芯

紙袋・封筒・包装紙

和紙・半紙

コピー用紙・学校のプリント食品などの紙箱

パンフレット・ダイレクトメール・
カレンダー

シュレッダーにかけた紙

写真・アルバム

アイロンプリントシートの紙

においのついた紙

「雑がみ」として
資源になる紙（例）

•身の回りにあるほとんどの紙が
「資源物」になります
•紙にくっついている金具やビニ
ールは取り外してください
•雑がみは紙袋に入れるか大き
めの紙に包みひもでしっかり

十文字にしばってく
ださい。

編集・発行／ 印西地区環境整備事業組合　〒270－1352 千葉県印西市大塚一丁目 1番地 1  TEL.0476－46－2731（代表）  FAX.0476－47－1765

「燃やすごみ」で出す紙です！

汚れた紙
ティシュ・紙おむつなど

食品残留物がついた紙

水に溶けなかったりするので、再生
紙の品質を下げてしまうため、「燃
やすごみ」となります

「雑がみ」として
資源にならない

（例）紙「雑がみ」として
資源にならない
「雑がみ」として
資源にならない
「雑がみ」として
資源にならない

（例）（例）（例）紙紙紙

汚れを落としてね

カップラーメンの紙容器

圧着はがき

※　  マークがあっても不可

★紙類は雨の日に
出さないで、次週
に出してください。

アイス・ヨーグルトなどの
紙カップ・紙コップ・紙皿
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印西地区環境整備事業組合 平成27年度 3R推進ポスターコンクール優秀作品
　構成市町の小学4年生から応募された274点のうち、
次のとおり優秀作品が決まりました。

入 賞 者 一 覧

優　良　賞

優　秀　賞

最優秀賞 印西市立小倉台小学校

印西市立いには野小学校

印西市立いには野小学校

印西市立原小学校

印西市立六合小学校

印西市立六合小学校

印西市立いには野小学校

印西市立いには野小学校

印西市立小倉台小学校

印西市立小倉台小学校

印西市立小倉台小学校

印西市立小倉台小学校

印西市立小倉台小学校

印西市立小林小学校

白井市立大山口小学校

白井市立七次台小学校

下田　和佳さん

小名木　望愛さん

髙﨑　昇大さん

大野　結晶さん

片桐　康太さん

富井　奈々さん

小倉　悠世さん

増山　惺也さん

大熊　愛莉さん

後藤　嵩さん

靜　　美結さん

栃尾　柚希さん

野田　千尋さん

篠原　梨緒さん

𠮷野　華さん

中沢　亜美花さん

 賞 学　校　名 氏　　名

－ 次期中間処理施設整備事業について －

印西市立小倉台小学校
下田　和佳さん

最 優 秀 賞

印西クリーンセンター
3Ｒイメージキャラクター

未来（ミクル）

印西クリーンセンター次期施設推進班
住　所 ： 印西市大塚一丁目１番地１
電　話 ：0476-46-2734
F A X  ：0476-47-1765
E-Mail ： jikisisetu@inkan-jk.or.jp
H P ： http://www.inkan-jk.or.jp

●問い合わせ先

建設候補地を現地調査する施設整備基本計画検討委員
（H27.6.21）

各地域振興策について検討・整理する地域振興策検討委員
(H27.8.30第4回会議)

組合は今年度、次期中間処理施設（新たなクリーンセンター）の基
本的事項を調査審議する「施設整備基本計画検討委員会」と当該施設
からの排熱エネルギーを有効活用するなど、地域活性化に寄与する地
域振興策の基本構想の調査審議を行う「地域振興策検討委員会」を設
置しました。
両検討委員会では、これまで７回の会議を開催するとともに建設候

補地の現地調査、建設候補地周辺住民を対象とする意見交換会及び先
進地視察を実施しました。
両委員会ともに年明けに答申素案をとりまとめた後、２回目の意見
交換会、印西地区住民を対象とするパブリックコメント及び検討結果
説明会を実施し、３月末に答申書を組合管理者へ提出する予定です。
詳しくは、お問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。

印西クリーンセンター　基幹的設備改良工事について

印西クリーンセンターは印西地区（印西市、白井市、栄町）唯一のご
みの中間処理施設です。
昭和６１年の竣工より２９年を超える稼働となり、老朽化した施設を
次期中間処理施設が完成するまでの安定稼働のため、施設の機能回復と
省エネルギー化を図る基幹的設備改良工事（長寿命化）を平成２９年度
末までの工期で実施します。

2,268,000,000円（消費税及び地方消費税額を含む）

○目的

○工事金額

平成27年10月16日から平成30年3月31日

○工期

JFEエンジニアリング株式会社

○請負業者

○主な更新設備
・受入供給設備（ごみクレーン）
・燃焼設備（2号炉焼却炉ケーシングの一部/耐火物の一部、3号
　炉給塵装置）
・燃焼ガス冷却設備（廃熱ボイラの一部、蒸気式スートブロワ、ボイラ給
水ポンプ、高圧蒸気復水器、脱気器給水ポンプ、純水装置）
・給排水設備（機器冷却水ポンプ）
・排水処理設備（制御盤）
・余熱利用設備（タービン起動盤）
・通風設備（押込送風機、冷却用送風機、誘引送風機）
・灰出し設備（灰クレーン）
・電気設備（非常用発電設備、回転数制御装置）
・計装・データ処理設備（自動制御システム、差圧発信器）
・土木・建築工事（屋根防水、灰クレーン点検歩廊）
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組 合 議 会

○申請資格

○申請受付場所

○申請受付時間

印西地区かんきょうせいび 平成27年（2015年）11月

●印西クリーンセンター TEL 0476－46－2732
12 月 1 月

 12 月 1 月

 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4       
 （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月）
 ○ △ × ○ ○ ○ × × × × ○       

●印西霊園 TEL 0476－42－0095
 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4
 （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月）
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 ○ ○ ○ × × × ○

●温水センター TEL 0476－47－1661

 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9
（火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土）

●印西斎場 TEL 0476－42－1700
 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4
 （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月）

開園時間は、午前9時から午後5時までとなります。

※31(木)の霊安室受入れは午後５時までとなります。
　年始は1/4(月)より通常業務となります。

開館時間は、午前9時から午後9時までとなります。
（プール、トレーニングルームのご利用は午後8時30分までとなります）

火　葬
式　場
霊安室

霊　　園
管理事務所

年末年始のお知らせ

平成27年第2回議会定例会（平成27年10月15日）

議案番号 議決の結果議決年月日

継続費の精算報告書の報告について報　告
第１号

認　定
第１号

平成26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

平成27年
10月15日

平成27年
10月15日

平成27年
10月15日

報　　告

原案可決

認　定
第２号

平成26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 原案可決

件　　　　　名議案番号 議決の結果議決年月日

印西地区環境整備事業組合個人情報保護条
例の一部を改正する条例の制定について

議　案
第１号

議　案
第２号

平成27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

平成27年
10月15日

平成27年
10月15日

原案可決

原案可決

議　案
第３号 工事請負契約の締結について 平成27年

10月15日 原案可決

●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
となります。（※許可証をお持ちでないと、ごみの搬入はできません。）
※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します。
〈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
収集日に分けて出していただくようご協力をお願いします。

○…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

 印西市役所　クリーン推進課 ０４７６（４２）５１１１（代表）
 白井市役所　環境課 ０４７（４９２）１１１１（代表）
 栄町役場　　環境課 ０４７６（３３）７７１０（直通）

ごみや資源物を出す日と時間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。 

 ○ ○ ○ × × × ○
 ○ ○ × × × × ○
 ○ ○ ※△ × × × ○

 ○ × × × × × × × × × ○ ○

各市町の問い合わせ先

件　　　　　名

※ただし、毎年3月の1ヶ月間については申請受付は出来ません。

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。
※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。

印西霊園より 印西温水センター

印西霊園管理事務所（住所:印西市平岡1524番地1）

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下記問い合わせ先まで
お願いします。
■問い合わせ先■
印西霊園管理事務所　☎0476-42-0095

●平岡自然の家 TEL 0476－42－1008
 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5
 （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火）
 ○ × × × × × × × × ○

開館時間は、午前9時から午後9時までとなります。

●券売機が新しくなっています。
　旧プリペイドカードは新プリペイドカードに残金を移行できま
す。まだお持ちの方は、お早めに更新をお願いします。
（有効期限は、平成31年3月31日まで）
●ポイントカードも大好評
有効期限は平成31年3月31日までとなります。
有効期限を過ぎますと、これまでのポイントは
失効致します。来館ごとに10ポイント贈呈。
300ポイントで入館無料券と交換致します。イ
ベントでポイントもたくさん貯まりますよ。

●平成27年度 第3期（1月から3月）

http://inzaipool.jp
参加者
募集！コース型教室（ ）プール・

スタジオ

お風呂&サウナお風呂&サウナ トレーニングルームトレーニングルーム温水プール温水プール

《入館料》 7月8月は、利用時間が2時間以内となります。

区分

一般 1人3時間以内   
超過1時間毎   
1人3時間以内   
超過1時間毎   
1人3時間以内   
超過1時間毎   
1人3時間以内   
超過1時間毎   

420円
210円
210円
100円
520円
260円
260円
130円

無料

小中高校生

一般

小中高校生

印西市・白井市・
栄町に在住・
在勤・在学の方

利用料金

就学前の幼児

上記以外の方

●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。

印西霊園墓所の募集を
随時行っております

幼児・キッズ水泳教室や、キッズダンス、キッズチア、キッズ
体操教室、キッズ空手など自由に選べます。詳細は、HPまた
は、お電話にてお問合わせください。
※個人レッスンでは、加圧トレーニング、パーソナルトレーニ
ングプールのプライベートレッスン、スイムクリニックも好
評です。

〒270-1352　千葉県印西市大塚一丁目3番地
℡.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

■問い合わせ先■

入館料のみでプール・お風呂・トレーニングルームの全てをご利用できます。
リラクゼーション・エステ・サウナなどの癒しのスペースもあります。

平成27年12月13日㈰は、印西市主
催事業実施の為、全館休館とさせて
いただきます。
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1. 決算概要 2. 地方債等の状況

４．主な事業実績

３. 財産に関する調書

1. 印西クリーンセンター処理量
 区　　分 26年度 25年度 比　較 増減率（%）

 区　　分 26年度 25年度 比　較 増減率（%）

 区　　分 26年度 25年度 比　較 増減率（%）

 区　　分 26年度 25年度 比　較 増減率（%）

○ごみ処理事業
（単位：トン）

（単位：トン）2. 資源物処理

3. 印西地区最終処分場   ※覆土材含む。
（単位：立方メートル）

 可燃ごみ 42,581 42,441 140 0.3

 不燃・粗大ごみ 2,943 3,157 △214 △6.8

 合　　計 45,524 45,598 △74 △0.2

 区　　分 26年度 25年度 比　較 増減率（%）
 体　育　館 1,494 1,516 △22 △1.5

 多目的広場 436 300 136 45.3

 グラウンド他 242 264 △22 △8.3

1. 温水センター
○余熱利用事業

（単位：日、人）

 開 館 日  315 315 0 0

 利 用 者  157,613 150,801 6,812 4.5

 資 源 物 7,286 7,511 △225 △3.0

 埋 立 量 1,399 2,714 △1,315 △48.5

1. 印西斎場
 区　　分 26年度 25年度 比　較 増減率（%）

 区　　分 26年度 25年度まで

（単位：件）

（単位：件）2. 平岡自然の家

3. 印西霊園
（単位：基）

 火　　葬 1,476 1,372 104 7.6

 式　　場 709 660 49 7.4

 利用許可基数 147 1,495

○平岡自然公園整備事業

（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

②性質別 （単位：千円、％）

 26年度 25年度 差　額 増減率（％） 構成比（％）
区　   分

決　　算　　額 26  年  度

※扶助費は衛生費に含む。※墓地特別会計の墓地事業費は、衛生費に含む。

 1 議会費 1,972 1,450 0 522
 2 総務費 89,583 87,905 0 1,678
 3 衛生費※ 2,396,100 2,301,582 0 94,518
 4 公債費 194,218 194,216 0 2
 5 予備費 10,000 0 0 10,000
  歳 出 合 計 2,691,873 2,585,153 0 106,720

（歳　入） （単位：円）

 款 予算現額 収入済額 収入割合（％）
1. 分担金及び負担金
2. 使用料及び手数料
3. 国庫支出金
4. 繰越金
5. 諸収入
  歳入合計

2,123,393,000
363,112,000
1,900,000
3,000,000
79,571,000

2,570,976,000

871,912,000
154,185,205

0
168,203,093
24,822,012

1,219,122,310

41.1
42.5
0.0

5,606.8
31.2
47.4

1. 議会費
2. 総務費
3. 衛生費
4. 公債費
5. 予備費
  歳出合計

1,604,000
100,423,000

2,371,310,000
87,639,000
10,000,000

2,570,976,000

149,912
42,647,202
720,468,429
43,939,982

0
807,205,525

9.3
42.5
30.4
50.1
0.0
31.4

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
  歳入合計

235,102,000
48,052,000

1,000
75,000

283,230,000

84,327,000
25,384,660
9,177,044

0
118,888,704

35.9
52.8

917,704.4
0.0
42.0

1.墓地事業費
2.公債費
  歳出合計

195,305,000
87,925,000
283,230,000

7,874,783
43,962,103
51,836,886

4.0
50.0
18.3（歳　出） （単位：円）

 款 予算現額 支出済額  支出割合（％）

（単位：㎡）

区　　 分
 土地（地積） 建物（延床面積）

 本　　庁　　舎 870 0 870 1,994 0 1,994
 印西クリーンセンター 24,098 0 24,098 8,196 0 8,196
 温水センター 5,694 0 5,694 3,394 0 3,394
 最終処分場 77,178 0 77,178 1,492 0 1,492
 平岡自然公園 189,623 0 189,623 5,976 0 5,976
 その他清掃施設
（ストックヤード）  18,575 0 18,575 126 0 126

 　　  計 316,038 0 316,038 21,178 0 21,178

 経常的経費 2,547,623 4,591,087 △2,043,464 △44.5 98.5
 　義務的経費 464,759 2,336,872 △1,872,113 △80.1 17.9
 　　人件費 269,263 276,182 △6,919 △2.5 10.4
 　　扶助費 1,280 1,140 140 12.3 0.0
 　　公債費 194,216 2,059,550 △1,865,334 △90.6 7.5
 　物件費 1,702,410 1,676,461 25,949 1.5 65.9
 　維持補修費 326,061 338,429 △12,368 △3.7 12.6
 　補助費等 54,393 239,325 △184,932 △77.3 2.1
 投資的経費 37,530 66,540 △29,010 △43.6 1.5
 　普通建設事業費 37,530 40,934 △3,404 △8.3 1.5
 　　補　助 0 9,975 △9,975 皆減 0
 　　単　独 37,530 30,959 6,571 21.2 1.5
 　災害復旧事業費 0 25,606 △25,606 皆減 0
 　　補　助 0 25,599 △25,599 皆減 0
 　　単　独 0 7 △7 皆減 0
 　　　計 2,585,153 4,657,627 △2,072,474 △44.5 100.0

平成26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、27億6,253万3千円、歳出（支出）が、25億8,515万3千円でした。歳入歳出差引額
は、1億7,738万円で、実質収支は、1億7,738万円の黒字となります。
（1）決算総括
 区　　　　分 金　　額
 歳　入　総　額（Ａ） 2,762,533
 歳　出　総　額（Ｂ） 2,585,153
 歳入歳出差引額（Ａ）－（Ｂ）＝（Ｃ） 177,380
 翌年度へ繰り越すべき財源（Ｄ） 0
 実質収支（Ｃ）－（Ｄ） 177,380

（単位：千円）

（2）歳　入
 区　　　分 予算現額 収入済額

 1 分担金及び負担金 1,873,358 1,873,358 0
 2 使用料及び手数料 408,433 441,684 33,251
 3 国庫支出金 5,060 4,870 △190
 4 繰越金 171,085 171,086 1
 5 諸収入 233,937 271,535 37,598
   歳　入　合　計 2,691,873 2,762,533 70,660

（単位：千円）
予算現額と収入済額
との比較

（1）地方債
区　　　　分 増 減 額

平岡自然公園整備事業（一般） 112,250 134,049 △21,799
平岡自然公園墓地整備事業（特別） 189,949 292,876 △102,927
焼却施設老朽対策事業 149,977 205,516 △55,539
廃焼却施設解体事業 56,424 62,179 △5,755
               計 508,600 694,620 △186,020

（単位：千円）

（２）債務負担行為

 95,479 102,874 △7,395

 284,000 357,000 △73,000

 379,479 459,874 △80,395

（単位：千円）

平成26年度末
現在高

平成25年度末
現在高

26年度末
現在高

26年度末
現在高

25年度末
現在高

区　　　　分 増 減 額

増減高 25年度末
現在高増減高

平成27年度
以降支払予定額

平成26年度
以降支払予定額

最終処分場地元対策事業
（平成10年度設定）
温水センター指定管理料
（第3期：平成25年度設定）

計

公
共
用
財
産

平成26年度の主な事業の実績は、以下のとおりです。

　平成27年度上期（平成27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） （単位：円）

 款 予算現額 収入済額 収入割合（％）

（歳　出） （単位：円）

 款 予算現額 支出済額  支出割合（％）

 土　　地 建　　物 自 動 車
 316,038㎡ 21,178㎡ 13台 

2. 墓地事業特別会計予算執行状況 

3. 財産の状況   

（単位：円）

 区　　分 組合債の現在高
 衛　生　債 423,934,763

 区　　分 現 在 高
 一 般 会 計 0
 墓地事業特別会計 0

4. 組合債の状況 （単位：円）5. 一時借入金の状況

平成26年度決算の状況 25億8,515万3千円

財政状況の公表（平成27年9月30日現在）




