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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。
　詳細をみますと、「燃やすごみ」の約47％が厨芥類（生ごみ）、約18％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8％が資源のプラスチッ
ク製容器包装（お菓子の袋等）、約6％が可燃のプラスチック類（バケツ等）の順となって
おります。
　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。

総人口／177,721人
（平成25年9月30日現在）

有害ごみ燃やさないごみ
0.0％0.7％

◎プラスチック製容器包装の出し方

ごみ減量・分別講習会の開催について

◎紙類の出し方

燃やすごみ

資源物

76.3％

23.0％

印西クリーンセンター

燃やすごみ組成分析結果について

資源物は分別してリサイクルへ！

家庭から出る「燃やすごみ」分析結果
（平成24年度）

　　洗って開いて乾かしてから、
　十文字にしばってください。

【ダンボール】

【雑　誌】

【雑がみ】

【新　聞】

【牛乳パック】

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

　　粘着テープ、金具は取り除いて、十文字に
　しばってください。

　　週刊誌、単行本、文庫本、百科辞典、カタログなど
　十文字にしばってください。

　　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。
○資源になる紙
　お菓子やティシュ等の紙箱、紙袋、コピー用紙、
　パンフレット、封筒、包装紙、カレンダー、
　紅茶パックの紙、衣料品のタグ、メモ帳、画用紙、
　習字の紙、トイレットペーパーやラップの芯、
　たばこの包み紙等

※資源にならない紙（燃やすごみとして出す紙）
　　ティシュペーパー、紙おむつ、アイスやヨーグルトの紙パック、
　レシート、FAX用紙、宅配便の伝票、ガムの銀紙、カップ麺のふた、
　洗剤の箱、石鹸のつつみ紙、圧着はがき、和紙、半紙、写真、アルバム等

　プラマークを確認し、正しく分別してください。
　汚れているものは軽くすすいで汚れを取ってください。
　必ず指定の袋《黄色（印西市・白井市）、緑色（栄町）》を使用してください。
○資源になるプラスチック
　レジ袋、菓子など食品類の袋　カップ麺、プリン・ヨーグルト
　たまごの容器、ペットボトルのキャップやラベル、食品トレイ
　シャンプー・洗剤のボトル、発砲スチロール
　マヨネーズ・からし等のチューブ等

　印西市、白井市、栄町で活動する市民
団体と関係市町が協働して、ごみ減量を
推進するための「印西地区ごみ減量推進
連絡会（事務局：印西クリーンセンター）」
による、本年度第２回目「ごみ減量・分
別講習会」の開催を予定しています。
　また、講習会に参加された方の中で、
ごみの減量方法や資源の分別の仕方を住民に啓発する「ごみ減量アドバイ
ザー」になってくださる方の登録も行います。
　日時：平成２６年２月２０日（木）午後２時から
　場所：白井市保健福祉センター（ウェルぷらっと　団体活動室1. 2. 3）
　　　　白井市復1123番地（市役所となり）
　内容：印西地区のごみ処理の現状、ごみの正しい分け方・出し方について
　　＊定員や申込み方法などの詳細については、1月以降、組合ホーム
　　　ページと関係市町広報紙に掲載します。
問合せ先　TEL０４７６－４６－２７３２

　※内側がアルミコートされているものは、
　　「燃やすごみ」で出しましょう。

紙マークを
確認しましょう。

プラマークを
確認しましょう。

★紙類は雨の日に出さないで、次週に出してください。

※資源にならないプラスチック
　ハンガー、CD・ビデオテープ、洗面器、ポリバケツ、
　タッパー、スプーン、フォーク、文房具、おもちゃ
　歯ブラシ、ストロー、ライター、カミソリ等

第1回講習会の様子

資源紙類
  　   …… 12.0％
資源プラスチック
  　   ……   7.6％
その他資源物
  　   ……   3.4％

資源物（内訳）
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印西地区環境整備事業組合 平成25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357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

 最優秀賞 白井市立南山小学校 白岩　京子さん
  印西市立永治小学校 武藤　海夏さん
  印西市立永治小学校 山﨑　洸季さん
 
優 秀 賞

 印西市立いには野小学校 立花　凛乃さん
  印西市立内野小学校 久保田　愛菜さん
  印西市立木刈小学校 早﨑　千紘さん
  白井市立南山小学校 永冨　愛唯さん
  印西市立木下小学校 柿倉　一輝さん
  印西市立木下小学校 武藤　芽依さん
  印西市立木下小学校 五木田　真翔さん
  印西市立木刈小学校 遠田　在希さん
 優 良 賞 印西市立木刈小学校 大久保　菜々さん
  印西市立内野小学校 有馬　雛子さん
  印西市立大森小学校 中澤　英南さん
  白井市立大山口小学校 田中　愛梨さん
  栄町立北辺田小学校 椎塚　咲愛さん

　印西クリーンセンターでは、ごみの減量化の推進のために、各家庭から
出された粗大ごみの中からまだまだ使える家具等を修理・清掃し、展示販
売しています。
●展示品の購入方法について
　○申込みは、印西クリーンセンター1階の展示場所で申込書を記入して
いただき、２階事務所で購入できます。

●購入時の注意事項等について
　○販売時間は、土、日、祝祭日を除く9時から16時まで申込み可能です。
　○先着順に販売します。
　○申込み制限は、構成市町（印西市・白井市・栄町）に在住・在勤・在
学者の方で、1世帯1ヶ月間に3点までとさせていただきます。

　○申込時に現金でお願いします。
　○搬出は購入者ご自身でお願いします。
　○購入後の返品・交換はできません。

再生品の展示販売のご案内

次期中間処理施設整備事業用地検討委員会について次期中間処理施設整備事業用地検討委員会について

 賞 学　校　名 氏　　名

白井市立南山小学校
白岩 京子さん

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）

　新たな一般廃棄物中間処理施設（クリーンセンター）の用地選定の調査・
審議を担任する「次期中間処理施設整備事業用地検討委員会」では、これ
まで会議を８回開催し、活発な意見交換を行っています。
　現時点で決定している主要事項は次のとおりです。
　 ●候補地の抽出手法等
【公  募】　
　関係市町（印西市・白井市・栄町）の管内を対象に、平成26年1月から
候補地を募集する予定です。
　なお、土地所有者（個人及び法人等）又は、土地が属する町内会・自治
会等の会長（この場合、土地所有者の同意が必要）が応募できます。
【関係市町の推薦地・現在地】
　候補地の募集期間中に、関係市町へ適地の推薦依頼も行います。また、
併せて前回の比較検討地５箇所が、候補地となり得るか確認します。なお、
現在地（現印西クリーンセンター用地）は、候補地の１つとして取り扱い
ます。
　 ●パブリックコメントの募集
　「候補地の募集要項」、「候補地の比較評価項目・基準・配点」及び「補
足資料」の各案に関するパブリックコメントを募集しています。
　　提出方法：窓口持参・郵送・ファクシミリ・電子メール
　　提出期限：平成２５年１２月１３日（金）
　　提 出 先：右記のとおり

 ●住民説明会の開催
　「候補地の募集要項」、「候補地の比較評価項目・基準・配点」及び「補
足資料」の各案に関する住民説明会を開催します。
　　日 時：平成２５年１２月８日（日）１４時から
　　場 所：印西地区環境整備事業組合　３階　大会議室
　　参 加：どなたでも参加できます。
　 ●用地検討委員会第9回会議の開催
　　日 時：平成２５年１２月２２日（日）１３時から
　　場 所：印西地区環境整備事業組合　3階　大会議室
　　傍 聴：どなたでも傍聴できます。
　詳しくは、お問合せいただくかホームページをご覧ください。

〒270-1352　印西市大塚一丁目１番地１
印西地区環境整備事業組合
印西クリーンセンター
用地検討委員会事務局（技術班内）
電話：０４７６－４６－２７３４　
FAX：０４７６－４７－１７６５
E-mail：youchi@inkan-jk.or.jp
http:/www.Inkan-jk.or.jp

問い合わせ・
パブリックコメントの
提出先
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印西温水センター

組 合 議 会

印西地区かんきょうせいび 平成25年（2013年）11月

イオンモール

アルカサール
駐車場

アルカサール

クリーン
センター

印西温水センター

県立北総
花の丘公園

駅前センター
アリオ

銀行

北口

南口交
番

千葉ニ
ュータ

ウン中
央駅

　ヨガやバレエストレッチ、パーソナルレッスン等の有料
レッスンの他に、入館料のみでご参加いただける無料レ
ッスンも多数ご用意しております。

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　　

＜ポイントカード有効期限＞

1回3時間 （7月・8月は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

　お子様の安全の為に、路上駐車はご遠慮く
ださい。お子様の思わぬ行動が危険をもたら
す場合があります。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の駐車場をご利
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200円の超
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。乗り合い
または公共の交通機関をご利用ください。

●お車でご利用の方へ

■お問い合わせ先　印西温水センター　☎０４７６－４７－１６６１
ホームページ　http://inzai.esforta.jp
　　　　　　　（８月１日より、アドレスが変わりました）

お風呂&サウナお風呂&サウナ

★お得なポイントカード!!

●印西クリーンセンター TEL 0476－46－2732
 12 月 1 月

 12 月 1 月

 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
 （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月）
 ○ ○ △ × ○ × × × × △ × ○

●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
 （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日）  
 ○ × × × × × × × × ○

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

●温水センター TEL 0476－47－1661

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

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

開館時間は、午前9時から午後9時までとなります。

開園時間は、午前9時から午後5時までとなります。

※31（火）の霊安室受入れは午後5時までとなります。
　年始は1/4（土）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25年第2回議会定例会（平成25年10月16日）

議案番号 議決の結果議決年月日
平成24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

認　定
第１号
認　定
第２号

平成24年度印西地区環境整備事業組合墓地
事業特別会計歳入歳出決算の認定について

平成25年
10月16日
平成25年
10月16日

原案可決

原案可決

件　　　　　名議案番号 議決の結果議決年月日

継続費精算報告書の報告について報　告
第１号
議　案
第１号

平成25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

平成25年
10月16日
平成25年
10月16日

報　　告

原案可決

 ( 小学生以上が対象 )
無料!200ポイント

たまると
施設利用
１回 

●10月より、デイリー型教室がボリュームアップ！

●平成25年度第3期（平成１月～３月）
　コース型教室 参加者募集！
　水泳教室、大広間を使った定期型の教室です。
　詳細は、フロントまたはお電話にてお問い合わせください。

冬でもあたたかい温水センターで
心地よく体を動かしましょう！

運動後は、お風呂やサウナでリフレッシュ！

ポイントカードの有効期限は、平成26年3月31日迄となります。
有効期限を過ぎますと、これまでのポイントは失効いたします。
あらかじめご了承ください。

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

●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。）
※28日（土）、30日（月）にごみを搬入する方は、２７日（金）までに各市町で手
続きを済ませてください。

　来年は、１月６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
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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 24年度 23年度 比　較 増減率（%）

 区　　分 24年度 23年度 比　較 増減率（%）

 区　　分 24年度 23年度 比　較 増減率（%）

 区　　分 24年度 23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 41,663 40,769 894 2.2

 不燃・粗大ごみ 3,114 3,457 △343 △9.9

 合　　計 44,777 44,226 551 1.2

 区　　分 24年度 23年度 比　較 増減率（%）
 体　育　館 1,539 1,580 △41 △2.6

 多目的広場 361 290 71 24.5

 グラウンド他 296 310 △14 △4.5

1. 温水センター
○余熱利用事業

（単位：日、人）

 開 館 日 数 320 323 △3 △0.9

 利 用 者 数 153,274 145,462 7,812 5.4

 資 源 物 7,522 7,716 △194 △2.5

 埋 立 量 11,458 4,086 7,372 180.4

1. 印西斎場
 区　　分 24年度 23年度 比　較 増減率（%）

 区　　分 24年度 23年度まで

（単位：件）

（単位：件）2. 平岡自然の家

3. 印西霊園 ※平成23年度は募集なし
（単位：基）

 火　　葬 1,356 1,299 57 4.4

 式　　場 663 675 △12 △1.7

 利用許可基数 267 1,000 

○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）

 24年度 23年度 差　額 増減率（％） 構成比（％）
区　   分

決　　算　　額 24  年  度

※墓地特別会計の墓地事業費は、衛生費に含む。
※平成24年度地方公務員災害補償基金特別負担金は、総務費に含む。

 1 議会費 916 889 0 27
 2 総務費 98,665 95,052 0 3,613
 3 衛生費※ 2,400,635 2,309,652 9,975 81,008
 4 公債費 844,434 844,431 0 3
 5 予備費 10,000 0 0 10,000
  歳 出 合 計 3,354,650 3,250,024 9,975 94,651

（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 2,624,021,000 1,079,962,000 41.2
 2. 使用料及び手数料 333,688,000 146,282,250 43.8
 3. 国庫支出金 37,162,000 0 0.0
 4. 繰越金 12,975,000 166,026,121 1,279.6
 5. 諸収入 219,703,000 188,221,197 85.7
 　　歳 入 合 計 3,227,549,000 1,580,491,568 49.0

（歳　出） （単位：円）

 款 予算現額 支出済額  支出割合（％）
 1. 議会費 1,012,000 175,880 17.4
 2. 総務費 108,697,000 56,078,529 51.6
 3. 衛生費 2,603,895,000 677,172,936 26.0
 4. 公債費 503,945,000 273,644,315 54.3
 5. 予備費 10,000,000 0 0.0
 　　歳 出 合 計 3,227,549,000 1,007,071,660 31.2

（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
 白井清掃センター 18,575 0 18,575 0 0 0
 温水センター 5,700 0 5,700 3,394 0 3,394
 最終処分場 77,178 0 77,178 1,492 0 1,492
 （仮）平岡自然公園 189,623 0 189,623 5,976 0 5,976
 　　  計 316,044 0 316,044 21,052 0 21,052

 経常的経費 3,159,751 3,167,632 △7,881 △0.25 97.2
 　義務的経費 1,126,821 1,254,003 △127,182 △10.14 34.7
 　　人件費 281,085 305,595 △24,510 △8.02 8.7
 　　扶助費 1,305 3,805 △2,500 △65.70 0.0
 　　公債費 844,431 944,603 △100,172 △10.60 26.0
 　物件費 1,618,377 1,601,060 17,317 1.08 49.8
 　維持補修費 338,306 307,776 30,530 9.92 10.4
 　補助費等 76,247 4,793 71,454 1490.80 2.3
 投資的経費 90,273 135,161 △44,888 △33.21 2.8
 　普通建設事業 90,273 135,161 △44,888 △33.21 2.8
 　　補　助 0 0 0 0.0 0.0
 　　単　独 90,273 135,161 △44,888 △33.21 2.8
 　　　計 3,250,024 3,302,793 △52,769 △1.60 100.0

　平成24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、34億3,210万5千円、歳出が、32億5,002万4千円でした。
　差引は、1億8,208万1千円の黒字でしたが、この中には、平成25年度で
引き続き実施する事業に使う財源の997万5千円が含まれています。

（1）決算総括
 区　　　　分 金　　額
 歳　入　総　額（Ａ） 3,432,105
 歳　出　総　額（Ｂ） 3,250,024
 歳入歳出差引残額（Ａ）－（Ｂ）＝（Ｃ） 182,081
 翌年度に繰り越すべき財源（Ｄ） 9,975
 実質収支（Ｃ）－（Ｄ） 172,106

（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 2,661,578 2,661,578 0
 2 使用料及び手数料 386,946 439,804 52,858
 3 国庫支出金 4,021 4,021 0
 4 繰越金 162,230 162,231 1
 5 諸収入 139,875 164,471 24,596
   歳　入　合　計 3,354,650 3,432,105 77,455

（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

 最終処分場建設事業 97,440 235,988 △138,548
 焼却炉増設事業 118,464 372,196 △253,732
 余熱利用施設建設事業 0 46,537 △46,537
 平岡自然公園整備事業（一般） 1,774,583 1,969,041 △194,458
 平岡自然公園墓地整備事業（特別） 401,482 506,446 △104,964
 焼却施設老朽対策事業 260,371 314,550 △54,179
 廃焼却施設解体事業 67,837 73,400 △5,563
  　　　　　計 2,720,177 3,518,158 △797,981

（単位：千円）

（２）債務負担行為

 110,265 117,660 △7,395

 75,000 150,000 △75,000 

 185,265 267,660 △82,395

（単位：千円）

平成24年度末
現在高

平成23年度末
現在高

24年度末
現在高

24年度末
現在高

23年度末
現在高

区　　　　分 増 減 額

増減高 23年度末
現在高増減高

平成24年度末
未払残高

平成23年度末
未払残高

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2期：平成22年度設定）

計

公
共
用
財
産

平成24年度の主な事業の実績は、以下のとおりです。

　平成25年4月1日から9月30日現在の平成25年度予算の執行状況をお知らせ
します。

１. 平成25年度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（％）
 1. 分担金及び負担金 131,612,000 60,607,000 46.0
 2. 使用料及び手数料 45,591,000 60,296,880 132.3
 3. 繰越金 1,000 16,054,954 1,605,495.4
 4. 諸収入 73,000 0 0.0
 　　歳 入 合 計 177,277,000 136,958,834 77.3

（歳　出） （単位：円）

 款 予算現額 支出済額  支出割合（％）
 1. 墓地事業費 63,922,000 9,757,175 15.3
 2. 公債費 113,355,000 56,676,927 50.0
 　　歳 出 合 計 177,277,000 66,434,102 37.5

 土　　地 建　　物 自 動 車
 316,044㎡ 21,052㎡ 1３台

2. 平成25年度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 2,060,623,564

 区　　分 現 在 高
 一 般 会 計 0  
 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24年度決算の概要 32億5,002万4千円

財政状況の公表（平成25年9月30日現在）
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