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ごみの出し方が
変わります

次期中間処理施設整備事業の『施設整備基本計画』と
『地域振興策』の答申書が提出されました。

次期中間処理施設整備事業の『施設整備基本計画』と
『地域振興策』の答申書が提出されました。

印西クリーンセンター

組合の附属機関である「施設整備基本計画検討委員会」と「地域
振興策検討委員会」が、これまで調査審議した結果が答申書として
まとまり、管理者へ提出されました。
次期中間処理施設の『施設整備基本計画』には、これまでの整備
実績、安全・安定性、エネルギ―生産性、地球環境への配慮、経済
性の観点から「焼却処理方式の比較・選定」、ごみの持つエネルギー
を最大限活用する「発電や熱利用の方向性とエネルギーバランスの
検討」、適正な「排ガス自主規制値」や構造上の制約を踏まえた「煙
突高の設定」、周辺地区への影響や整備コストなども考慮した「アク

セス道路のルート比較」、施設整備から運営に至るまでの経済性に
配慮した最適な「事業方式の選定」などが盛り込まれています。
また、『地域振興策』では、調査審議の結果、全１００策のアイデ
アが抽出され、「地域まるごとミュージアム構想」として、（１）地
域の持続と再生に必要なインフラ整備等 （２）地域内外の人々が集う
多機能な複合施設 （３）次期中間処理施設からの排熱利用事業等 （４）
里地里山の保全と活用と、４つの展開種別に分類いたしました。
今後は、両検討委員会の答申を踏まえ、「整備協定」の締結に向け、
周辺住民と組合との協議を進めてまいります。

施設整備基本計画検討委員会第9回会議の様子（H28.1.17撮影） 地域振興策検討委員会先進地視察の様子（笠間クラインガルテン H28.2.18撮影）

印西市白井市
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問い合わせ先 印西クリーンセンター次期施設推進班
☎0476-46-2734（直通） E-mail:jikisisetu@inkan-jk.or.jp

スプレー缶・カセットボンベの回収 化粧品びんの回収 布製のもので資源物として収集できる物が増えます

平成28年
4月から

※栄町については、中身を使い切ってから、穴を開け
ずに有害ごみの指定袋に入れて、有害ごみの日に出
してください。（他の有害ごみとは必ず袋を分ける）

「燃やさないごみ」から「新たな資
源物」として 中身を使い切ってか
ら、穴を開けずに、ご家庭にある透明
な袋や市販の透明な袋に入れて資源
の日に出してください。

出し方 「燃やさないごみ」から「資源物び
ん」として 中身を使い切ってから、
水洗いをして水を切り、集積所備え付
けの「びん専用袋」に入れて資源の日
に出してください。

出し方 ・衣類の革製品・毛布・着物・カーテン・下着・靴下・
はかま・ぼうし・首に巻くマフラー

穴を開けずに穴を開けずに

※答申書につきましては、印西地区環境整備事業組合のホームページでご覧になれます。
　　　　　　http://www.inkan-jk.or.jpホームページ

※栄町については、従前通り燃やさないごみとして
出してください。

※栄町については、革製品、下着、靴下、ぼうしの
4点は従前通り燃やすごみとして出してください。

透明な袋に入れて透明な袋に入れて 水洗いをして水洗いをして
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ガスが残ったままの使い捨てライターはごみとして出さないで!!

「使用済み小型家電」の拠点ボックス回収にご協力をお願いします！

印西クリーンセンター 延命化工事工程表

実施設計図書、施工承諾申請の承諾実施設計図書、施工承諾申請の承諾

H27年度H27年度 H28年度H28年度 H29年度H29年度
～3月～3月 4～6月4～6月 7～9月7～9月 10～12月10～12月 1～3月1～3月 4～6月4～6月 7～9月7～9月 10～12月10～12月 1～3月1～3月

受入供給設備　ごみクレーン受入供給設備　ごみクレーン

燃焼設備　焼却炉等燃焼設備　焼却炉等

燃焼ガス冷却設備　廃熱ボイラ等燃焼ガス冷却設備　廃熱ボイラ等

給排水・配水処理設備　機器冷却ポンプ等給排水・配水処理設備　機器冷却ポンプ等

余熱利用設備　タービン起動盤余熱利用設備　タービン起動盤

通風設備　各送風機通風設備　各送風機

灰出し設備　灰クレーン灰出し設備　灰クレーン

電気設備　制御装置等電気設備　制御装置等

計装・データ処理設備　自動制御システム等計装・データ処理設備　自動制御システム等

土木・建築工事　屋根防水等土木・建築工事　屋根防水等

印西クリーンセンターの老朽化に伴い、施設の機能改善及び
二酸化炭素削減等を目標とした「印西クリーンセンター基幹的
設備改良工事」（延命化工事）も、平成27年度は実施設計図書
等の書類審査でしたが、平成28年7月より機能更新などの本格
的な工事が始まります。
工期は平成30年3月31日となります。

印西クリーンセンターには毎日燃やさないごみとして、ガスが残っている使い捨てライター
や燃料が残ったままの缶など火災の原因となる物が大量に持ち込まれています。

※ガスや燃料は必ず使い切って
　から出してください。

電話機電話機 デジタルカメラデジタルカメラ ビデオカメラビデオカメラ

DVDプレイヤーDVDプレイヤー ラジオラジオ

携帯電話・
PHS

携帯電話・
PHS

パソコンパソコン 補助記憶装置補助記憶装置
ハードディスク
USBメモリ（ ）ハードディスク
USBメモリ（ ）

携帯音楽
プレイヤー
携帯音楽
プレイヤー

ゲーム機
（据置型・携帯型）
ゲーム機

（据置型・携帯型）
電卓電卓

理容用機器
ドライヤー・電気かみそり
電動歯ブラシ（ ）
理容用機器

ドライヤー・電気かみそり
電動歯ブラシ（ ）

付属品
リモコン・ACアダプタ
充電器・電気コード（ ）
付属品

リモコン・ACアダプタ
充電器・電気コード（ ）

約1週間で

収集され
た

使い捨て
ライター 大部分の

物にガス

が残ってい
ました

これらは絶対に、ごみとして出してはならない物です。

2号炉2号炉 3号炉3号炉

3号炉3号炉2号炉・共通系2号炉・共通系

2号炉・共通系2号炉・共通系 3号炉3号炉

3号炉3号炉2号炉・共通系2号炉・共通系

2号炉2号炉 3号炉3号炉

問い合わせ先 印西クリーンセンター 業務班印西市・白井市・栄町の
ホームページでもお知らせしています。 ☎0476-46-2732（直通） E-mail:gyoumu@inkan-jk.or.jp

印西クリーンセンター
延命化工事が始まります。

印西地区環境整備事業組合を構成する印西市・白井市・栄町及び印西
クリーンセンターでは、市町庁舎や各センターなどの公共施設に専用の
回収ボックスを設置し、使用済小型家電を回収し、大切な資源のリサイ
クルを推進しています。

回収品目は、縦15cm、横30cm未満の使用済みの小型家電で、回収
ボックスの投入口に入るものが対象となります。回収ボックスに入らな
いものは、従来のごみ出しルールに従って出してください。

回　収　品　目　例

燃料が残
った

ままの缶



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。

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》 

★旧プリペイドカードをお持ちの方へ！

〒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）

★ポイントカードも大好評！

指定管理者：オーチュー・FunSpace共同事業体■問い合わせ先■

印西温水センター

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

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

上記以外の方

利用料金

就学前の幼児のご利用・施設見学(30分） 無料

有効期限は平成31年3月31日迄となります。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。

紫色や緑色のプリペイドカードは、旧プリペイドカードです。新しいプリペイドカー
ド（ピンク色）に残金を移行できます。残金の移行は、お早めにお願い致します。

http://inzaipool.jp参 加 者 募 集！
プール・スタジオコース型教室プール・スタジオコース型教室

大人・子供スタジオ教室

大人・子供水泳教室憩いのリラクゼーション・エステも好評です。

●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。

平成28年度第1期
（4月～6月）
平成28年度第1期
（4月～6月）

7月・8月は、利用時間が2時間となります。

（新プリペイドカードの有効期限は、平成31年3月31日まで）
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平成28年第1回議会定例会（平成28年2月5日）
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条例の用語等の
統一に関する措置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
一般会計補正予算（第2号）について

平成28年
2月5日
平成28年
2月5日
平成28年
2月5日

原案可決

原案可決

議　案
第３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2号）について 原案可決

件　　　　　名 議案番号 議決の結果議決年月日
平成28年度印西地区環境整備事業組合
一般会計予算について

議　案
第４号
議　案
第５号

平成28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

平成28年
2月5日
平成28年
2月5日

原案可決

原案可決

件　　　　　名

平成28年4月1日（金）より平成28年度分の墓所募集
受付を 開始いたします。
さらに現在、第3期墓地区画整備（895基・新規造成エリア）を行っており、
残基数約80基分の完売後に引き続き新規造成分895基の墓所募集受付を行
っていく予定でおります。
詳細については、印西地区環境整備事業組合のホームページをご覧いた
だくか、または下記問い合わせ先までお問い合わせください。
※ただし、毎年3月の1ヶ月間については事務処理上、申請受付はできません。

組　合　議　会

平成28年度印西霊園募集案内

印 西 温 水 セ ン タ ー

販売
エリア

販売完了

新規造成エリア

新規造成エリア
販売完了エリア

販売エリア

平 岡 自 然 公 園

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
ホームページ：http://www.inkan-jk.or.jp
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平成28年度予算 39億8,071万2千円

（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）

事 業 名 予 算 額 概　　　　　要
 一 般 会 計  3,872,177 2,570,976 1,301,201 50.6%
 墓地事業特別会計 108,535 283,230 －174,695 －61.7%
 予 算 総 額  3,980,712 2,854,206 1,126,506 39.5%

 会　　計　 28年度 27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組合預金利子

②雑入

3. 国庫支出金

4. 繰　越　金

5. 諸　収　入

6. 組　合　費

2,049,080
74,545

313,534

549,109

3,000
1

96,308

786,600
3,872,177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。

二酸化炭素排出抑制対策事業交付金及び廃棄物処理施設モニタリング事業補助金です。
前年度繰越金です。

一般廃棄物処理事業債です。

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
有効活用蒸気料金収入などです。 

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並びに平岡自然公園の
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。

1,358
99,236

71

3,290,561

3,872,177

383,555

87,396

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

①組合預金利子
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
3. 予　備　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。
不測の事態に備えた費用です。

59,751
48,710

1
1
72

108,535

63,986
43,549
1,000

108,535

歳 入 合 計

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

2 8年度 2 7年度 増 減 額 増 減 率

一般会計　歳入

1. 分担金及び負担金
52.9％

2. 使用料及び手数料
　②手数料 8.1％

6. 組合費 20.3％

5. 諸収入 ①組合預金利子 0.0％

5. 諸収入 ②雑入 2.5％

4. 繰越金 0.1％

2. 使用料及び手数料
     ①使用料 1.9％

一般会計　歳出

3. 衛生費 ①清掃費
85.0％

3. 衛生費
　②保健衛生費

9.9％

5. 予備費 0.3％ 1. 議会費 0.0％

2. 総務費 ①総務管理費 0.0％
2. 総務費 ②監査委員費 2.6％4. 公債費 2.2％

墓地事業特別会計　歳出

1. 墓地事業費
　  59.0％

事業別歳出の予算額

ごみ処理事業
82.7％

温水センター事業
2.7％

2. 公債費
     40.1％

平岡自然公園事業
8.5％

議会費・総務費・予備費
　　2.8％

公債費（元利償還金）
 3.3％

3. 予備費
      0.9％墓地事業特別会計　歳入

1. 分担金及び負担金
　     55.0％2. 使用料及び

     手数料
　 44.9％

3. 繰越金
　 0.0％

4. 諸収入 ①組合預金利子 0.0％
4. 諸収入 ②雑入 0.1％

 印西クリーンセンター施設維持事業 378,578 定期点検補修整備など
 施設更新計画事業 1,883 説明会開催における施設等使用料など
 ごみ減量化・資源化推進事業 6,118 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
 印西クリーンセンター 1,371,509 焼却処理施設の２号炉・３号炉などの基幹的設備改良工事及び施工監理業務など 基幹的設備改良事業  ※平成 27年度から平成 29年度までの３カ年継続費事業

 最終処分場施設維持事業 28.383 法面保護材補修及び排水管蛇籠等撤去工事（第 5期）など
 温水センター管理事業 109,867 各種設備定期補修及び指定管理料など
 印西斎場管理事業 180,743 火葬炉設備等定期修繕整備など
 放射能対策事業 213,623 焼却灰運搬処理業務委託及び放射能空間線量測定業務委託など

 111,665 112,027 －362  －0.3%
 3,290,561 1,986,441 1,304,120  65.7%
 109,867 107,818 2,049  1.9%
 337,674 472,356 －134,682  －28.5%
 130,945 175,564 －44,619  －25.4%
 3,980,712 2,854,206 1,126,506  39.5%

平成28年度の歳入歳出予算
平成28年度予算案が2月5日（金）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、39
億8,071万2千円、前年度と比較すると39.5%の増となっています。

3. 国庫支出金
       14.2％


