
みんなでつくる循環型社会
～環境へ負荷をかけない地域を目指して～

　前計画の策定から概ね５年ごとの見直し時期にあたり、年々変化するごみ処理の状況や国の循環型社会形成推進基本計
画の見直しなどを踏まえ、一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の見直しを行うこととしました。なお本計画は、廃棄物の処
理及び清掃に関する法律第６条第１項の規定に基づき、本組合及び構成市町（印西市、白井市、栄町）共通の計画とし、
15年後を目標に一般廃棄物（ごみ）処理の目標や取組みなどを定め、総合的かつ計画的にごみ処理を推進していきます。

　本組合及び構成市町では、これまで住民、事業者、行政それぞれが、ごみの減量・資源化に努めてきており、一定
の効果は示してきましたが、今後も更なる減量化・資源化を図るため、以下のとおり基本方針を定め、目標達成に向
けて施策を展開していきます。
基本方針１．
持続可能な循環型社会の構築

基本方針２．
適正な循環型ごみ処理の推進　

基本方針３．
住民・事業者・行政が協働でつくる循環型社会

未来（ミクル）
（３Ｒ推進キャラクター）

■お問い合せ■
業務班　☎︎：0476-46-2732

「印西地区ごみ処理基本計画」の見直しを行いました。

計画の目的

基本方針

目標達成のための重点項目

施策の取組

中間処理計画

家庭系ごみの減量化・資源化
●生ごみの減量化　●紙ごみの資源化　●プラスチック製容器包装類の減量化
●資源物の分別強化　●家庭における食品ロスに関する取組み　●小型家電の回収
事業系ごみの減量化・資源化
●紙ごみの資源化　●飲食店、事業所等での「食べ残し０運動」等　●事業系ごみ全体の減量化

ごみ排出量の削減
●食品ロスを減らそう　●生ごみの水切りを徹底しよう　●マイバックを使用しよう
●繰返し使えるものを使用しよう　●事業系ごみの排出を減らそう	 　
ごみの分別、リユース・リサイクルの推進
●適正な分別・処理を推進しよう　●資源の分別を徹底しよう
●資源回収に協力しよう　●リユース・リサイクル商品を活用しよう
ごみについて考える
●ごみに関する知識を高め、実践しよう　●ごみ処理の有料化について考えよう　●資源化の仕組みづくりについて考えよう

新焼却処理施設
　稼働開始時より、減量化施策等の効果を見込み、以下のとおり目標達成時（2033年度）の年間ごみ焼却処理量が下がる予測を
踏まえ、41,668ｔのごみ処理を可能とする施設規模を設定します。	
●将来のごみ焼却量	 稼働開始時（2028年度）の焼却処理量	 41,200ｔ／年
	 減量目標達成時（2033年度）の焼却処理量（ａ）	 38,168ｔ／年
	 ※災害廃棄物の焼却処理量（ｂ）	 3,500ｔ／年
	 合　計（ａ+ｂ）	 41,668ｔ／年
●災害廃棄物の焼却処理
　構成市町と本組合で協議・連携しながら対応し、本組合の施設で可能な限り焼却処理を行いますが、対応できない場合も想定
されることから、広域的な連携や民間等の外部処理も検討し対応する方針とします。
●プラスチック製容器包装
　現在、本組合では資源物として回収しリサイクルされていますが、一部の自治体においては高エネルギーの燃料資源として、
高効率発電に活かしています。今後の国のプラスチック資源循環戦略を踏まえて対応します。
※「印西地区ごみ処理基本計画」の詳細については、ホームページをご覧ください。

協働 協働

協働
事業者 市町・組合

住民

板倉管理者と検討委員
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次期中間処理施設整備事業について

ゴールデンウィークのお知らせ

　印西クリーンセンターの老朽化に伴い、住民参加型の取組のもと、印西市吉田地区を建設予定地として、平成40年度（2028年度）の稼働開始に向け、
次期中間処理施設（新たなごみ焼却施設及びリサイクルセンター）整備事業を推進しています。
　平成30年度の進捗については、かねてより進めてまいりました建設予定地の用地取得が、平成31
年１月をもって完了しました。また、埋蔵文化財調査については、平成31年度（2019年度）秋頃
までの予定で発掘調査を進め、その後発掘記録の整理などを行い、平成32年度（2020年度）の完
了を予定しております。
　平成31年度（2019年度）については、次期中間処理施設建設に向け、施設整備基本設計・建設
工事発注支援業務、環境影響評価業務などの複数年を要する新たな業務に着手してまいります。また、
周辺地域の活性化に寄与する地域振興策事業については、アクセス道路のルートや展開エリアなどの決
定に伴い、平成29年度に策定した基本計画の一部を変更してまいります。

〈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。）

■お問い合せ■　次期施設推進班　☎︎：0476-46-2734

●ごみの処分	
種　別 基　　　準 改 正 前 改 正 後

事業系
一般廃棄物

印西クリーンセンターの秤の表
示に基づき、10キログラム未
満の廃棄物を搬入した場合

260円 270円

印西クリーンセンターの秤の表
示に基づき、10キログラム以
上の廃棄物を搬入した場合

10キログラム
につき260円

10キログラム
につき270円

■お問い合せ■　業務班　☎︎0476‒46‒2732

●平岡自然の家（印西市、白井市に在住の人、通勤・通学されている人。）

区　　　分 単位 改正前 改正後

体育館
一般 １時間 1,030円 1,050円

小中学生 １時間 520円 520円
多目的広場 キャンプ・張 日 520円 530円

グラウンド
一般 １時間 520円 530円

小中学生 １時間 260円 260円
研修室 １時間 520円 530円

体育館冷暖房 １時間 420円 540円
■お問い合せ■　平岡自然の家　☎︎0476-42-1008

●印西斎場（構成市とは、印西市、白井市です。）

区　　　分 単　位
改　正　前 改　正　後

構成市の者 それ以外の者 構成市の者 それ以外の者

火
葬

大人 １体 10,000円 50,000円

変更はありません

子供（12歳未満） １体 5,000円 25,000円

死産児 １体 5,000円 25,000円

改葬遺骨 １個 5,000円 25,000円

四肢等 １個 5,000円 25,000円

式
場

式場１
（100席）

１室１日
につき

72,000円 144,000円 73,300円 146,600円

式場２、式場３
（各70席）

１室１日
につき

51,430円 102,860円 52,300円 104,600円

霊安室 １日１体 5,150円 10,300円 5,200円 10,400円

■お問い合せ■　印西斎場　☎︎0476-42-1700

●温水センター
種　別 区　　　分 改 正 前 改 正 後

専用利用 温水プール １コース　１時間 1,030円 1,050円

※そのほかの利用料金については、変更ありません。
■お問い合せ■　業務班　☎︎0476‒46‒2732

●温水センター	 � ☎︎ 0476－47－1661
４月 ５月

27日㈯ 28日㈰ 29日㈪ 30日㈫ １日㈬ ２日㈭ ３日㈮ ４日㈯ ５日㈰ ６日㈪ ７日㈫
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

●印西クリーンセンター
ごみの受け入れ業務は、以下のとおりとなります。
なお、４月27日から５月６日まで一般廃棄物（事業系）処理の申込み（許可）手続きはできません。
	 ☎︎ 0476－46－2732

４月 ５月
27日㈯ 28日㈰ 29日㈪ 30日㈫ １日㈬ ２日㈭ ３日㈮ ４日㈯ ５日㈰ ６日㈪ ７日㈫

△ × ○ ○ ○ ○ ○ △ × ○ ○
○　…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

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
　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）

平成31年10月１日から
手数料や施設の利用料金等が改定となります。

発掘作業の状況（遺物等の存在が確認された箇所の採掘作業）

●印西斎場	 � ☎︎ 0476－42－1700
４月 ５月

27日㈯ 28日㈰ 29日㈪ 30日㈫ １日㈬ ２日㈭ ３日㈮ ４日㈯ ５日㈰ ６日㈪ ７日㈫
式場（通夜） × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○
式場（告別） ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○
火　葬 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○

●平岡自然の家	 � ☎︎ 0476－42－1008
４月 ５月

27日㈯ 28日㈰ 29日㈪ 30日㈫ １日㈬ ２日㈭ ３日㈮ ４日㈯ ５日㈰ ６日㈪ ７日㈫
自然の家 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
キャンプ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ×

△：宿泊を伴うキャンプはできません。
　　 ＧＷ期間中はキャンプ施設利用者が多数見込まれ、混雑によりご利用できない場合があり

ますがご了承ください。

●印西霊園	 � ☎︎ 0476－42－0095
４月 ５月

27日㈯ 28日㈰ 29日㈪ 30日㈫ １日㈬ ２日㈭ ３日㈮ ４日㈯ ５日㈰ ６日㈪ ７日㈫
霊　　園 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
管理事務所 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○

△：  「使用許可の手続き」「管理料納付の手続き」などの窓口でお金を取り扱う業務は、 
一切お取り扱いができません。

2 平成31年（2019年）3月 印西地区かんきょうせいび2 印西地区かんきょうせいび平成31年（2019年）3月



○印西霊園からのお知らせ○
墓所の使用許可申請受付
　平成31年度の印西霊園芝墓所（第４区約540基）の使用許可申請を４月１
日（月）から受け付けます。
　申請時点において、印西市又は白井市に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。

申請受付場所：印西霊園管理事務所　印西市平岡1524番地１
　　　　　　　※郵送による申請は受け付けません。
窓口受付時間：	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。
　　　　　　　	申請書、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。
平成31年度管理料の納付について
　４月下旬に平成31年度分の管理料の納付のお知らせを発送いたします。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、納付書記載の指定期間内にお支払いください。
※�印西霊園の墓所使用料及び管理料については、平成31年10月からの消
費税税率の改正に伴う料金の変更はありません。
印西霊園臨時送迎バスの試験運用について
　印西霊園の利便性向上のため臨時送迎バスとして、お盆とお彼岸（中日）
に試験運用を実施します。
　詳細は、組合ホームページに掲載を予定しています。
■お問い合わせ■　印西霊園　☎︎0476-42-0095

〇平岡自然の家からのお知らせ〇
利用要領の変更
　平岡自然の家利用要領の一部を変更します。
・体育館
　体育館施設の利用促進のため、ボールや卓球台等のスポーツ用具の貸出し
を行ってきましたが、各用具の消耗・損傷が生じてきていますので、ゴール
やネット等の備品以外は貸出しを終了といたします。
　※体育館の床を保護するため、体育館用シューズの利用にご協力ください。
・その他
　平成30年度から、スリッパ等の上履きが必要な方は、ご持参するようお願
いしておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
■お問い合わせ■　平岡自然の家　☎︎0476-42-1008

〇印西斎場火葬炉増設工事について
・目　　　的　	印西斎場は現在稼働中の火葬炉４基に加え、今後の火葬件数

の増加に対応するため火葬炉２基を増設する工事を実施して
います。

・工	事	金	額　122,040,000円（消費税及び地方消費税額を含む）
・工　　　期　平成30年９月20日から平成31年10月31日
・請	負	業	者　富士建設工業株式会社
・主	な	工	事　機械設備工事、電気・計装設備工事、その他の工事
■お問い合わせ■　印西斎場　☎︎0476-42-1700

★旧プリペイドカードをお持ちの方へ！
紫色や緑色、青色のプリペイドカードは、旧プリペイドカードです。
ピンク色のプリペイドカード含め、平成31年３月31日をもって、ご利用できなく
なります。
★ポイントカードは継続利用できます！
有効期限は2024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。

http://inzaipool.jp 参加者募集!

印西温水センター

平岡自然公園

●�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。

【３歳以下】　べビースイミング、ベビーダンス、ママヨガ（６か月～未就学児）
【幼児】　幼児・親子水泳、キッズ体操、キッズHIPHOP、キッズアクロバット
【小学生以上】　キッズ水泳、体操、キッズHIPHOP　etc
【大人対象】　水泳、フラダンス、ヨガ教室、ZUMBA、背骨・カラダ調整
【風の子体育教室】　かけっこ教室、バランス＆ジャンプ、リズム＆持久力

☆４月より、トレーニングマシーンを
全て新機種にリニューアルします。

●平成31年度�第１期（４月～６月）
プール・スタジオコース型教室

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・エステ・キッズスペースなどの癒しのスペースもあります。

「Fun Space ・ オーチュー 共同事業体」を
新たに、平成31年 ４月から５年間、第４期指定管理者として再指定しました。

＜普通利用＞��７月と８月は、利用時間が２時間となります。
区 分 利用料金

印西市・白井市・栄町に居住・
在勤・在学の方

一般 １人３時間以内 420円
超過１時間毎 210円

小中高校生 １人３時間以内 210円
超過１時間毎 100円

上記以外の方
一般 １人３時間以内 520円

超過１時間毎 260円

小中高校生 １人３時間以内 260円
超過１時間毎 130円

就学前の幼児 無料

＜専用利用＞��※下記利用料金は、９月30日までとなります。
区 分 利用料金

温水プール １コース　１時間　1,030円

（現在の写真）

〒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）

■お問合わせ■　指定管理者：FunSpace・オーチュー共同事業体

組　合　議　会
平成31年第１回議会定例会（平成31年２月７日）
議案番号 件　　　　　　　名 議決年月日 議決の結果

議　案
第１号

印西地区環境整備事業組合ごみ処理施設設置管
理条例及び印西地区環境整備事業組合温水セン
ター設置管理条例の一部を改正する条例の制定
について

平成31年
２月７日 原案可決

議　案
第２号

印西地区環境整備事業組合斎場設置管理条例及
び印西地区環境整備事業組合平岡自然の家の設
置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

平成31年
２月７日 原案可決

議　案
第３号 指定管理者の指定について 平成31年

２月７日 原案可決

議案番号 件　　　　　　　名 議決年月日 議決の結果
議　案
第４号

平成30年度印西地区環境整備事業組合一般会計
補正予算（第３号）について

平成31年
２月７日 原案可決

議　案
第５号

平成30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

平成31年
２月７日 原案可決

議　案
第６号

平成31年度印西地区環境整備事業組合一般会計
予算について

平成31年
２月７日 原案可決

議　案
第７号

平成31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31年
２月７日 原案可決

発　委
第１号

印西地区環境整備事業組合議会会議規則の一部
を改正する規則の制定について

平成31年
２月７日 原案可決

印西西消防署
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平成31年度予算　27億9,370万４千円
・平成31年度の歳入歳出予算
　平成31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、27億9,370万４千円、前年度と比較す
ると5.0％の増となっています。

歳入歳出予算� （単位：千円）

会　　　計 31年度 30年度 増減額 増減率

一 般 会 計 2,711,952 2,561,756 150,196 5.9%

墓地事業特別会計 81,752 99,195 △ 17,443 △ 17.6%

予 算 総 額 2,793,704 2,660,951 132,753 5.0%

（１）　歳　入� （単位：千円）
区　　　　分 予算額 備　　　　考

１．分担金及び負担金 2,063,884 構成市町（印西市、白井市及び栄町）か
らの分賦金です。

２．使用料及び手数料
1.使用料 78,845 印西斎場及び平岡自然の家の使用料です。

2.手数料 335,232 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。

３．国庫支出金 53,087
指定廃棄物管理業務委託金、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です。

４．繰越金 3,000 前年度繰越金です。

５．諸収入
1.組合預金利子 １ 預金利子です。

2.雑入 67,703 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。

６．組合債 110,200 一般廃棄物処理事業債及び一般単独債
です。

歳　入　合　計 2,711,952

（１）　歳　入� （単位：千円）
区　　　　分 予算額 備　　　　考

１．分担金及び負担金 29,076 構成市（印西市及び白井市）からの分賦金で
す。

２．使用料及び手数料 52,644 印西霊園の墓所使用料及び管理料です。
３．繰越金 １ 前年度繰越金です。

４．諸収入 1.組合預金利子 １ 預金利子です。
2.雑入 30 自動販売機電気料金です。

歳　入　合　計 81,752

（単位：千円）
事　業　等 31年度 30年度 増減額 増減率

議会費・総務費・予備費 143,854 137,686 6,168 4.5%
ごみ処理事業 1,993,058 1,917,167 75,891 4.0%
温水センター事業 106,280 110,585 △ 4,305 △ 3.9%
平岡自然公園事業 418,064 430,239 △ 12,175 △ 2.8%
公債費（元利償還金） 132,448 65,274 67,174 102.9%

歳　出　合　計 2,793,704 2,660,951 132,753 5.0%

（２）　歳　出� （単位：千円）
区　　　　分 予算額 備　　　　考

１．墓地事業費 76,750 印西霊園の管理運営に要する費用です。
２．公債費 4,002 組合債（墓地整備事業）の元利償還金です。
３．予備費 1,000 不測の事態に備えた費用です。

歳　出　合　計 81,752

（２）　歳　出� （単位：千円）
区　　　　分 予算額 備　　　　考

１．議会費 1,052 組合議会の運営に要する費用です。

２．総務費 1.総務管理費 131,731 総務事務及び財産管理に要する費用で
す。

2.監査委員費 71 監査事務に要する費用です。

３．衛生費
1.清掃費 1,993,058 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。

2.保健衛生費 447,594 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。

４．公債費 128,446 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。

５．予備費 10,000 不測の事態に備えた費用です。
歳　出　合　計 2,711,952

　　　　　

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 408,810 焼却・粗大処理施設運転、焼却灰・破砕残渣運搬業

務など
印西クリーンセンター
施設維持事業 500,404 焼却・粗大施設定期点検補修整備など

最終処分場
施設維持事業 27,873 水処理施設定期点検補修整備、油圧ショベル購入な

ど
放射能対策事業 12,521 指定廃棄物管理業務、放射能空間線量測定業務など
次期処理施設
整備事業 168,073 施設用地埋蔵文化財調査業務、施設整備基本設計・

発注支援業務及び環境影響評価業務など
次期処理施設
地域振興事業 3,559 基本計画一部変更業務、地盤透水試験業務など

温水センター
管理事業 106,280 指定管理料、各種設備定期補修など

印西斎場
管理事業 163,491 火葬炉設備運転管理及び定期点検補修整備など

印西斎場
火葬炉増設事業 80,345 火葬炉設備増設工事（２炉）及び施工監理など

墓地事業 66,274 印西霊園の管理運営及び合葬墓整備基本計画策定など

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）

１．分担金及び負担金
76.1%

２.使用料及び手数料

1.使用料
2.9%

２.使用料及び手数料

2.手数料
12.3%

３.国庫支出金
2.0%

４．繰越金
0.1%

５．諸収入

１．組合預金利子
0.0%

５．諸収入 ２．雑入
2.5%

６．組合債
4.1%

一般会計　歳入 １．議会費

0.0%

２．総務費 1.総務管理費

4.9%

２．総務費 2.監査委員費

0.0%

３．衛生費 1.清掃費

73.5%

３．衛生費 2.保健衛生費

16.5%

４．公債費

4.7%

５．予備費

0.4%
一般会計　歳出

１．分担金及び負担金

35.6%
２．使用料及び手数料

64.4%

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

0.0%

墓地事業特別会計　歳入

１．墓地事業費

93.9%

２．公債費

4.9%

３．予備費

1.2%

墓地事業特別会計　歳出

議会費・総務費・予備費

5.2%

ごみ処理事業

71.3%温水センター事業

3.8%

平岡自然公園事業

15.0%

公債費（元利償還金）

4.7%

事業別歳出の予算額
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