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Android
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環境センターキャラクター
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有害・危険ごみ収集の様子
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有害・危険ごみ特集

有害・危険ごみに関する市民の皆さんからよくある問い合わせについて、

お知らせします。
有害 危険

❶

❸

❷

❹

有害・危険ごみは
大きく分けて

４種類になります。

水銀を含む製品、水銀体温計、

水銀血圧計、蛍光灯など

電球型蛍光ランプは有害・危険ごみです。

電球・ＬＥＤ電球・グローランプは燃やせないごみです。

包丁やカミソリは燃やせないごみです。

鋭利な刃の部分は、新聞紙などに包んでください。

乾電池

ボタン電池

電球型
蛍光ランプ

電球 ＬＥＤ
電球

グロー
ランプ

ガスライター

スプレー缶、カセットボンベ

エアゾール式のプラスチック容器

（ヘアマニキュアなど）

 分別を間違えやすい品目ですので、ご注意願います。

分別のヒント 電球や体温計などに水銀が含まれているか、含まれていないかが判断基準になります。

※ ボタン電池はショートする

と発火する恐れがあるの

で、安全のためテープで

絶縁対策をしてください。

※ 割れないように包装箱等に

入れて出してください。
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中身の入っているスプレー缶やガスライターはどのように出せばいいの？

有害・危険ごみは、まとめて出していいの？

ナイフやカミソリが有害・危険ごみの日に出されている場面をよく見か

けます。「危険ごみ」という名前の印象から誤って出してしまう方がいるの

かと思いますが、正しい分別は「燃やせないごみ」です。

また、ビニール袋に入った電球は、蛍光灯か電球か見分けるのはとても

難しく、電球だと分かった場合は、警告シールを貼って集積所に置いてい

かなければならず、非常に心苦しい思いをします。

　市民の皆さんにはご面倒をお掛けしますが、分別にご協力をお願いし

ます。分別に迷ったら、遠慮なく環境センターに確認してください。　

有害・危険ごみは品目ごとに分けて安全に収集しますので、中身が入っていて

も集積所に出すことができます。 

また、スプレー缶に穴を開ける必要はありません。

有害・危険ごみは左ページ❶～❹の種類ごとに中身の見えるビニール袋に入

れて出してください。

蛍光灯は購入した時の箱に入れて出しても大丈夫です。

白岡蓮田環境事業協同組合

　羽田さん

収集業者さん
から一言

収集された蛍光灯、スプレー缶、

乾電池、ライターは、環境センター

に集められた後、品目ごとに処分

先に搬出していますので、分けて

出していただく必要があります。

【注】

電球は燃やせないごみです。

※穴開け不要 蛍光灯、スプレー缶、乾電池、ライターの種類ごとに分けて安全に収集しています。

問 合 せ 先 廃棄物対策課　指導担当

ライターと乾電池がひとつの袋に

入っていて収集できないよ。

品目ごとに分けてね。



4

エコプラザは蓮田市と白岡市のごみの減量及び 3Rに関する情報を発信する施設です。平成

25 年 4月に開館してから間もなく 6年となり、これまで約37,000名の方々にご来館いただい

ております。

今後もより多くの市民の皆さんにご利用いただくために、エコプラザで行っている主な事業

をご紹介します。

※写真は研修室 1・2（全面）

エコプラザ からの

リユース品
の販売

会議室の
貸し出し

リユース（再使用）できるものを選別し、修理・清掃を行ったあと、

エコプラザ 1階で販売しています。

また、その場で商品が購入できる「常時販売コーナー」と抽選

方式による「抽選販売コーナー」があります。

（注）購入は、蓮田市及び白岡市に在住、在勤の方に限らせていただきます。

　ごみの減量や３R・エコ活動などの環

境活動を目的としている個人及び団体

の方がご利用いただけます。（有料）

（注）蓮田市及び白岡市に在住、在勤の方に限ら

せていただきます。ＦＡＸ・メールでの受付はで

きません。

利用時間
午前９時から午後５時まで
（年末年始、祝日、水曜日は利用できません。）

受付期間 利用したい日の２か月前から利用当日まで

申請方法
エコプラザ窓口で申請書に必要事項を記入の
上、利用料金をお支払いください。

●展示数：20点～30点

●価　格：500円～3,500 円

●申込点数：ひとり２点まで

●申込期間：月初の２週間程度

・申込期間終了後、厳正な抽選を行い当選者に電話連絡

　します。

・商品の引取りは、１週間以内にお願いします。

（注）車の貸出し及び配送サービスはありません。

1時間100円

（30名収容可能）

各室1時間 200円

（各部屋 50 名収容

可能）

 パーテーションで

仕切ることが可能

です。

●展示数：常時 300 点以上

●価　格：100 円～ 1,000 円

・金額は商品に貼ってあるシールで確認できます。

・シールは黄色（100 円）、赤色（300 円）、青色（500

　円）、緑色（1,000 円）の４色です。

・２個で100円や５個で100円といった商品もあります。

抽選販売コーナー

会議室

研修室１・２

常時販売コーナー

リサイクル推進課　３Ｒ推進担当

問合せ先お 知 ら せ

掘り出し物が

見つかるかも
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体験講座体験講座

エコプラザ（環境センター内）では、

市民の皆さんに３Ｒ活動やごみの減

量への関心を持っていただくために

下記の内容で体験講座を開催します。

詳しい日時については、環境セン

ターホームページ、ごみ分別アプリ、

蓮田市及び白岡市の広報誌において

随時お知らせいたします。

講座名 内容 定員・対象 開催月 参加費

ステンドグラス風
小物作り

環境センターに集められたガラス類を使ってステンドグラス風の
小物を作ります。※２週連続の開催となります。

10名
4月
7月

500円

包丁研ぎ 普段使っている包丁を砥石で研ぐ技術を学びます。 20名
5月
8月

200円

段ボールトイレ作り
環境センターに集められた段ボールを使って災害時に役立つ段
ボールトイレを作ります。

8名 5月 200円

布のリフォーム
環境センターに集められた衣類などを使って素敵な小物を作りま
す。※内容は未定

10名 6月 200円

新聞紙エコアート
環境センターに集めれた新聞紙を使って素敵なアート作品を作り
ます。※内容は未定

8名
（小学生以下は保護者同伴）

6月 200円

親子おもちゃ作り 環境センターに集めれたペットボトルを使ってロケットを作ります。
10名

（小学生以下の親子5組）
7月 200円

親子で体験
「布のリフォーム」

環境センターに集めれた衣類などを使って親子で楽しみながらか
わいい小物を作ります。※内容は未定

14名
（小学生以下の親子７組）

7月 200円

アルミ缶で
おもちゃ作り

環境センターに集めれたアルミ缶を使っておもちゃを作ります。
※内容は未定

10名
（小学生以下の親子５組）

8月 200円

おはなし会
（パネルシアター）

人形を使ったおはなしや手遊びとエコクイズをします。
30名

（小学3年生以下の親子15組）
8月 無料

芳香剤作り ご家庭にある身近な保冷剤を使って芳香剤を作ります。 10名 9月 200円

リサイクル
せっけん作り

市内の小中学校から回収された廃食用油を使って環境にやさしい
エコなせっけんを作ります。

20名 9月 200円

皆さんのご参加

お待ちしています。

2019 年度　上半期スケジュール 内容・日程等は変更する場合があります。
申込みの詳細は別途お知らせします。

リサイクル肥料販売リサイクル肥料販売

し尿処理施設から排出された汚泥をリサ

イクルした有機肥料の

販売を行います。是非

ご利用ください。

日 時 4月21日（日）　午前９時から正午まで

場 所 エコプラザ（環境センター内）

価 格 300円（税込み）　1袋（20㎏入り）

販 売 数 1,000袋 ※商品がなくなり次第終了となります。

し尿処理施設から排出された汚泥をリサ

イクルした有機肥料の

販売を行います。是非

段ボールトイレ作り

ステンドグラス風小物作り
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環境センターでは、市民の皆さんに環境センターで実施している事業内容やごみの減量

化などについて説明する「出前講座」を実施しています。

市民の方ならどなたでもご利用できます。10名以上のグループでお申し込みください。

昨年、実施した「出前講座」の実施状況をお知らせします。

職員出前講座を行いました

実施団体 さわやか友の会（老人会）様　23名（平成30年 9月 24日実施）

実施団体 蓮田市自治連合会　蓮田支部　様　24名 （平成30年 9月 29日実施）

内　 容 ●環境センターの事業について

●３Ｒについて

内　 容 ●３Ｒについて

●環境問題講座

出前講座の問合せ先 庶務課　企画広報担当

区民会館の一室をお借り

して、出前講座を実施し、

市民の皆さんと職員で積極

的な意見交換を行いました。

環境センター内のエコプラ

ザで出前講座を実施しました。

自然災害などで災害廃棄物

が発生した場合の対処法など

について、質問がありました。
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職員の給与、職員数などについて
お知らせします

●人事行政の運営状況の公表

●分担金　1,009,166千円（64.5％）
　ごみ・し尿の処理、施設の維持管理（機械修理や焼却

灰などの処理費）にかかる経費を蓮田市と白岡市が負担

しているもの

●負担金　80,050千円（5.1％）
　ごみ処理費のうち不燃ごみ（ガラス類・ペットボトル）

の収集運搬にかかる経費を蓮田市と白岡市が負担して

いるもの

●使用料及び手数料　348,096千円（22.3％）
　組合事業から生じる収入（有料指定ごみ袋やし尿清掃

券の販売代金、ごみの直接持込み手数料など）

●財産収入　80,850千円（5.2％）
資源（鉄・アルミ・古紙類など）の売却益など

●繰入金　0円（0.0％）
施設整備基金の繰入金

●繰越金　42,519千円（2.7％）
前年度の繰越金

●諸収入　2,940千円（0.2％）
資源（アルミ缶など）の売却益

歳入　1,563,621 千円 歳出　1,533,061 千円

①勤務条件に関する措置の要求の状況（平成 29年度）………なし

②不利益処分に関する不服申し立ての状況（平成 29年度）…なし

※紙面の都合上、抜粋になっております。詳しくは環境センターホームページをご覧ください。

職員の給与は、標準生計費や国、地方公共団体、民間企業の給与等を考慮したうえで、条例で定められています。１．給与等状況

２．公平委員会の業務の状況

① 職員給与費の状況（普通会計予算）

② 職員の平均給料月額・平均年齢の状況（平成30年 4月 1日現在） ③ 職員の初任給の状況（平成30年 4月 1日現在）

④ 職員手当の状況

区分
職員数
（Ａ）

給　　　　　与　　　　　費 １人当たり給与費

給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ） （Ｂ／Ａ）

30 年度 33 人 139,808 千円 30,593 千円 59,984 千円 230,385 千円 6,981 千円

一般行政職

平均給料月額 平均年齢

蓮田白岡衛生組合 349,463 円 48.6 歳

国 329,845 円 43.5 歳

区　　分
蓮田白岡衛生組合

決定初任給

一般行政職
大学卒 185,800 円

高校卒 156,800 円

区　　分 蓮田白岡衛生組合

期末手当

勤勉手当

（29 年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

６月期 1.225 月分 0.85 月分

12 月期 1.375 月分 0.95 月分

計 2.6 月分 1.8 月分

人 事 行 政 の 運 営 状 況 の 公 表

平成29年度　決算の概要

●議会費　1,316千円（0.1％）
組合議会の運営にかかる経費

●総務費　330,420千円（21.6％）
事務的経費

●衛生費　1,088,724千円（71.0％）
ごみ・し尿の処理にかかる経費
①清掃総務費　335,342千円
　電気・水道代ほか
②じん芥処理費　668,656千円
　 ごみ処理にかかる経費
　（収集運搬費、機械の点検修理費、焼却灰などの処理費）
③し尿処理費　82,694千円
　し尿処理にかかる経費
　（機械の点検修理費や薬品の購入費など）
④リサイクル促進費　2,032千円
　リサイクルプラザ運営にかかる経費

●公債費　112,601千円（7.3％）
借入金の元利償還金

●予備費　０円（0.0％）
地方自治法第 217 条に基づく計上経費

庶務課　庶務担当
会計室　審査担当

問合せ先組合運営・データ
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去る平成 30 年 9月 21 日に、

蓮田市及び白岡市に在住の識見

を有する方、商工・環境・廃棄

物の関係者、公募による方々な

ど総勢20名（蓮田市10名、白

岡市 10名）の方々を審議会委

員に委嘱しました。任期は平成

32年 6月末までの2年間です。

委員の皆さんには、「一般廃棄

物処理基本計画の見直し」についてを諮問し、本計画の進捗状況に応じた新たな目標につ

いて住民の立場からのご意見をいただき、ごみの減量化やリサイクルを推進するための施

策などについて、審議していただきます。

セメント
会社

コンビニエンス
ストア

ガソリン
スタンド

県道さいたま栗橋線

エコプラザ

リサイクル
ステーション

白岡工業団地
入口交差点

久喜→
方面

←蓮田
　方面

白岡西
交差点

新
幹
線

122

↑
国
道　

号
方
面

星
川

元荒川

環境
センター

この冊子は再生紙を使用しております。

〒３４９－０２０４　白岡市篠津１２７９番地５
　TEL 048－766－3738（蓮田）
　TEL 0480－92－8839（白岡）
　TEL 0480－93－0077（エコプラザ）

http://www.hs-eiseikumiai.orgホームページアドレス

発行／平成31年２月１日　蓮田白岡環境センター（蓮田白岡衛生組合）

【蓮田白岡環境センターの場所】分ければ資 源資 源資 源 混ぜればごみごみごみ

指定ごみ袋取扱い店情報（平成 30年９月～平成 30年 12月）

●○追加店舗名 ローソン蓮田３丁目店　蓮田市蓮田３－７９

●廃止店舗名 五十嵐米穀店　白岡市白岡１４９８－２

森田菓子店　　白岡市小久喜１１１２

（有）荒井商店　白岡市小久喜１０８３－２

廃棄物減量等推進審議会に諮問しました

左から小川副会長、佐々木会長、中野管理者、小島副管理者

計量室建設工事が始まりました。
平成31年１月下旬～

平成31年３月下旬

２０,０３４千円

ごみの一般持込みを「一方通行」にする工事

を実施しています。工事期間中はご迷惑をおか

けしますが、ご協力をお願いします。

お知らせ
工事 期 間

工 事 費用


