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エコプラザまつりを開催します。（Ｐ４）
体験講座の開催のお知らせ（Ｐ５）
リサイクル肥料を販売します。（Ｐ５）
蓮田白岡衛生組合職員を募集します。（Ｐ８）

お 知 ら せ

一般廃棄物処理基本計画の

施策への取り組みについて

（Ｐ２～Ｐ３）

２月18日に、蓮田市及び白岡市の住民組織の代表者20名からなる廃棄物減量等推進審議会に
おいて「住民が求める分別収集について」の答申がなされました。
詳しくは、６ページをご覧ください。

中野管理者（蓮田市長） 佐々木会長 小島副管理者（白岡市長）

発行  蓮田白岡環境センター（蓮田白岡衛生組合）　

No.58
2016.5



　環境センターに搬入される家庭ごみの搬入量は少しずつ減少傾向にあるものの、３つの目標達成のた
めには更なるごみの減量化や資源化が必要です。皆さん一人ひとりの小さな行動の積み重ねが大きな減
量へとつながります。
　計画目標達成のために、平成28年度に環境センターが重点的に取り組む施策についてご紹介します。

2 3

特 集
一般廃棄物処理基本計画の
施策への取り組みについて

2 事業系ごみの分別の徹底
　近年増加傾向にある事業系ごみの減量化及び資源化を図るため、事業所へごみの分別の徹底を呼び
かけます。また、ごみの減量やリサイクルに熱心に取り組んでいる事業者や販売店に対する減量推進
優良事業者表彰制度の創設を検討してまいります。

3 環境学習の推進
　エコプラザにおいて、定期的に体験講座を実施し３Ｒの推進に取
り組みます。特にリユース（再使用）の情報提供並びに利用の拡大
等を呼びかけます。
　また、講師の登録制度により、多くの講座を開催し、講座内容の
充実を図ります。

4 リサイクルステーションの利用促進
　リサイクルステーションでの受入れ品目の見直しの一環として、
資源物の受け入れのほか、使用せず不用となったコーヒーカップ・
皿などの陶器やグラス類の未使用品を引き取り、リサイクルステー
ション及びエコプラザの利用促進を図ります。

1 生ごみの減量化の推進
　環境センターでは、これまで生ごみの水切りや堆肥化（No.55号）についてご紹介してきました。
　更なる生ごみの減量化に向けて、皆さんが実践している取り組みを募集し、環境センターだより
や組合公式ホームページなどでご紹介していきます。

●食材を使い切ることができる
●作り過ぎてしまった料理のアレンジレシピ
　　　生ごみの減量につながるような皆さんのアイデアレシピを募集します！
　　　ご応募いただいたレシピを生ごみの減量に向けて、広報・ＨＰでご紹介させていただきます。
　　　皆さんのご応募をお待ちしております！
　【応募方法】様式は問いません。「氏名・住所・電話番号・作品名・写真・エコなポイント・調理時間・

材料・分量・作り方」を記入した用紙を郵送または持参にて下記の宛て先までご提出ください。
　　　なお、エコレシピ用の用紙が必要なかたは、環境センター、蓮田市みどり環境課及び白岡市環境課

の窓口での配布のほか、組合公式ホームページよりダウンロードできます。
　　※応募いただいた作品に関する一切の権利は環境センターに帰属するものとします。応募いただいた

作品の返却はいたしませんので、ご了承ください。
　【宛て先】〒349-0204　白岡市篠津1279-5　蓮田白岡衛生組合　廃棄物対策課宛　

5 ごみ処理施設の適正な維持管理
　ごみ処理施設の適正な維持管理と安定した運転管理を行いつつ、廃棄物処理施設長寿命化計画※１

に基づき今後実施予定の延命化工事※２を安全確実に実施します。
　延命化工事は全部で17件あり、平成27年度までに12件の工事が終了しています。

※１　当組合が平成24年12月に策定した平成40年度までのごみ処理施設整備計画
※２　老朽化が進んだごみ処理施設の設備・機器を更新することにより、既存施設を長く使用できるよう施設の延命化

を図るための工事

●今後の延命化工事実施予定

１
２
３
４
５

中央計器盤等シーケンサー交換工事
２号焼却炉本体（焼却装置）補修工事
破砕物搬送コンベア補修工事
焼却炉（通風設備等）補修工事
破砕機ライナー板交換工事

延命化工事（事業）名

平成28年度

平成29年度

実施予定

◉エコレシピを募集します！

　本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、生活環境の保全
と公衆衛生の向上を図りつつ長期的・総合的な視点に立って、蓮田市及び白岡
市における一般廃棄物の適正な処理を行うためのものです。

基本計画の趣旨

　住民・事業者・行政が共通の認識のもとで、それぞれの立場において３Ｒを
推進することにより、「持続可能な循環型社会の推進」を目指します。

基本目標 持続可能な循環型社会の推進 ごみ減量化目標

資源化目標

埋立処分量の削減目標

目　　標

１人１日当りの
ごみ排出量
リサイクル率

埋立処分量

指　　標

819ｇ／人・日

28.0％

690トン

基準年度
（平成25年度）

780ｇ／人・日

34.5％

575トン

目標年度
（平成36年度）

 基本計画において、環境センターにおける目標値は以下のように定められて
います。なお、本計画の基準年度は平成25年度となっています。計画目標

　「持続可能な循環型社会の推進」に向けて、３Ｒ原則に基づくごみ処理を
基本方針と定めています。基本方針

１　住民・事業者・行政の役割分担による３Ｒの推進
２　循環型ごみ処理体制の確立と効率的なごみ処理事業の運営
３　安全で環境への負荷が少ないごみの適正処理の推進

１　住民・事業者・行政の役割分担による３Ｒの推進
２　循環型ごみ処理体制の確立と効率的なごみ処理事業の運営
３　安全で環境への負荷が少ないごみの適正処理の推進
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を開催します！
エコプラザまつり

警察署のかたから交通ルールを
学びましょう。

パトカーと白バイ
による交通安全のPR

第７回
　エコプラザにおいて「第７回エコプラザまつり」を開催します。
　毎回、多くの皆さんに足を運んでいただき、３Ｒ※にご協力いただ
いております。
　今回も市民の皆さんに楽しんでいただけるよう、多数イベントを用意
していますので、ぜひご来場ください。

体験講座を開催します
　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、組合公式ホームページ、蓮田市・白岡市の広報誌において随時お知らせいたし
ます。

リサイクル肥料を販売します
　昨年まで「エコプラザまつり」において販売しておりましたリサイクル肥料の販売会を開催します。
　「エコプラザまつり」での販売は、行いませんのでご注意ください。

６月19日（日）　午前９時00分～正午開催日時

エコプラザ（環境センター内）開催場所

各イベントは下記のとおりとなります。開催内容
※内容は都合により変更する場合がございます。

６月26日（日）　午前９時00分～午後４時00分日　　時

エコプラザ（環境センター内）場　　所

１袋（20㎏）　300円（税込み）【ひとり５袋まで】価　　格

600袋販 売 数 ※無くなり次第終了となります。（先着順）
　予約販売はいたしませんので、ご了承ください。

子どもたちに「ものづくり」の楽し
さやリサイクルの大切さを知っても
らう体験講座です。※内容は未定です。

ものづくり体験
主に蓮田市と白岡市の小中学校から
回収した廃食用油を燃料とした収集
車両を展示します。

ＢＤＦ収集車両展示

遊ばなくなったおもちゃを「カエルポイ
ント」に換えて、別のおもちゃと「かえっ
こ（交換）」しよう！

おもちゃ交換「かえっこ」
子ども対象

蓮田市と白岡市の商工会に
よる物品の販売を行います。

商工会による
物品販売

親子対象

不用になった子ども服をお
持ちいただき、自由に交換
ができます。

子ども服交換

　ご自宅にある牛乳パックとペットボトルキャップをお持ちください。
○牛乳パック（１ℓ）を３０枚またはペットボトルキャップ（１００個程度）を持ってくるとゲームに
参加できます。

[注意]必要以上の数を持参した場合でも、ゲームに参加できるのは、ひとり１回までとさせてい
ただきます。

○景品については、トイレットペーパー、肥料小袋の２種類となり、サイコロの出た目により、
もらえる数が異なります。景品の選び方は、参加者が自由に決められます。
※景品が無くなり次第終了とさせていただきます。

サイコロを振って景品をゲットしよう！
年齢制限なし

環境センターに集められた家具類や日
用品を展示即売します。

リユース品展示即売
【先着順】

２０歳以上対象

※３Ｒ…リデュース（Ｒeduce：ごみを減らす）
　　　　リユース　（Ｒeuse：繰り返し使う）
　　　　リサイクル（Ｒecycle：形を変えて使う）

【写真は前回の開催時のものです。】

※内容・開催日については、変更する場合があります。

1

32

みんなで
遊びに来てね！ ①

名　称 内　容写真
番号

リサイクル石けん
作り

市内の小・中学校から回収された廃食用油を
使って自然にやさしい石けんを作ります。

対象・定員

２０名

開催月

７月

費用
（材料・保険代）

２００円

⑤ 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ので、１回のみの
ご参加はできません。

１０名 9月 5００円

④ 夏休み親子　　
おもちゃ作り

環境センターに集められたペットボトルを使っ
ておもちゃを作ります。

３歳児から
小学４年生
までの親子
６組（１２名）

8月 ２００円

② 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。 １０名 ７月 ２００円

③ 包丁研ぎ 家庭で切れなくなった包丁をご自身で研いでリ
ユース（再使用）します。 ２０名 ８月 ２００円

《平成２８年度　上半期スケジュール》

①リサイクル石けん作り ②布のリフォーム ②リフォームした作品

④夏休み親子おもちゃ作り ④ペットボトルのおもちゃ
⑤ステンドグラス風

小物作り ⑤作品

③包丁研ぎ

リサイクル
肥料

リサイクル
肥料

皆さんのご参加
お待ちして
います。
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　「エコプラザまつり」での販売は、行いませんのでご注意ください。

６月19日（日）　午前９時00分～正午開催日時

エコプラザ（環境センター内）開催場所

各イベントは下記のとおりとなります。開催内容
※内容は都合により変更する場合がございます。

６月26日（日）　午前９時00分～午後４時00分日　　時

エコプラザ（環境センター内）場　　所

１袋（20㎏）　300円（税込み）【ひとり５袋まで】価　　格

600袋販 売 数 ※無くなり次第終了となります。（先着順）
　予約販売はいたしませんので、ご了承ください。

子どもたちに「ものづくり」の楽し
さやリサイクルの大切さを知っても
らう体験講座です。※内容は未定です。

ものづくり体験
主に蓮田市と白岡市の小中学校から
回収した廃食用油を燃料とした収集
車両を展示します。

ＢＤＦ収集車両展示

遊ばなくなったおもちゃを「カエルポイ
ント」に換えて、別のおもちゃと「かえっ
こ（交換）」しよう！

おもちゃ交換「かえっこ」
子ども対象

蓮田市と白岡市の商工会に
よる物品の販売を行います。

商工会による
物品販売

親子対象

不用になった子ども服をお
持ちいただき、自由に交換
ができます。

子ども服交換

　ご自宅にある牛乳パックとペットボトルキャップをお持ちください。
○牛乳パック（１ℓ）を３０枚またはペットボトルキャップ（１００個程度）を持ってくるとゲームに
参加できます。

[注意]必要以上の数を持参した場合でも、ゲームに参加できるのは、ひとり１回までとさせてい
ただきます。

○景品については、トイレットペーパー、肥料小袋の２種類となり、サイコロの出た目により、
もらえる数が異なります。景品の選び方は、参加者が自由に決められます。
※景品が無くなり次第終了とさせていただきます。

サイコロを振って景品をゲットしよう！
年齢制限なし

環境センターに集められた家具類や日
用品を展示即売します。

リユース品展示即売
【先着順】

２０歳以上対象

※３Ｒ…リデュース（Ｒeduce：ごみを減らす）
　　　　リユース　（Ｒeuse：繰り返し使う）
　　　　リサイクル（Ｒecycle：形を変えて使う）

【写真は前回の開催時のものです。】

※内容・開催日については、変更する場合があります。

1
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みんなで
遊びに来てね！ ①

名　称 内　容写真
番号

リサイクル石けん
作り

市内の小・中学校から回収された廃食用油を
使って自然にやさしい石けんを作ります。

対象・定員

２０名

開催月

７月

費用
（材料・保険代）

２００円

⑤ 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ので、１回のみの
ご参加はできません。

１０名 9月 5００円

④ 夏休み親子　　
おもちゃ作り

環境センターに集められたペットボトルを使っ
ておもちゃを作ります。

３歳児から
小学４年生
までの親子
６組（１２名）

8月 ２００円

② 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。 １０名 ７月 ２００円

③ 包丁研ぎ 家庭で切れなくなった包丁をご自身で研いでリ
ユース（再使用）します。 ２０名 ８月 ２００円

《平成２８年度　上半期スケジュール》

①リサイクル石けん作り ②布のリフォーム ②リフォームした作品

④夏休み親子おもちゃ作り ④ペットボトルのおもちゃ
⑤ステンドグラス風

小物作り ⑤作品

③包丁研ぎ

リサイクル
肥料

リサイクル
肥料

皆さんのご参加
お待ちして
います。
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　組合公式ホームページでは、住民の皆さんからのさまざまなご意見に対応するため、カレンダー版
のごみ収集日程表を掲載しております。
　「各地区のごみ収集日程表」の中から、該当する地区のカレンダー版ごみ収集日程表を印刷してご利
用ください。

◆廃棄物減量等推進審議会より答申がなされました
　２月18日に、蓮田市及び白岡市の住民組織の代表者20名からなる廃棄物減量等推進審議会において
「住民が求める分別収集について」の答申がなされました。主な内容は以下のとおりです。
【紙面の都合上、一部を掲載しております。】

　このたびの答申を踏まえ、平成27年３月に策定した一般廃棄物処理基本計画に定められているごみ
の減量化目標、資源化目標、埋立処分量の削減目標を達成するため、さまざまな施策を講じるととも
に、適正なごみ処理行政を推進してまいります。

　答申書の詳しい内容については、組合公式ホームページの「お知らせ」をご覧ください。

A．

平成２8年度　予　　算平成２８年度　予　　算

①分担金　1,085,009
　

②負担金　78,828
　ごみ処理費のうち不燃ごみ（ガラス・ペットボトル類）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

③使用料及び手数料　350,070

④財産収入　77,687

⑧組合債 21,100
　ごみ焼却施設延命化事業
にかかる借入金

1,669,167

【単位：千円】

歳入

①分担金
（65%）

②負担金
（4.7%）

③使用料
　及び
　手数料
（21%）

④財産収入
（4.6%）

⑥繰越金
（2.1%）

⑤繰入金
（1.2%）

⑦諸収入
（0.1%）

⑧組合債
（1.3%）

1,669,167
千円

1,669,167

①議会費　1,495
組合議会の運営にかかる経費 

②総務費　334,928
事務的経費

③衛生費　1,198,355
　ごみ・し尿の処理にかかる経費
　・清掃総務費…電気、水道代ほか　357,268
　・じん芥処理費…ごみ処理にかかる経費　756,248
　　　（収集運搬費、機械の点検修理費、焼却灰などの処理費）
　・し尿処理費…し尿処理にかかる経費　83,050
　　　（機械の点検修理費や薬品の購入費など）
　・リサイクル促進費…リサイクルプラザ運営にかかる経費　1,789
④公債費　129,389
　借入金の元利償還金

⑤予備費　5,000
　地方自治法第 217 条に基づく計上経費

歳出歳出

②総務費
（20.1%）

①議会費
（0.1%）

③衛生費
（71.8%）

⑤予備費
（0.3%）

④公債費
（7.7%）

1,669,167
千円

歳入

　ごみ・し尿の処理、施設の維持管理（機械の修理や焼却灰など
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 

　組合事業から生ずる収入（有料指定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）

　資源（鉄・アルミ・古紙類など）の売却益など
⑤繰入金　20,000

　施設整備基金の繰入金
⑥繰越金　35,000

　前年度の繰越金
⑦諸収入 1,473

　組合預金利子、広告収入など

＆Q分 収別 集
「不用品回収」などのチラシが頻繁にポストに投函されて
いるのですが利用しても大丈夫ですか？

Ｑ．

　「無料で不用品を回収します」などと記載したチラシを各家庭に配布し、軽トラックなどで地域を
巡回しながら不用品を回収する業者などが見受けられますが、ほとんどが無許可の違法業者です。
　各家庭からでるごみ（一般廃棄物）を収集・運搬・処分するには、廃棄物処理法に基づき蓮田白岡
衛生組合の「一般廃棄物処理業の許可」が必要となります。
　違法な不用品回収業者の中には、「産業廃棄物の許可」、「古物商許可」、「貨物運送事業の許可」
を掲示して、いかにも正規業者を装っている業者もいますが、それらの許可のみでは、家庭からでる
ごみ（一般廃棄物）を収集・運搬・処分することはできません。
　違法な不用品回収業者によるトラブルも発生しておりますので、利用しないようにしてください。

A

お知らせ

　　現状の収集形態を継続し、収集形態を変更する場合は、分別することの意義を示し、大きな混
乱を招くことのないよう、周知方法、期間等を慎重に検討すること。

１　収集形態の見直しについて

　　不法投棄や分別不良等の問題を抱えている集積所については、行政による分別指導を行うとと
もに、行政機関と市民が連携した管理体制とすること。

２　集積所の管理について

　　両市内の自治会館や集会所にて試行的に実施したモデル事業の結果を踏まえ、回収ボックスの
設置場所や回収方法のほか、回収品目以外の投棄も懸念されることから、慎重に検討すること。

３　拠点回収について

　　現状の平袋タイプの継続を要望するものの、指定ごみ袋を活用した広告収入など市民の負担軽
減につながる施策を検討すること。

４　有料指定ごみ袋の形状について

　　事業系ごみが増加傾向にあることや、ごみ処理手数料がごみ処理原価と乖離していることか
ら、近隣自治体との均衡を図り定期的な料金の見直しなどを十分に検討すること。

５　搬入ごみ手数料の見直しについて

ごみ収集日程表のカレンダー版を
ご存知ですか？
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　組合公式ホームページでは、住民の皆さんからのさまざまなご意見に対応するため、カレンダー版
のごみ収集日程表を掲載しております。
　「各地区のごみ収集日程表」の中から、該当する地区のカレンダー版ごみ収集日程表を印刷してご利
用ください。

◆廃棄物減量等推進審議会より答申がなされました
　２月18日に、蓮田市及び白岡市の住民組織の代表者20名からなる廃棄物減量等推進審議会において
「住民が求める分別収集について」の答申がなされました。主な内容は以下のとおりです。
【紙面の都合上、一部を掲載しております。】

　このたびの答申を踏まえ、平成27年３月に策定した一般廃棄物処理基本計画に定められているごみ
の減量化目標、資源化目標、埋立処分量の削減目標を達成するため、さまざまな施策を講じるととも
に、適正なごみ処理行政を推進してまいります。

　答申書の詳しい内容については、組合公式ホームページの「お知らせ」をご覧ください。

A．

平成２8年度　予　　算平成２８年度　予　　算

①分担金　1,085,009
　

②負担金　78,828
　ごみ処理費のうち不燃ごみ（ガラス・ペットボトル類）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

③使用料及び手数料　350,070

④財産収入　77,687

⑧組合債 21,100
　ごみ焼却施設延命化事業
にかかる借入金

1,669,167

【単位：千円】

歳入

①分担金
（65%）

②負担金
（4.7%）

③使用料
　及び
　手数料
（21%）

④財産収入
（4.6%）

⑥繰越金
（2.1%）

⑤繰入金
（1.2%）

⑦諸収入
（0.1%）

⑧組合債
（1.3%）

1,669,167
千円

1,669,167

①議会費　1,495
組合議会の運営にかかる経費 

②総務費　334,928
事務的経費

③衛生費　1,198,355
　ごみ・し尿の処理にかかる経費
　・清掃総務費…電気、水道代ほか　357,268
　・じん芥処理費…ごみ処理にかかる経費　756,248
　　　（収集運搬費、機械の点検修理費、焼却灰などの処理費）
　・し尿処理費…し尿処理にかかる経費　83,050
　　　（機械の点検修理費や薬品の購入費など）
　・リサイクル促進費…リサイクルプラザ運営にかかる経費　1,789
④公債費　129,389
　借入金の元利償還金

⑤予備費　5,000
　地方自治法第 217 条に基づく計上経費

歳出歳出

②総務費
（20.1%）

①議会費
（0.1%）

③衛生費
（71.8%）

⑤予備費
（0.3%）

④公債費
（7.7%）

1,669,167
千円

歳入

　ごみ・し尿の処理、施設の維持管理（機械の修理や焼却灰など
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 

　組合事業から生ずる収入（有料指定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）

　資源（鉄・アルミ・古紙類など）の売却益など
⑤繰入金　20,000

　施設整備基金の繰入金
⑥繰越金　35,000

　前年度の繰越金
⑦諸収入 1,473

　組合預金利子、広告収入など

＆Q分 収別 集
「不用品回収」などのチラシが頻繁にポストに投函されて
いるのですが利用しても大丈夫ですか？

Ｑ．

　「無料で不用品を回収します」などと記載したチラシを各家庭に配布し、軽トラックなどで地域を
巡回しながら不用品を回収する業者などが見受けられますが、ほとんどが無許可の違法業者です。
　各家庭からでるごみ（一般廃棄物）を収集・運搬・処分するには、廃棄物処理法に基づき蓮田白岡
衛生組合の「一般廃棄物処理業の許可」が必要となります。
　違法な不用品回収業者の中には、「産業廃棄物の許可」、「古物商許可」、「貨物運送事業の許可」
を掲示して、いかにも正規業者を装っている業者もいますが、それらの許可のみでは、家庭からでる
ごみ（一般廃棄物）を収集・運搬・処分することはできません。
　違法な不用品回収業者によるトラブルも発生しておりますので、利用しないようにしてください。

A

お知らせ

　　現状の収集形態を継続し、収集形態を変更する場合は、分別することの意義を示し、大きな混
乱を招くことのないよう、周知方法、期間等を慎重に検討すること。

１　収集形態の見直しについて

　　不法投棄や分別不良等の問題を抱えている集積所については、行政による分別指導を行うとと
もに、行政機関と市民が連携した管理体制とすること。

２　集積所の管理について

　　両市内の自治会館や集会所にて試行的に実施したモデル事業の結果を踏まえ、回収ボックスの
設置場所や回収方法のほか、回収品目以外の投棄も懸念されることから、慎重に検討すること。

３　拠点回収について

　　現状の平袋タイプの継続を要望するものの、指定ごみ袋を活用した広告収入など市民の負担軽
減につながる施策を検討すること。

４　有料指定ごみ袋の形状について

　　事業系ごみが増加傾向にあることや、ごみ処理手数料がごみ処理原価と乖離していることか
ら、近隣自治体との均衡を図り定期的な料金の見直しなどを十分に検討すること。

５　搬入ごみ手数料の見直しについて

ごみ収集日程表のカレンダー版を
ご存知ですか？



平成28年度

蓮田白岡衛生組合職員 募 集

採 用 人 数 １名

採 用 職 種 一般事務職

受 験 資 格 下記の①～③の全てを満たしているかた
①　大学卒　昭和63年４月２日以降に生まれたかた
　　もしくは
　　短大卒　平成２年４月２日以降に生まれたかた
②　学校教育法に基づく大学を卒業したかた
③　地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しないかた

受 付 期 間 平成28年５月３０日（月）から平成28年６月１７日（金）まで
（土・日曜日を除く、午前８時30分から午後５時15分まで）

資 料 配 布 組合指定の履歴書は、５月２日（月）から当組合庶務課庶務係で配布します。
（土・日曜日を除く、午前８時30分から午後５時15分まで）

申 込 方 法 組合指定の履歴書に必要事項を記入のうえ、原則として受験者本人が持参して
ください。

提 出 先 第１次試験…７月３日（日）午前９時～
第２次試験…８月頃（第１次試験合格者に文書で通知します）

採 用 予 定 日 平成28年10月１日

問い合わせ 蓮田白岡衛生組合　庶務課　庶務係
☎０４８（７６６）３７３８（蓮田局）
☎０４８０（９２）８８３９（白岡局）
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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／５月２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 混ぜればごみごみ

指定ごみ袋取扱い店情報（平成27年12月～平成28年3月）
●追加店舗名
●廃止店舗名

セブンイレブン蓮田井沼店　　蓮田市井沼７６９－２
ジャパン　蓮田関山店　　　　蓮田市山ノ内７－１

資源 ごみ


