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発行　蓮田白岡環境センター（蓮田白岡衛生組合）
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環境センターキャラクター

「げんちゃん」

●廃タイヤ処分料金改定のお知らせ（Ｐ3）

●エコプラザの事業について（P4～5）

●廃棄物減量等推進審議会委員の募集（Ｐ8）

お 知 ら せ

特 集
小型家電のリサイクルの

流れ（Ｐ２～Ｐ３）

社会体験チャレンジ事業の様子（白岡市立篠津中学
校）

　環境センターでは、社会体験チャレンジ事業の一
環として管内の中学生を対象に「職場体験学習」の

受け入

れをしております。

　この職場体験では、ごみやし尿の収集のほか、施
設内で実際のごみ処理作業等を体験していただいて

おります。

ンター（蓮田白岡衛生組合）
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特 集

　使用済み小型家電には、金や銀などの多くの希少金属が含まれております。資源を有効に活用す

るために平成 25 年 4 月から使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リサ

イクル法）が施行されました。

　ご家庭で使わなくなった小型家電は、環境センターで選別してから資源化工場に運搬されたあと

金属製錬所などで、適正にリサイクルされています。それでは、リサイクルの流れを見てみよう！

小型家電のリサイクルを見てみよう！

①燃やせないごみ及びリサイクルス
テーションから回収された小型家電

②環境センターで選別して一時保管

小型家電の主なもの

デジタルカメラ、ＤＶＤプレーヤー、ビデオデッキ

炊飯器、ラジカセ、パソコンなど

選別

リサイクル

　希少金属が含まれている小型家電を選別し、一時保

管します。

　機械にかけて破砕し、比重ごとに細かく分別

して希少金属を取り出します。

　小型家電を破砕し、磁力などを利用した選別機にか

けて金属類を回収します。その後、各素材ごとにリサ

イクルするため金属製錬所などに運搬され、希少金属

原料として生まれ変わります。

③資源化工場へ ④金属製錬所などへ

資源化工場

金 パラジ
ウム
など

アルミ
ニウム銅銀

平成 26 年度 

小型家電回収実績（環境センター）

254ｔ（　　　　　　 ）
【金属類等の主な割合】（平成 26 年度実証事業）

鉄…約 52％　アルミ…約３％　金銀銅…約２％

プラスチックやダストなど…約 43％

皆さんが使わなくなった使用済み小型家電は大切な資源です。

小型家電は、燃やせないごみ及びリサイクルステーションで回収を行っております。

小型家電のリサイクルの流れ

うちリサイクルステーション
回収量 11t
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リサイクルステーションリサイクルステーションからのお願い

　去る 11 月１日（日）に、環境センターにお

いて、タイヤ・バッテリーの有料引取会を行い

ました。

　平成 28 年度から廃タイヤの処分

料金を下記のとおり見直しさせてい

ただきます。また、引取会は年 1 回

に変更させていただきます。（10 月

頃を予定）

タイヤ・バッテリーの

有料引取会を実施しました。

品　目 タイヤ・ホイール バッテリー

回収量 337 本 34 個

種類 変更前 変更後

オートバイ用・自転車など 100 円 200 円

普通・軽自動車 300 円 400 円

ＲＶ車用 500 円 600 円

お知らせ

★リサイクルステーション
　（環境センター エコプラザ横）

利用時間：毎週日曜日（年末年始祝日除く）

午前 9 時～午後 4 時　※利用にあたり料金はかかりません。

環境センターホームページ　http://www.hs-eiseikumiai.org

【問合せ】リサイクル推進課

●新聞　●雑誌　●段ボール　●牛乳パック　●シュレッダー紙　●布類　●ペットボトル

●ペットボトルキャップ　●飲料用缶　●廃食用油（家庭で使い終わった植物性食用油）

●食品用の白色・色つきトレー　●ＣＤ・ＤＶＤ　●インクカートリッジ（家庭用プリンタのカートリッジ）

●小型家電（※）（デジタルカメラ、ＤＶＤプレーヤー、ビデオデッキ、炊飯器、ラジカセ、パソコンなど）

取扱い品一覧

※小型家電として取扱いできないもの

家電リサイクル法に基づく製品 ( テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機 )

家具調こたつのように木製部を含むもの

電気カーペットや電気毛布のように繊維を含むもの

特殊な取り外し工事が必要なもの（太陽光パネルなど）

詳しくはホームページをご覧ください。

ん〜…

搬入時のお願い

　品目ごとに分別して、ご自身でリサイクルステーションにある専用の回収ボックスに入れてください。

　また、持ち込みに使用したビニール袋などはお持ち帰りいただくようご協力をお願いします。

※ 困っています。

リサイクルステーションでは、取扱いできない次のような品目が搬入され困っています。

分別やルールが守られていないものは搬入できませんので、ご理解とご協力をお願いします。

●ガラスビン　　　　●発泡スチロール　　●スプレー缶　　●布団　　●カーペット

●カセットテープ　　●ビデオテープ　　　●乾電池　　　　●電球　　●蛍光管
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エコプラザの事業について

リユース品の販売

　環境センターに搬入された家具類や日用品の

中からまだ使えそうなものを再生したリユース

品を展示し、抽選販売を行っています。

　常時販売コーナーでは、日用品や衣類などの

小物類を販売しています。

　エコプラザでは、日常生活において使用する身近なものをリユース・リサイクル

する体験講座を定期的に開催しています。特に人気の高い「包丁研ぎ体験」、「布の

リフォーム体験」、「ステンドグラス風小物作り体験」をご紹介します。

　ご家庭で使っている包丁を持参し、

参加者が自ら研ぐことにより、リユー

スや物の大切さを理解してもらうこ

とを目的としています。

常時販売コーナー

包丁研ぎ体験

布のリフォーム体験 ステンドグラス風
小物作り体験

　今までは自己流で適当に研いでいたので、今

回講師の方に正しい研ぎ方を教えていただき、

家で研ぐのが楽しみになりました。こ

れを機会に包丁に限らず、物を大切に

長く使いたいと思います。

　普通ならゴミになってしまうものが素敵なマット

に生まれ変わりとても感動しました。この経験を高

齢者のボランティア活動にも反映させたいと思いま

す。

　最初は難しそうで私にできるかどうか不安でした

が、簡単に素敵な小物を作ることができました。普段

何気なく出しているガラスがこんな形でリサイクルさ

れることに驚きました。

参

参

加

加

感

感 感

者

者

の

の

想

想

　 蓮田白岡環境センターの敷地内にある「エコプラザ」は、市民の皆さまにごみの減量や３Ｒ※などのエコ

活動に関心を持っていただくことを目的として、平成 25 年４月に建てられた情報発信施設です。まもなく開

館して３年になりますが、より多くのかたにエコプラザを知っていただくために事業の内容をご紹介します。

※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）

　環境センターに集められた布類の中から使えそうな布を選別

し、小物を作ることで、リサイクルに関する意識を高めてもら

うことを目的としています。

想参 加 者 の

　環境センターに

集められたガラス

類を使ったステン

ドグラス風の小物を作成し、

リユースやリサイクルに興味

を持ってもらうことを目的と

しています。

抽選販売コーナー

体験講座
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※ エコプラザ事業の開催内容及び日程については、環境センターホームページをご覧いただくかエコプラザまでお問い合わせください。

　平成 25 年度から平成 29 年度までの５か年計画で実施している延命化工事は、総工事件数 17 件のうち９件の工事

が終了し、ごみ焼却施設で排ガス処理を行う重要な設備であるバグフィルターという集塵装置（２基）のケーシング

の交換工事を含め、現在４件（※②）の工事が順調に進んでいます。今後も、市民の皆さまの生活環境に支障を来た

すことのないよう、延命化工事を安全確実に終了させ、施設の計画的な修繕を実施し、安定したごみ処理を行ってま

いります。

※①  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です。

※②  工事の進渉状況は平成 27 年 12 月現在のものです。

　エコプラザでは、市民の皆さまに楽しみながら３Ｒについて興味を持っていた

だくことを目的として、年２回（６月・10月）「エコプラザまつり」を開催しています。

　また、蓮田市の「雅楽谷の森フェスティバル」や白岡市の「わんぱく笑（商）店街」などのイベン

トにも積極的に参加し、環境啓発を行っています。

エコプラザまつり 雅楽谷の森フェスティバル わんぱく笑（商）店街
　昨年の 10 月 18 日（日）に「第６回エコプ

ラザまつり」を開催しました。

　当日は天候にも恵まれ 492 人の方々にご来

場いただき、リユース・リサイクルにご協力

いただきました。

　昨年の 11 月 23 日（月）に白岡市で開催された「わん

ぱく笑（商）店街」に参加しました。

　当日は子供たちが使わなくなったおもちゃを持ち寄り、

子供たちが商店主となり別のおもちゃと交換するお店を

開き、リユースする取り組みを体験してもらいました。

　昨年の 11 月３日（火）に蓮田市で開催された「雅

楽谷の森フェスティバル」に参加しました。

　当日は環境センターに集められた衣類の中から

子供服を中心に衣類の交換会を行い、大勢の方々

にリユースにご協力いただきました。

ごみ焼却施設・
粗大ごみ処理施設より

延命化工事※①の進捗状況
についてお知らせします。

材料搬入中 工事中

■バグフィルターケーシング交換工事の様子

イベントの開催・参加

【問合せ先】☎ 0480-93-0077（エコプラザ）
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平成２6 年度  決算の概要

●分担金　1,073,016 千円（45.33%）
　 　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　77,019 千円（3.25%）
　 　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　341,132 千円（14.41%）
　 　組合事業から生じる収入（指定ごみ袋やし尿清掃券

の販売代金、ごみの直接持込手数料など）

●財産収入　100,843 千円（4.26%）
　 　資源（鉄・アルミ・古紙類など）の売却益など

●繰越金　93,769 千円（3.96%）
　　前年度の繰越金

●諸収入　7,929 千円（0.34%）
　　組合預金利子、広告収入など

●組合債　673,300 千円（28.45%）
　　ごみ焼却施設延命化事業にかかる借入金

●議会費　1,599 千円（0.07%）

　　組合議会運営にかかる経費

●総務費　375,262 千円（16.33%）

　　事務的経費

●衛生費　1,814,742 千円（78.95%）

　　ごみ・し尿の処理にかかる経費

　　①清掃総務費　274,261 千円

　　　電気・水道代ほか

　　②じん芥処理費　1,463,282 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　75,717 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　1,482 千円

　　　リサイクルプラザ運営にかかる経費

●公債費　106,888 千円（4.65%）

　　借入金の元利償還金

歳入　2,367,008 千円 歳出　2,298,491 千円

人事行政の運営状況の公表

　職員の給与は、標準生計費や国、他の地方公共団体、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勤務条件に関する措置の要求の状況（平成 26 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 26 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。

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 27年 4月 1日現在） ③ 職員の初任給の状況（平成 27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）

27 年度 34 人 142,098 千円 33,100 千円 57,083 千円 232,281 千円 6,832 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 346,742 円 47.4 歳

国 334,283 円 43.5 歳

区　　分
決定初任給

蓮田白岡衛生組合 国

一般行政職
大学卒 180,800 円 174,200 円

高校卒 151,800 円 142,100 円

区　　分 蓮田白岡衛生組合

期末手当

勤勉手当

（26 年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

６月期 1.225 月分 0.675 月分

12 月期 1.375 月分 0.825 月分

計 2.6 月分 1.5 月分
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破れたり、穴の空いてしまったペットボトル回収用ネットは

交換してもらえますか？

Ｑ．

　「ペットボトル回収用ネット」については、

導入から３年以上が経過し、経年劣化などによ

る損傷が見られる場合は、随時交換をしていま

す。

　必要に応じて交換及び追加をお願いします。

　「回収用ネット」は環境センター、蓮田市み

どり環境課、白岡市環境課で配布しています。

A．

＆＆QQ AA分 別

交換・追加を

お願いします。

「燃えるごみ」収集中に車両火災発生！

　「燃えるごみ」を収集中に車両火災が発生しました。

　火災の原因は「燃えるごみ」に混入していた携帯電話のバッテリー、

ライターによるものと思われます。その他にも「燃えるごみ」の指定ご

み袋の中に金属製のごみが入っていました。このような

分別不良によるマナー違反は重大な事故を引き起こす危険性がありますので、絶対

にやめてください。

携帯電話のバッテリーは家電量販店や

携帯電話会社の回収制度をご利用ください。

ライターは「有害・危険ごみ」の

日に分別して出してください。

有害・
危険ごみ

ルールを守り、
きれいな街づくり、

環境づくりにご協力を !
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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／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27年９月～11月）

●店舗名変更 マツモトキヨシ白岡店⇒ pｅｔｉｔ　ｍａｄｏｃａ　白岡店

廃棄物減量等
推進審議会委員の 募 集

　ごみの減量とリサイクルについて、市民の代表としてさまざまなご意見やご提案をいただける

審議会委員を募集します。

応 募 資 格

応 募 人 員

任 　 　 期

会議開催回数

応 募 方 法

提 出 期 限

問 い 合 わ せ

提 出 先

選考方法及び
選 考 結 果

蓮田市又は白岡市に在住（１年以上）の 18 才以上のかたで、ごみの減量やリサイ

クルに関心のあるかた

４名以内

平成 28 年７月１日から平成 30 年６月 30 日までの２年間

年３回程度

応募用紙に、住所・氏名・年齢・電話番号・職業、応募動機（800 字程度）を記入し、

下記提出先まで郵送又は持参してください。

応募用紙については、環境センターのほか、蓮田市みどり環境課及び白岡市環境課

の各窓口でも配布しています。

※応募用紙は環境センターのホームページからダウンロードすることもできます。

　http://www.hs-eiseikumiai.org

平成 28 年３月 14 日（月）必着

〒 349-0204　白岡市篠津 1279-5　蓮田白岡衛生組合　廃棄物対策課

書類審査及び面接等により選考します。選考結果は応募者全員にお知らせします。

なお、応募用紙の返却は一切行いませんが、応募に関する情報は選考目的以外には使

用いたしません。

蓮田白岡環境センター（蓮田白岡衛生組合）廃棄物対策課

蓮田局　０４８－７６６－３７３８

白岡局　０４８０－９２－８８３９


