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発行　蓮田白岡環境センター（蓮田白岡衛生組合）

No.56
2015.9

環境センターキャラクター

「げんちゃん」

●第６回エコプラザまつりのお知らせ（Ｐ４～Ｐ５）
●体験会・環境講座の下半期スケジュール（Ｐ５）
●リユース品常時販売のお知らせ（Ｐ５）
●タイヤ・バッテリーの有料引取会を開催します。（Ｐ６）

お 知 ら せ

特 集
ごみの処理とリサイクルの流れ
（Ｐ２～Ｐ３）

資料提供：アルミ缶リサイクル協会
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特 集
蓮田市・白岡市のごみ処理とリサイクル

ペットボトル

有害・危険ごみ

ガラス類

飲食料用缶

古紙・布類

燃えるごみ

粗大ごみ

燃やせないごみ

搬入（収集） 中 間 処 理

★燃えるごみ ★燃えるごみ

★不燃ごみ
★燃やせないごみ
★飲食料用缶
★粗大ごみ

★不燃ごみ
★燃やせないごみ
★有害・危険ごみ
★粗大ごみ

★資源物

　　ガラス類　　ペットボトル

　　飲食料用缶　古紙・布類

蓮田市…14,614t
白岡市…11,785t

蓮田市

…14,853t
白岡市

…11,992t

★ガラス類・ペットボトル

蓮田市……767t
白岡市……579t

★剪定枝等

蓮田市……  47t
白岡市……  38t

★スプレー缶・ライター

蓮田市……  20t
白岡市……  15t

★廃乾電池・廃蛍光管

蓮田市……  26t
白岡市……  19t

★古紙・布類

蓮田市…1,658t
白岡市…1,251t

蓮田市…609t
白岡市…467t

蓮田市…850t
白岡市…743t

蓮田市…2,237t
白岡市…2,112t

【収集・持込み】 【焼　　却】

【破砕・選別】

【民間施設内処理】
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皆さんは、自分の出したごみが、どのような処理を行いリサイクルされているかを知っていますか？

平成 26 年度の処理実績から、ごみ処理やリサイクルの流れを見てみよう。蓮田市・白岡市のごみ処理とリサイクル

リ サ イ ク ル

焼却灰

…2,147t
ばいじん

…295t

リユース家具等

…375点（8t）

焼却灰……793t
不燃残渣…122t

鉄類・粗大鉄・アルミ

雑線・家電等…941t

ペットボトルキャップ…13t

硬質プラ…………………５t

剪定枝……………………85t

ガラス………………1,048t

ペットボトル…………286t

古紙・布類………… 2,909t

廃乾電池・廃蛍光管

スプレー缶・ライター

　………80t

焼却灰（セメント原料・路盤材等）

金属・ガラス・ペットボトルなどの原料

展示販売

最終処分（埋め立て）

　燃やした際に出る有害なガス

は、薬品やバグフィルターとい

う機器を使用して、有害なもの

を取り除いてから、

煙突から出して

いるよ。

　素材ごとにプレス（圧縮）して、

まとめて運ぶんだね。

　環境センターからそれぞれの

リサイクル施設に運ばれて行く

んだね。
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　エコプラザにおいて「第６回エコプラザまつり」を開催します。

　今回も市民の皆さんに３Ｒ※やエコ活動への関心を高めていただけるよう、さまざまなイベントをご用意し

ております。皆さんのご来場をお待ちしています。

※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）

　岩槻警察署のかた

から交通ルールを学

びましょう。

　商工会による物品

の販売を行います。

　不用になった子ども服

を、自由に交換できます。

　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

てくるとサイコロゲーム（予定）に参加できます。（ひとり２回まで）

[ 注意 ]　�必要以上の数量を持参した場合でも、ゲームへの参加は、おひとり様

２回までとさせていただきます。

● 景品については、ゲームの結果により、トイレットペーパー、肥料小袋の２種

類となり、景品の選び方は、参加者が自由に決められます。

　※景品がなくなり次第終了とさせていただきます。

　家具や生活雑貨品を展

示即売します。

※ 20 歳以上対象

パトカーと白バイが来て
交通安全のＰＲを行います

第６回 エコプラザまつりを開催します！

【写真は前回の開催時のものです。】

開催日時　10月18日（日）　９：00 ～ 12：00

開催場所　エコプラザ（蓮田白岡環境センター内）

開催内容　各イベントは次のとおり
※内容は都合により変更する場合がございます。

ゲームに参加して景品をゲットしよう！（年齢制限なし）

子ども服交換 リユース品展示即売（先着方式）

地域団体による物品販売
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　エコプラザ（環境センター内）では、市民の皆さまに３Ｒ活動やご

みの減量への関心を持っていただくため、下記の内容で体験会・環境

講座を開催します。

　詳しい日程については、環境センターホームページ、蓮田市・白岡

市の広報誌にて随時お知らせいたします。

　エコプラザでは、市民の皆さ

んが出された衣類や生活用品の

中からリユースできるものを販

売しています。

　開館中はいつでも購入するこ

とができますので、ぜひ一度ご

来館ください。リユース（再使

用）へのご協力をお願いします。

■平成 27 年度　下半期スケジュール

名　称 内　容※１ 対象・定員 日程※１ 費用※２

包丁研ぎ体験 家庭で切れなくなった包丁をご自身で研いでリユースします。 一般各 20 名 11 月・２月 100 円（税込み）

布のリフォーム体験 衣類などをリフォームして素敵な小物を作ります。 一般各 10 名 11 月・２月 100 円（税込み）

リサイクル

石けん作り体験
市内の小中学校などから回収した廃食用油を使った自然に
優しい石けんを作ります。

一般各 20 名 12 月・３月 100 円（税込み）

段ボールトイレ作成講座 段ボールをリサイクルして防災時に役立つ「段ボールトイレ」を作ります。 一般 10 名 12 月 100 円（税込み）

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などを活用してステン
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。

一般 10 名
１月中
２回

300 円（税込み）

春休み親子

リサイクル体験
ペットボトルなどをリサイクルしておもちゃや生活用品を
作ります。

小学４年生までの
親子 10 組（20 名）

３月 100 円（税込み）

リユース品料金
商品の料金は色別のシールでご確認できます。

衣類全品 100 円（税込み）

黄色シールが貼ってある商品 100 円（税込み）

赤色シールが貼ってある商品 300 円（税込み）

青色シールが貼ってある商品 500 円（税込み）

緑色シールが貼ってある商品 1,000 円（税込み）

※１　内容・日程等については、変更する場合があります。

※２　費用には、資料代と保険代が含まれます。

※ 常時販売のほかに毎月行っている抽選方式のリユース品

販売もございますので、併せてご利用ください。

　「ものづくり」の楽しさを体験でき

ます。

内容：【自分の空間を作って楽しもう】

詳細は当日発表します。

　主に小中学校

から回収した廃

食用油を燃料と

する収集車両を

展示します。

　し尿汚泥をリサイクルした「有機肥料」の販売を行います。

交通渋滞を避けるため、今回をもちましてエコプラザまつりでの肥料販売は終了

とさせていただきます。今後（来年以降）は、エコプラザまつり開催日以降にあらためて肥料の販

売会を行いますので、ご理解・ご協力をお願いします。［問合せ先］☎0480-93-0077（エコプラザ）

前回の様子「紙管と壁紙で自分だけの部屋をつくろう」

エコプラザまつりを開催します！

体験会・環境講座

を  　　　します。開催

★★リユース品の常時販売を行っています★★

皆さんのご来場を

お待ちしています！リサイクル体験（親子対象） ＢＤＦ収集車両展示

リサイクル肥料の販売（先着 500袋）
●価格　１袋（20kg）300円（税込み）

※ひとり５袋までご購入いただけます。

［問合せ先］リサイクル推進課
　　　　 　プラザ運営係 ☎0480-93-0077（水曜日、祝日は除く）

【お知らせ】
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　去る６月 29 日（月）に昨年度から審議されており

ます「住民が求める分別収集について」の継続審議が

行われました。

　審議内容は、下記の５項目についてアンケートの調

査結果や他市の事例を踏まえ、委員の皆さまからたく

さんのご意見をいただきました。

　蓮田白岡衛生組合の議員は組合規約第５条第２項の規定に基

づき蓮田市及び白岡市から選出された議員です。

（順不同・敬称略）

蓮田市選出議員 白岡市選出議員

田　中　秀　行 渡　辺　聡一郎

齋　藤　隆　宗 関　口　昌　男

鈴　木　貴美子 鬼久保　二　郎

木佐木　照　男 石　原　富　子

船　橋　由貴子 大　倉　秀　夫

中　里　幸　一 高　木　隆　三

日　時 平成 27 年11月１日（日）　９：00 ～ 11：00

会　場 蓮田白岡環境センター

料金の例 タイヤ（普通・軽自動車）
ホイール（普通・軽自動車）
バッテリー（自動車用）
　　　　　 （オートバイ用）

タイヤ・
バッテリーの有料引取会 のお知らせ

300円／本（税込み）

200円／本（税込み）

200円／個（税込み）

100円／個（税込み）

…………………

………………

……………………

………………

次回の開催日

※４ＷＤ車用、大型車用、農器具用のタイヤも受入れます。料金は、リサイクル推進課までお問い合わせください。

議　長　高 木 隆 三

副議長　中 里 幸 一

◆平成27年度 第１回 

　廃棄物減量等推進審議会が開催されました。

組合議員を
します紹介紹介紹介

●収集形態の見直しについて　●集積所の管理について

●拠点回収について　　●有料指定ごみ袋制度について

●搬入ごみ手数料の見直しについて
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　環境センターでは、開かれた事業運営の実現をめざして環境セン

ターが所有する公文書を公開する「情報公開制度」と個人情報の適

正な取扱いを定めた「個人情報保護制度」を実施しています。この

２つの制度について、平成 26 年度における運用状況を公開します。

試　料　名 測　定　日
放射性セシウム合計

（セシウム１３４、１３７）

ごみ焼却施設

焼却灰
一部リサイクル
一部埋立

平成 27 年５月１日 61（※１） 

ばいじん
一部リサイクル
一部埋立

平成 27 年５月１日 384（※１）

し尿処理施設 脱水汚泥
肥料原料として
利用

平成 27 年７月７日 不検出（※２）

◆ごみの焼却灰・ばいじん及び
　し尿汚泥の放射性物質濃度測定結果について

　放射性物質濃度の測定は定期的に専門機関に依頼しており、その結果はいずれも国から示されて

いる安全基準を下回っております。また、この測定結果は、組合ホームページでも公表しております。

※１  国の方針では、8,000Bq/㎏を超える場合は一時保管が必要になります。

※２  国の方針では、200Bq/㎏以下は肥料の原料としての利用が認められております。

（単位　Bq ／ kg）

（単位：ng-TEQ ／㎥Ｎ）

　排ガス中のダイオキシン類の測定は、法（※３）に基づき年１回専門機関に依頼しており、その結果

は基準値を大きく下回っております。また、この測定結果は、組合ホームページでも公表しております。

◆排ガス中のダイオキシン類の測定結果について

※３　法：ダイオキシン類対策特別措置法第 28 条第１項

ごみ焼却施設 測　定　日
排ガス中のダイオキシン

測定値 基準値

１号炉 平成 27 年５月１日 0.22

５以下２号炉 平成 27 年９月測定予定 ー

３号炉 平成 27 年６月３日 0.06

情報公開制度による請求件数 ０件

個人情報保護制度による請求件数 ０件

平成 26 年度における「情報公開制度」及び

　　　　　「個人情報保護制度」の運用状況について
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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
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方面

←蓮田
　方面
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線
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↑
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星
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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／平成27年９月14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

＆＆QQ AA

ガラス類の日には、どんなものが捨てられますか？Ｑ．

　その他、分別に関するお問い合わせは、廃棄物対策課 指導係までご連絡ください。

上記の物などがガラス類の日に集積所へ出すことができます。詳しくは、環境センターまでお問い合

わせください。
A．

ビンの蓋やキャップも付けたまま捨てられますか？Ｑ．

蓋やキャップは材質により「燃やせないごみ」もしくは「燃えるごみ」

となりますので、分別してそれぞれの収集日に出してください。
A．

中身の入ったビンは収集してもらえますか？Ｑ．

中身の入ったビンは収集できません。中身を取り除き、軽くすすいでから出してください。A．

分別収集

【ガラス類の出し方について】

ジュースのビン 土鍋急須茶碗花瓶植木鉢コップ調味料のビン酒のビン

選別作業の様子

ガラス類に混入していた分別不良のごみ

　集積所から収集したごみの中には、残念ながら分別不良の

ごみが混入しています。

　特にガラス類には、中身の入ったガラスびんが出されてお

り処理に支障をきたしています。

　収集業者も十分注意をしながら収集を行っていますが、

3,200 箇所以上ある集積所に出されたごみを一つひとつ確認

しながら収集することはできません。

　ごみの分別やごみの適正な処理には、ごみを出される方の

協力がなくてはできません。

　ルールとマナー、そしてモラルを守ったごみの分別にご協

力ください。

【環境センターからのお願い】


