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環境センターキャラクター

「げんちゃん」

●第５回エコプラザまつり開催のお知らせ（Ｐ４～５）
●体験会・環境講座日程（Ｐ５）
●タイヤ・バッテリーの有料引取会（Ｐ６）
●出前講座を実施します（Ｐ６）

お 知 ら せ

特 集
一般廃棄物処理基本計画の

見直しを行いました。……………（Ｐ２）

※詳しい内容は、ホームページ又は組合窓口で閲覧いただけます。
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特 集

　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。この度、平成22年３月

に策定した計画をもとに、廃棄物減量等推進審議会の意見をいただきながら、新たに計画や目標の見直しを行いました。

　市民・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。

基本方針①　住民・事業者・行政の役割分担による３Ｒの推進

基本方針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

基本方針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ごみ減量化目標（１人１日当たりのごみの排出量）

　�生ごみの減量化やごみ分別の徹底を促すことに

よりごみの減量化を目指します。

②資源化目標（資源物のリサイクル率）

　�ごみとして排出される紙ごみや小型家電品などの

資源化を進め、リサイクル率の向上を目指します。

●リデュース（発生抑制）

　●�生ごみ減量化の推進…生ごみを捨てる際の水

切り。食べ残しや賞味期限切れ商品の削減。

　●�ごみ減量への意識の向上…不要な割り箸、ス

トロー、スプーンはもらわない。マイバッグ

の持参。過剰な包装を断る。

●リユース（再使用）

　●�リユース品の購入…リターナブル容器を使

い、詰め替えられる商品を買う。

●リサイクル（再生利用）

　●�紙ごみの分別強化…燃えるごみに含まれる資

源としてリサイクル可能な雑がみなどを分別

して「古紙・布類」の収集日に出してもらう。

　●�その他のごみの分別強化…上記の紙ごみに加

え、ペットボトル、布類などについても、燃

えるごみにしないための意識啓発。

③埋立処分量の削減目標（焼却灰などの最終処分量）

　�最終処分場の延命のため、左記の減量化・資源

化の達成にあわせ、埋立て処分量の削減を目指

します。

一般廃棄物処理基本計画の

見直しを行いました。

基本目標 ～持続可能な循環型社会の推進～

基本方針 ～３Ｒ原則に基づくごみ処理～

計画目標 ～ 10 年後の目標値～

平成 25年度 平成 25年度 平成 25年度平成 31年度 平成 31年度 平成 31年度平成 36年度 平成 36年度 平成 36年度

1000 40.0 700

0 0 0

500 20.0 350

① 単位 (g/ 人・日 ) ② 単位 (％ ) ③ 単位 (t)

819
28.0

690
798 31.2

628
780

34.5 575

ごみの減量化を図るため、 ３Ｒへの協力をお願いします。

※
３Ｒとは…

●リデュース
（発生抑制）

●リユース
（再使用）

●リサイクル
（再生利用）
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このページではみなさんに取り組んでいただきたい減量化・資源化の方法をご紹介します。

燃えるごみを減量することで、指定ごみ袋の節約にもなりますのでぜひ取り組んでみて

ください。

　燃えるごみの重さの約半分は、生ごみなどに多く含まれる水分です。生ごみの水切りを行うことで燃えるご

みが減量できます。水切りにご協力をお願いします。

　燃えるごみの約 40％が紙や布類です。分別すれば資源としてリサイクル可能なものが多くあります。

雑がみとしての分別にご協力をお願いします。

　環境センターでは、新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック以外の紙は雑がみとして雑誌と一緒に収集しています。

取り組み内容 取り組みの具体例

生ごみの排出抑制

生ごみを作らない

　●無駄なものを買わない　●食材を上手に使い切る

　●料理を作りすぎない　　●食べ残しをしない

生ごみの水切り
できるだけ濡らさない　ひと絞りで 10％の水分を除去

　●水切り器を使用する。　●水切りネットを使用している時は、更にひと絞りする。

生ごみの乾燥 ごみの中の水分を取り除く

生ごみの資源化 ごみを堆肥化して家庭菜園の肥料に利用

雑誌と一緒に

ひもで縛って

集積所へ出し

てください。

小さい物は紙袋に

入れて、まとめて

出してください。

「燃えるごみ」へ
カーボン紙・

複写紙 写真

感熱紙

シール

使用済み

ティッシュ

汚れた紙

（油や食品の付着したもの）

雑
誌 ・ 雑がみで出せない紙

▶▶▶生ごみを減量するには◀◀◀

▶▶▶雑がみとしての分別にご協力を !!◀◀◀

■生ごみの減量化に向けた具体的な取り組み例

指定袋

雑
がみ　具体例（ 一部）

ペットボトルをひと工夫すると

手
を汚さずにしぼることができます。

BOX
ティッシュ

たばこの
箱

手紙

封筒

ノート

紙袋 紙管

雑誌

有料指定ごみ袋

たばこの

セロファン
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第５回　エコプラザまつりを開催します！

　エコプラザにおいて「第５回エコプラザまつり」を開催します。

　今回も３Ｒ※やエコ活動への関心を高めていただき、市民の交流が図れるようなさまざまなイベントをご

用意していますので、多くの皆さま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）

開催日時　６月21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）

※　開催当日の入口は、正面からのみとなりますので
　　　　　　　　　　お間違えのないようにご注意ください。

開催内容　各イベントは下記のとおり

※　内容は都合により変更する場合がございます。

【昨
年の開催風景】

　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）10枚⇒トイレットペーパー１個

　　　　　　　　　　　　　�ひとり５個まで（先着 1000 個）

●ペットボトルキャップ⇒肥料１㎏／袋

　100 個程度　　　　　　ひとり５袋まで（先着 500 袋）

※　どちらもなくなり次第終了とさせていただきます。

　不用になった子ども服を

お持ちいただき、自由に交

換できます。

　環境センターに集め

られた家具や生活雑貨

品の中から状態の良い

ものを選別し、展示即

売します。

※ 20歳以上対象

　エコプラザに関するクイズ

（５問）の解答用紙を配布しま

す。（先着 200 名）会場内の各

所に貼ってあるクイズに答える

と正解数に応じて日用品などの

無償品をプレゼントします！

　蓮田市と白岡市の商工会

による物品の販売を行いま

す。

牛乳パック・ペットボトルキャップ交換（先着順）

子ども服交換 リユース品展示即売（先着方式）

無償品提供クイズ地域団体による物品販売

4



　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に下記の内容で体験会・環境

講座を開催します。

　詳しい日時については、ホームページ、蓮田市や白岡市の広報誌に

おいて随時お知らせいたします。

■平成 27 年度　上半期スケジュール

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
５月 24 日
８月（予定）

100 円

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」
を作成します。

一般 20 名 ５月 31 日 100 円

リサイクル石けん

作り体験
市内の小中学校や家庭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 20 名 ７月予定 100 円

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 10 名 ７月予定 100 円

夏休み親子

リサイクル教室
環境センターに集められた資源物をリサイクルしておもちゃを作
ります。

小学３年生までの
親子５組 (20 名 )

８月予定 100 円

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。※連続２回の開催となります。

一般 10 名
９月中予定
（２回）

300 円

※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。

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）

を開催します

　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

知ってもらうリサイク

ル体験です。

　今回のテーマは「リ

サイクル品を使って空

間をつくろう」です。

　環境センターから

出たし尿汚泥をリサ

イクルした「有機肥

料」の販売を行いま

す。

遊ばなくなったおも

ちゃを「カエルポイ

ント（チケット）」に

換えて別のおもちゃ

と「かえっこ」（交換）

しよう。

※子ども対象

みなさまのご来場を

お待ちしています！

リサイクル体験（親子対象）

リサイクル肥料の販売（先着 500袋）
※売切れの場合は、

　予約販売となります。

おもちゃ交換「かえっこ」

昨年の紙管と古着でドームをつくろう

●価格

１袋（20kg）
300円（税込）

※�ひとり５袋までご

　購入いただけます。

体験会・
環境講座
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日　時 平成 27 年６月７日（日）　９：00 ～ 11：00

会　場

問合せ先

蓮田白岡環境センター

リサイクル推進課 リサイクル係　☎ 0480-93-0077（水曜日、祝日は除く）

料金の例 タイヤ（普通・軽自動車）………１本300 円
ホイール（普通・軽自動車）……１本200 円
バッテリー（自動車用）…………１個200 円

タイヤ
・バッテリー

の有料引取会を実施します

　「職員出前講座」とは、環境センターの職員が、市民の皆様に環

境センターで実施している事業内容及びごみの減量化並びに資源

化を図るための３Ｒ（リデュース：発生抑制、リユース：再使用、

リサイクル：再生利用）の推進を目的として、地域で行われる集

会や団体の会議などにお伺いし、わかりやすく説明する講座です。

　市民の皆さまが知りたいこと、環境センターから皆さんにお伝えしたいことなどの情報交換の場として

活用してください。

　なお、「職員出前講座」は、あくまでも「学習の場」ですので、「苦情」や「要望」はご遠慮ください。

　申込方法や講座の内容等につきましては、

ホームページ又は右記の担当までお問合せく

ださい。

対 象 者 市内に在住、在勤又は在学する、概ね 10人以上のかたで構成する団体又はグループ

開催日時 年末年始（12月 29 日から翌年 1月 3日）を除く午前 9時から午後 5時

講座時間 1 講座あたり 90分以内

「リサイクルステーション」

をご利用ください

場 所

開設時間

取扱品目

エコプラザ横
（環境センター内）

お願い　 必ず品目ごとに分別して、ご自身で専用の回収ボックスに入れてください。また、取扱い品目以外
のものや分別されていないもの、ビニール袋、梱包材などはお持ち帰りください。

詳しくはホームページをご覧ください。

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、

スチール缶、アルミ缶、廃食用油（植物性油のみ）、食品トレー（白色・色つきトレー）、ＣＤ、

ＤＶＤ、インクカートリッジ（家庭用プリンタのみ）、小型電子機器（携帯電話、ゲーム器、パソコン、

ＡＶ機器調理家電）

※�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）は

受入れできません。

毎週日曜日　午前９時～午後４時
（年末年始、祝日を除く）

問合せ先

蓮田局　☎ 048（766）3738
白岡局　☎ 0480（92）8839

庶務課企画広報係

を

問合せ先：リサイクル推進課 リサイクル係 ☎0480-93-0077（水曜日、祝日は除く）

職員出前講座
実施します。
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リサイクル促進費（0.1%）

②総務費
（16.9%）

じん芥処理費
（57.4%）

し尿処理費
（3.6%）

清掃総務費
（16.8%）

①議会費（0.1%）

⑤予備費（0.2%）

④公債費（4.9%）

2,193,773
【単位：千円】

③衛生費

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 平成 27 年２月 17 日 13（※２） 

ばいじん 平成 27 年２月 17 日 254（※２）

し尿処理施設 脱水汚泥 平成 27 年２月 17 日 不検出 （※３）

◆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
　放射性物質濃度の測定は専門機関に依頼し測定しました。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、この測定結果はホームページでもご覧いただけます。

※１�Bq ／ kg…焼却灰・ばいじん・脱水汚泥１kg 当たりから出ている放射能の強さを表します。

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

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

（単位 Bq ／ kg）※１

平成２7年度　予　　算平成２7年度　予　　算

①分担金　1,090,107
　�　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

②負担金　77,609
　�　ごみ処理費のうち不燃物（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　353,825
　�　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）

④財産収入　110,763
　�資源（鉄・アルミ・古紙類など）の売却益など

⑤繰入金　1
　�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　1,368　
　組合預金利子、広告収入など

⑧組合債　525,100
　ごみ焼却施設延命化事業にかかる借入金

2,193,773【単位：千円】

2,193,773【単位：千円】

①議会費　1,660
　組合議会の運営にかかる経費

②総務費　369,910
　事務的経費

③衛生費　1,709,125
　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　368,385

　●じん芥処理費…ごみ処理にかかる経費　1,259,604

　　（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　79,448

　　（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　1,688

④公債費　108,078
　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

歳入

歳出
歳出

①分担金
（49.7%）

②負担金
（3.5%）③使用料及び手数料

（16.1%）

④財産収入
（5.0%）

⑥繰越金
（1.6%）

⑤繰入金
（0.1%）

⑦諸収入
（0.1%）

⑧組合債
（23.9%）

2,193,773
【単位：千円】

歳入
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指定ごみ袋取扱い店情報（平成27年１月～4月）

●追加店舗名

●廃止店舗名

コメリハード＆グリーン白岡店　　白岡市小久喜1130

ファミリーマート蓮田南新宿店　　蓮田市大字南新宿1000-1

セブンイレブン蓮田閏戸大山店　　蓮田市大字閏戸3944-5

ドラッグセガミ蓮田店　　　　　　蓮田市東4-5-13（MEGAドンキホーテ内）

ドラッグセガミ蓮田駅前店　　　　蓮田市東5-8-65（東武ストア内）

ファミリーマート蓮田黒浜小前店　蓮田市黒浜3107-1

石渡商店　　　　　　　　　　　　白岡市上野田551

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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＆＆QQ分分 収収別別 集集 AA
ペットボトルの正しい出し方を教えてくださいＱ．

なぜラベル・キャップをはずさなければいけないの？Ｑ．

　　①ラベル・キャップを取る　　　�②中をすすぐ　　　　　　　③つぶす　　　　　　④ネットに入れる

（ペットボトルのキャップは、ビニール袋にまとめて回収用ネットの脇に出してください。）

　ペットボトルは、ポリエチレンテレフタレート（Poly� Ethylene� Terephthalate）という樹脂で

できており、頭文字を取ってＰＥＴ（ペット）と呼ばれています。

　キャップやラベルは材質が異なるため、一緒に出されてしまうと分別が必要となり、そのままで

は再生利用ができません。

　ペットボトル識別表示マークを参考に分別にご協力ください。

ラベルは、燃えるごみの指定袋に入れて出してください。

ペットボトル キャップはペットボトルと分けてポリ袋に

入れて回収用ネットの脇に出してください。
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