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特 集

●体験教室・講座を開催します。（Ｐ６）

●蓮田白岡衛生組合情報公開・個人情報保護制度審議会委員

　を募集します。（Ｐ７）

お 知 ら せ

・家電リサイクル法対象品目の処分方法

　について

・消火器の処分方法について

（Ｐ２～Ｐ３）

（Ｐ４）

６月 22日（日）に開催された
第３回エコプラザまつりの様子
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特 集

購入する（した）店舗に引き取ってもらう

引き取ってくれるお店に処分を依頼する

・買い替え以外の場合は、市内の引き取ってくれるお店に依頼してください。

※ご自身でお店まで持ち込む必要があります。詳しくは、店舗に確認をお願いします。

・新しく製品を購入する（した）場合、購入する（した）店舗に引き取りを依頼してください。

リサイクル料（リサイクル券代金）＋指定引き取り場所までの運搬手数料

リサイクル料（リサイクル券代金）＋指定引き取り場所までの運搬手数料

　テレビ、エアコン等（以下、「指定家電製品」という。）については、『家電リサイクル法（※通称）』によって

環境センターでは取り扱うことができませんので具体的な処分方法をご案内します。※特定家庭用機器再商品化法

・これらの指定家電製品は次の①～④のいずれかの方法で処分してください。

・新しく製品を買う場合は販売店に引き取りの義務があります。

・新たに購入が無い場合には②～④の方法で処分できます。

●蓮田市

　カインズホーム　蓮田店…………048-767-2000

　ベスト電器カネコ　蓮田店………048-768-0210

　ベスト電器カネコ　馬込店………048-769-8211

　高橋電機商会………………………048-768-1364

　デンキチ　蓮田店…………………048-768-8000

●白岡市

　ユー・ミックス　バイパス店

　　　………0480-93-1800

　ベスト電器カネコ　白岡店

　　　………0480-92-6371

処分方法について
家電リサイクル法対象品目家電リサイクル法対象品目家電リサイクル法対象品目 の

テレビ
エアコン

洗濯機・乾燥機

冷蔵庫・冷凍庫

ブラウン管式テレビ

液晶・プラズマ式テレビ

ビデオ・ＤＶＤ一体型テレビ　など

壁掛・床置きエアコン

窓枠用エアコン

マルチエアコン　など

一体型洗濯乾燥機

全自動・２槽式洗濯機

ガス衣類乾燥機　など

冷蔵庫、冷凍冷蔵庫

チェスト型冷凍庫

ワインセラー　など

下記の指定家電製品は環境センターで取り扱いできません。

処分に掛かる料金

処分に掛かる料金

蓮田市、白岡市の引き取りを依頼できるお店
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運搬料金は店舗におたずねください。
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特別収集を依頼する

収集・運搬許可業者に引き取りを依頼してください。	 	

※玄関先での回収となりますので、処分品は玄関先まで出しておいて

ください。

特別収集許可業者　（有）西野商事　0120-30-9530

リサイクル料（リサイクル券代金）＋玄関先までの回収及び指定引き取り場所までの収集・運搬手数料

処分に掛かる料金

関東日立物流サービス（株）埼玉営業所 桶川市赤堀２-1（日立物流内） 048-728-2125

日通埼玉運輸（株）岩槻取扱所 さいたま市岩槻区上野 5-2-19 048-796-0846

森田運送（株）首都圏営業所 さいたま市桜区上大久保 1012 048-749-1071

フェニックスメタル（株）加須事業所 加須市志多見 2236 0480-61-2055

ご自身で指定引き取り場所へ持っていく

製造メーカーが指定する引き取り場所へご自身で持ち込んでください。

※郵便局であらかじめリサイクル料の支払いを済ませ、不用品にリサイクル券を貼り、持ち込んでください。

蓮田市、白岡市近郊の指定引き取り場所

リサイクル料（リサイクル券代金）のみ

※郵便局でリサイクル券を事前に購入する必要があります。

処分に掛かる料金

リサイクル料金は、メーカー、サイズ、容量等によって異なります。

詳しくは、家電リサイクル券センターにてご確認くだ

さい。

問合せ　家電リサイクル券センター

　　 ☎ 0120-319-640
受付時間：午前９時～午後５時（日・祝休）

http://www.rkc.aeha.or .jp

リサイクル料金について

3
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消火器の処分方法について

　平成22年1月1日から、社団法人日本消火器工業会により設立された株式会社消火器リサイクル推進センター

において、消火器回収システムの運用が開始されています。

　環境センターでは、消火器回収システムの運用に伴い、消火器の受け入れは行っておりません。

　消火器の処分については、次の方法でお願いします。

問合せ先 株式会社消火器リサイクル推進センター（社団法人日本消火器工業会代理）

ＴＥＬ 03-5829-6773

受付時間 午前９時～ 17 時（土日祝日、休日及び１２時～１３時を除く）

【消火器の処分方法の問合せ先】

※１　特定窓口とは、（社）日本消火器工業会が認定した「特定窓口」の会社が、ご自宅まで引き取りに来る方法です。

特　定　窓　口

大畑電研（株） 蓮田市大字黒浜 3111-2 048-769-1191

（有）青木総合防災 久喜市菖蒲町三箇 1268-7 0480-85-0720

（有）鈴木防災設備 北足立郡伊奈町小室 4671 048-721-1939

特定窓口※１に引き取りを依頼する1
●�リサイクルシールを特定窓口で購入し、引き取りを依頼します。

●�リサイクルシール代以外に運搬費用・保管費用が必要です。

●�運搬費用・保管費用は、特定窓口へお問い合わせください。

指定引き取り場所
（株）モリタエコノス　埼玉支店 上尾市大字上尾下字上原 1040-1 048-777-1891

（株）ヤマトプロテック　さいたま支店 さいたま市北区宮原町１-68 048-652-1345

※２　指定引き取り場所とは、リサイクルシールを購入して直接ご自身が「指定引き取り場所」に持ち込んで処理を依頼する方法です。

　　　リサイクルシールの販売を行っていないところもありますので、事前に電話で確認してから持ち込んで下さい。

指定引き取り場所※２に持ち込みする2
●リサイクルシールが必要です。（シールはリサイクル推進センターで購入できます。）

●運搬費用・保管費用はかかりません。（持ち込み時のみ）

買い替えの際に処分を依頼する4
●�消火器の販売店では、買い替えの際に引き取りをしている販売店もありますので、購入時に販売店にご相談ください。

回収費用 2,200 円／本（税抜き）

問合せ先 ゆうパック専用コールセンター（必ず事前に電話又はインターネットでの申込みが必要です。）

電話申込み 0120-822-306

受付時間 午前 10 時～ 17 時（12 時～ 13 時を除く）

定休日 土曜、日曜、祝日、コールセンター指定の定休日を除く。

ホームページ http://www.ferecycle.jp

※３　ゆうパック専用コールセンターに電話して回収を依頼する方法です。

　　　お近くに特定窓口や指定引き取り場所がない場合は、郵送で回収を依頼することができます。

ゆうパックによる回収※３を依頼する3
●コールセンターへの申込みが必要です。

●費用として 2,200 円（税抜き）必要です。（運送費、リサイクルシール代が含まれます。）

●依頼後、専用の箱（代金引換）が自宅に送られてきますので消火器を箱に入れて返送します。

　（注）�ゆうパックで回収できるものは、家庭用消火器の薬剤量 3㎏、または 3ℓ以下のものに限られています。
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　去る６月 22日（日）にエコプラザにおいて「第３回エコプラザまつり」を開催しました。	当日

は雨天にもかかわらず大勢の方々（665 名）がご来場され、３Ｒ※やエコ活動への関心を深めてい

ただきました。

　次回の開催は 10月を予定しております。詳しい開催日については、環境センター公式ホームペー

ジ・蓮田市・白岡市の広報誌にてお知らせいたします。

※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）

トイレットペーパー交換に並ぶ長蛇の列

商工会による

物品販売も

好評でした！

スーパーボールすくいに夢中

「クイズに答えて無償品をもらおう」

コーナーも大盛況でした。

「ダンボールでまちをつくろう」の会場は

親子で協力してダンボールで「まち」を製作しました。

おもちゃの交換「かえっこ」の会場は大勢の子ども

たちで賑わいました。

家具即売会場（写真左）や子ども服交換（写

真右）の会場ではリユース（再使用）のイベ

ントに多くの方が参加されました。

ゆるキャラたちも

応援にかけつけてくれました。

蓮田ボーイスカウトの方々による

廃材を利用した「いかだ」製作

牛乳パックとトイレットペーパーの交換は毎回大人気！

エコプラザまつり 開催しました!第３回 を

エコプラザまつりのようす

たくさんのご来場

ありがとう

ございました！
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　エコプラザ（環境センター内）では、市民の方々に３Ｒやごみの減量につい

て関心を深めていただくことを目的として体験教室・講座を開催しております。

　詳しい日程については、環境センター公式ホームページ、蓮田市・白岡市の

広報誌にて随時お知らせいたします。

※費用は、資料・保険代となります。

体験教室・講座を

開催します
名　称 内　容 対象・定員 日程 ※費用

ステンドグラス風

小物作り

環境センターに集められたものを活用してステンドグラス風の小物を製作します。完成した作品

はエコプラザ内に展示します。（注）連続２回の開催になりますので、１回のみの参加はできません。
一般10名

10月中

全２回
100円

新聞紙リサイクル 環境センターに集められた新聞紙をリサイクルしてカゴ等の小物を作ります。 一般10名 11月 100円

包丁研ぎ 家庭で切れなくなった包丁を研いでリユース（再使用）します。 一般各20名 11月・２月 100円

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環境にやさしい石けんを作ります。 一般20名 12月 100円

布のリフォーム 環境センターに集められた衣類等をリフォームしてブックカバー等の小物を作ります。 一般各10名 12月・３月 100円

環境講座 ごみの分別や地域の環境問題など、身近な環境について学びます。 一般40名 １月 100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防災時に役立つ「段ボールトイレ」を作ります。 一般20名 ２月 100円

内容・日程については、都合により変更する場合があります。

◆ごみ焼却施設ダイオキシン類の測定分析結果のお知らせ
　ごみ焼却施設から発生する排ガスのダイオキシン類濃度を、専門機関に依頼し測定しました。

　測定値は基準値を大きく下回っておりますが、今後も更にダイオキシン類の低減を図るよう、運転管理

に努めてまいります。

※１　ng-ＴＥＱ／㎥Ｎとは…排ガス１㎥ N（０℃１気圧の標準状態）中における、ダイオキシン類の毒性量を表します。

ごみ焼却施設 測　定　日
排ガス　（単位：ng- ＴＥＱ／㎥Ｎ）※１

測定値 基準値

１号炉 平成 26 年４月 15 日 0.46

５以下２号炉 平成 26 年６月 26 日 0.15

３号炉 平成 26 年５月 14 日 0.23

◆ごみの焼却灰・ばいじん（飛灰）及びし尿脱水汚泥の
　放射性物質測定結果について
　環境センターから排出される焼却灰・ばいじん（飛灰）及びし尿脱水汚泥の放射能に含まれる放射性物

質濃度の測定をしました。

　いずれの結果も、国から発表されている安全を示す基準を大幅に下回っております。

※１　Ｂ q（ベクレル）／ｋｇ…焼却灰・ばいじん（飛灰）・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、8,000 Ｂ q ／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、肥料の原料として利用する場合、200 Ｂ q／ｋｇ以下としております。また、し尿脱水汚泥は、汚泥水分を 85%に換

算（補正）した値です。

試　料　名 測　定　日
放射性セシウム 放射性セシウム

合計Cs-134 Cs-137

焼却灰�※２ 平成 26 年５月 14 日 23 72 95

ばいじん（飛灰）�※２ 平成 26 年５月 14 日 220 610 830

し尿脱水汚泥※３ 平成 26 年３月 11 日 不検出 10 10

単位：Ｂ q（ベクレル）／ｋｇ※１

6



◆平成２５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

　環境センターでは、開かれた事業運営の実現を目指して環境センター

が保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つの制度の

平成 25年度の運用状況について公表します。

　環境センターでは、情報公開・個人情報保護制度審議会条例第２条の規定に基づき情報公開制度

及び個人情報保護制度について広く意見を聴き、住民参加による制度づくりを実現させるために「蓮

田白岡衛生組合情報公開・個人情報保護制度審議会（以下、「審議会」という。）」を設置しております。

平成 26年９月 30日をもって現在の審議会委員の任期が満了となることから、新たに委員を募集し

ます。

１　応募資格 次の①から③の要件を満たすかた。

①と②につきましては、平成 26年 10 月１日を基準

日といたします。

①　蓮田市または白岡市に１年以上住所を有するかた

②　18歳以上のかた

③　	年１回程度開催される会議（平日の昼間１時間から２時間程度）に出席できる

かた

２　募集人数 １名

５　応 募 先 白岡市篠津 1279－５（蓮田白岡衛生組合　庶務課企画広報係　宛て）

３　任　　期 ２年間（平成 26年 10月１日から平成 28年９月 30日まで）

６　選考方法 応募者多数の場合は、書類審査または抽選等により決定します。

７　問い合わせ 蓮田白岡衛生組合　庶務課企画広報係

４　応募方法 応募用紙は、組合窓口で配布しています。また、環境センター公式ホームページか

らもダウンロードできます。

　応募用紙に、必要事項（住所・氏名・電話番号・年齢・性別・職業・応募の動機）

を明記し、９月 22日（月）必着とし、郵送または持参してください。

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

情報公開・個人情報保護制度審議会の
委員を募集します。
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指定ごみ袋取り扱い店情報（平成２6年４月～７月）

●追加店舗名 ローソン蓮田馬込一丁目店 蓮田市馬込１ー311

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

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／８月11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

◆廃棄物減量等推進審議会委員の
　委嘱が行われました
　去る７月４日（金）に蓮田市及び白岡市の有識者等 20名（蓮田

市、白岡市各 10名）の方々が新たに審議会委員に委嘱されました。

　任期は平成 27年度までの２年間で、ごみの減量などに関するこ

とについてご審議いただき、今後の環境センターの事業運営に役

立てていきます。 委嘱の様子　中野管理者（左）と佐々木会長（右）

＆＆QQ分分 収収別別 集集 AA
有料指定ごみ袋の値段について

　ごみを多く出す家庭とごみを少なく出す家庭とで負担金額が同額という不公平感を

解消するため、平成12年に有料指定ごみ袋制度が導入されました。

　住民の方に直接ごみ処理費用をご負担いただくことで、ごみの処理やリサイクルについての意識が向上し、ごみ

の排出抑制や分別の徹底などの効果が期待されるとして、国としても有料化を推進しているところであります。

　全国的には、1,741市町村のうち1,086市町村（62.1％　2014年 7月現在）の自治体が実施しており、埼玉県内

では63市町村のうち10市町（15.9％）が当組合と同様の有料指定ごみ袋制度を導入しております。

　ごみの有料化とは、ごみを排出する住民自身が処理手数料の一部を税金とは別に負担する仕組みのことです。

　ごみ袋だけの指定をしている自治体は、埼玉県内では22市町村（34.9％）ありますが、このような自治体では、

ごみ処理費用の大半を税金で補っているのが現状です。

　また、国の調査では、国民一人当たりのごみ処理経費は13,900円／人年（環境省H23年度実績より）となっており、

全国どこの自治体でもごみ処理には莫大な費用がかかっております。

　当組合では、「ごみの減量」「分別の徹底」「リサイクルの推進」を目的として、ごみの排出量に応じて袋の大きさ

を選べる有料指定ごみ袋制度を導入していることから、単にごみ袋の指定をしている自治体とは異なり、住民の方々

に処理手数料の一部をご負担していただいておりますので、１枚あたりの値段が高いという認識があるようです。

　なお、有料指定ごみ袋の販売料金は、ごみ処理費用の一部に充てさせていただいており、ごみ処理費用全体の

29％となっております。

指定袋 指定袋
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