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特 集

・イベントに参加しました（Ｐ４～Ｐ５）

・エコプラザにおいて体験会を行っております（Ｐ５）

お 知 ら せ

変わるよ

消費税率の引上げに伴う

一般廃棄物処理手数料等の改定について　（Ｐ２．Ｐ３）

体験学習の様子
（白岡市立篠津中学校

の生徒さん）
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廃棄物処理料金の
改定について

　平成26年４月１日より消費税率が５％から８％に引上げられることに伴い、

指定ごみ袋の販売価格や環境センターへのごみの直接持込みなどの手数料が改定

となります。

　平成26年４月１日以降については、新しい価格での販売となります。

　住民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

　なお、平成２６年３月３１日以前に購入された指定ごみ袋は、平成２６年４月１日

以降もそのままご利用いただけます。

種類・サイズ

現行 改定後

Ｈ 26. ３.31 まで Ｈ 26. ４. １から

燃
え
る
ご
み
用

45ℓ用（10 枚入り） 500 円（税込み） 480 円（税抜き）

30ℓ用（10 枚入り） 400 円（税込み） 380 円（税抜き）

20ℓ用（10 枚入り） 300 円（税込み） 280 円（税抜き）

ご
み
用

燃
や
せ
な
い

45ℓ用（ ５枚入り） 250 円（税込み） 240 円（税抜き）

30ℓ用（ ５枚入り） 200 円（税込み） 190 円（税抜き）

20ℓ用（ ５枚入り） 150 円（税込み） 140 円（税抜き）

世帯・人数

現行 改定後

Ｈ 26. ３.31 まで Ｈ 26. ４. １から

１人につき 350 円（税込み） 334 円（税抜き）

１世帯につき 400 円（税込み） 382 円（税抜き）

●有料指定ごみ袋（燃えるごみ及び燃やせないごみ用）

●し尿（汲取り時に使用する清掃券）

特集特集特集

※ 平成 26 年３月 31 日以前に購入された清掃券を使用することはできます

が、汲取り作業時に改定料金との差額をいただくことになります。

※浄化槽の汲取り料金とは異なります。

５％　  ８％
消費税率
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品目ごとに規定

現行 改定後

Ｈ 26. ３.31 まで Ｈ 26. ４. １から

（例）    500 円の品目 500 円（税込み） 477 円（税抜き）

（例）1,000 円の品目 1,000 円（税込み） 953 円（税抜き）

（例）2,000 円の品目 2,000 円（税込み） 1,905 円（税抜き）

●粗大ごみ（各家庭へ戸別収集するもの）

★消費税率変更による影響額

ごみの種類

現行 改定後

Ｈ 26. ３.31 まで Ｈ 26. ４. １から

一般廃棄物（家庭から出るごみ）　　　　　　　10 ｋｇにつき 150 円（税込み） 143 円（税抜き）

事業系一般廃棄物（事業に伴って出るごみ）　　10 ｋｇにつき 150 円（税込み） 143 円（税抜き）

産業廃棄物（事業に伴って出るごみ）　　　　　10 ｋｇにつき 250 円（税込み） 239 円（税抜き）

●持込み料金（ごみの直接持込み）

※徴収金額に 10 円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。

※徴収金額に 10 円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。

※徴収金額に 10 円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。

一般廃棄物（家庭から出たごみ）

（例）申し込みの多い品目

ふとん

ソファー（２人掛以上）

椅子（１人掛）

タンス（270cm超）

テーブル（135cm超～ 270cm以下）

計

現行（５％）

500 円（税込み）

1,000 円（税込み）

500 円（税込み）

2,000 円（税込み）

1,000 円（税込み）

5,000 円（税込み）

       H 26. ４.1 から

477 円（税抜き）

953 円（税抜き）

477 円（税抜き）

1,905 円（税抜き）

953 円（税抜き）

4,765 円（税抜き）

4,765円× 1.08

＝5,146

≒5,140 円

増 140 円

［徴収金額の例］
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　去る平成 25 年 11 月３日（日）に、蓮田市で開催されたイベント「雅

楽谷の森フェスティバル」に参加しました。

　当日は、環境センターに搬入された資源物（衣類）の中から子ども服

を選別し、無償で提供をしました。

　ご来場された方々からは、「まだま

だ着られるものが沢山あるのですね」

など多数の感激の声をいただき、リ

ユース（再使用）活動にご協力をいた

だきました。

　去る平成 25年 10 月 20 日（日）に、第２回エコプラザまつりを開催しました。

　当日は、雨模様にも関わらず 300名以上の方々が来場し、３Ｒ※やエコ活動への関心を深めていただきました。

　次回は、６月の開催を予定しています。詳しい日程は、環境センターだよりやホームページでお知らせします。

※ 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 )

　去る平成 25 年 11 月 10 日（日）に、環境センター敷地内において、タイヤ・バッテリーの有料引取会

を実施しました。当日は、多くの方にご利用いただきました。

　次回は、６月頃を予定しております。詳しい日程は、広報やホームページでお知らせいたします。

タイヤ・バッテリーの有料引取会を実施しました

品目 回収量

タイヤ 357 本

ホイール 183 本

バッテリー 44 個

子ども服交換 リサイクル体験　新聞紙でエアドームを作ろう

エ
コプラザまつりの様子

エ
コプラザまつりの様子

ご協力ありがとう

ございました

雅
う た や

楽谷の森フェスティバルに

参加しました

第２回エコプラザまつりを開催しました
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　去る平成 25年 11 月 23 日（土）に、白岡市で開催されたイベント「子

どもの笑店街」に参加しました。

　当日は、自宅で使わなくなったおもちゃを持ち寄り、他の欲しいおも

ちゃと交換する「かえっこ会場」をオープンし、参加した子どもたちが

リユース（再使用）の大切さを体験することができました。

　エコプラザでは、市民の方々にごみの減量や３Ｒ活動への関心を深めていただくために、さまざまな体験

会を定期的に行なっています。

　今後の詳しい日程は、環境センターホームページ、蓮田市及び白岡市の広報誌にてお知らせいたします。

リサイクル石けん作り 包丁研ぎ 衣類のリフォーム包丁研ぎ
各体験会の様子各体験会の様子

平成25年10月27日（日）平成25年10月27日（日） 平成25年11月24日（日）平成25年11月24日（日） 平成25年 12月 15日（日）平成25年 12月 15日（日）

エコプラザにおいて体験会を行っていますエコプラザにおいて体験会を行っています

子ど
もの笑店街

へ
おもちゃの提供を行いました
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つぶす
ネットに入れる

※レジ袋等は持ち帰り再利用中をすすぐ

洗う

ラベル・キャップを取る

キャップ

ラベル

◆ペットボトルの回収について
　平成 24年 10月から、ペットボトルの回収については専用の回収用ネッ

トを使用していただいておりますが、一部の集積所では回収用ネットがあ

るにもかかわらずレジ袋で出されているところがあります。

　ペットボトルは、貴重なリサイクル資源です。更なる品質の向上・経費

削減を図るためにも、回収用ネットの利用にご協力をお願いします。

　なお、回収用ネットは、環境センターまたは蓮田市役所みどり環境課、

白岡市役所環境課で随時お渡ししておりますので、「ネットが足りないので、

やむを得ずレジ袋で出した。」などがないよう、回収用ネットの補充をお願

いします。また、より多くの本数が入るようつぶして入れてください。

　なお、今後、回収用ネットが使用されていない場合は回収できなくなり

ますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

※平成25年4月から、PETボトル分別適合物の品質がＡランクになりました。（新分別収集以前は「Ｂ」ランク）

　ランクは、Ａが最も良く　　「Ａ」 → 「Ｂ」 → 「Ｄ」 の順でランク付けがされます。

※売却単価につきましては、市場の価格に大きく左右されるため、適宜、見直しを行っております。

※更なる、中間処理費削減のため、回収用ネット利用にご協力ください。

ネットに余裕があるのに

レジ袋などで出されている。

Aランク （現在）  B ランク（以前）

●平成 24年 10月からの新分別収集に伴う処理経費等について

●収入　6,457,323 円の減収　　　　●支出　8,597,406 円の削減

ペットボトル売却実績

新分別収集前 新分別収集後

比較H23 年 10 月～
H24 年 9 月

H24 年 10 月～
H25 年 9 月

売却平均単価　　 70.9 60.1 △ 10.8

売却量　　 271,340 205,780 △ 65,560

売却収入　　 19,177,402 12,720,079 △ 6,457,323

収集経費

H23 年 10 月～ H24 年 9 月 H24 年 10 月～ H25 年 9 月 比較

37,491,609 45,457,439

7,965,830
（ガラス・ペットボトルの混合収集）

【内訳】　　　 ガラス　　　　17,046,549

ペットボトル　28,410,890

中間処理費
（選別・圧縮費用）

59,794,451 43,231,215

△ 16,563,236
（ガラス・ペットボトルの混合収集）

【内訳】　　　 ガラス　　　　30,330,271

ペットボトル　12,900,944

△ 8,597,406

【収入】

【支出】

※ 平成 24年 9月までは、ガラス類とペットボトルとの混合収集を行っていたことから、収集経費と中間処理費について

は、ガラス類とペットボトルを合わせた経費となっています。

（円／㎏）

（㎏）

（円）

（円）

（円）

●収入　6,457,323 円の減収　　　　●支出　8,597,406 円の削減

　 売却単価の低下、売却量の減少により、売却収入は減少していますが、それ以上に中間処理費が削減

されていることから総合的には、8,597,406円－6,457,323円＝2,140,083円の経費削減が図られました。
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◆廃棄物減量等推進審議会より
　答申がなされました
　昨年の 12 月６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、「情報提供の在り方について」

及び「消費税率引上げに伴う一般廃棄物処理手数料等の見直しについ

て」の答申がなされました。

　主な内容は次のとおりです。【紙面の都合上、一部を掲載しております。】

答申書の詳しい内容については、環境センターホームページの「お知らせ」をご覧ください。

ホームページアドレス　http://www.hs-eiseikumiai.org

１　情報提供の在り方について

　　 　ごみの減量・リサイクルの情報を発信・提供する広報誌やホームページ等の更なる充実を図るこ

と、並びに意識啓発と情報提供の拠点としてリサイクルプラザを活用できるようにすること。

２　消費税率引上げに伴う一般廃棄物処理手数料等の見直しについて

　　 　一般廃棄物処理に係る手数料等の取り扱いについて、平成２６年４月に消費税率が従来の５％か

ら８％に引上げられることから、手数料等についても消費税相当額及び地方税相当額を転嫁するこ

とが妥当であること。

平成２4年度　決算の概要平成２4年度　決算の概要

●分担金　980,341千円（56.5％）

　 　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

●負担金　75,346千円（4.3％）

　 　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　333,723千円（19.2%）

　 　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）

●国庫支出金　62,731千円（3.6％）

　 　ストックヤード建設にかかる設計費の一部を

国が交付するもの

●繰越金　74,296千円（4.3％）

　　前年度の繰越金

●諸収入　83,377千円（4.8％）

　　資源（アルミ缶など）の売却益など

●組合債　126,400千円（7.3％）

　　旧し尿処理施設解体工事にかかる借入金

●議会費　1,052千円（0.1％）

　　組合議会運営にかかる経費

●総務費　571,018千円（34.7％）

　　事務的経費

●衛生費　968,016千円（58.9％）

　　ごみ・し尿の処理にかかる経費

　①清掃総務費（235,645 千円）

　　電気・水道代ほか

　②じん芥処理費（645,447 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（86,924 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）

●公債費　103,875千円（6.3％）

　　借入金の元利償還金

歳入　1,736,214 千円 歳出　1,643,961 千円

左から、小島副管理者、中野管理者、  

佐々木会長、武内副会長
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指定ごみ袋取り扱い店情報
（平成２５年10月～平成26年１月）

●追加店舗 ミニストップ蓮田東３丁目店　　　　　　　蓮田市東３－５－４１

セブンイレブン蓮田１２２号バイパス店　 　蓮田市閏戸２７２４－１

ローソン白岡西７丁目店   白岡市西７ー１ー１７

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

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３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分分 収収別別 集集 AA
今すぐに家庭でできるごみの減量化には
どのようなものがありますか？

①生ごみの水切りの徹底

　 　生ごみは70％～80％の水分が含まれているので、絞るだけで 生ごみの減量化ができます。

②生ごみのたい肥化

　 　生ごみをたい肥化することで、家庭菜園用の肥料を作ること

ができます。

③雑
ざつがみ

紙はリサイクル

　 　お菓子の紙箱など　　 マークのあるものは、「雑紙」として

リサイクルできます。

　　古紙・布類の収集日に雑誌と一緒に出すことができます。

④まだ使えるものは欲しい人に譲ってごみを減らしましょう。

　 　ベビー用品や衣類など、譲りたい物、譲ってほしい物がありましたら、エコプラザに不用

品交換ボード「ゆずります・ゆずってください」が設置してありますので、ご利用ください。

　ごみの減量化は、焼却の際に必要な補助燃料やごみを燃やした後に出る焼却灰を減らすこと

にもつながります。これは、単にごみの減量化だけではなく、地球温暖化で問題になっている

ＣＯ２（二酸化炭素）の削減にもつながります。

　今後もより一層のごみの分別・減量にみなさまのご協力をお願いいたします。

Ｑ．

A．
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