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歳入　1,663,693千円 歳出　1,621,174千円

平成28年度　決算の概要平成28年度　決算の概要

人事行政の運営状況の公表人事行政の運営状況の公表
職員の給与、職員数などについてお知らせします。

１　給与等状況
　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。

２　公平委員会の業務の状況
① 勤務条件に関する措置の要求の状況（平成28年度）・・・・ 該当ありませんでした。
② 不利益処分に関する不服申し立ての状況（平成28年度）・・ 該当ありませんでした。
※　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。

●分担金　1,076,754 千円（64.7％）
　　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　79,133 千円（4.8％）
　　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　349,823 千円（21.0％）
　　組合事業から生じる収入（有料指定ごみ袋やし尿清
掃券の販売代金、ごみの直接持込み手数料など）
●財産収入　67,573 千円（4.1％）
　　資源（鉄・アルミ・古紙類など）の売却益など
●繰入金　0円（0.0％）
　　施設整備基金の繰入金
●繰越金　63,426 千円（3.8％）
　　前年度の繰越金
●諸収入　8,184 千円（0.5％）
　　組合預金利子、広告収入など
●組合債　18,800 千円（1.1％）
　　ごみ焼却施設延命化工事にかかる借入金

●議会費　1,285千円（0.1％）
　　組合議会の運営にかかる経費
●総務費　365,706千円（22.6％）
　　事務的経費
●衛生費　1,128,621千円（69.6％）
　　ごみ・し尿の処理にかかる経費
　①清掃総務費　315,504千円
　　電気・水道代ほか
　②じん芥処理費　735,884千円
　　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　75,568千円
　　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　1,665千円
　　リサイクルプラザ運営にかかる経費
●公債費　125,562千円（7.7％）
　　借入金の元利償還金
●予備費　０円（0.0％）
　　地方自治法第217条に基づく計上経費

③ 職員の初任給の状況（平成29年4月1日現在）

② 職員の平均給料月額・平均年齢の状況（平成29年4月1日現在）

④ 職員手当の状況

① 職員給与費の状況（普通会計予算）

  区　　　　　　分  蓮田白岡衛生組合
    決定初任給
 一般行政職  大学卒 184,800円
   高校卒 155,800円

   一般行政職
  平均給料月額  平均年齢
 蓮田白岡衛生組合 352,242円  48.8歳
 国 330,531円  43.6歳

  期末手当 勤勉手当 
 ６月期 1.225月分 0.80月分 
 12月期 1.375月分 0.90月分 
 計 2.6月分 1.7月分 

蓮田白岡衛生組合区　　　分
（28年度支給割合）

期末手当
勤勉手当

 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）
 29年度 33人 139,440千円 30,741千円  58,664千円 228,845千円 6,935千円

問合せ先
庶務課 庶務係
蓮田局　☎048（766）3738
白岡局　☎0480（92）8839

・ ター組合 運営 デ日本の3Ｒ活動日本の3Ｒ活動今今とと昔昔３R…リデュース・リユース・リサイクル

循環型社会の構築を目指しています！循環型社会の構築を目指しています！

江戸時代はエコ時代！江戸時代はエコ時代！

循環型社会とは
社会システムの変更

自然

社会

持続可能な社会

産業

生活

　平成のごみ事情を風刺しているイラス
トです。蛇口から出たごみを一生懸命リ
サイクルする人たちがいます。
　蛇口を閉め、ごみの流れをゆるやかに
することが大切です。

天然資源の消費を抑制し、環境
への負荷をできる限り低減し
た、社会のことを言います。
循環型社会を推進するために、
更なるごみの減量や分別にご協
力をお願いします！

江戸時代の３Ｒ

平成の３Ｒ

灰買い
かまどの灰を買い集め
る。灰は肥料として売
られていた。

古着屋
普段着は古着が当たり前。商人
の古着屋、回収業の古着買い、
再生業の古着仕立屋の分業が確
立していた。

瀬戸物焼き継ぎ
欠けた陶磁器を白玉粉
で焼き継ぎ陶磁器とし
て再利用されていた。

そろばん直し
そろばんは修理していた。

紙くず買い
家々を回り紙くずを
買い取り、古紙問屋
に売られていた。

ロウソクの流れ買い
溶けたロウを集めて再生
されていた。

生産システムの変更 生活システムの変更

物があふれ多様化している現代は、
江戸時代と違い3Rを推進するため
にはとても細かな分別が必要です。

物があふれ多様化している現代は、
江戸時代と違い3Rを推進するため
にはとても細かな分別が必要です。

物があふれリサイクルする生活物があふれリサイクルする生活

出典：ハイムーン工房のホームページより

物を大切にしてごみにしない生活物を大切にしてごみにしない生活
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A．

＆＆QQごご ののみみ しし方方出出

プラスチック製スプレー容器の分別について
教えてください。

Ｑ．

　プラスチック製スプレー容器の商品（右記写真）につい
ては、容器内に「可燃性ガス」が含まれていることから、
廃棄する場合にはスプレー缶と同様に「有害危険ごみ」と
して出してください。中身が入っていても、穴も開けるこ
となく、出すことができます。
「有害危険ごみ」以外の収集日には出さないでください。
引火、爆発事故を誘発する危険があります。

A
皆さんのご参加
お待ちしています。

家庭で眠っている
水銀使用製品はありませんか？
家庭で眠っている
水銀使用製品はありませんか？

報イ ベ ン ト 情
問合せ先
リサイクル推進課プラザ運営係
　　　　☎0480（93）0077

開催予定

5月

9月

４月
７月

５月
８月

6月

8月

8月

7月

６月
９月

※　内容・開催日程については、変更する場合があります。

名　称 内　容

段ボールトイレ作り 段ボールを使って災害時に役立つトイレを作りま
す。

対象・定員

1０名

参加費用
（材料・保険代）

２００円

夏休み親子おもちゃ
作り

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
自然にやさしいせっけんを作ります。 200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を使ってステン
ドグラス風の小物を作ります。※２週連続での開催
となりますので、１回のみのご参加はできません。

各10名 500円

包丁研ぎ 家庭で切れなくなった包丁をご自身で研いでリユー
ス（再使用）します。 各２０名 ２００円

新聞紙エコアート 環境センターに集められた新聞紙などを使ってアー
トな作品を作ります。

各８名
（中学生以上） ２００円

布のリフォーム 環境センターに集められた衣類などを使って素敵
な小物を作ります。 各1０名

20名

芳香剤作り 家庭にある身近な保冷材を使って芳香剤を作ります。 200円10名

廃材を使っておもちゃを作ります。 200円６歳児から
（１２名）

ペットボトルを使ってロケットを作ります。 200円６歳児から
（１２名）

２００円

《エコプラザ体験講座》　平成30年度　上半期スケジュール

リサイクル肥料を販売します
し尿処理施設から排出された汚泥をリサイクルした「有機肥料」の販売を行います。

価　　格

４月22日（日） 午前９時00分～正午日　　時

エコプラザ（蓮田白岡環境センター内）場　　所

１袋（20㎏）  300円（税込み）【ひとり５袋まで】
1,000袋販 売 数 ※　無くなり次第終了となります。

リサイクル
肥料

リサイクル
肥料

生 活 情 報
問合せ先
廃棄物対策課 指導係
蓮田局　☎048（766）3738
白岡局　☎0480（92）8839

水銀を含む製品やスプ
レー缶などの「有害・危険
ごみ」を出す時は、安全面
に配慮して適切な分別へ
のご協力をお願いします。

　※乾電池・ボタン電池をビニール袋に同梱しても構いません。
　※ボタン電池はプラス極とマイナス極が触れると発火の恐れがあるの
で、安全のためテープを貼り絶縁をして出してください。

　※蛍光管・水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計をビニール袋に同梱
しても構いません。

　※白熱電球・ＬＥＤ・ハロゲンランプは水銀を含んでいません。
　 「燃やせないごみ」で出してください。
　※電子式の体温計と温度計は「燃やせないごみ」で出してください。

エコプラザでは、市民の皆さんに３Ｒへの関心を持っていただくために下記の内容で体験講座を開催します。
日程については、環境センターホームページ、ごみ分別アプリ、蓮田市・白岡市の広報誌において随時お知ら
せいたします。

！

！
水銀使用製品は割れやすいものが多く、使用しなくなったものは速やかに廃棄していただきます
ようご協力をお願いいたします。集積所に出す場合については、有害危険ごみの日（1回／月）
で出してください。

水銀温度計

水銀体温計ボタン電池

乾電池

水銀血圧計
蛍光管

★排出時の注意事項

有有 害害 危危 険険 ごご みみ 特集！特集！・・
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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を使ってステン
ドグラス風の小物を作ります。※２週連続での開催
となりますので、１回のみのご参加はできません。

各10名 500円

包丁研ぎ 家庭で切れなくなった包丁をご自身で研いでリユー
ス（再使用）します。 各２０名 ２００円

新聞紙エコアート 環境センターに集められた新聞紙などを使ってアー
トな作品を作ります。

各８名
（中学生以上） ２００円

布のリフォーム 環境センターに集められた衣類などを使って素敵
な小物を作ります。 各1０名

20名

芳香剤作り 家庭にある身近な保冷材を使って芳香剤を作ります。 200円10名

廃材を使っておもちゃを作ります。 200円６歳児から
（１２名）

ペットボトルを使ってロケットを作ります。 200円６歳児から
（１２名）

２００円

《エコプラザ体験講座》　平成30年度　上半期スケジュール

リサイクル肥料を販売します
し尿処理施設から排出された汚泥をリサイクルした「有機肥料」の販売を行います。

価　　格

４月22日（日） 午前９時00分～正午日　　時

エコプラザ（蓮田白岡環境センター内）場　　所

１袋（20㎏）  300円（税込み）【ひとり５袋まで】
1,000袋販 売 数 ※　無くなり次第終了となります。

リサイクル
肥料

リサイクル
肥料

生 活 情 報
問合せ先
廃棄物対策課 指導係
蓮田局　☎048（766）3738
白岡局　☎0480（92）8839

水銀を含む製品やスプ
レー缶などの「有害・危険
ごみ」を出す時は、安全面
に配慮して適切な分別へ
のご協力をお願いします。

　※乾電池・ボタン電池をビニール袋に同梱しても構いません。
　※ボタン電池はプラス極とマイナス極が触れると発火の恐れがあるの
で、安全のためテープを貼り絶縁をして出してください。

　※蛍光管・水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計をビニール袋に同梱
しても構いません。

　※白熱電球・ＬＥＤ・ハロゲンランプは水銀を含んでいません。
　 「燃やせないごみ」で出してください。
　※電子式の体温計と温度計は「燃やせないごみ」で出してください。

エコプラザでは、市民の皆さんに３Ｒへの関心を持っていただくために下記の内容で体験講座を開催します。
日程については、環境センターホームページ、ごみ分別アプリ、蓮田市・白岡市の広報誌において随時お知ら
せいたします。

！

！
水銀使用製品は割れやすいものが多く、使用しなくなったものは速やかに廃棄していただきます
ようご協力をお願いいたします。集積所に出す場合については、有害危険ごみの日（1回／月）
で出してください。

水銀温度計

水銀体温計ボタン電池

乾電池

水銀血圧計
蛍光管

★排出時の注意事項

有有 害害 危危 険険 ごご みみ 特集！特集！・・


