
地元関係区各区長様との写真
※撮影のため、特別にマスクを外

しております。上武射田区 下武射田区 高島区

新ごみ処理施設整備事業について
　現在、東金市外三市町清掃組合では、令和１０年度の稼働開始に向けて、新ごみ処理施設整備事業を推進しております。
　本年３月には、施設整備方針等を定める「新ごみ処理施設整備基本計画」を策定し、また、７月には、当組合と新ごみ処理施設建設候補地地元関係区との
間で、『新ごみ処理施設の建設及び運営に関する協定書』を締結いたしました。
　今後は、施設建設に係る環境影響評価、施設整備基本設計等を実施する予定でおります。引き続き本事業へのご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

　地元関係区との協定締結
　令和２年７月２９日に新ごみ処理施設建設候補地の所在する東金市上武射田地先の当該区である「上武射田区」及び周辺区である「下武射田区」、「高島区」
と、『新ごみ処理施設の建設及び運営に関する地元関係区協定書』を締結いたしました。
　今回の協定締結により、東金市上武射田地先建設候補地が、正式に新ごみ処理施設の建設予定地となりました。

 新ごみ処理施設整備基本計画の概要
　本計画書において、新施設の主な整備方針は以下の通りとなります。
　なお、詳細につきましては、当組合ホームページにおいて本計画書の全文について
掲載しておりますので、ご確認の程よろしくお願い申し上げます。

処 理 能 力

エネルギー回収型廃棄物処理施設（ストーカ式）：１２５
ｔ／日（ごみ焼却施設）
マテリアルリサイクル推進施設：１８ｔ／日（粗大ごみ
等処理施設）

主 な 処 理 対 象 物 可燃ごみ、粗大ごみ、金属類、ビン・ガラス類、ペット
ボトル、カン、蛍光灯類、廃乾電池（保管のみ）

排 ガ ス 基 準 値 法令基準値よりも厳しい自主基準値とします。

騒音、振動、悪臭基準値 新ごみ処理施設建設候補地が所在する東金市において定
められている基準値を遵守します。

  新ごみ処理施設建設予定地位置図
　新ごみ処理施設建設予定地は、下図の通りとなります。

管内（東金市、大網白里市、九十九里町、山武市）
項　目 区　　分 使用料（消費税込）

入館使用料
（入浴含む）

一般 400円
年齢18歳未満又は65歳以上の方 200円
身体等不自由な方及び介助者 100円

休息室個人使用料
（３時間以内）

一般 100円
年齢18歳未満又は65歳以上の方 50円
身体等不自由な方及び介助者 20円

※現在休息室の貸切でのご利用はご遠慮いただいております。

管外（東金市、大網白里市、九十九里町、山武市以外）
項　目 区　　分 使用料（消費税込）

入館使用料
（入浴含む）

一般 800円
年齢18歳未満又は65歳以上の方 400円
身体等不自由な方及び介助者 200円

休息室個人使用料
（３時間以内）

一般 210円
年齢18歳未満又は65歳以上の方 100円
身体等不自由な方及び介助者 50円

※現在休息室の貸切でのご利用はご遠慮いただいております。

福利厚生施設　利用案内
　●開館時間：���午後１時から午後８時まで（入館受付は午後６時30分まで、

浴室の使用は午後７時まで）
　●予約時間：当日の午後０時30分から午後６時まで（休館日を除く）
　●休 館 日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は、その翌日）
　　　　　　　年末年始（12月28日から１月６日まで）、設備点検日
　　　　　　　台風・降雪など天候により開館できない場合

　●利用方法：��お客様に快適に入浴していただけるよう、利用は完全予約制
となっております。

　　　　　　　必ず事前に下記の連絡先まで電話予約をお願いいたします。

福利厚生施設に関する問い合わせ・電話番号
電話番号：0475-50-5888　予約時間 午後0時30分～午後6時（休館日を除く）

福利厚生施設のご利用についてのお知らせ
　福利厚生施設では新型コロナウイルス感染症対策のため臨時休館をしておりましたが、現在利用を再開させていただいております。
　利用再開に際して、新型コロナウイルス感染症対策のため、当面の間、以下のとおり対策をさせていただきますので、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。
　●三密を避けるため、利用時間及び利用人数を制限させていただきます。（入浴は45分以内とさせていただいております。）
　●入浴時以外はマスクの着用をお願いします。
　●体調不良や発熱のある方は、利用をご遠慮願います。

●使用料について

 

 

 
 
 

令和２年10月31日（1）広報せいそうくみあい

広
報せいそうくみあい



東金市
42.60%

山武市
12.99%

大網白里市
32.24%

九十九里町
12.17%

構成市町の割合構成市町の割合

財産収入
（0.00％）

5千円

繰越金
（14.48％）

2億1,430万3千円

繰入金
（2.03％）
3,000万円

使用料及び手数料
（11.17％）

1億6,537万8千円

諸収入
（3.09％）

4,572万5千円

国庫支出金
（0.6％）

893万5千円

組合債
（0.48％）
710万円

分担金及び負担金
（68.15％）

10億895万6千円東金市
4億2,749万6千円 

大網白里市
3億2,652万7千円 

九十九里町
1億3,164万7千円

山武市
1億2,328万6千円

歳入決算額　14億8,040万2千円

議会費
（0.04％）
47万7千円

総務費
（91.16％）

12億2,812万6千円

諸支出金
（8.8％）

1億1,860万7千円

人件費
(12.43%)

1億6,744万3千円

物件費
（64.14％）

8億6,414万8千円

維持補修費
（14.02％）

1億8,889万1千円

補助費・積立金
（9.41％）

1億2,672万8千円

歳出決算額　13億4,721万円
《目的別決算額》 《性質別決算額》

投資的経費
（施設等資産として将来
に残るもの）
補助費・扶助費・積立金
（外部団体への運営費補
助等、職員への児童手
当、基金積立金）
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《ごみ処理量》 《決　算　額》

令和元年度　ごみ処理量
　令和元年度に東金市、大網白里市、九十九里町、山武市（旧成東町分）から搬入されたごみの総量は、47,436トンでした。前年度の搬入量は、45,993
トンでしたので、１，４４３トン増加いたしました。なお、大網白里市及び山武市と処理委託契約を締結し受入れた108トンは含まれておりません。
　　　　　　　　　　　　　　（各市町からのごみの搬入量）　　　　　　　　　　　　　　（家庭系ごみと事業系ごみ量の比較）

人口
（人）

可燃ごみ
（ｔ）

粗大ごみ
（ｔ）

不燃ごみ
（ｔ）

資源ごみ
（ｔ）

蛍光灯類
（ｔ）

乾電池
（ｔ）

合計
（ｔ）

家庭系ごみ
（ｔ）

事業系ごみ
（ｔ）

合計
（ｔ）

割合
（％）

東金市 57,923 18,090 1,033 693 370 7 13 20,206 15,390 4,816 20,206 42.60%

大網白里市 49,108 13,681 633 655 304 9 12 15,294 13,459 1,835 15,294 32.24%

九十九里町 15,561 5,063 316 295 93 3 5 5,775 4,398 1,377 5,775 12.17%

山武市
（旧成東町分） 21,507 5,295 362 326 169 3 6 6,161 4,933 1,228 6,161 12.99%

合計 144,099 42,129 2,344 1,969 936 22 36 47,436 38,180 9,256 47,436 100.00%

※人口は、令和２年４月１日現在です。

　搬入できる大きさの制限や処理ができない物がありますので、電話で搬入
物を確認させていただいております。事前に電話受付をお願いいたします。
受　付　先：0475-55-9141（廃棄物受付窓口）
搬入時間：土曜日の午後及び日曜日を除いた　
　　　　　午前8時30分～午前11時40分　午後1時00分～午後4時40分
手 数 料：

※手数料は、上記の金額に消費税率を加算し、１０円未満の端数があるとき
は切り捨てします。

※事務所、商店、飲食店等から発生した事業系ごみは、書類・厨芥類（生ご
み）の可燃ごみ、ペットボトル、事務所から発生した事務用の机、椅子、
本棚等に限ります。

※搬入する際のごみの規格等は、環境クリーンセンター発行の「令和２・３
年度粗大ごみの出し方」及び組合ホームページをご参照ください。

【新型コロナウイルス感染症対策のお願い】
※マスクを着用してください。
※体調のすぐれない方によるごみの自己搬入はご遠慮ください。
※混雑緩和のため、処分を急がないごみ、集積所へ捨てられるごみの自己搬

入はご遠慮ください。

　各家庭から排出される粗大ごみは、申込み制による粗大ごみ戸別収集（有
料制）を行っており、１回の申込み点数は１０点までとなっております。
申 込 先：（東金市・九十九里町に在住の方）
　　　　　　　　　　　　　　　　⇒0475-50-5300
　　　　　（大網白里市・山武市の内旧成東町地域に在住の方）
　　　　　　　　　　　　　　　　⇒0475-50-5301
受付時間：土・日・祝日を除いた 
　　　　　午前９時００分～午後４時００分
手 数 料：

※粗大ごみは指定袋に入らない大きさのものをいいます。
※粗大ごみはごみ集積所に出しても収集されませんので、ご注意ください。
※料金は品目毎に異なりますので、申込み時にご確認ください。
※事務所、商店、飲食店等から発生した粗大ごみは戸別収集できません。
※収集の際のごみの規格等は、環境クリーンセンター発行の「令和２・３年

度粗大ごみの出し方」及び組合ホームページをご参照ください。

ごみの自己搬入

区　　分 手　数　料
家庭系ごみ処理手数料 １３０円／１０kg （消費税別）
事業系ごみ処理手数料 ２６１円／１０kg （消費税別）

粗大ごみの戸別収集

区　分 手数料
粗大ごみ処理手数料 ３００円、６００円（消費税込）

組合の決算
 令和元年度決算
　令和元年度の決算額は下のグラフのとおりで、歳入14億8,040万2千円、歳出で13億4,721万円となり、前年度と比べると、歳入では4.6％の増、歳出
では12.18％の増となりました。

 ごみ処理量と決算額の推移
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