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　収集日にごみを出せなかった場合や引越しなどで一時的にごみが発生した場合などに、古賀清掃工
場に直接搬入を行うことができます。
　搬入できる時間は、月曜日から土曜日（祝日及び年末年始は除く）の午後1時から午後4時30分まで
で、処理料金は10kgまでごとに170円です。
　なお、テレビ（ブラウン管式、液晶・プラズマ式）、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、
パソコン、処理不適物などは搬入できません。詳しくは電話にてお問い合わせください。

＊ごみの自己搬入方法＊ 受付時間：月曜～土曜　午後１時～午後４時30分
休み　　：日曜、祝日、年末年始（12/29～ 1/3）

①搬入口
● 青信号を確認後、計量
器へ進入し、受付窓口
へ。

③ごみを降ろす
● 指定場所にて係員の指
示に従い、自分でごみ
を降ろす。

②受付・計量
● 受付窓口にて申請書に
必要事項を記入し、指
定された場所（ごみを
降ろす場所）へ。

④計量・精算
● 青信号を確認後、計量
器へ進入し、窓口で精
算。

料金の計算方法 ごみの重さ
料金は10kgごとに 170円
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玄界環境組合古賀清掃工場からのお知らせ
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□第41回　古賀清掃工場環境委員会の答申内容
　令和２年10月30日に開催した古賀清掃工場環境委員会において、諮問事項を周辺環境と施設の
状況に分け審議が行われ答申されました。

□第42回　古賀清掃工場環境委員会の概要
　令和３年３月29日に開催した古賀清掃工場環境委員会で令和２年７月から令和２年12月までの
環境及び施設モニタリング結果を諮問し審議していただきました。

■周辺環境監視の結果
　 　工場の稼働に伴う周辺の影響を把握するために、環境調査を定期的に実施しています。
　 　令和２年６月までと、令和２年７月～令和２年12月の環境モニタリング結果を比較した結果、
環境大気中のダイオキシン類が例年より高い値を示していた地点が見受けられましたが、環境
基準との比較では、すべての項目で環境基準値を満足していました。
　※ 周辺環境の環境基準とは、「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条
件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持されること
が望ましい基準」です。

■施設監視の結果
　 　ごみの焼却に伴い、塩化水素、硫黄酸化物、ダイオキシン類などが排出されます。
　 　工場では法規制値よりも厳しい自主管理基準値（計画値）を設けて測定を定期的に実施してい
ます。
　 　令和２年７月、９月、12月に実施した排ガス測定の結果は、すべての項目が自主管理基準値
を満足していました。

※測定値はホームページ、古賀清掃工場管理棟に掲示しています。

URL：http://www.genkai-kankyo.jp

（１）　令和２年１月～６月に実施した環境モニタリング結果の評価　
　　　 　環境モニタリングは、計画どおり水質、土壌及び水生生物について行われておりました。
　　　 　今回の調査結果について、過去の調査結果との比較を含め委員会で審議した結果、す

べての項目について過去の調査結果同様、法規制値及び施設の計画値を満足しており、
施設による周辺環境への影響は認められませんでした。

（２）　令和２年１月～６月に実施した施設モニタリング結果の評価
　　　 　施設の運転状況や排ガス等各種測定結果について委員会で審議した結果、法規制値及

び施設の計画値を満足しており、問題は認められませんでした。

　環境委員会は、古賀清掃工場及びその周辺地域の生活環境の保全及び増進を図ることを目的に設
置され、委員は、識見者、住民の代表及び関係行政機関職員の13名で構成されています。
　この委員会は、古賀清掃工場及びその周辺地域の生活環境に関する必要な事項（モニタリング結
果）について、玄界環境組合長の諮問に応じ、審議を行い、その結果を同組合長に答申します。

古賀清掃工場環境委員会の報告
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再生・展示棟からのお知らせ

　再生・展示棟は、いつでも、どなたでも来館することができます。また、年間を通じ、さまざま
な環境イベント、教室等を行っています。エコロの森再生・展示棟 LINE公式アカウントにお友だ
ち登録して頂くと、毎月最新情報を受け取ることができます。

おとなのかえっこ 10：00～ 14：00
■ 陶器・ガラス器を持ってきてポイントに換え
て、そのポイントで、欲しい陶器・ガラス器
と交換。
＊ポイントへの交換、陶器・ガラス器への交換
　共に１点1ポイントです。
　欠け、ひび、汚れのひどい
　ものは交換不可です。

みんなでフリマ 10：00～ 13：00
■ 新品、中古品、手作り品を出品してみません
か♪（７店募集／月）
　・出店料：無料
　・場　所：再生・展示棟1階フロア
＊ 出店には、予約が必要です。（開催日前月の
１日から開催日の前日まで先着順で受付して
います。）

委託コーナー

■ ファン・ファン エコロ！～春まつり～
　 出店された方のコー
ナーです。
　 手作り品はもちろん新
品、中古品などお買い
得商品も多数！

エコロ３Rマーケット

■ 常設のフリーマーケット
です。
　 お得な1品が見つかるか
も？！お気軽にお立ち寄り
ください。

イベント情報　　毎月第３水曜日

「古布ティッシュ」用Tシャツを集めています

もう捨てようかなと思ったTシャツ（綿）がありましたら、ご寄付をお願いします。

お申込み・お問い合わせは、LINEまたはお電話で！

　・受け取り場所：再生・展示棟1階事務室
　・日時：月～金 9：00~17：00（祝日を除く）

再生・展示棟　TEL：092 942 1530（内線410）

開館：月～金　9：00～17：00（祝日を除く）

再生・展示棟
LINE公式アカウント
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再生紙を使用しております。

施設見学について

　施設見学をご希望の方は、見学希望日の３日前までに電話
で申し込みをしてください。見学時間は、午前９時から12時
までと午後１時から３時までとなっています。
　なお、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により中止さ
せていただくことがあります。
　施設見学を希望される方には大変ご不便をおかけします
が、ご理解のほどよろしくお願いします。
　令和２年度における再生・展示棟の来館者を含め2,870名
の方にお越しいただきました。誠にありがとうございました。

　右の写真は、資源として回収されたプラ

スチック製容器包装の選別作業で取り除か

れた異物です。同容器包装は機械を使用し

て圧縮梱包しますのでライター、電池に強

い圧力がかり発火する恐れがありますので

分別して出して下さい。

ごみの分別に協力お願いします。

ごみ質調査結果について

　家庭から出る燃やせるごみには、多くの水分が含まれています。古賀清掃工場で実施
した、成分分析の結果、令和元年度平均で46.1%という結果でした。
　ごみの減量、処理経費の軽減のため水切りを徹底しましょう！

【ごみの採取及び分析方法について】

　採取はごみピットに投入された
収集ごみ等を対象とし、分析方法は、
昭和52年11月４日、環整第 95
号に準じています。

ごみ質調査結果の平均値（単位：％）

ライター

可燃分
46.3％

灰　分　7.6%

水　分
46.1％

不燃物類　3.1％ その他　6.8％

厨芥類　8.8％

木・竹・わら類
11.9％

ビニール・合成樹脂
・ゴム・皮革類

26.0％

紙・布類
43.4％

電　池

発　行：玄界環境組合古賀清掃工場

　　　　古賀市筵内１９７０－１

電　話：０９２－９４２－１５３０

ＦＡＸ：０９２－９４０－１３００

メール： ecolo-no-mori@genkai-kankyo.jp

ＵＲＬ： http://www.genkai-kankyo.jp
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