
「ごみの減量化と再資源化を推進します」

ごみ削減目標値と
（1人1日あたりの排出量）
目標リサイクル率
（家庭系ごみ）

平成27年度(実績)
1人1日あたり　1,092g
リサイクル率　20.7％

平成33年度(中間目標)
1人1日あたり　1,070g
リサイクル率　21.7％

平成38年度(最終目標)
1人1日あたり　1,045g
リサイクル率　22.5％

皆さん一人ひとりの
「心がけ」が目標達成への

キーワードです。

～みんなのために　未来のために　みんなで考えよう～
第２次一般廃棄物（ごみ）処理基本計画を策定しました

計画の詳細は、新発田地域広域事務組合、新発田市及び胎内市のホームページにてご覧いただけます。
【問い合わせ】　新発田地域広域事務組合　業務課　☎26-1501(代表)
　　　　　　　　新発田市環境衛生課　☎22-3030　(代表）　胎内市市民生活課　☎43-6111(代表)

～３Ｒ活動を推進していきましょう～
リデュース（Reduce：ごみを減らす）

リユース（Reuse：再使用する）

リサイクル（Recycle：再資源化する）

牛乳パック(1ℓ)をリサイクルに出すと約30g削減、
新聞紙1部は約180g削減となります！

考えよう
リサイクルについて

Reduce
発生抑制

Reuse
再使用

Recycle
再資源化
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1人1日当たり1人1日当たり可燃ごみ可燃ごみ 不燃ごみ不燃ごみ

【管内（新発田市、胎内市）のごみ排出量実績と減量化目標値】

ご協力を
よろしく

お願いします。

2017.４

広　報
No.25
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新発田地域３市町（新発田市、胎内市、聖籠町）の共同処理事務に係る経費です。

予算額  30億9,063万7千円（前年比：9.4％減）

歳入 歳出

市町村負担金
24億909万1千円
（77.9%）

【組合構成市町からの負担金】

消防費
16億2,263万9千円
（52.5%）

清掃費
9億4,947万5千円
（30.7%）

【ごみ処理事業や旧し尿処理
場の管理業務に係る経費】

※（　）内の数値は構成比

使用料及び手数料
2億5,430万5千円
（8.2%）

【�組合施設の利用料金や、
廃棄物等の処理料金】

繰越金
1億8,085万4千円
（5.9%）
【前年度繰越金】

新発田地域広域事務組合の予算平成
29年度

その他収入
2,938万7千円
（1.0%）

火葬場費
5,513万2千円
（1.7%）

総務費
1億6,025万2千円
（5.2%）

【�事務局費や組合全般の
事務に係る経費】

交流館費
1,293万1千円
（0.4%）

【�広域交流施設「虹の里
交流館」に係る経費】

議会費
59万円
（0.1%）

介護保険事業費
4,388万7千円
（1.4%）

公債費
2億4,573万1千円
（8.0%）

【�借入金（組合債）の元
金・利息の償還費】

重点事業

2

重点事業

1

重点事業

3
重点事業

4

◆消防庁舎再編整備事業
　経年により老朽化が進む各消防庁舎について、再編整備基本計画に基づき年次的に改築整備を進
めます。
　平成29年度は２ヶ年継続事業として前年度に引き続き中央出張所の改築工事を実施します。

◆新発田消防署救助工作車更新事業
　配備後16年が経過し、老朽化した新発田消防署の救助工作車の更新整備を図ります。

◆火葬場改築整備事業
　建設後約37年が経過し、老朽化や構造上の問題を抱えている広域葬斎センター「願文院」につい
て、改築基本計画に基づき平成34年度の供用開始を目途として改築整備を進めます。
　平成29年度は改築に向けての用地測量を実施します。

◆新発田広域クリーンセンター　焼却設備補修事業
　適正なごみ焼却処理のため中枢的な設備の補修工事を実施します。

組合債
2億1,700万円
（7.0%）

【�組合事業の実施に係る
借入金】

▲�旧出張所の解体後に同じ場所で建設
工事を進めています。

中央出張所改築状況
工事期間（平成28年11月～平成29年6月）
・組合HP内にも進捗状況を公開しています。

�
　新庁舎完成後は職員を10人から19人に増員し、救急
車２台と消防車１台を配備して分署とします。また、新
たに救急車の車内清掃と資機材の補充を行える救急整備
ステーションを設け、機能の充実と災害時における出動
態勢の強化を図ります。
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予算額 4億8,533万円（前年比：2.8％増）

予算額 24億4,480万6千円（前年比：54.7％増）

※（　）内の数値は構成比

※（　）内の数値は構成比

新発田地域老人福祉保健事務組合の予算平成
29年度

下越障害福祉事務組合の予算平成
29年度

　新発田地域３市町に阿賀野市を加えた４市町の共同処理事務（養護老人ホーム「あやめ寮」・「ひめさゆり」、救急診療所）
に係る経費です。

　新発田地域３市町に新潟市、阿賀野市、岩船地域を加えた８市町村の共同処理事務（障害者支援施設「いじみの寮」、福祉
型障害児入所施設「いじみの学園」、救護施設「ひまわり荘」）に係る経費です。

歳入

歳入

組合債
14億7,720万円
（60.4%）

市町村負担金
2億562万9千円
（42.3%）

受託事業収入
（あやめ寮・ひめさゆり）
2億6,525万8千円
（54.5%）

使用料及び手数料
1万円（0.1%） 歳出

民生費（あやめ寮・ひめさゆり）
３億6,449万３千円
（75.1%）

公債費
8,877万２千円
（18.3%）

衛生費
（救急診療所）
2,487万6千円
（5.1%）

議会費
21万２千円（0.1%）

総務費
697万７千円（1.4%）

歳出
民生費
（いじみの寮）
3億２,300万9千円
（13.2%）

民生費（ひまわり荘）
3億1,301万1千円（12.8%）民生費

（いじみの改築事業）
16億7,619万1千円
（68.5%）

議会費
41万5千円（0.1%）

公債費
6,152万3千円
（2.5%）

総務費
1,428万9千円（0.6%）

旧施設の解体を終え、建物を支える
ための地中杭を打込んでいます。

繰越金
1,407万６千円
（2.8%）

その他収入
35万７千円
（0.3%）

◆指定管理制度移行事業
　指定管理者制度へ移行した養護老人ホーム「ひめさゆり」同様に、養護老人ホーム「あやめ寮」も平
成30年4月の指定管理移行を目途とし、公募方式により受託事業者の募集を実施します。

重点
事業

◆いじみの寮・学園移転改築事業
�　新発田市中井地区において、平成28～29年度
の２ヶ年継続事業で引き続き建設工事を実施し
ます。

民生費（いじみの学園）
5,636万8千円（2.3%）

・�いじみの寮・学園の建物老朽化に伴う移転改築のため、新施設の建設
工事を進めています。
・組合HP内にも進捗状況を公開しています。

（仮称）中井さくら園  改築状況 工事期間（平成28年11月～
平成30年3月）

市町村負担金
1億5,363万円
（6.2%）

入所者負担金
（ひまわり荘）
7,021万円（2.8%）

支援費負担金
（いじみの寮・いじみの学園）
2億7,572万7千円
（11.3%）

いじみの
建築費負担金
1億5,131万4千円
（6.1%）

使用料及び
手数料
6千円
（0.1%）

繰越金
1億3,631万4千円
（5.5%）

受託事業収入
（ひまわり荘）
1億7,853万2千円
（7.3%）

重点
事業

その他収入
187万3千円
（0.3%）



新発田地域広域事務組合　事務局総務課企画財政係

http://www.shibata-kouiki.jp/s-kouiki/
kizai@shibata-kouiki.jp
島津印刷株式会社

①講習会内容　　
　成人に対する心肺蘇生法（ＡＥＤ含む）・止血法他
　（講習時間３時間)
②受 講 料 無料
③会　　場 消防本部（定員50名）
 　新発田市新栄町１-８-31
 　（☎22-9073)
 胎内消防署（定員40名）
 　胎内市新和町２-24 (☎43-3311)
 聖籠分署（定員15名）
 　聖籠町大字諏訪山字苔沼2350-１
 　（☎27-2500)

④開催時間 午後１時30分～午後４時30分
⑤申込方法　　
　 お近くの消防署で配布している受講申請書により
直接提出してください。(１人でも可)
　 なお、受講申請書は広域消防本部のホームページ
からもダウンロードできます。
⑥受付時間　　
　開催日の10日前まで（定員になり次第締め切り）

詳しくは、新発田広域消防のホームページに掲載してありますのでご覧ください。
【問い合わせ】新発田地域広域消防本部　警防課（☎22-9073（直通））又は、お近くの消防署まで

　このほかにも匿名で多くの
方々からご寄附をいただきまし
た。
　皆さまからいただきました寄
附は、ご趣旨に沿うよう有効に
活用させていただきます。
　ありがとうございました。

救急車が来るまでに！

普通救命講習会のご案内
～大切な家族、友人が目の前で倒れたら、あなたはどうしますか？～

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
（順不同・敬称略）

福祉施設へのご寄附ありがとうございました

寄附者名 寄附の内容

高冬呉服店 タオル80枚、日めく
りカレンダー60冊

日本たばこ産業㈱
上信越支社 たばこ

杉並会 ジュース　72本
新発田市
赤十字奉仕団

音楽ＣＤ
６タイトル

寄附者名 寄附の内容
池　田　文　治 タオル
伊　藤　重　男 タオル
笠　原　一　郎 お茶
後　藤　益　子 清拭布
小　林　徳三郎 農作物
高　橋　キ　ミ 清拭布
高 冬 呉 服 店 タオル・カレンダー
村上舞踊一扇会 お茶
橋　本　登　志 タオル

あやめ寮 ひまわり荘

 5月 11日㈭，20日㈯ 11月 10日㈮，20日㈪

 6月 10日㈯，20日㈫，30日㈮ 12月 11日㈪，20日㈬

 7月 10日㈪，20日㈭，30日㈰  1月 10日㈬，20日㈯

 8月 10日㈭，21日㈪  2月  9日㈮，20日㈫

 9月 11日㈪，20日㈬  3月  9日㈮，20日㈫

10月 10日㈫，20日㈮

講
習
会
日
程
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