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いじみの寮・学園は、平成30年 5月 1日より

 　　「中井さくら園」として移転開所します

　新発田市中井地区において、2 ヶ年継続事業で
建設していました新施設「中井さくら園」が完成
し、5月 1日より開所します。
　プライバシーの確保やバリアフリーの整備な
ど、利用者ニーズに対応できる施設環境を整
え、かつ地域に密着しながら利用者が生きがいを
もって安全・安心な生活が送れるよう、施設運営
の充実と処遇の向上に努めていきます。

施設サービスの種類と目的

施設の概要

●住　　所	 新発田市小舟町 2-9-13
●敷地面積	 16,807㎡
●全体延床面積	 4,752㎡
●構　　造
　①管理棟　鉄骨造一部２階建て	 1,719㎡
　②居住棟　A～ Eグループ ( ユニット）
　　鉄筋コンクリート造平屋建て	 2,545㎡
　③活動棟　鉄骨造平屋建て	 		486㎡

施設名の由来 建設地である新発田市中井地区に温かく受け入れられ、桜の名所「加治川の桜提」の
もと、みんなが「なかよく」、美しい「さくらの園」で、地域に密着しながら自立した
日常生活を営むことを願い命名しました。

入所のお問い合わせは、施設またはお住いの組合構成市町村障害福祉担当課までお願いします。
施設　TEL (0254)22-4297 　※移転後も電話番号は変わりません。

　施設入所支援事業・生活介護事業
（障害者支援施設）定員 75 名

　障 害 児 入 所 支 援 事 業
（福祉型障害児入所施設）定員 5 名

　短　 期　 入 　所 　事 　業
定員 成人・児童あわせて 5名

日 中 一 時 支 援 事 業

下越障害福祉事務組合からの
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重点事業 1 ●火葬場改築整備事業・・・2,837万2千円

●消防庁舎再編整備事業・・・3,125万7千円

●救急自動車更新事業・・・7,447万8千円

●新発田広域クリーンセンター　燃焼設備補修事業・・・9,936万円
●中条地区塵芥焼却場　煙突躯体改修事業・・・1億4,882万4千円

重点事業 2

重点事業 3

重点事業 4

市町村負担金
25億1,585万9千円
（78.1%）

【組合構成市町からの負担金】

消防費
15億9,089万8千円
（49.3%）

清掃費
10億7,066万9千円
（33.2%）

【ごみ処理事業や旧し尿処理
場の管理業務に係る経費】

使用料及び手数料
2億6,311万円
（8.1%）

【組合施設の利用料金や、廃棄物等の処理料金】

その他収入
1,337万円
（0.5%）

繰越金
1億5,176万1千円
（4.7%）

【前年度繰越金】

組合債
2億7,890万円
（8.6%）

【組合事業の実施に係る借入金】

公債費
2億6,592万1千円
（8.2%）

【借入金（組合債）の元金・利息の償還費】

介護保険事業費
4,506万6千円
（1.4%）

交流館費
1,359万9千円
（0.4%）

【広域交流施設「虹の里交流館」に係る経費】

議会費
62万1千円
（0.1%）

総務費
1億6,206万9千円
（5.1%）

【事務局費や組合全般
の事務に係る経費】

火葬場費
7,415万7千円
（2.3%）

歳入歳入 歳出歳出

　「広域葬斎センター改築基本計画」に基づき、平成
34 年度の供用開始に向けて地質調査、基本設計を実
施します。

　「消防庁舎再編整備計画」に基づき、平成 32 年度に運用開始を予定している新分
署（現紫雲寺出張所と加治川出張所を統合）の建設に向けて、測量、地質調査及び基本・
実施設計を実施します。

　老朽化した紫雲寺出張所及び豊浦出張所の高規格救急車２台の更新整備を行います。

　適切にごみ焼却処理をするため中枢的な設備の補修工事を実施します。

広域葬斎センター　願文院

紫 雲 寺 出 張 所 加 治 川 出 張 所

平成
30 年度 新発田地域広域事務組合の予算

　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	 32億2,300万円（前年比：4.3％増） ※ （　）の数値は構成比
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平成３０年４月より養護老人ホーム「あやめ寮」も「ひめさゆり」と同様に指定管理者制度へ移行しました。今後も
利用者が生きがいと安らぎのある生活を送ることができるよう努めていきます。

●いじみの寮・学園解体事業・・・82万5千円

●ひまわり荘　空気調和給排水設備大規模改修事業・・・987万2千円

重点事業 5

重点事業 6

市町村負担金
1億9,529万9千円
（40.3%）

受託事業収入
（あやめ寮・ひめさゆり）
2億6,066万2千円
（53.9%） 民生費（あやめ寮・ひめさゆり）

3億4,725万3千円
（71.8%）

その他収入
1万1千円
（0.1%）

使用料及び手数料
49万円
（0.1%）

繰越金
2,729万6千円
（5.6%）

公債費
8,877万2千円
（18.3%）

衛生費（救急診療所）
2,498万1千円
（5.1%）

議会費
21万2千円
（0.1%）

総務費
2,254万円
（4.7%）

歳入歳入 歳出歳出

支援費負担金
（中井さくら園）
2億7,217万5千円
（31.2%）

民生費
（ひまわり荘）
3億8,717万1千円
（39.7%）

民生費
（中井さくら園成人部）
3億8,717万1千円
（44.4%）

入所者負担金（ひまわり荘）
6,677万2千円
（7.6%）

使用料及び手数料
6千円
（0.1%）

組合債
780万
（0.9%）

いじみの建築費負担金
2,185万7千円
（2.5%）

繰越金
9,342万5千円
（10.7%）

その他収入
599万2千円
（0.7%）

市町村負担金
2億3,187万4千円
（26.6%）

民生費（いじみの解体事業）
82万5千円
（0.1%）

公債費
2,650万円
（3.0%）

議会費
41万8千円
（0.1%）

総務費
1,476万4千円
（1.7%）

民生費（中井さくら園児童部）
6,269万2千円
（7.2%）

民生費（いじみの改築事業）
3,348万1千円
（3.8%）

歳入歳入 歳出歳出いじみの解体費負担金
82万5千円
（0.1%）

　５月の新施設移転後にいじみの寮・学園の解体事業を進めるため、アスベスト調査を
実施し、今後の解体工事計画を策定します。

　老朽化に伴い故障が頻発している空調等設備の改修を進めるため、実施設計を行い
ます。

平成
30 年度

平成
30 年度

新発田地域老人福祉保健事務組合の予算

下越障害福祉事務組合の予算

　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 3 市村を加えた 8 市町村の共同処理事務（障害者支援施設・福祉型障害
児入所施設「中井さくら園」、救護施設「ひまわり荘」）に係る経費です。

￥

￥

予算額	 4億8,375万8千円（前年比：0.3％減）

予算額	 8億7,134万7千円（前年比：64.4％減）

※ （　）の数値は構成比

※ （　）の数値は構成比
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新発田広域クリーンセンター
☎ (0254)24-6217( 直通 )

　４、５月は、自己搬入の車両が増え、ごみ焼却場の入り口付近が渋滞し、収集業務に支障をきたします。
特に土曜日、休日明けは大変混雑が予想されます。一般家庭ごみは可能な限り、ごみステーションにお出し
ください。
　当組合のホームページ上の混雑予想カレンダーを参考にしていただき、混雑緩和にご協力ください。

2018.2　広報　№ 28 号　4ページのゴミの自己搬入　混雑予想カレンダーに誤りがありました。
４月３０日（月）、５月３日（木）～５日（土）は祝日のため、閉場日となります。
お詫びして訂正いたします。

ごみの自己搬入について

普通救命定期講習会のご案内
　心肺蘇生法やＡＥＤの使い方など正しい応急手当の知識、技術を身に着け、いざという時に慌てず応急処置
ができるよう講習会を開催します。

①講習内容
　成人に対する心肺蘇生法（ＡＥＤ含む)・止血法他
②受講料	 無料
③会　場	 消防本部(定員40名)
	 	 新発田市新栄町1-8-31
	 	 ☎(0254)22-9073
 胎内消防署(定員30名)
	 	 胎内市新和町2-24	
	 	 ☎(0254)43-3311
 聖籠分署(定員10名)
	 	 聖籠町大字諏訪山路苔沼2350-1
	 	 ☎(0254)27-2500

④開催時間	午後1時30分～午後3時45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、受講申請書は新発田広域消防のホームページから
もダウンロードできます。
⑥受付期間
　各開催日の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】広域消防本部　警防課（☎（0254）22-9073 又は、お近くの消防署まで

講習会日程
5月 11日（金）、20日（日） 8月 10日（金）、20日（月） 11月 	6日（火）、22日（木） 2月 	8日（金）、20日（水）
6月 11日（月）、20日（水）、30日（土） 9月 10日（月）、20日（木） 12月 	9日（日）、20日（木） 3月 10日（日）、20日（水）
7月 10日（火）、20日（金）、30日（月） 10月 12日（金）、22日（月） 1月 11日（金）、21日（月）

あやめ寮
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 40冊

新発田市寒行会 現金 17万円
日本たばこ産業㈱
上信越支社 たばこ

杉並会 ジュース72本
㈱エヌ介護サービス
新発田センター

中古ポータブル
トイレ他

ひまわり荘
寄附者名 寄附の内容 寄附者名 寄附の内容

飯島			裕子 清拭布 布川			一守 タオル
伊藤			博 雑巾 橋本			登志 タオル
小林			一義 タオル 本間			助雄 電動ベット
富樫			峰子 タオル さつきストアー マグカップ
笠原			一郎 お茶

高冬呉服店 ハンガー、
タオル他後藤			益子 タオル

高橋			キミ 清拭布 村上舞踊一扇会 お茶
平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日まで　（順不同・敬称略）

　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。

福祉施設へのご寄付ありがとうございました

次号は平成 30 年 7 月発行の予定です。
市町によって配布日が異なります。「新発田地域
広域事務組合　広報」に関する皆さんからのご
意見、ご感想をお待ちしています。
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