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組合公式の twitterも

日々更新しています！

twitter アカウント

しばたこういき

@shibata_kouiki

広域葬斎センター「願文院」リニューアルオープン
広大な田園風景と櫛形山脈に抱かれた

温かみと安らぎを感じられる空間です。

【主な変更点】
○プライバシーに配慮して告別室、待合室、収骨室を個室化しました。

○高機能集塵装置の設置など、環境負荷の低減に配慮しました。

〇指定管理者（有限会社　広域斎場公社）に管理運営を委託しました。

〇新たに「友引の日」を休業としました。

〇圏域外住民の火葬場使用料金等を一部改定しました。

　（詳細はホームページでご覧ください。）

3月6日　火入式
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【施設情報】
所　　在　　地	 新発田市古楯495
敷	地	面	積	 6,656.27㎡
建	物	構	造	 鉄筋コンクリート
	 造２階建（本体棟）
火葬炉設備	 ５基
使	用	燃	料	 都市ガス

待合ホール待合ホール

待合室待合室
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新発田地域広域事務組合	広報	No.44				2

令和4年度　新発田地域　広域２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。新 発 田 地 域 広 域 事 務 組 合

歳入 歳出

予算額　40億5,492万2千円（前年比：０．2％増）

市町村負担金
30億4,728万6千円
（75.1%）

使用料及び手数料
2億5,618万7千円
（6.3%）

繰入金
4,934万6千円
（1.2%）

その他収入
614万1千円
（0.2%）

繰越金
9,136万2千円
（2.3%）

組合債
6億460万円
（14.9%）

公債費
3億7,002万1千円
（9.1%）

介護保険事業費
1,461万2千円
（0.4%）

交流館費
1,423万7千円
（0.3%）

議会費
59万円
（0.1%）

総務費
2億221万7千円
（5.0%）

火葬場費
4億376万2千円
（9.9%）

消防費
20億3,711万3千円
（50.2%）

清掃費
10億1,237万円
（25.0%）

（　）の数値は構成比

新発田地域広域事務組合の重点事業

①火葬場改築整備事業	 3億5,171万4千円
○新施設の車寄工事、旧施設の解体工事を実施します。

②消防庁舎再編整備事業	 2億８，３６８万２千円
○総合管理計画に基づき、年次計画に沿って実施します。

	 ＊令和５年4月の豊浦出張所開所に向け、本体建設工事、外構工事等（2億1,081万8千円）

	 ＊令和6年度着工に向けた消防本部の地質調査、基本設計（7,286万4千円）

③緊急消防自動車更新事業	 １億2，66８万９千円　
○胎内消防署化学車　（7,902万2千円）　

○川東出張所水槽付消防ポンプ自動車（4,766万7千円）　

④焼却設備整備工事	 １億6２８万２千円　
○新発田広域クリーンセンターの老朽化した焼却設備を整備します。

⑤剪定枝リサイクル事業	 1,100万円　
○新発田広域クリーンセンターに剪定枝ストックヤードを整備し、　搬入される剪定枝のリサイクルを推進します。　



3	 新発田地域広域事務組合	広報	No.44

新発田地域3市町に新潟市、阿賀野市、岩船地域3市町村を加
えた８市町村の共同処理事務に係る経費です。下 越 福 祉 行 政 組 合

歳入 歳出

予算額　１４億1，462万5千円（前年比：3.4％減）

市町村負担金
4億3,535万7千円
（30.8%）

支援費負担金
（中井さくら園）
3億3,465万2千円
（23.6%）

入所者負担金（ひまわり荘）
6,681万5千円
（4.7%）

衛生費
（休日等診療所）
5,491万円
（3.9%）

民生費
（ひまわり荘）
3億2,639万5千円
（23.1%）

議会費
42万1千円
（0.1%）

総務費
1,530万2千円
（1.1%）

民生費
（中井さくら園成人部）
3億7,659万9千円
（26.6%）

民生費
（中井さくら園児童部）
6,164万5千円
（4.3%）

民生費（あやめ寮）
1億9,219万円
（13.6%）

民生費（ひめさゆり）
1億6,359万4千円
（11.5%）

公債費
2億2,356万9千円
（15.8%）

その他収入
504万1千円
（0.3%）

受託事業収入
（ひまわり荘・あやめ寮・ひめさゆり）

4億3,122万3千円
（30.5%）

繰越金
1億328万円
（7.3%）

繰入金
3,686万7千円
（2.6%）

県支出金
89万9千円
（0.1%）

使用料及び手数料
49万1千円
（0.1%）

（　）の数値は構成比

下 越 福 祉 行 政 組 合 の 重 点 事 業

あやめ寮　　冷温水発生器更新工事	 1，000万円
経年劣化による故障のため、冷温水発生器（空調機器）の１台を更新します。

福祉施設へのご寄付ありがとうございました福祉施設へのご寄付ありがとうございました
令和３年４月から令和４年3月まで皆さまからいただきました。寄付は、ご趣旨に添うよう有効活用させていただきます。

このほかに匿名で多くの方々からご寄付をいただきました。

中井さくら園

中井コミュニティ 有限会社新潟サンクリーン 小柳産業株式会社 髙沢サヨ子

Woodbox		Tera 熊木繊維株式会社 渋谷恵 黒田典子

ひまわり荘 ひまわり荘・あやめ寮

齋藤久子 長生館(村杉温泉) 阿賀野市民生委員 高冬呉服店

高橋キミ 胎内市日本赤十字奉仕団 胎内市社会福祉協議会 （順不同・敬称略）

ごみ処理場からのお知らせ　ごみ処理場からのお知らせ　
～新発田広域クリーンセンター・中条地区塵芥焼却場～～新発田広域クリーンセンター・中条地区塵芥焼却場～

○ゴールデンウイークの自己搬入について
〇月曜日・土曜日・祝日明け・天候の良い日は混雑が予想され、待ち時間が長くなることがあります。（30分程度）
			特に土曜日は、受入時間（午前11時30分まで）が短いため混雑します。
○午前11時台はごみステーションのごみ収集運搬車が集中するため、混雑時はごみ収集車を優先させていただく場合があります。　
≪自己搬入受入日≫
4/28(木) 4/29(金) 4/30(土) 5/1	(日) 5/2	(月) 5/3	(火) 5/4	(水) 5/5	(木) 5/6	(金) 5/7	(土)

○ ×
△	

午前のみ
× ○ × × × ○

△	
午前のみ

≪受入時間≫ 一般可燃ごみ ※大型可燃ごみ

月曜日～金曜日
午前 8:30～12：00 午前 9:00～11：00

午後 1:00～4：30 午後 1:30～4：00

土曜日（午前のみ） 午前 8:30～11：30 午前 9:00～11：00

≪注意≫
〇	当施設で処理困難と判断したものは、お持ち帰りいただ
くことがあります。
〇	紙類（雑誌、本、新聞、チラシ、機密書類、ダンボール、米袋）、
発泡スチロール、ペットボトル等の資源物は、各地区の回収
日にごみステーションまたは拠点回収場所にお願いします。

新発田広域クリーンセンター
（新発田市藤掛６２５－１）　
　☎0254-２４－６２１７

中条地区塵芥焼却場
（胎内市富岡７－１２３）
☎0254-４６－３４３４

新発田地域広域事務組合	事務局	業務課
（新発田市中央町5-4-7）　　
　☎0254-26－1501

※ふとん、カーペット、家具、長さ1～1.8m　太さ5～10cmの枝木（中条地区塵芥焼却場は太さ5cmまで）
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次号は令和4年7月発行予定です。
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。

編 	 	 　 集 	 新発田地域広域事務組合　事務局総務課企画財政係
								・　		 〒 957-0053　新潟県新発田市中央町 5-4-7
発 	 	 　 行 	ＴＥＬ	0254-26-1501　　ＦＡＸ　0254-23-5589
Ｕ 	 Ｒ 	 Ｌ 	https://www.shibata-kouiki.jp/s-kouiki/
E - M A I L 	 kizai@shibata-kouiki.jp
印 	 	 　 刷 	 昭栄印刷株式会社 ホームページホームページ TwitterTwitter

組合のホームページが変わります。
●新発田地域広域事務組合職員採用専用ホームページ　【NEW】
　　新発田地域広域事務組合と下越福祉行政組合の職員採用関係専用ホームページ

Ｐｉｃｋ　ｕｐ　記事

　職員採用試験の案内・先輩からのメッセージ・施設や
業務の紹介を主に掲載しています。
　令和４年度採用の試験に関する最新情報はこちらの
ホームページをご覧ください。

　6月に技術職の採用試験の募集を予定しています。主な内容
　・ 福祉処遇職採用試験受験案内

採用試験の情報をより早く、 見やすくお伝えするため、 専用のホームページを開設しました。
ＵＲＬ　　　　　https://sites.google.com/view/s-kouiki-saiyou/

●新発田地域広域事務組合ホームページ
　　新発田地域広域事務組合と下越福祉行政組合の総合案内ホームページ

Ｐｉｃｋ　ｕｐ　記事

　【福祉施設】会計年度任用職員（処遇職）を募集してい
ます‼
 
　未経験者も大歓迎！少しでも興味のある方は施設見学
も可能です。
　詳細は、組合ホームページの「会計年度任用職員の公
募について」をご覧いただくか、問い合わせ先へご連絡
ください。

主な内容
　・ 組合の紹介 ・組合からのお知らせ
　・ 組合の各種計画 ・入札契約情報
　・ ごみ処理実績や環境測定結果

４月から　当組合のホームページのアドレスが変わりました。
　新ＵＲＬ　　　　　https://www.shibata-kouiki.jp/s-kouiki/HPNEW26/newpage2_1.html

●新発田地域広域消防本部ホームページ
　　新発田地域広域事務組合消防本部の紹介ホームページ

Ｐｉｃｋ　ｕｐ　記事

　住宅用火災警報器の設置状況のWeb 調査へのご協力
をお願いします。

　調査期間　令和４年4月１日（金）～４月３０日（土）
　内　　容　住宅用火災警報器の設置状況等に関する
	 ６つの質問主な内容

　・ 消防本部の紹介 ・消防職採用案内
　・ 消防本部の PR 動画 ・申請様式ダウンロード
　・ 各種講習案内 ・救急お役立ち情報

４月から　消防本部のホームページのアドレスが変わりました。
　新ＵＲＬ　　　　　https://www.shibata-kouiki.jp/119/


