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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

　【調査期間】４月１日（木）から４月３０日（金）　

住宅用火災警報器の設置状況の住宅用火災警報器の設置状況の
　Web調査にご協力ください　Web調査にご協力ください

新発田広域消防本部からのお知らせ

①お住いの地域を教えてください。　［新発田市、胎内市、聖籠町、その他］

②お住まいの住宅はどれに該当しますか。　［一戸建て、共同住宅（賃貸）、共同住宅（持ち家）］

③ 設置が義務付けられている全ての場所（寝室、階段（寝室が2階以上にある場合））に火災警報器を設置して

いますか。

 ［設置している、一部設置している、未設置］

④ 設置している火災警報器は、設置から１０年を経過していますか。

 ［交換済みで１０年経過していない、１０年経過していない、１０年経過した、不明］

⑤ 半年以内に火災警報器の作動確認を行いましたか。　　［半年以内に実施した、未実施、不明］

⑥作動確認の結果は、どうでしたか。　［異常なし、電池切れ・故障、不明］

　【注意】消防職員が、火災警報器や消火器を販売することはありません。

新発田消防署 川東出張所が完成しました！新発田消防署 川東出張所が完成しました！
　　　　　　　令和３年４月１日から業務を開始しています　　　　　　　令和３年４月１日から業務を開始しています
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全ての住宅に

設置の義務があります

【問い合わせ】　新発田地域広域消防本部　予防課

　☎0254-22-8096　

　E-mail：syobouka@shibata-kouiki.jp

新発田市下羽津花屋敷1908

（川東コミュニティセンター駐車場内）

こちらの QR コードから

アンケートにご協力ください

※回答時間目安　1～2分

組合ＨＰ

工事経過
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市町村負担金
28億3,794万9千円
（70.1%）

【組合構成市町からの負担金】 消防費
17億230万5千円
（42.1%）

清掃費
9億399万8千円
（22.3%）

【ごみ処理施設の運営に係る経費】

介護保険事業費
4,342万8千円
（1.1%）

組合債
7億6,420万円
（18.9%）

【組合事業の実施にあたり必要な借入金】

歳入歳入 歳出歳出

火葬場費
8億7,388万2千円
（21.6%）

総務費
1億6,615万6千円
（4.1%）

【事務局費や組合全般
の事務に係る経費】

議会費
59万円
（0.1%）

公債費
3億4,121万9千円
（8.4%）

【借入金（組合債）の元金・利息の償還費】

交流館費
1,345万4千円
（0.3%）

【広域交流施設「虹の里交流館」に係る経費】

その他収入
694万7千円
（0.2%）

繰越金
1億7,509万
（4.3%）

【前年度繰越金】

繰入金
644万2千円
（0.2%）

【基金繰入金】

使用料及び手数料
2億5,440万4千円
（6.3%）

【組合施設の利用料金や、廃棄物等の処理料金】

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	 40億4,503万2千円（前年比：0.9％増）

新発田地域広域事務組合の重点事業

 （　）の数値は構成比

令和3年度　しばたこういき２組合の予算
新 発 田 地 域 広 域 事 務 組 合

①火葬場改築整備事業　８億３，０４３万4千円
令和４年度の供用開始を目指し、本体建設工事（２年目　全体の６０％）を実施します。

②消防庁舎再編整備事業　３，５７９万３千円
○豊浦出張所　　
　令和４年度の工事着工に向けた地質調査、
設計業務を実施します。（２,544万２千円）

○消防本部・新発田消防署　　
　令和６年度の工事着工に向けた用地測量を
実施します。（１,035万１千円）

③緊急消防自動車・救急自動車更新事業　　１億３，９３５万２千円
　　○豊浦出張所　多目的消防ポンプ自動車　 ○さくら分署　高規格救急車

　　（１億３８１万５千円） （３,５５３万７千円）
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衛生費
（休日等診療所）
5,832万7千円
（4.0%） 民生費（中井さくら園成人部）

3億8,619万6千円
（26.4%）

歳入歳入 歳出歳出

市町村負担金
3億7,187万5千円
（25.3%）

支援費負担金（中井さくら園）
3億883万9千円
（21.1%）

民生費
（ひまわり荘）
3億2,522万2千円
（22.2%）

受託事業収入
（ひまわり荘・あやめ寮・ひめさゆり）

4億4,331万6千円
（30.3%）

議会費
42万1千円
（0.1%）

総務費
1,537万9千円
（1.0%）

民生費（中井さくら園児童部）
5,467万8千円
（3.7%）

民生費
（いじみの寮・学園解体事業）

7,315万円
（5.0%）

民生費（あやめ寮）
1億8,369万2千円
（12.5%）

民生費（ひめさゆり）
1億6,335万6千円
（11.2%）

入所者負担金（ひまわり荘）
6,435万7千円
（4.4%）

組合債
7,310万円
（5.0%）その他収入

463万3千円
（0.3%）

繰越金
1億4,937万3千円
（10.2%）

公債費
2億409万円
（13.9%）

使用料及び手数料
49万円
（0.1%）

県支出金
922万4千円
（0.6%）

繰入金
3,930万4千円
（2.7%）

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

予算額 14億6,451万1千円（前年比：2.1％増）

下 越 福 祉 行 政 組 合 の 重 点 事 業

 （　）の数値は構成比

旧いじみの寮・学園解体事業　７，３１５万円
　旧施設であるいじみの寮・学園の解体工事(２年目　全体の40%)を実施します。　

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～

○ゴールデンウイークの自己搬入について
ゴールデンウイーク期間中のごみの自己搬入が増加しており、大変混雑しています。

（40分前後の待ち時間が発生する場合があります。）混雑時はごみ収集車を優先させていただきますので、ご了承く

ださい。少量のごみの場合、指定袋に入れ、各地区のごみ収集日にごみステーションに出してください。

また、粗大ごみを搬入する際は、ガラス、金属類をあらかじめ取り除いてください。

○中条地区塵芥焼却場　包括的業務委託のお知らせ
令和３年４月１日から、三機化工建設 株式会社（本社：神奈川県大和市）に包括的に業務委託しています。

なお、ごみの搬入に関する問い合わせは、これまでどおり、各焼却場にご連絡ください。

組合に関することは、新発田広域クリーンセンターまたは広域事務組合 事務局業務課へお問い合わせください。

≪自己搬入受入日≫

4/24㈯ 4/25㈰ 4/26㈪ 4/27㈫ 4/28㈬ 4/29㈭ 4/30㈮ 5/1 ㈯ 5/2 ㈰ 5/3 ㈪ 5/4 ㈫ 5/5 ㈬

△
午前のみ

× ○ ○ ○ × ○
△

午前のみ
× × × ×

※ごみ収集日とは異なります。各地区の収集日については、ごみカレンダーをご確認ください。

中条地区塵芥焼却場

（胎内市富岡７－１２３）

☎４６－３４３４

新発田広域クリーンセンター

（新発田市藤掛６２５－１）　

　☎２４－６２１７

広域事務組合 事務局 業務課

（新発田市中央町5-4-7）　

　☎26－1501
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次号は令和3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  http://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

　令和２年４月から令和３年３月まで

ひまわり荘 中井さくら園 あやめ寮

胎内市社会福祉
協議会

高冬呉服店 熊喜繊維株式会社 高冬呉服店

松村　智晴 中井コミュニティ ひめさゆり

胎内高原
ゴルフ倶楽部

熊倉 芳江 高内江里子 有限会社大手や

布川　和子 菊水酒造株式会社 胎内市社会福祉
協議会長生館 熊倉　智 飯島裕子

伊藤　博 大平レイ子 斎藤ミサ子 （順不同・敬称略）

このほかにも匿名で多く

の方々からご寄付いただ

きました。

皆さまからいただきました

寄付は、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

ホワイトシャッタープロジェクトに参加します

ホワイトシャッタープロジェクトとは、（一社）ＰＦＩ開発支援機構が行っている
プロジェクトで、消防車に企業ロゴを掲載することで協賛金を募り、その資金
で消防活動や防災啓発活動を支援するものです。

掲載を希望する企業の方は、（一社）ＰＦＩ開発支援機構のホームページを
ご覧ください。　

（一社） ＰＦＩ開発支援機構

ホワイトシャッタープロジェクト

【福祉施設】会計年度任用職員（処遇職）を募集しています

≪勤務条件等≫

勤務地

 障害者支援施設　中井さくら園　
（新発田市小舟町２－９－１３）

 救護施設　ひまわり荘　
（胎内市塩沢２７９）

職務内容  障害のある利用者の生活支援、介助等

報酬・手当
月額１７１，２００円 ～ 月額１８７，６００円　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※昇給あり 

通勤手当、夜勤手当、時間外勤務手当、賞与

勤務時間  週３７時間３０分（夜勤あり）　※シフト勤務

休日・休暇  週休2日、有給休暇、特別休暇（夏季休暇等）

福利厚生等
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、

労働災害補償など

採用期間 採用日から令和４年３月３１日　※更新あり

＊ 詳細は、組合ホームページの採用情報「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。

【問い合わせ】　　下越福祉行政組合　総務課 庶務係

　　☎0254-26-1501　　　　 E-mail：syomu@shibata-kouiki.jp未経験者も大歓迎‼
仕事は丁寧に教えます！

少しでも興味のある方、

まずは施設見学から‼

利用者さんの笑顔が
　大きなやりがい !!
自分自身も成長できる
　仕事です★

ひまわり荘　勤務4年目

近藤　静香

臨時職員（会計年度任用

職員）として、2年勤務した

後、正職員になりました。

組合 HP
採用情報


