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　塩谷広域行政組合が進めている新ごみ処理施設「エコパークしおや」整備事業は、建設地（矢
板市安沢地内）において昨年　月に着工し、現在、ごみピットなどの基礎工事（鉄筋工事・コン9
クリート工事等）を進めています。
　今後については、計画どおり　月にプラント工事5
を開始し、平成31年　月からは新施設において試6
運転を開始する予定です。
　今後の事業の進捗については、「広報しおや広域」、
「次期環境施設建設ニュース」などで順次お知らせ
していきます。
　施設の　日も早い稼働に向け、工事を安全かつ着1
実に進めており、また、工事車両に際しても、関係
者一同、細心の注意を払った通行に心掛けています。
　引き続き、地域の皆様のご理解とご協力をお願い
いたします。
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議 会 だ より議 会 だ より議 会 だ より

第133回定例会（平成30年　月　日開催）2 5
内　　　容結果議　案　名番号

歳入歳出それぞれ122億1,375万9千円と定めました。
〔歳入〕分担金及び負担金　 79億6,830万8千円

国庫支出金　　　　 31億262万円
組合債　　　　　　  6億5,570万円など

〔歳出〕衛生費　　　　　　104億2,003万円
消防費　　　　　　 14億7,192万5千円など

原案
可決平成30年度塩谷広域行政組合一般会計予算1

歳入歳出それぞれ320万7千円と定めました。
〔歳入〕財産収入　320万5千円など
〔歳出〕総務費　　311万1千円など

原案
可決

平成30年度塩谷地方ふるさと市町村圏基金特別
会計予算2

○歳入歳出予算補正
歳入歳出予算の総額に4億4,296万5千円を増額しまし
た。
〔歳入〕分担金及び負担金　3億1,991万7千円

繰入金　　　　　　 　9,978万9千円
繰越金　　　　　　1億1,665万9千円など

〔歳出〕総務費　　　　　　4億1,432万8千円
衛生費　　　　　　 　3,506万7千円
消防費　　　　　　　 △643万円

○継続費補正
平成31年度までのごみ処理施設建設事業に係る施工監
理業務委託費について、840万円を減額しました。
○債務負担行為補正
平成30年度から平成41年度までのエコパークしおや長
期包括運営業務委託として、83億円を設定しました。
○地方債補正
ごみ処理施設建設事業において8,120万円を、消防施設
整備事業において480万円を、それぞれ減額いたしまし
た。

原案
可決

平成29年度塩谷広域行政組合一般会計補正予算
（第4号）3

個人情報保護法の改正に伴い、所要の整備を行うため、
条例の一部を改正しました。

原案
可決

塩谷広域行政組合情報公開条例及び塩谷広域行政
組合個人情報保護条例の一部改正について4

平成29年人事院勧告の実施に伴い、所要の整備を行うた
め、条例の一部を改正しました。

原案
可決

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す
る条例の一部改正について5

職員の夏季休暇について、その目的等を見直し、特別休
暇として運用するため、条例の一部を改正しました。

原案
可決

塩谷広域行政組合職員の勤務時間、休日及び休暇
に関する条例の一部改正について6

平成26年人事院勧告による減額支給措置が廃止される
ことに伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正
しました。

原案
可決

職員の修学部分休業に関する条例等の一部改正に
ついて7

地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、所
要の整備を行うため、条例の一部を改正しました。

原案
可決

塩谷広域行政組合職員の育児休業等に関する条例
の一部改正について8

基準となる職務を見直し、適正な運用を行うため、条例
の一部を改正しました。

原案
可決

塩谷広域行政組合職員の給与に関する条例の一部
改正について9



平成30年度　塩谷地方ふるさと市町村圏基金特別会計予算
実施を予定している地域振興事業前年比当初予算額

○塩谷地区文化団体等支援事業△68.19％320万7千円

一般会計当初予算の概要平成30年度
総額122億1,375万9千円（前年比86.02％の増）

分担金及び負担金

一般会計予算の推移

79億6,830万8千円（65.24％）
組合を構成する2市2町からの負担金
※国から各市町に交付される震災復興特別
　交付税48億8,277万5千円を含む。

（　）内は構成比
歳入

（　）内は構成比
歳出

組合債
6億5,570万円（5.37％）
ごみ処理施設建設事業や消防車両の
整備事業を実施するために、政府や
銀行等から借りるお金

議会費 113 万 1千円（0.01％）
組合議会の運営に要する経費

総務費 1 億 5,847 万 4千円（1.30％）
組合運営全般に要する経費

民生費 1,086 万 3千円（0.09％）
児童発達支援施設の運営に要する経費

衛生費 104 億 2,003 万円（85.31％）
ごみ・し尿の処理、火葬場の運営、救急医療対策、
し尿処理施設の長寿命化工事、新ごみ処理施設の建設などに要する経費

財産収入・諸収入
2,164万9千円（0.18％）
有価物（缶・ペットボトル等）
の売払い収入など

予備費 600 万円（0.05％）
災害など、不測の事態に備えるための経費

繰入金・繰越金
3億838万8千円（2.52％）
前年度からの繰越金など

公債費
1億4,533万6千円（1.19％）
借金の返済に要する経費

消防費
14億7,192万5千円
（12.05％）
消防本部及び
各消防署の運営に
要する経費

国や県からの補助金など
31億1,338万2千円（25.49％）
循環型社会形成推進交付金、
病院群輪番制病院運営事業費補助金など

使用料及び手数料
1億4,633万2千円（1.20％）
火葬炉使用料、ごみ処理及びし尿処理手数料など

矢 板 市

さくら市

塩 谷 町

高根沢町

21億9,586万円

29億3,602万2千円

8億8,021万円

19億5,621万6千円

平成29年度

65億6,591万7千円

平成30年度

122億1,375万9千円

平成28年度

35億714万3千円

※平成30年1月1日時点の人口117,851人で計算（予備費分は行政運営経費に加算）

一般会計当初予算を組合管内住民一人あたりに換算すると、約10万3,637円となります。
議会運営に

10円
議会運営に

10円
議会運営に

10円

救急医療対策に

528円
救急医療対策に

528円
救急医療対策に

528円

行政運営に

1,395円
行政運営に

1,395円
行政運営に

1,395円

ごみ・し尿の処理に

87,294円
ごみ・し尿の処理に

87,294円
ごみ・し尿の処理に

87,294円

児童発達支援施設の運営に

92円
児童発達支援施設の運営に

92円
児童発達支援施設の運営に

92円
火葬場の運営に

595円
火葬場の運営に

595円
火葬場の運営に

595円

消防本部や消防署の運営に

12,490円
消防本部や消防署の運営に

12,490円
消防本部や消防署の運営に

12,490円
（新ごみ処理場整備費用を含む）

借金の返済に

1,233円
借金の返済に

1,233円
借金の返済に

1,233円

　エコパークしおや（新ごみ処理施設）の整備事業、しおやクリーンセンター（し尿処理施設）の長寿
命化工事を予算計上したため、衛生費が前年比117.23％の大幅増となりました。



午後　時30分～午後　時30分6 9診 療 時 間

し　お　や
（国際医療福祉大学塩谷病院　階）1

矢板市富田77
緯 0287-44-1155

く　ろ　す
（社会医療法人恵生会黒須病院　階）1

さくら市氏家2650
緯 028-682-8811

診　 療　 室

土曜の診療はありません毎週開設土　 　 曜

診 療 日
偶数月

平成30年　4・6・8・10・12月
平成31年　2月

奇数月
平成30年　5・7・9・11月
平成31年　1・3月

日曜・祝日

平成30年12月29日～31日平成31年1月1日～3日年 末 年 始

 受診される方は、必ずお電話で上記診療室にご確認ください。
平成31年　月までの診療日になります。3

平成30年度　塩谷地区夜間診療室診療予定表
～救急車を呼ぶほどではないけれど、痛みや不安で受診したい

そんな患者さんを診察します～

新しい救助工作車の運用を開始しました
　平成30年　月26日より、高根沢消防署において新しい救助工作車の運用を開始しました。3
　救助活動に必要な資機材を積載し、現場へ運搬することを目的とした消防車で、救助隊が運用
します。
　交通事故などで車両に閉じ込められた人を助けることが多く、事故車両等の切断や開閉、また
重量物の持ち上げを行う油圧式救助器具など多数の救助資機材を搭載しています。
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