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組合債17億900万円（20.08％）
新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

　2019年9月末にエコパークしおや（新ごみ処理施設）の整備事業が完了するため、衛生費が前年比
36.11％の減となりました。

分担金及び負担金
50億6,150万7千円（59.47％）
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18億3,935万8千円
　を含む。

使用料及び手数料1億4,882万8千円（1.75％）
火葬炉使用料、ごみ処理及びし尿処理手数料など

財産収入・諸収入
1,636万5千円（0.19％）
有価物（缶・ペットボトル等）
の売払い収入など

繰入金・繰越金
4億497万9千円（4.76％）
前年度からの繰越金など

予備費600万円（0.07％）
災害など、不測の事態に備えるための経費

公債費
1億6,655万円（1.96％）
借金の返済に要する経費

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1億6,123万3千円（1.89％）
組合運営全般に要する経費

民生費
1,003万4千円（0.12％）
児童発達支援センターの
運営に要する経費

衛生費 一般会計予算の推移
66億5,697万9千円（78.22％）
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

消防費
15億881万8千円（17.73％）
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
11億7,006万6千円（13.75％）
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

矢 板 市 14億　802万4千円

さくら市 18億7,477万9千円

塩 谷 町 5億5,676万9千円

高根沢町 12億2,193万5千円

平成31年度 一般会計当初予算の概要

平成31年度 塩谷地方ふるさと市町村圏基金特別会計予算

総額85億1,074万5千円（前年比30.32％の減）

当初予算額

438万8千円

前年比

36.83％の増

実施を予定している地域振興事業

塩谷地区文化団体等支援事業

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31年度 85億1,074万5千円
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　7 月 1 日（月）から、矢板市安沢に建設中の「エコパークしおや」でごみの搬入受付

を開始します。現在、さくら市松島で稼動している「塩谷広域環境衛生センター」でのごみ

の搬入受付は、6月29日（土）までとなりますので、ご注意ください。

　※6月30日（日）は、休業日のため搬入受付はしておりません。

問合先／施設整備室　☎0287（48）2760　FAX 0287（48）0463
　　　　  shioya-kanri@gamma.ocn.ne.jp
　　　　ホームページ http://www.shioyakouiki.or.jp/shisetsu/index.html

エコパークしおや完成予定図

＜エコパークしおや　受付の状況＞

受付開始日 2019 年 7 月 1 日（月）

受付時間
平　日　8 時 30 分〜 17 時 00 分
土曜日　8 時 30 分〜 12 時 00 分

休業日 日曜日、1 月 1 日〜 1 月 3 日

施設所在地 矢板市安沢 3640 番地　エコパークしおや



ごみ処理手数料改定のお知らせ
　2019年7月1日から、ごみの減量化や排出量に応じた費用負担を目的として、施設に
ごみを搬入する際にご負担いただく「ごみ処理手数料」を新料金に改定します。ご理解
とご協力をお願いいたします。

＜ 7月 1日からの新料金＞

取扱区分 家庭系 事業系※

可燃ごみ
10kgにつき100円
指定袋使用の場合は無料

10kgにつき200円

不燃ごみ 10kgにつき100円 10kgにつき200円

粗大ごみ 10kgにつき100円 10kgにつき200円

（1） ごみの計量は、ごみの種別ごとに行います。
（2） 指定袋の価格の改定はありません。
（3） 10kg に満たないときは、10kg の料金を徴収します。
※事業系ごみについて、許可業者との委託料は、排出主と委託業者で協議してください。

診療時間 午後6時30分〜午後9時30分

診療室

くろす
（黒須病院1階）

さくら市氏家2650
☎028−682−8811

しおや
（国際医療福祉大学塩谷病院1階）

矢板市富田77
☎0287−44−1155

診
療
日

土曜 毎週開設 土曜の診療はありません

日曜・祝日
偶数月

2019年　4・6・8・10・12月
2020年　2月

奇数月
2019年　5・7・9・11月
2020年　1・3月

年末年始 2019年 12月29日〜31日 2020年　1月1日〜3日

※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。
　2020年3月までの診療日になります。

平成31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〜

　　　　問合先／管理課　☎0287（48）2066　　FAX　0287（48）8010
　　　　　　　　　　　　  shioya-a@galaxy.ocn.ne.jp
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第136回定例会（平成31年2月15日開催）
議案
番号 議　案　名 審議

結果 内　　　　容

1 平成31年度
塩谷広域行政組合一般会計予算

原案
可決

歳入歳出それぞれ85億1,074万5千円と定めました。
〔歳入〕	 分担金及び負担金	 50億6,150万7千円
	 国庫支出金	 11億5,923万9千円
	 組合債	 17億900万円など
〔歳出〕	 衛生費	 66億5,697万9千円
	 消防費	 15億881万8千円など

2
平成31年度
塩谷地方ふるさと市町村圏基金
特別会計予算

原案
可決

歳入歳出それぞれ438万8千円と定めました。
〔歳入〕	 財産収入	 320万5千円
	 繰入金	 118万2千円
	 諸収入	 1千円
〔歳出〕	 総務費	 429万1千円
	 予備費　	 9万7千円

3
平成30年度
塩谷広域行政組合一般会計補正予算
（第2号）

原案
可決

○歳入歳出予算補正
　歳入歳出予算の総額から8億7,535万8千円を減額し、予算の
総額を113億4,461万5千円としました。
〔歳入〕	 分担金及び負担金	 △7億5,049万4千円
	 国庫支出金	 △2億9,666万3千円
	 繰入金	 2億7,676万2千円
	 組合債	 △2億250万円など
〔歳出〕	 総務費	 　2億3,770万3千円
	 衛生費	 △10億9,917万9千円
	 消防費	 △1,388万2千円
○継続費補正
　平成31年度までのごみ処理施設建設事業費について、平成30
年度年割額から10億6,224万9千円を減額し、平成31年度年割額
に10億6,224万9千円を増額しました。
○地方債補正
　ごみ処理施設建設事業において1億	9,960万円を、消防施設整
備事業において290万円を、それぞれ減額しました。

4 塩谷広域行政組合エコパークしおやの設置
管理に関する条例の制定について

原案
可決

エコパークしおやの設置及び管理に必要な事項を定めるため、
新たに条例を制定しました。

5 塩谷広域行政組合余熱利用施設の設置管理
に関する条例の制定について

原案
可決

エコパークしおやの付帯施設である余熱利用施設の設置及び管
理に必要な事項を定めるため、新たに条例を制定しました。

6 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

原案
可決

平成30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。

7 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

原案
可決

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施
行に伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正しました。

8 職員の自己啓発等休業に関する条例の一部
を改正する条例の一部改正について

原案
可決

職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例の附
則に訂正があったことから、条例の一部を改正しました。

9 塩谷広域行政組合ごみ処理施設の設置管理
に関する条例の一部改正について

原案
可決

エコパークしおや試運転期間中のごみの搬入に伴い、所要の整
備を行うため、条例の一部を改正しました。
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さくら市 18億7,477万9千円

塩 谷 町 5億5,676万9千円

高根沢町 12億2,193万5千円

平成31年度 一般会計当初予算の概要

平成31年度 塩谷地方ふるさと市町村圏基金特別会計予算

総額85億1,074万5千円（前年比30.32％の減）

当初予算額

438万8千円

前年比

36.83％の増

実施を予定している地域振興事業

塩谷地区文化団体等支援事業

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31年度 85億1,074万5千円


