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圏域の人口  60,354人 … 湯沢市 43,451人・羽後町 14,378人・東成瀬村 2,525人（令和２年11月末日現在）

2021・1

お問合わせ先：湯沢雄勝広域市町村圏組合　事業管理課　0183‒73‒9691

　最近、その他プラスチック（容器包装）に、使い捨てのマスクや手袋、使用済みのティッ

シュペーパー、鍋焼きうどん用等のアルミトレイの混入などが目立っています。これらは燃

えるごみとして処理されますので、分別のご協力をお願いします。

　その他プラスチックは、原則 マークを目印に判断してください。

その他プラスチックの分別にご協力をお願いしますその他プラスチックの分別にご協力をお願いします

湯沢雄勝リサイクルセンター

■ペットボトル、その他プラスチックの持込について

◆持ち込み先
湯沢雄勝リサイクルセンター
秋田県湯沢市駒形町字八面狼ヶ沢18番地
TEL　0183-42-4422
（稲川スキー場や緑風荘の近くです。）

◆持ち込み時間
午前8：30 ～ 12：00
午後1：00 ～午後4：30（正午～午後1：00は受入停止）
※土・日、祭日は受け入れしません。
（臨時受け入れする場合がありますので、市町村のごみ
収集カレンダーでご確認ください。）

◆持ち込みの仕方
施設内は一方通行で２回計量ですので、受付で計量した
後、係員指示に従い、ごみを投入してから再計量し、料
金をお支払いください。

◆料金について
家庭系ごみ66円/10kｇ　※10円未満は切り捨てです。
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令和元年度の決算のあらまし湯沢雄勝広域
市町村圏組合

２

議会費、総務費
…諸事業の円滑な実施のために １億6,486万5千円

民生費　…老人福祉・障がい者福祉向上のために

・老人福祉施設運営費 2億4,193万2千円

・知的障害施設運営費 455万8千円

・介護認定審査会等運営費 1,696万1千円

・障害支援区分審査会運営費 159万2千円

衛生費　…衛生的な生活のために

・火葬場費 3,888万5千円

・地域救急医療対策費 2,850万5千円

・家畜保冷施設費 533万円

・可燃ごみ処理費 2億6,658万7千円

・不燃ごみ等処理費 1億6,845万9千円

・し尿処理費 1億9,901万3千円

・ごみ処理施設整備費 2,703万2千円

消防費　…消防・救急のために

・常備消防費 12億7,637万1千円

・消防施設整備費 17億2,777万9千円

教育費　…文化的な生活のために

・視聴覚教育費 6万4千円

・広域交流センター運営費 1,039万2千円

公債費　…借入金返済のために

・公債費 2億6,699万3千円

　令和２年11月湯沢雄勝広域市町村圏組合議会臨時会において、令和元年度各会計の決算が認定されまし

たので、その状況をお知らせします。

　一般会計の決算額は、歳入総額44億9,849万７千円、歳出総額44億4,531万８千円となっております。新消

防庁舎建設関連事業の本格化に伴い、前年度を大幅に上回る決算規模となりました。 

令和元年度の
主な事業

・新消防庁舎建設（建築工事、電気設備工事等）� 15億1,884万3千円
・高機能消防指令センター整備� 1億6,761万円
・庁内ネットワーク整備� 4,690万1千円

議会費･総務費 3.7％

消防費
67.6％
消防費
67.6％

教育費 0.2％

民
生
費

民
生
費

公
債
費

公
債
費

6.0％

衛生費
16.5％

6.0％

分担金及び負担金 24億8,293万6千円
・湯沢市 18億4,539万8千円

・羽後町 4億9,488万7千円

・東成瀬村 1億4,265万1千円

使用料・手数料 1億823万円
その他　 19億733万1千円
・財産収入 40万5千円

・繰入金 3億1,713万7千円

・繰越金 2,469万7千円

・諸収入 1億6,079万2千円

・組合債 14億430万円

湯沢雄勝ふるさと市町村圏基金特別会計
歳入 3億1,719万3千円
・財産収入 5万5千円

・繰入金 3億1,713万7千円

・繰越金 1千円

歳出 3億1,719万3千円
・総務費 ３億1,719万３千円
　新消防庁舎建設関連事業の財源に充当するため、
基金から３憶1,713万７千円を繰り入れ、同額を一
般会計に繰り出したほか、基金運用益等５万６千
円を基金に積立てています。
年度末基金残高� 4億2,674万8千円

分担金及び負担金 55.2％分担金及び負担金 55.2％ その他 42.4％その他 42.4％

使用料･手数料 2.4％

お問合せ先：湯沢雄勝広域市町村圏組合　総務財政課　0183‒73‒9691
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お問合せ先：湯沢雄勝広域市町村圏組合　総務財政課　0183‒73‒9691

お問合せ先：湯沢雄勝広域市町村圏組合　事業管理課　0183‒73‒9691

１．職員の任免・職員数の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各年４月１日現在）

部　　門 区　　分 職　員　数 増減 理　　　　　　由元年 ２年

管理者部局

総　　務 　　８ 　　　　　7(1) △1 退職者不補充
民　　生 　　２ 　　２
衛　　生 　　２ 　　２
火　　葬 　　２ 　　３ 　　1 新規採用
ごみ処理 　1２ 　　　　11(1) △1 退職者不補充
し尿処理 　　　　　7(1) 　　　　　7(1)

消防部局 消　　防 156 155 △1 退職者不補充
計 1８9 1８7 △２

＊職員数は再任用職員（　）を含み、会計年度任用職員、臨時職員、非常勤職員は除く。
　
２．職員の給与の状況　　　　　　　　　　　　　（令和２年４月１日現在）

区　分 平均給料月額 平均諸手当月額 平均年齢
一般行政職 ２８4,700円 6２,400円 40.0歳

３．職員手当の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和元年度）
区　　　　　　分 期末手当 勤勉手当 合計

支給割合
６月支給 1.２50月分 0.８75月分 ２.1２5月分
1２月支給 1.２50月分 0.975月分 ２.２２5月分
合　　計 ２.500月分 1.８50月分 4.３50月分

４．職員の勤務時間その他勤務条件の状況　（令和２年４月１日現在）
勤務時間 休憩時間

午前８時３0分から
午後５時15分まで

正午から　　　
午後1時00分まで

＊このほか火葬場職員・消防職員については特別の勤務時間を定めている。

「湯沢雄勝広域市町村圏組合　人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、職員

の人事行政等の状況についてお知らせします。

令和２年度　湯沢雄勝クリーンセンター　ダイオキシン類濃度測定結果

測定年月日 測定結果 自　　　主
規　制　値

国の排出
基 準 値

１号炉　排ガス 令和２年８月26日 0.00044
0.1 5

２号炉　排ガス 令和２年８月26日 0.00028
１号炉　焼却灰 令和２年８月26日 0

－ ３２号炉　焼却灰 令和２年８月26日 0.0008
飛灰（集じん灰） 令和２年８月26日 0.15

排ガスのダイオキシン類濃度の単位：（ng-TEQ/m3N）
焼却灰・飛灰のダイオキシン類濃度の単位：（ng-TEQ/g）

※湯沢雄勝クリーンセンターでは、ごみ処理施設運営協議会委員の皆様に立ち会いをお願いし、法令に基づいた
各種測定を実施しました。ダイオキシン類の濃度測定値は、上記のとおり低い数値となっています。
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ストップ‼入浴事故
　入浴事故は年間を通して発生しています。特に秋から春にかけて多い傾向があり注意が必要です。また、他の
事故に比べて死亡してしまったり、入院治療に至ってしまう割合が高いのが特徴です。
　事故を防ぐには、本人はもちろん、皆で互いに気配り・目配りすることが大事です。
　注意ポイントを守り、事故にあわない！あわせない！ようにしましょう。

【令和元年湯沢雄勝地域の入浴事故救急出動状況】

出動件数
内　　　　訳

死　亡 入　院 入院せず、又は 
救急搬送せず　

４４件 １７人 １６人 １１人

～注意ポイント～

脱衣所や浴室を暖
めましょう

湯温41℃以下、浸
かるのは10分まで

浴槽から急に立ち
上がらない

食後、飲酒後は控
える

入浴中は声を掛け
合う

もし、入浴事故が発生してしまったら…

１ 浴槽の栓を抜き、助けを呼ぶ(必要に応じて、119番救急車)
２ 浴槽から引きあげる、できなければフタに上半身をのせる
３ 声をかけ、反応を確かめる

消費者庁2019HPより

湯沢雄勝広域市町村圏組合
「建設工事等入札参加資格審査申請」及び「物品購入等入札参加資格審査申請」
の受付について
　令和３・４年度に組合が発注する建設工事等及び物品・役務の提供について入札参加資格審査申
請を受け付けます。
　競争入札等に参加を希望する方は、次により申請してください。

　　〇建設工事等・・・建設工事、コンサルタント業務
　　〇物品購入等・・・物品の買入れ、製造の請負、修繕、改造、物品の売払い及び役務の提供

　　○受付期間　１月22日（金）～ ３月15日（月）（土日祝日を除く）
　　○申請方法　湯沢雄勝広域市町村圏組合ホームページ
　　　（http://www.yutopia.or.jp/~yokoiki）を御覧ください。
　　○有効期間　令和３・４年度の２か年度
　　○申請先・問い合わせ　湯沢雄勝広域市町村圏組合　総務財政課財政会計班
　　　　　　　　　　　　　（〒012-0827　湯沢市表町三丁目３番14号　☎0183-73-9691）まで


