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圏域の人口  58,917人 … 湯沢市 42,501人・羽後町 13,989人・東成瀬村 2,427人（令和３年11月末日現在）

2022・1

湯沢雄勝広域市町村圏組合　令和２年度の決算のあらまし

議会費、総務費
…諸事業の円滑な実施のために １億646万9千円

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 2億4,310万5千円

・知的障害施設運営費 663万3千円

・介護認定審査会等運営費 844万円

・障害支援区分審査会運営費 143万3千円

衛生費　…衛生的な生活のために
・火葬場費 3,477万9千円

・地域救急医療対策費 　2,822万1千円

・家畜保冷施設費 482万2千円

・可燃ごみ処理費 3億239万3千円

・不燃ごみ等処理費 1億7,393万3千円

・し尿処理費 2億1,624万円

・ごみ処理施設整備費 　594万円

消防費　…消防・救急のために
・常備消防費 12億9,527万円

・消防施設整備費 1億9,782万4千円

公債費　…借入金返済のために
・公債費 3億1,040万6千円

　令和３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２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29億6,250万３千円、歳出総額29億3,590万８千円となっております。新消

防庁舎建設関連事業が終了したことに伴い、前年度を大幅に下回る決算規模となりました。
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分担金及び負担金 26億1,896万４千円
・湯沢市 19億7,434万1千円

・羽後町 5億843万9千円

・東成瀬村 1億3,618万4千円

使用料・手数料 9,786万３千円
その他　 2億４,567万6千円
・国庫支出金 1,727万7千円

・財産収入 1,785万1千円

・繰越金 5,317万9千円

・諸収入 1億5,736万9千円

湯沢雄勝ふるさと市町村圏基金特別会計
歳入 7千円
・財産収入 7千円

歳出 6千円
・総務費 ６千円
令和２年度においては、財産収入から６千円を湯
沢雄勝ふるさと市町村圏基金への積立金として支
出しています。
年度末基金残高� 4億2,675万4千円
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令和２年度の
主な事業

・旧消防庁舎解体事業� １億215万８千円
・消防署水槽付消防ポンプ自動車更新� 7,656万円
・清掃センター雑排水槽防食工事� 1,812万８千円

お問合せ先：湯沢雄勝広域市町村圏組合　総務財政課財政会計班　0183‒73‒9691
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万が一、油流出やガス漏れ等を発見した場合は、速やかに119番通報して
ください!

２

お問合せ先：湯沢雄勝広域市町村圏組合　消防本部　予防課　0183‒73‒3168

火災の発生を音や音声で知らせる住宅用火災警報器は、平成18年６月から
新築住宅で、平成23年６月からすべての一般住宅で設置が義務化されまし
た。住宅用火災警報器は、火災からの逃げ遅れを防ぐだけでなく、火災の拡
大を未然に防ぐことにもつながります。まだ設置していない方は今すぐ設置
しましょう。そして維持管理をしっかり行い、もしもの時に備えましょう。

本体のボタンを押すか、付属の紐を引くと動作テストができます。正常な場合、正常を知らせる音声や警
報音が鳴ります。少なくても、年に２回は点検しましょう。反応しない場合は、電池がきちんとセットさ
れているか確認し、それでも反応しない場合は、新しい住宅用火災警報器に交換してください。

設置義務化から10年が過ぎました。住宅用火災警報器は、古くなると、電池切れや機器本体の故障等に
より、交換が必要となります。設置から10年以上の場合は、交換しましょう。設置年数は、設置の時に
記入した設置年月や本体に記載されている製造年を確認してください。

毎年冬季は、経年劣化又は落雪、除雪等の影響によるホームタンクからの油流出事故やプロパンガスから
のガス漏れ事故が発生することがあります。事故の未然防止のために、次の点に注意し、事故防止を徹底
しましょう。

点検は定期的に‼

交換の目安は10年‼

忘れていませんか？ 住宅用火災警報器の点検・交換！ 
点検は定期的 に、交換の目安は 10 年

ホームタンク
■ホームタンクから灯油を小分け中は、その場を絶対に離れない。
■開閉バルブの閉め忘れを確認する。
■落雪の影響を受けない場所へ設置し、冬囲いをする。
■除雪の際にホームタンク本体や配管を破損しないよう注意する。
■定期的にホームタンク本体や配管の点検をする。

プロパンガス
■雪下ろしや除雪の際は、ガスボンベ周辺に衝撃を与えないよう注
意する。

■プロパンガスのボンベやガスメーター、周りの通路もこまめに除
雪する。

■雪害対策のために雪囲いや保護板の設置をする。
■ガス漏れの発生を素早く認知するために、ガス警報器を設置する。
■ガス臭いと感じたら、火気の使用をせずにすぐに点検を受ける。
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お問合せ先：湯沢雄勝広域市町村圏組合　総務財政課総務班　0183‒73‒9691

お問合せ先：湯沢雄勝広域市町村圏組合　事業管理課事業管理班　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
令和２年 令和３年

管理者部局

総　　務 　　　　　７(１) 　　　　　７(１)
民　　生 　　２ 　　２
衛　　生 　　２ 　　２
火　　葬 　　３ 　　３
ごみ処理 　　　　１１(１) 　　　　１２(１) １
し尿処理 　　　　　７(１) 　　　　　７(１)

消防部局 消　　防 １55 　　　１55(１)
計 １8７ １88 １ 職員採用による

＊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。

　
3.職員の給与の状況� （令和3年4月1日現在）� ４.初任給の状況� （令和3年4月1日現在）

　
5.職員手当の状況� （令和2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 0.9２5月分 ２.１７5月分
１２月支給 １.２00月分 0.9２5月分 ２.１２5月分
合　　計 ２.450月分 １.850月分 4.３00月分

区　分 平均給料
月額

平均諸手当
月額 平均年齢

一般行政職 ２8１,７６２ 67,355円 円 ３9.１歳

一般行政職 初任給 採用２年後の給料月額
大学卒 １8１,9２8円 １9３,７08円
短大卒 １６２,３9６円 １７３,9７5円
高校卒 １49,６１0円 １58,0６７円

6.職員の勤務時間その他勤務条件の状況
� （令和3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３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３年８月25日 0.00055
0.1 5

２号炉　排ガス 令和３年８月25日 0.0053
１号炉　焼却灰 令和３年８月25日 0.0009

－ ３２号炉　焼却灰 令和３年８月25日 0.004
飛灰（集じん灰） 令和３年８月25日 0.22

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。

2.職務級別職員数� （令和3年4月1日現在）

級 代表的な職名 人数 割合
７ 事務局長･消防長 　　１ 　0.5％
６ 課　長 　　9 　4.8％
５ 参　事 　１5 　8.0％
４ 主　幹 　２７ １4.4％
３ 主　査 　5１ ２７.１％
２ 主　任 　40 ２１.３％
１ 主　事 　45 ２３.9％
合計 １88
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冬の事故に注意しましょう!

圏域の人口  58,917人 … 湯沢市 42,501人・羽後町 13,989人・東成瀬村 2,427人（令和３年11月末日現在）

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（追加受付）

　建設工事等入札参加資格審査申請の追加受付を行います。
　令和３・４年度に発注する建設工事等の入札参加申請を済ませている場合は、再度の申請の必要
はありません。
　　○受付期間　１月17日（月）～３月４日（金）（土日祝日を除く）
　　　　　　　　郵送又はご持参ください。
　　　　　　　　詳しくは湯沢雄勝広域市町村圏組合ホームページ
　　　　　　　　（http://www.yutopia.or.jp/~yokoiki）をご覧ください。
　　○有効期間　令和４年４月１日～令和５年３月３１日
　　○申請先・問合せ　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

　当地域は、雪や寒冷が特に厳しい地域です。昨シーズンは、豪雪に見舞われ、除雪・雪下ろしに伴う事故
が多発しました。また、例年、この時期になると、入浴に伴う事故も多くなっています。
　これら生命や日常生活に重大な影響を及ぼす事故を防ぐには、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２年度雪害状況（消防本部取扱い）】 【令和２年中の入浴事故状況】
発生種別 発生件数 ケガ人等 発生場所 件数 年代 人数 傷病程度 人数

除雪機械事故 4件 4人 浴槽内 32件 ～ 59歳 4人 死亡 20人
雪下ろし・除雪 54件 54人 洗い場 9件 60歳代 7人 重症 4人

転倒 10件 10人 脱衣所 9件 70歳代 13人 中等症 11人
家屋浸水 1件 0人 80歳代 20人 軽症 15人
家屋損壊 18件 0人 90歳代 6人
計 87件 68人 計 50件 計 50人 計 50人

～除雪・雪下ろし～　　　　　　

①作業は2人以上で、声をかけ合い、携帯電話を持つ
②晴れの日の屋根の雪のゆるみ
③はしごの固定
④命綱とヘルメット
⑤除雪機の雪詰まり除去は、停止後に

　～入　浴～

①脱衣所と浴室を入浴前に温める
②湯温41度以下、つかるのは10分まで
③浴槽からはゆっくり「立ち上がる」
④同居者で声かけする
⑤飲酒・食後は入浴を避ける

資料：内閣府（防災）普及啓発・連携担当/国土交通省国土政策局地方振興課　より
　　　消費者庁　ホームページ　より

もし、発生したら・・・
①湯を抜き、助けを呼ぶ
②浴槽から引きあげるか、フタに上半身をのせる
③声かけし、反応を確かめる

お問合せ先：湯沢雄勝広域市町村圏組合　消防本部　救急救助課　0183‒73‒3168


