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敷地全体施工状況図

　　　　　　　　　　　ごみ焼却施設の新設工事

のため、出入口の変更を行います。

　ご迷惑をおかけしますがご協力のほどよろしく

お願いします。ご不明な点がありましたら、下記問

い合わせ先までご連絡ください。

12月2日（月）より、

江戸崎地方衛生土木組合　事務局総務課　TEL029-892-2841（代表）問い合わせ先

新ごみ焼却場（予定地）

事務局総務課

駐　　車　　場

環境センター出入口変更の環境センター出入口変更の

お知らせお知らせ
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聖苑香澄からのお知らせ

★注意 ：工事期間中において、一時的に館内の暖房が停止する日が生じるなど、ご不
便をお掛けしてしまいますが最小限に配慮して、当家の方及び会葬者になる
べくご負担の無いよう心掛けてまいりますので、ご理解ご協力のほど、よろ
しくお願いします。

●空調設備・照明設備修繕
　環境省からの補助金 ( ※ ) を活用して、持続可能な施設の維持管理や環境問題への対策の
一環として、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出削減を目指し、空調設備の修繕（熱源＝
灯油から電気へ）による二酸化炭素排出量の削減と、照明設備の修繕（LED照明化）による
電気使用量を削減出来るよう設備改修を実施しています。

※　環境省からの補助金とは、一般財団法人環境イノベーション情報機構からの 2019 年度
（平成 31 年度）二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地方公共団体カーボン・マネ
ジメント強化事業）である。　

●渡り廊下設置工事
　雨天時における、式場準備業者及び料理業者の搬入搬出の利便性向上などのため、
業者出入り口部分に屋根付きの渡り廊下を設置することとなりました。

空調設備・照明設備修繕、渡り廊下設置工事について

●聖苑香澄の指定管理者制度の導入について
　施設の管理運営について、中長期管理運営基本計画で示したとおり経費縮減と合理的な運
営を目指して、指定管理者制度導入を予定しております。
　現在、運営している業者で構成する聖苑香澄運営共同事業体を指定候補者に選定し、令和
2年 4月より指定管理者として更なる利用者のサービス向上と、効率的な管理運営を図りた
く準備しています。よろしくご理解のほどお願いします。

聖苑香澄の管理運営について



4

平成 31年度　一般会計予算
歳　入 2,108,120 千円 歳　出 2,108,120 千円
1. 分担金及び負担金
　(1) 稲敷市
　(2) 美浦村
2. 使用料及び手数料
　(1) 総務行政財産使用料
　(2) 施設使用料
　(3) 聖苑香澄行政財産使用料
　(4) ごみ処理手数料
　(5) 許可更新手数料
　(6) 家電四品目運搬手数料
3. 国庫支出金
4. 財産収入
　(1) 利子および配当金
5. 繰入金
　(1) ごみ処理施設整備事業基金繰入金
6. 繰越金
　(1) 繰越金
7. 諸収入
　(1) 預金利子
　(2) 雑入
８. 組合債

1,139,340 千円

124,735 千円

1千円
533 千円

210,000 千円

20,000 千円

63,511 千円

550,000 千円

817,477
321,863

72
48,407
582

75,462
52
160

533

210,000

20,000

4
63,507

1. 議会費

2. 総務費

　(1) 一般管理費

　(2) 財産管理費

　(3) 積立金

　(4) 監査委員費

3. 衛生費

　(1) 保健衛生費

　(2) 清掃費

4. 土木費

　(1) 土木管理費

5. 公債費

6. 予備費

2,746 千円

94,866 千円

1,950,020 千円

41,470 千円

14,018 千円

5,000 千円

84,165

8,775

1,650

276

184,862

1,765,158

41,470

職員の給与等と職員数を公開します！

区　分 行政職 労務職
高校卒 144,100 円 138,000 円
大学卒 170,100 円

支給時期 期末手当 勤勉手当 計
6月期 1.3 月 0.925 月 2.225 月
12 月期 1.3 月 0.925 月 2.225 月
計 2.6 月   1.85 月   4.45 月

勤続年数 自己都合 定年・勧奨
勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分
勤続 25 年 28.0395 月分   33.27075 月分
勤続 35 年 39.7575 月分        47.709 月分
最高限度額   47.709 月分        47.709 月分

区　分 平均給与月額 平均年齢
行政職 334,266 円 46.5 歳
労務職 333,601 円 48.4 歳

区　　　分 報　　　酬
管　理　者 年　額 96千円
副 管 理 者 年　額 88千円
審査会委員 日　額 6.7 千円
議　　　長 年　額 54千円
副　議　長 年　額 52千円
議　　　員 年　額 51千円

区　分 職員数
A

給与費 計
B

1人当り給与費
(B/A)給料 職員手当 期末勤勉手当

平成 31 年 人
32

千円
120,316

千円
15,376

千円
49,084       

千円
184,776

千円
5,774

区　分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 計
行政職 0 人 3人 5人 4人 0人 2人 3人 17人
構成比 0% 18% 29% 23% 0% 12% 18% 100%
労務職 0 人 5人 2人 7人 3人 0人 0人 17人
構成比 0% 29% 12% 41% 18% 0% 0% 100%

人件費

※人件費には特別職に支給される報酬を含み
ます。

※職員手当には退職手当を含みません。また、給与費は当初予算に計上
された額です。

職員の初任給

級別職員数

期末勤勉及び退職手当 特別職の報酬

職員給与費

職員の平均給与月額

期末
勤勉

退職
手当

区　分 歳出額
A

人件費
B

人件費率
(B/A)

平成 31 年 千円
2,108,120

千円
246,332

％
11.7



❶家電量販店等に
        持込む場合… 

 ⇒　 家電量販店等   
   （リサイクル料金）

＋
（運搬料金[店舗による]）

❷組合に持込む場合…

郵便局
（リサイクル券を購入）⇒

 組合 （持込み）　
 （運搬料金 2,000 円）

リサイクル料金はメーカーによって異なります。 また、 リサイクル料金とは別に引き取り場所までの収集 ・運搬費が必要となります。
対象品目 ： テレビ ・ エアコン ・ 冷蔵庫 ・冷凍庫 ・洗濯機 ・衣類乾燥機
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歳出歳入

平成 30年度　一般会計歳入歳出決算

科　　　目 収入済額 構成比

分担金及び負担金 1,153,354 千円 79.5%

使用料及び手数料 138,898 千円 9.6%

国庫支出金 319 千円 0.0%

財 産 収 入 1,065 千円 0.1%

繰　越　金 67,530 千円 4.7%

諸　収　入 89,140 千円 6.1%

合　　計 1,450,306 千円 100.0%

科　　目 支出済額 構成比

議　会　費 2,177 千円 0.1%

総　務　費 136,900 千円 9.9%

衛　生　費 1,162,639 千円 83.8%

土　木　費 40,419 千円 2.9%

公　債　費 45,852 千円 3.3%

合　　計 1,387,987 千円 100.0%

歳出構成比
区　　分 決算額 構成比

人　件　費 240,837 千円 17.4%

扶　助　費 2,855 千円 0.2%

公　債　費 45,852 千円 3.3%

普通建設事業費 59,251 千円 4.2%

物　件　費 664,644 千円 47.9%

補 助 費 等 12,568 千円 0.9%

積　立　金 59,093 千円 4.3%

維持補修費 302,887 千円 21.8%

歳出合計 1,387,987 千円 100.0%

家電リサイクル法での役割分担

義務的経費

投資的経費

その他の経費

使った人

費用を支払う人

排出者排出者
（消費者）（消費者）

売った人

収集・運搬をする人

小売業者小売業者
（家電販売店）（家電販売店）

作った人

リサイクルをする人

製造業者等製造業者等
（家電メーカー等）（家電メーカー等）
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収集ごみ 持込ごみ 粗大ごみ（市村） 計

稲敷市

可燃ごみ 8,231.53 3,880.07 76.89 12,188.49
不燃ごみ 480.87 42.88 38.25 562.00
資源ごみ 607.48 － － 607.48
計 9,319.88 3,922.95 115.14 13,357.97

美浦村

可燃ごみ 3,170.94 1,696.30 88.74 4,955.98
不燃ごみ 216.23 10.06 15.40 241.69
資源ごみ 243.32 － － 243.32
計 3,630.49 1,706.36 104.14 5,440.99

合　計

可燃ごみ 11,402.47 5,576.37 165.63 17,144.47
不燃ごみ 697.10 52.94 53.65 803.69
資源ごみ 850.80 － － 850.80
計 12,950.37 5,629.31 219.28 18,798.96

構成市村
式場利用件数 構成比％

( 式場利用 )
火葬件数

( 大人・小人 )
火葬に対する
式場利用率通夜 仮眠通夜 告別式

稲敷市 313 288 345 93.0 655 52.7
美浦村 22 20 24 6.5 203 11.8
圏域外 2 2 2 0.5 57 3.5
合　計 337 310 371 100.0 915 40.5

区分 稲敷市 美浦村 小計 圏域外 合計
大人 654 203 857 57 914
小人 1 0 1 0 1
計 655 203 858 57 915
構成比 76.3 23.7 100.0 ＊＊＊ ＊＊＊

区分 稲敷市 美浦村 小計 圏域外 合計
改葬 2 0 2 0 2

身体の一部 3 0 3 0 3
死産児 5 0 5 1 6
計 10 0 10 1 11
構成比 100.0 0 100.0 ＊＊＊ ＊＊＊

区　　　分 重量 ( ｔ )
鉄くず 250.33
自転車 25.85
家　電 158.81
スチール缶 116.51
アルミ缶等 38.95
ガラスカレット 346.72
乾電池 7.89
蛍光灯 5.98
計 951.04

区　　　分 重量 ( ｔ )
飛　灰 1,394.78

不燃残さ(ガラス・せともの・アルミ) 432.22
鉄類 43.95
計 1,870.95

　平成 30 年 4 月から平成 31 年 3 月までの火葬件数（大人、小人）915 件のうち、式場の利用は、371 件で利用率は
40.5％となります。稲敷市 345 件、美浦村 24件で式場利用構成比は、それぞれ 93.0％、6.5％となります。

式場利用件数

市村別火葬件数

市村別ごみ搬入量

ごみ焼却施設の稼働状況
（１）焼却施設

（稼働日数 275 日、焼却量 18,959,85t）
焼却残さ

（３）ごみの資源化量

　ペットボトルについては、毎週土曜日に拠点回収で回収
を行っており、その回収量は 47.52t です。

（２）粗大ごみ処理（破砕）施設
（稼働日数 206 日、処理量 2,843.75t）

　なお、可燃性粗大ごみ（木材、畳、家具等）は破砕処理し
た後、生ごみ等の可燃ごみと一緒に焼却処理をしています。

（単位：件・％） （単位：件・％）

（単位：件・％）

（単位：ｔ）

その他の火葬件数

平成 30 年度火葬・斎場事業の状況（聖苑香澄）

平成 30年度ごみ処理事業の状況（環境センター）
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リチウムイオン電池の入った小型家電の処分方法について

電子タバコ スマートフォン 電動歯ブラシ 電気シェーバー モバイルバッテリー

小型家電回収ボックス又は、金属類の収集に出して下さい。小型家電回収ボックス又は、金属類の収集に出して下さい。



稲 敷 市 ◇ 秘書広聴課☎ 029-892-2000（代） 美 浦 村 ◇ 総務課☎ 029-885-0340（代）

　ＱＲコードを携帯電話で読込み、登録
ページを開いて「お知らせ（生活情報）」
にチェックを入れると配信されます。

　ＱＲコードを携帯電話で読込み、登録
ページを開いて「市からのお知らせ」に
チェックを入れると配信されます。

情報メール配信サービスについて
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　火葬・斎場とも、年末は 12 月 31 日（火）まで業務を行います。また、年始は 1月 4日（土）
から通常業務となります（1月 1日～ 3日はお休みです）。

江戸崎地方衛生土木組合
総務課

☎０２９ｰ８９２ｰ２８４１

稲敷市役所
廃棄物対策室環境課

☎０２９ｰ８９２ｰ２０００

美浦村役場
経済建設部生活環境課
☎０２９ｰ８８５ｰ０３４０

●聖苑香澄（火葬・斎場施設）について

年末・年始のお知らせ

令和元年 12 月 令和 2年 1月

28 日㈯ 29 日㈰ 30 日㈪ 31 日㈫ 1日㈬ 2日㈭ 3日㈮ 4日㈯

〇 〇 〇 〇 × × × 〇
「×」は休苑日となります。

令和元年 12 月 令和 2年 1月

28 日㈯ 29 日㈰ 30 日㈪ 31 日㈫ 1日㈬ 2日㈭ 3日㈮ 4日㈯

環境センター
持込み

8：40から
11：30 × × × × × × 8：40から

11：30

特
別
収
集

江戸崎
美浦 × 〇

燃やすごみ × × × × × ×

新利根
桜川・東 × × 〇

燃やすごみ × × × × ×

　予約状況はホームページから確認できます。

　　　http://www.eiseidoboku.or.jp/index.cfm/1,0,12,html

●環境センター（ごみの持込みなど）について
　年末は12月28日（土）11時30分までごみの持込みができます。また、年始は1月4日（土）
8時 40 分から通常業務となります（12 月 29 日～ 1月 3日はお休みです）。

12 月 29 日（日）は江戸崎地区・美浦村、12 月 30 日（月）は新利根地区・桜川地区・
東地区で特別収集を実施します。なお、特別収集は通常の収集日・収集コースとは異なる
収集行程で実施しますので、収集当日は午前 8時 30 分までに出してください。
※特別収集では、燃やすごみ以外の品目は収集いたしません。

せいえんかすみ
聖  苑  香   澄

☎０２９ｰ８９４ｰ４５１０


