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令和5年3月1日現在 人口（人） 世帯数
（戸）市町村 男 女 計 前年

同月比
茂 原 市 43,111 44,074 87,185 -538 41,635
一 宮 町 6,089 6,212 12,301 -16 5,626
睦 沢 町 3,295 3,427 6,722 -129 2,820
長 生 村 6,762 6,904 13,666 -130 6,100
白 子 町 5,339 5,301 10,640 -194 4,952
長 柄 町 3,259 3,171 6,430 -125 2,942
長 南 町 3,691 3,715 7,406 -166 3,199

計 71,546 72,804 144,350 -1,298 67,274

うち65歳以上
23,548 28,198 51,746 -8
32.9% 38.7% 35.8%

消防本部に新型車両が導入されました
上　：消防ポンプ自動車（北消防署）
左下：高規格救急自動車（長生分署） 
右下：指揮支援車
　 和４年度に更新配備された新型消防車両
は災害時だけでなく、通常時もパトロール等
で活躍する予定です。また、長生郡市外で大
規模災害が発生した場合は応援に向かうこと
もあります。搭載する機器も最新鋭のもので、
災害が起きた場合にも備えています。



指定ごみ袋は取っ手をしばって集積所へお出しください

ゴミは指定袋に収まる量を入れてください
（ガムテープやヒモなどを使用せずに指定袋の取っ手をしばれる量が適量です。）
　※袋が破れたときなどにガムテープなどで部分的に補修するのは構いません

　左の写真のように指定袋の容量
以上にゴミを入れ、袋の口をガム
テープなどで無理やり閉じてしま
うと破裂・飛散の原因になるばか
りか、収集員が抱えて運ばねばな
らず、作業効率が悪く、衛生面に
も問題があります。
　また、収集車にゴミを投入する
際にガムテープが作業員の手袋に
貼り付き、機械に巻き込まれると
いった危険性もあります。
　ゴミの飛散防止や収集員の安全
確保、円滑な収集のため、ご協力
をお願いします。

新最終処分場の建設を進めています

　ごみ焼却施設から発生する焼却灰等は、一部を除き当組合一般廃棄物最終処分場エコパーク長生
（茂原市大沢）に埋立を行っていますが、計画の埋立容量に達するため、新たな最終処分場の建設（長
柄町船木地先）を 和8年度からの稼働を目指し進めています。皆様のご理解とご協力をお願いし
ます。

× ●
適　　量

完成イメージ
新最終処分場計画概要

所在地 長生郡長柄町船木地先
埋立形式 被覆型最終処分場

（クローズド型）
埋立対象 焼却灰（主灰・飛灰）、

不燃残渣、火災廃材等
埋立容量 87,000㎥
埋立期間 １５年間

（ 和8年～ 和23年）
浸出水処理施設
処理能力 20㎥ /日

放流形式 無放流式（施設内循環）

■問い合わせ　環境衛生課　☎（23）4944
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ゴミは収集日当日、朝8時30分までに出してください
～回収状況や交通状況等により毎回同じ時間に収集することはできません～



4月29日（土）～5月7日（日）

ゴールデンウィーク中も通常どおりゴミ収集を行います
ごみ処理場へ
の直接搬入

8：30 ～
11：45

13：00 ～
16：00 し尿収集・浄化槽清掃許可業者の連絡先及び休業日一覧

4月29日㈯ ○ 休み 許可業者名 電話番号 休業日
4月30日㈰ 休み 休み ㈲茂原中央商事 （22）5135 4月30日㈰、

5月3日㈬～ 5日㈮、
5月7日㈰

5月1日㈪～ 2日㈫ ○ ○ セントラル美装㈱ （32）4582
5月3日㈬～ 6日㈯ ○ 休み ㈲マツオ産業 （42）3344
5月7日㈰ 休み 休み ㈲白子衛生 （33）5551

九十九里有料道路

�波乗りパーキング（一宮休憩所）がリフレッシュオープンしました！
　海岸線を楽しみながらドライブに
最適な「九十九里有料道路」に波乗
りパーキング（通称）がリフレッシュ
OPEN!
　ゆっくり時が流れる中で海を眺め
ながらコーヒーブレイクやお食事は
いかが?
営業時間　８時～ 17時（年中無休）
問い合わせ　 波乗りパーキング 

九十九里有料道路 
一宮休憩所 

（長生村一松丙4445−2） 
☎（47）3888 
■ 管理・運営 

（一財）千葉県観光公社

①  電池の端子部分にテープを貼る。
②「 乾電池」と表記した透明のビニール袋に

入れる。
③ 資源ごみの集積所に出す。

※ ビン・缶・ペットボトルの下や 
陰にならないよう注意！

×充電式電池は集積所には出せません。

乾電池

　各市町村（一宮町は未設置）の公共施設内には
乾電池の回収ボックス等が設置されています。
　設置場所や回収時間はお住まいの市町村の
環境担当課にお問い合わせください。
※ 長生村はQRコードから確認できます。

リチウムイオン電池などの小型充電式電池は
電器店等のリサイクルボックスに！

　不燃ごみなどに混入したリチウムイオン電池
などによる、ごみ処理施設での発煙・発火事故
が増加しています。
　リサイクル推進店一覧は右の QR
コードより確認できます（PDFファイル）。
充電式電池の分別にご協力ください。

６月は乾電池の収集月、お忘れなく！

収集日は、 和5年度版
「ゴミと資源の分け方・出し方」で
ご確認ください！

乾電池の捨て方
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2月～ 3月も放射性物質は基準値以下でした
～ごみ処理場から排出される焼却灰、エコパーク長生の放流水及び空間線量を毎月測定しています～



危険物取扱者試験のお知らせ
問い合わせ　 消防本部 予防課危険物係 

☎（26）0119
●願書受付
願書配布場所　消防本部予防課・各消防署
書面申請　※郵送または持参
期　間　 4月3日（月）～ 4月17日（月）

（持参の場合、平日９時00分～ 16時30分）
場　所　 消防試験研究センター千葉県支部 

千葉市中央区末広２−14−１ 
ワクボビル３階

電子申請
期　間　 3月31日（金）～ 4月14日（金） 

※24時間対応（締切日は17時00分まで）
●危険物取扱者試験
試験日・試験地
6月 4日（日）　館山会場・木更津会場
6月11日（日）　千葉会場・銚子会場・勝浦会場
●受験者講習会（任意）
日　時　５月12日（金）９時～ 17時
場　所　 茂原市東部台文化会館 

（茂原市東部台１−７−15）

甲種防火管理者新規講習のお知らせ
問い合わせ　消防本部 予防課査察調査係　☎（26）0119

主 催　 （一社）千葉県消防設備協会　☎043（306）3871 
（一財）日本防火・防災協会　☎03（3591）7121 
１回目　講 習 日：６月15日（木）～16日（金） 
　　　　受付期間：５月 1日（月）～ 8日（月） 
※ ２回目の開催も予定していますが、 

講習日などは未定です。
募集人数　各80名
講習会場　勝浦市芸術文化交流センター（キュステ） 
　　　　　（勝浦市沢倉523−１）
受 講 料　8,000円（テキスト代込み）
申込方法　 インターネットまたはＦＡＸ
　　　　　詳しくは（一財）日本防火・防災協会の
　　　　　ウェブサイトをご確認ください。

（株）合同資源から除菌抗菌剤
の寄贈を受けました

　3月9日、㈱合同資源本社において感謝状
を贈呈しました。
　消防本部に寄贈された除菌・抗菌剤は感染
症対策に使用させていただきます。ありがと
うございました。

左から（株）合同資源　山ノ井社長、消防長　金井

　山武郡市消防本部及び
夷隅郡市消防本部との共
同開催となり多くの受講
者が見込まれますので、
ご希望の方は早目にお問
い合わせください。
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危 険 物 安 全 週 間
6月4日（日）～ 6月10日（土）「意志つなぐ　連携プレーで　事故防ぐ」



市町村ガイド

　防災訓練を行いました（長南町）

　長南町では、毎年10月に防災訓練を行っています。
　ここ数年コロナウイルス感染症の影響で、多くの町民の方が参
加する訓練は実施できていませんでしたが、感染症対策を行った
うえで 和４年10月23日（日）に実施しました。
　今回行われた応急手当訓練では、ＡＥＤの使い方や手当の方法、
簡易担架の作り方など薄れていた記憶を蘇らせるいい機会になり
ました。
　私たちは、いつこのような場面に遭遇するかわかりません。普
段から災害に備えておく大切さを感じた１日となりました。
　今後も消防職員の指導のもと、定期的に防災訓練を実施します。

学校・幼稚園・保育園や子ども会などの活動にDVDや�学校・幼稚園・保育園や子ども会などの活動にDVDや�
� 16ミリフィルム、映像機器などを貸し出しています� 16ミリフィルム、映像機器などを貸し出しています
　当センターでは、16ミリフィルムやDVDを中心に、子ども向けのアニメ映画や家庭教育・
一般向けの教材や映画、また、映写機やプロジェクターなどの機器を取り揃え、無料で貸し出
しています。子ども会や自治会など地域社会の交流や教育の一助として、ぜひご活用ください。

対 象　◦ 学校教育団体 
（学校・幼稚園・保育園
など）

　　　　　　　　◦ 社会教育団体 
（子ども会など） 
※ 企業や一般の方にはお

貸しできません。
受 付 時 間　 9時～ 16時30分 

※要事前電話連絡
貸出期間・本数　５日間・７本まで（原則）

◆申し込み・問い合わせ
　長生郡市視聴覚教材センター
　☎（25）6001

16ミリ映写機操作講習会のお知らせ
　16ミリフィルム・映写機を利用する場合は、

「16ミリ映写機操作講習修了証」が必要です。
当センターでは16ミリ映写機操作講習会を実
施していますので、受講を希望される方は電話
にて６月２日（金）までにお申し込みください。
この講習の修了書を取得することで、千葉県内
での16ミリ映写機の操作を行うことが認めら
れます。
日 時　 ６月17日（土）9：00 ～ 12：00 

（8：50より受付）
会 場　長生広域組合管理棟２階　第１研修室
受講料　無　料
持ち物　 横2.5㎝×縦3㎝の顔写真 

（写真の裏側に氏名、生年月日を記入のこと）

消防本部では依頼を受け、防災訓練等に出向し指導をしています。
問い合わせ　消防本部 警防課　☎（20）0119
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和５年度水質検査計画を策定しました
　この計画書は、 和5年度に水道部で行う水質検査について、検査項
目及び検査回数等を記載したものです。
　計画書は水道部ウェブサイトにてご覧いただけます。 
 （PDFファイル）

問い合わせ　水道部 施設課施設係　☎（23）9480

上水道のクロスコネクション（違法接続）は水道法により禁止されています
クロスコネクションとは？
　上水道と井戸水などの管（工業用水、専用水道なども含む）が
直接接続されている状態のことをいいます。
　また、バルブを設置して必要に応じて上水道と井戸水などを切
り替えて使用する状態や一時的な使用であってもクロスコネク
ションになります。
なぜ禁止されているの？
　上水道と井戸水などの管が接続されていると、水道本管に井戸
水などが逆流することがあります。この逆流した水が汚染されて
いると、広範囲に水質被害を引き起こしてしまうことになります。
クロスコネクションになっている場合は？
　長生広域水道事業給水条例に基づき、給水を停止させていただ
きます。
　水道水が井戸などに流れ込んだ場合は、原因者に高額な水道料
金をお支払していただくことになります。また、水質被害により
発生した損害の補償もすべて原因者の負担となります。

問い合わせ　水道部 業務課給水係　☎（23）9482

漏水の早期発見にご協力を！～水は限りある貴重な資源です～
　水道部では漏水調査を実施していますが、発見された漏水の多くはお客様からの連絡によるもの
です。
　漏水は大切な水が無駄になるだけでなく、道路の陥没や交通事故などの二次災害につながる恐れ
もあります。
　次のような場合は、水道管から漏水している可能性がありますので、お手数ですが水道部維持課
までご連絡ください。

◎晴れているのに道路がぬれている。
◎水が急に出にくくなった。
◎普段水が流れていないような場所で水が流れている。

問い合わせ　水道部 維持課維持係　☎（23）9491

4
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〇

×
井戸への流出
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個人商店等の閉鎖や新しくお店を営む場合は、用途変更の連絡を忘れずに！
■問い合わせ　水道部 業務課　☎（23）9482



和４年度定例監査結果の概要を公表します
監査委員　片　岡　　　修　　監査委員　田　邉　明　佳
■　監査の期日　令和４年12月22日　　■　監査の場所　組合管理棟ふれあいホール　　
■　監査の対象　事務局（一般会計・特別会計）・水道部（水道事業会計）・公立長生病院（病院事業会計）
■　監査の主な実施内容
　監査は、経済性・効率性・有効性に留意して事務分掌、歳入歳出予算の執行状況、補助金の交付状況、事務事業の執行
状況、主要行事、特に苦心する業務概要、管理備品の増減状況、新規事業執行状況、使用帳簿、その他関係証書類を調査
するとともに、関係職員から説明を聴取し、 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びにその他の事務の執
行が法令等に適合し、適正かつ正確に行われているかに主眼を置き実施した。
■　監査結果
　計画された事務事業の中には、繰り返される新型コロナウイルス感染症の感染拡大や、ロシアのウクライナ侵攻の影響
を受け、中止や変更、遅延したものもあるが、概ね順調に進行しており、関係諸帳簿については若干の誤記等も見られた
が、概ね適切に処理されていると認められた。
■　所　見
　事務事業の執行状況に関する所見は、次のとおりである。
検討のうえ一層適切に事務事業が執行されるよう要望する。
●組合の財政は、その性格上、主要な財源を市町村の負担
金に依存している。現在、最終処分場建設、消防庁舎建設、
長生病院Ｂ棟建設など大きな事業が進められており、事務
事業の執行にあたっては、構成市町村の財政は大変厳しい
状況にあることを職員一人ひとりが十分に認識し、市町村
負担金の軽減を図ることを念頭に置き、引き続き経費の精
査、節減に取り組まれたい。
●職員の人事については、令和５年度から定年年齢の引き
上げ、暫定再任用制度が施行されるが、知識や経験を考慮
した適正な配置や活用方法等を検討され、人材の有効活用
に努められたい。
●契約事務については、入札制度の積極的な活用と適正な
管理執行に努められているようであるが、引き続き、透明
性の確保、公正な競争の促進、適正な施工の確保及び不正
行為の排除の徹底という契約事務の基本原則に鑑み、また、
事業の特殊性や、やむを得ない理由等で随意契約となる場
合は、理由を明確とし、関係書類に不備のないよう精査徹
底されたい。
●介護認定審査会、障害支援区分認定審査会については、
医師会等関係機関の協力のもと、審査委員の確保と公正か
つ円滑な審査会運営の継続に努められたい。
●休日在宅当番医制事業については、令和５年度から、現
在の３医療機関から２医療機関での実施となるようだが、
医療機関の負担が過重とならぬよう、適正受診の啓発に努
められたい。また、夜間急病診療所は、圏域内唯一の夜間
初期診療機関であるので、夜間においても急病者が安心し
て診療を受けられるよう、診療体制の確保に万全を期され
たい。
●一般廃棄物の収集・処理、各処理施設の運転管理等の業
務委託については、発注者の責任として業務が適正に執行
されているかを常に把握する必要があるので、業務上の不
具合や問題点を共通認識するうえでも受注者と連絡を密に
とりあい、業務実施内容を確認、評価し、適正な管理に努
められたい。ごみ処理施設においては、処理性能を十分に
発揮できるように設備の状況を的確にとらえ、適正な維持
管理に努められたい。
●スポーツ運動広場等の屋外施設については、施設管理を
徹底されるとともに、利用者の意見を取り入れ、一層のサー
ビス向上に努められたい。また、施設利用に関して、ウェ
ブサイト等により積極的な情報発信に努められたい。
●消防庁舎の整備計画については、既存庁舎の感染症対策

と併せ取り組んでいるとのことであるが、消防庁舎は災害
発生時には地域防災の拠点となる重要な施設であるので、
構成市町村と協議検討し事業を進められ、地域住民が安心
して生活できる消防体制が確立されることが望まれる。ま
た、消防団員の充足については、全国的にその確保への取
り組みに労を多とするところである。団員の処遇改善とし
て国から報酬等の基準が示されたが、当組合では構成市町
村の足並みがそろわず基準に沿えない状況となっているこ
とから、早期に体制を整えられることを願う。
●視聴覚教材センターは、圏域内唯一の視聴覚教育推進の
機関として、各種団体等の要望を取り入れ、最新機器や教
材等を整備し、視聴覚教育の拠点施設としての役割を認識
して、その普及啓発を図るとともに、有効活用に努められ
たい。
●長南聖苑は、利用者の要望や現場における課題について
構成市町村及び事務局と共通認識を持ち、業務執行上の不
具合点を明確にして、円滑な業務運営が図られるように努
められたい。また、各種機械設備等の老朽化については、
その状況を的確に把握するとともに、計画的な改修を実施
し、利用者に不便をかけることのないよう施設管理の徹底
に努められたい。
●水道事業は、圏域住民に安全で良好な水を安定的に供給
することが使命である。人口減少による料金収入の減少や
施設の老朽化に伴う施設の更新費用の増大により、経営環
境は厳しさが増していくことが予想されており、職員はこ
の厳しい状況を十分に認識し、持続的な健全経営を確保さ
れるよう一層の経営努力に努められたい。また、九十九里
地域の末端給水事業体の統合については、「水道事業ビジョ
ン・経営戦略」における浄水場等の施設の統廃合や定期的
な水道料金見直しの検討と併せ、その実現には構成市町村
等と十分協議されたい。
●長生病院は、圏域内唯一の公的病院であり、地域住民に
充実した医療サービスを提供することが使命である。年俸
制任期付職員制度による常勤医師の確保や、女性医師の乳
腺外来など特殊性を持たせることなどにより受診者の増を
図るなど、各種経営改善対策に取り組まれている。また、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が幾度も繰り返され
るなか、発熱外来や陽性患者の入院受け入れ、ワクチン接
種など、職員一丸となって積極的に取り組まれたことは評
価できる。今後とも、救急指定病院としてその役割を果た
していくように努められたい。
以上、監査の結果を報告する。
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水道料金のお支払いは、便利な口座振替で！
■問い合わせ　水道部 業務課　☎（23）9482



長生広域 令和５年度予算の概要

負担金
48億8,167万円（71.1％）
負担金
48億8,167万円（71.1％）

使用料及び手数料
8億212万9千円（11.7％）
使用料及び手数料
8億212万9千円（11.7％）

国庫補助金
2億3,929万6千円（3.5％）
国庫補助金
2億3,929万6千円（3.5％）

県補助金
2,206万5千円（0.3％）
県補助金
2,206万5千円（0.3％） 諸収入

1億877万6千円（1.6％）
諸収入
1億877万6千円（1.6％）財産収入

1,302万6千円（0.2％）
財産収入
1,302万6千円（0.2％）
繰越金
2,000万円（0.3％）
繰越金
2,000万円（0.3％）

組合債
7億7,440万円（11.3％）
組合債
7億7,440万円（11.3％）

歳入

衛生費
33億5,135万6千円
（48.8％）

衛生費
33億5,135万6千円
（48.8％）

消防費
26億4,989万6千円
（38.6％）

消防費
26億4,989万6千円
（38.6％）

民生費
5,106万7千円（0.8％）
民生費
5,106万7千円（0.8％）

総務費
1億7,922万円（2.6％）
総務費
1億7,922万円（2.6％）

予備費
2,000万円（0.3％）
予備費
2,000万円（0.3％）

議会費
212万3千円（0.0％）
議会費
212万3千円（0.0％）

公債費
5億8,865万4千円（8.6％）
公債費
5億8,865万4千円（8.6％）

教育費
1,904万6千円（0.3％）
教育費
1,904万6千円（0.3％）

歳出

歳入歳出　68億6,136万2千円
（前年比2億7,745万3千円の減）

主な事業
●衛生費
・最終処分場嵩上げ事業
� 1億135万4千円
　（�エコパーク長生を新最終処分場
完成まで延命します）

・新最終処分場建設事業
� 8億5,993万2千円
　（�エコパーク長生に代わる新たな
最終処分場を建設します)

●消防費
・消防庁舎建替え事業
� 9,378万9千円
　(�耐用年数を経過した2署の建替
えを行うための用地購入費等)

・�消防自動車の更新
　常備消防（救急車含む）4台
� 1億1,342万7千円
　非常備消防4台� 6,144万3千円

歳　出
●総務費
　庁舎等維持管理、市町村職員等の研修
など
●民生費
　介護認定及び障害支援区分認定審査判
定業務など
●衛生費
　夜間急病診療所の運営、夜間待機施設
及び休日在宅当番医制業務委託、ごみ収
集及び処理施設運転業務委託、新最終処
分場建設事業など
●消防費
　常備消防及び消防団の運営、消防自動
車及び消防施設の維持管理や更新整備

●市町村負担金の内訳

茂原市 27億6,558万円 56.6%

一宮町 4億3,778万円 9.0%

睦沢町 2億6,803万2千円 5.5%

長生村 4億5,910万8千円 9.4%

白子町 3億7,983万円 7.8%

長柄町 2億8,436万4千円 5.8%

長南町 2億8,697万6千円 5.9%

一　　般　　会　　計
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予算書（補正を含む）及び概要は組合ウェブサイトよりご覧いただけます　



人件費
24億5,835万8千円
（35.8％）

人件費
24億5,835万8千円
（35.8％）

予備費
2,000万円（0.3％）
予備費
2,000万円（0.3％）

普通建設事業費
11億9,121万8千円（17.4％）
普通建設事業費
11億9,121万8千円（17.4％）

物件費
18億832万4千円
（26.3％）

物件費
18億832万4千円
（26.3％）

維持補修費
3億5,574万1千円（5.2％）
維持補修費
3億5,574万1千円（5.2％）

補助費等
4億1,200万7千円（6.0％）
補助費等
4億1,200万7千円（6.0％）

扶助費
2,706万円（0.4％）
扶助費
2,706万円（0.4％）

公債費
5億8,865万4千円（8.6％）
公債費
5億8,865万4千円（8.6％）

歳入歳出　1億8,341万8千円
（前年比3,021万3千円の増）

●人 件 費　�職員給料のほか、組合議会議員及び
各種委員の報酬

●物 件 費　�消耗品費、光熱水費、通信運搬費、
委託料、使用料など消費的な経費

●維 持 補 修 費　�ごみ処理施設など施設の機能を維持
保全するための経費

●扶 助 費　児童手当
●補 助 費 等　�各種負担金、報償費や保険料など
●普通建設事業費　�新最終処分場の建設、消防庁舎の建

替、また、消防自動車の購入などそ
の効果が資本形成となるために支払
われる経費

●公 債 費　�ごみ処理施設、消防署の建設などの
ために借り入れた資金の返済金

負担金
1億3,533万9千円
（73.8%）

負担金
1億3,533万9千円
（73.8%）

使用料
4,699万3千円
（25.6%）

使用料
4,699万3千円
（25.6%）

歳入

諸収入
8万6千円（0.1%）繰越金

100万円（0.5%）
人件費

4,079万8千円
（22.2%）

人件費
4,079万8千円
（22.2%）

物件費
7,264万3千円
（39.6%）

物件費
7,264万3千円
（39.6%）

維持補修費
2,769万5千円
（15.1%）

維持補修費
2,769万5千円
（15.1%）

普通建設事業費
4,079万6千円
（22.2%）

普通建設事業費
4,079万6千円
（22.2%）歳出

（性質別）

予備費
100万円（0.6%）

補助費等
48万6千円（0.3%）

●市町負担金の内訳

茂原市 9,972 万 7千円 73.7%

長柄町 1,610 万 4千円 11.9%

長南町 1,950 万 8千円 14.4%

特別会計　　火葬場・斎場事業費（茂原市、長柄町、長南町の負担金で
運営・設置しています　　　　　　）

一般会計　歳出（性質別）※支出する経費を次の性質に分類したものです。

テニスコート・スポーツ運動広場のご案内テニスコート・スポーツ運動広場のご案内
区　　分 利用料金（税込）

テニスコート・
スポーツ運動広場

長生郡市内の団体 １面 ２時間　1,050円
長生郡市外の団体 １面 ２時間　1,570円

利用時間　 ９時から17時まで 
（土・日・祝日は、9時、11時、13時、15時からのみ）

申込期間　 利用する日の１ヶ月前から（日曜日を除く）
※日曜日は当日の受付ができません
・日曜日の利用は前日までに、専用利用許可申請と利用料の納入 
　が必要です。 
・土曜日・祝日は、ごみ処理場の計量棟で受付をしています。

■問い合わせ　環境衛生課管理係　☎（23）4944

テニスコート

スポーツ運動広場
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収　入
50億8,549万2千円

支　出
48億3,001万4千円

収　入
10億8,675万3千円

支　出
24億7,602万円

水道料金
39億9,080万8千円（78.5％）

受水費
24億9,998万円（51.8％）

その他
7億8,080万8千円
（16.2％）

委託費
2億7,242万8千円
（5.6％）
給与費
3億7,605万7千円（7.8％）

減価償却費
9億74万1千円（18.6％）

企業債償還金
8億2,669万3千円（33.4％）

建設改良費
15億4,932万7千円
（62.6％）

収支差額（不足額）
13億8,926万7千円

収支差額
2億5,547万8千円

企業債
6億7,600万円（62.2％）

負担金
3億4,545万8千円（31.8％）

市町村負担金
4億290万円（7.9％）

その他
1億5,469万8千円（3.0％）

長期前受金戻入
1億5,779万5千円（3.1％）

県補助金
3億7,929万1千円
（7.5％）

国庫補助金
6,529万5千円（6.0％）

投資
1億円（4.0％）

収　入
34億9,292万7千円

支　出
34億8,087万6千円

収　入
2億7,709万7千円

支　出
3億2,459万1千円

改修工事費
8,236万8千円
（25.4％）

投資
240万円（0.7％）

企業債償還金
1億5,807万3千円
（48.7％）

用地取得費
100万円（0.3％）

企業債
1億5,200万円
（54.9％）

資産購入費
8,075万円
（24.9％）

給与費
21億2,083万6千円
（60.9％）

入院収益
15億1,377万6千円（43.3％） 外来収益

9億9,064万円
（28.3％）

収支差額
1,205万1千円
その他
8,204万9千円
（2.4％）

市町村負担金
6億5,524万4千円（18.8％）

その他医業収益
1億7,058万6千円（4.9％）
長期前受金戻入
1億2,437万3千円（3.6％）

その他
3,830万8千円（1.1％）

経費
5億4,785万2千円（15.7％）

材料費
5億3,236万8千円
（15.3％）

減価償却費
1億9,777万1千円
（5.7％）

国県補助金
4,000万円
（14.4％）市町村負担金

8,509万6千円
（30.7％）

修学資金
貸付金返還金
1千円（0.0％）

収支差額
（不足額）
4,749万4千円

収益的収支
　収益的収支は、収入額50億8,549万2千円に対し、
支出額は48億3,001万4千円を見込んでおります。

収益的収支
　収益的収支は、収入額34億9,292万7千円に対し、
支出額は34億8,087万6千円を見込んでおります。

資本的収支
　資本的収支は、収入額10億8,675万3千円に対し、
支出額は24億7,602万円を見込んでおります。
　なお、収入が支出に不足する額13億8,926万7千
円は、当年度分損益勘定留保資金等で補てんします。

資本的収支
　資本的収支は、収入額2億7,709万7千円に対し、
支出額は3億2,459万1千円を見込んでおります。
なお、収入が支出に不足する額4,749万4千円は、
過年度分損益勘定留保資金等で補てんします。

水道事業会計

病院事業会計
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第65回　水 道 週 間
6月1日（木）～ 6月7日（水）「水道水　安心・安全　これからも」



令 和 ５ 年 第 １ 回 長 生 郡 市
広域市町村圏組合議会定例会

　2月2日に開会し、令和４年度補正予算並びに令和５年度予算など、承認2件、
議案12件の審査及び特別委員会報告1件を行い、2月21日に閉会しました。
　以下、審議の結果をお知らせします。

件名 内容

専決処分の承認を求めることについて

承認第1号
(原案承認) 専決処分の報告について

地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決によって指
定された1件100万円以下の損害賠償額の決定及び和解につい
て、専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する
ものです。

承認第2号
(原案承認) 専決処分の報告について

地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決によって指
定された1件100万円以下の損害賠償額の決定及び和解につい
て、専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告する
ものです。

令和4年度補正予算など

議案第1号
(原案可決)

令和4年度長生郡市広域市町村圏組合
一般会計補正予算（第4号)

・予算の総額を76億2,376万3千円とするものです。
　（歳入歳出それぞれ1億1,364万8千円を追加）
　人件費及び事業費の精査、過年度分市町村負担金清算金の還付
や建設基金への積立、また、各費目の予算執行による増額及び減
額、国県補助金や組合債の財源更正など

議案第2号
(原案可決)

令和4年度長生郡市広域市町村圏組合
特別会計火葬場・斎場事業費補正予算
（第1号）

· 予算の総額を1億6,086万9千円とするものです。
　（歳入歳出それぞれ766万4千円を追加）
　人件費及び事業の精査、過年度分市町負担金清算金の還付など

議案第3号
(原案可決)

令和4年度長生郡市広域市町村圏組合
水道事業会計補正予算（第2号）

・�業務の予定量の年間総給水量を1,899万6千立方メートル（1
万2千立方メートル減）
　一日平均給水量を5万2,044立方メートル（33立方メートル減）
・水道事業収益　　　　51億576万5千円（7,207万8千円増）
・水道事業費用　　　　49億9,716万9千円（7,671万7千円増)
・資本的収入　　　　　� 7億5,695万6千円（1,070万円減）
・資本的支出　　　　　19億9,042万1千円（3,910万1千円減）
・職員給与費　　　　　� 4億3,742万7千円（91万8千円増）

議案第4号
(原案可決)

令和4年度長生郡市広域市町村圏組合
病院事業会計補正予算（第2号）

・�業務の予定量の年間入院患者数を2万3,725人（1万2,775人減）
　年間外来患者数8万3,835人（1,215人減）
・病院事業収益　　　　34億4,493万8千円（5,982万4千円増）
・病院事業費用　　　　32億7,295万5千円（6,959万円減）
・資本的収入　　　　　� 6億3,063万9千円（7,333万3千円減）
・資本的支出　　　　　� 7億2,247万3千円（1,199万円減）
・職員給与費　　　　　20億5,763万1千円(2,610万6千円減）
・たな卸資産購入限度額を　� 5億3,521万2千円に改める

議案第5号
(原案可決)

令和5年度長生郡市広域市町村圏組合
一般会計予算 概要は、8、9ページに掲載

議案第6号
(原案可決)

令和5年度長生郡市広域市町村圏組合
特別会計火葬場・斎場事業費予算 概要は、9ページに掲載

議案第7号
(原案可決)

令和5年度長生郡市広域市町村圏組合
水道事業会計予算 概要は、10ページに掲載

議案第8号
(原案可決)

令和5年度長生郡市広域市町村圏組合
病院事業会計予算 概要は、10ページに掲載

議案第9号
(原案可決)

職員の給与に関する条例及び一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一
部を改正する条例の制定について

人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告に鑑み、本組合においても
一般職職員の給与について、これらに準じた改正をするものです。

議案第10号
(原案可決)

長生郡市広域市町村圏組合会計年度任
用職員の給与及び費用弁償に関する条
例の一部を改正する条例の制定について

一般職職員における給与改定に準じ、給料表の改正をするもので
す。

議案第11号
(原案可決)

長生郡市広域市町村圏組合病院事業管
理者の給与等に関する条例の一部を改
正する条例の制定について

人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告に準拠し、病院事業管理者
の期末手当について改正するものです。

議案第12号
(原案同意)

教育委員会委員の任命につき同意を求
めることについて

教育委員会委員の任期満了に伴い、髙貫裕一郎氏を任命するもの
です。

特別委員会
報告

公立長生病院の経営に関する調査研究
特別委員会中間報告の件（委員長報告）

1月25日に開催した特別委員会の会議の内容と引き続き調査研究
を行う旨の報告

※�専決処分は、本来、議会の議決・決定を経なければならない事柄について、地方公共団体の長が地方自治法の規定に基づいて、自
ら処理することです。

広報　長生こういき� 2023年4月号No.171 110475☎/ 市外局番

会議結果、会議録は、組合ウェブサイトよりご覧いただけます。　



救急安心電話相談

相談
日時

平日・土曜日� 18時〜翌朝6時

日曜日・祝日
年末年始・GW 9時〜翌朝6時

プッシュ回線・携帯電話

＃7009
又は

ダイヤル回線・＃7009をご利用
いただけない場合

☎03（6735）8305
急な病気で心配なとき、ご相談くだ
さい。

こども急病電話相談

相談
日時 毎日・夜間� 19時〜翌朝6時

プッシュ回線・携帯電話

＃8000
又は

ダイヤル回線・＃8000をご利用
いただけない場合

☎043（242）9939
こどもの急な病気で心配なとき、看護
師、小児科医が電話でアドバイスします。

※救急患者が優先となります

長生郡市保健センター
夜間急病診療所

受付時間 毎日・夜間　19時45分〜 22時45分

診療科目 内科・小児科

外来の処置・投薬により
治療ができる比較的軽症な急病の方が対象です。

電話番号

☎（24）1010
又は

テレフォン案内（19時〜22時45分）

☎（24）1011

※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、発熱症状がある方は、
受診される前に電話で確認をしてから来院してください。
※�20時前の急病等については、消防本部☎（24）0119にお問い合わせ
ください。
※23時以降は夜間待機病院（２次救急）で診療します（内科・外科）
※当診療所へお越しの際は「おくすり手帳」をお持ちください。

夜 間 初 期 救 急 おとな急病電話相談こども急病電話相談

※救急患者が優先となります

夜間待機病院
診療時間 毎日・夜間　20時〜翌朝6時

診療科目 内科・外科

初期救急医療機関の後方病院として、
検査入院や手術等を要する救急患者の方が対象です。

テレフォン案内（22時45分〜翌朝6時）

☎（24）1011
又は

消防本部

☎（24）0119

※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、発熱症状がある方は、
受診される前に電話で確認をしてから来院してください。

夜 間 ２ 次 救 急

千 葉 県
【利用上の注意】 救急安心電話相談は、相談者の参考としていただくものであり、医療行為ではありません。

ダイヤル回線・IP電話・PHSからおかけの場合は 03-6735-8305

県内のプッシュ回線 ・ 携帯電話からは #7009

令和2年4月1日から受付時間を「翌朝6時まで」に延長しました。

18:00～翌朝6:00平日・土曜日

日曜・祝日・年末年始・GW 9:00～翌朝6:00
受
付
時
間

お気軽にご相談ください

熱が
下がらないけど、
病院に行ったほうが

いい？

体調悪いけど、
救急車を
呼んだほうが
いいかな？

家での
対処法は？

病 院 に 行 くか 、救 急 車 を 呼 ぶ か 迷 っ た ら 、ご 相 談 くだ さ い 。

救急安心電話相談千
葉
県

千葉県マスコットキャラクター
 「チーバくん」

千葉県の人口あたりの医師数は全国でワースト５で、その中で最も
少ない「山武長生夷隅医療圏」で夜間救急を支えるのは大変困難
です。緊急でない場合は、平日の日中にかかりつけ医等を受診する
など適正受診にご協力ください！

千葉県における二次医療圏単位の
人口10万人あたりの医師数
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185.9

休 日 救 急

*** 救急車の適正利用にご協力をお願いします***

今回は、新しく配備された消防車両を取材しました。最新の機器はもちろんのこと、隊員の業務を補助する機能もあります。
長生分署に配備された救急車は、運転席のスイッチで『ご協力ありがとうございます』と音声が流せるそうです。ある隊員
は「道を譲ってくれた方に感謝の気持ちを伝えたいが、お礼が言えないときもあり、もどかしさを感じる」とのこと。お礼
が伝えられないときもありますが、緊急車両の走行時は進路を譲ってくださいますようお願い申し上げます。（お）

編集
後記

119番は、火災、救急などの緊急通報専用電話です。
その他のお問い合わせは☎（24）0119におかけください。119番通報のお願い
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※救急患者が優先となります

休日在宅当番医
診療時間 日曜・祝日　９時〜 17時

診療科目 内科系・外科系

消防本部☎（24）0119
（組合ウェブサイト、市町村広報及び当日の新聞朝刊に掲載）

***休日救急（日中）受診のお願い***
　休日在宅当番医では、緊急性が低い患者さんの利用
が増加し、診療に一部支障が出てきています。
　緊急でない場合は、平日にかかりつけ医等を受診する
など、適正受診にご協力ください！
　また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、発熱症状がある方は、受診される前に電話で
確認をしてから来院してください。

※�休日在宅当番医は、内科系と外科系の２か所を�
長生郡市内の医療機関が交代で診療しています。

☎/ 市外局番広報　長生こういき� 2023年4月号No.17112 0475




