
2023年（令和5年）1月 （ 2 ）

分担金及び負担金
33億1,620万8千円（73.2％）

45億3,355万9千円使用料及び手数料
4億2,823万8千円（9.4％）

国庫支出金 
184万9千円（0.0％）

財産収入 1億1,261万7千円（2.5％）

組合債
2億4,190万円（5.3％）

諸収入2億5,383万9千円（5.6％）
繰越金6,225万2千円（1.4％）

府支出金
316万円（0.1％）

繰入金1億1,349万6千円（2.5％）

歳　入
総額　45億3,355万9千円
前年度比3億2,202万6千円、
7.6％の増加（ （

歳　出
総額　44億7,329万4千円
前年度比3億2,401万3千円、
7.8％の増加（ （

人件費
7億6,848万円（17.2％）

物件費
17億8,584万3千円
（39.9％）

普通建設事業費
11億2,326万4千円
（25.1％）

補助費等
1億3,811万5千円（3.1％）

44億7,329万4千円公債費
5億9,635万2千円
（13.3％）

積立金
6,124万円
（1.4％）

構成市町の財政状況が厳しさを増す中、限られた財源を真に必要
な施策・事業に重点配分するとともに、適正で安定した廃棄物処
理事業を継続するため、以下の取組を行いました。

令和３年度
決算の概要

令和４年度財政状況の公表
　城南衛生管理組合財政状況の公表に関する条例の規定により、令
和４年度（令和４年10月31日現在）の当組合の財政状況について公
表します。

区　分 予算現額 収入済額 収入率
分担金及び負担金 3,591,455 2,098,205 58.4%
使用料及び手数料 446,180 221,715 49.7%
国庫支出金 537,375 0 0.0%
財産収入 132,059 79,490 60.2%
繰入金 167,596 0 0.0%
繰越金 0 57,883 ―
諸収入 273,266 159,565 58.4%
組合債 1,276,900 0 0.0%
合　計 6,424,831 2,616,858 40.7%

■予算執行状況（歳入） （単位：千円）

区　分 土地（地積） 建物
（延面積） 物品

基　金
財政調整
基金

転廃業助成
基金

現在高 184,177.33㎡ 41,859.39㎡ 68台 379,421千円 167,596千円
※物品は、城南衛生管理組合財務規則による主要物品（取得価格500千円以上）を掲載

■財産の状況

区　分 予算現額 支出済額 執行率
議会費 4,659 45 1.0%
総務費 476,130 208,671 43.8%
衛生費 5,339,258 1,184,867 22.2%
公債費 602,226 300,755 49.9%
予備費 2,558 0 0.0%
合　計 6,424,831 1,694,338 26.4%

■予算執行状況（歳出） （単位：千円）

区　分 令和３年度末
現在高

令和４年度 令和４年10月末
現在高起債額 償還額

普通債（合計） 6,114,974 0 293,218 5,821,756

■組合債の状況 （単位：千円）

問総務課　行財政係
　075-631-0774

区　分 現在高
一般会計 0

■一時借入金の状況 （単位：千円）
※予算で定めた一時借
入金の借入最高額は
300,000千円です。

❶ 令和5年度稼働に向けたごみ中継施設更新工事の実施
❷ 基本・実施設計など、工事着手に向けた新事務所棟の建設推進
❸ クリーン21長谷山長寿命化総合計画に基づく整備計画の検討
❹  ｢ボトルtoボトルリサイクル」事業に係る協定締結や廃棄物発
電、プラスチック製容器包装資源化など、循環型社会構築に向け
た事業の推進

❺  人事評価制度の活用や職場ＯＪＴ活動による人材育成及び組織力
強化に向けた取組推進

❻  キャッシュレス決済の導入、Web会議の実施やテレワーク環境
の整備など、デジタル化の推進

❼  環境マネジメントシステムに基づく継続的改善活動及び地球温暖
化対策実行計画（第４期）の推進

❽  環境学習の充実、京都文教大学との授業連携や広報紙・Web・
SNS・組合キャラクター活用による環境啓発の推進

城南衛生管理組合議会　令和４年度10月定例会議決結果
議案番号 件　　　　　　　　　名 結果

７ 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を制定するに
ついて 可決

８ 城南衛生管理組合職員退職手当に関する条例の一部を改正する条例
を制定するについて 可決

9 令和 3年度城南衛生管理組合一般会計歳入歳出決算認定について 認定
10 令和４年度城南衛生管理組合一般会計補正予算（第１号） 可決
11 専決処分の承認を求めるについて 承認
12 公平委員会委員の選任同意を求めるについて 同意

管内住民の皆さんの年間の経費負担
し尿処理：864円/人（1,086円）　ごみ処理：8,146円/人（7,780円）
※管内人口：359,187人（令和４年４月１日現在）
※カッコ内の数字は前年度実績

　１月４日（水）から城南衛生管理組合インスタグラム公式ア
カウントの運用を開始します。当組合のイベント情報やごみの
減量・分別に関する役立ち情報、その他写真を活用して環境情
報を広く発信していきます。

開設記念フォトキャンペーン
　開設を記念して皆さんが当組合管内（宇治市・城陽市・八幡
市・久御山町・宇治田原町・井手町）で撮影した「環境」にま
つわる写真を募集します。エコな取組から美しい景色まで、幅
広く募集しますので是非ご参加ください。

●参加方法
１．公式アカウント「@jyonaneikan_official」をフォロー
２． 当組合管内で撮影した「環境」にまつわる写真に、ハッシュタグ
「＃じょうなんえいかんふぉと」と撮影場所を記載して投稿

●参加期間　令和５年１月４日（水）～２月３日（金）

●特典
 抽選で10名の方に図書カード（1,000円分）をプレゼ
ント。その他特に素敵な写真については、公式アカウ
ントや組合HP、広報紙等で紹介させていただきます。
参加規約等詳細については、組合HPをご覧ください。

はじめます!Instagramインスタグラム
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10 令和４年度城南衛生管理組合一般会計補正予算（第１号） 可決
11 専決処分の承認を求めるについて 承認
12 公平委員会委員の選任同意を求めるについて 同意

管内住民の皆さんの年間の経費負担
し尿処理：864円/人（1,086円）　ごみ処理：8,146円/人（7,780円）
※管内人口：359,187人（令和４年４月１日現在）
※カッコ内の数字は前年度実績

　１月４日（水）から城南衛生管理組合インスタグラム公式ア
カウントの運用を開始します。当組合のイベント情報やごみの
減量・分別に関する役立ち情報、その他写真を活用して環境情
報を広く発信していきます。

開設記念フォトキャンペーン
　開設を記念して皆さんが当組合管内（宇治市・城陽市・八幡
市・久御山町・宇治田原町・井手町）で撮影した「環境」にま
つわる写真を募集します。エコな取組から美しい景色まで、幅
広く募集しますので是非ご参加ください。

●参加方法
１．公式アカウント「@jyonaneikan_official」をフォロー
２． 当組合管内で撮影した「環境」にまつわる写真に、ハッシュタグ
「＃じょうなんえいかんふぉと」と撮影場所を記載して投稿

●参加期間　令和５年１月４日（水）～２月３日（金）

●特典
 抽選で10名の方に図書カード（1,000円分）をプレゼ
ント。その他特に素敵な写真については、公式アカウ
ントや組合HP、広報紙等で紹介させていただきます。
参加規約等詳細については、組合HPをご覧ください。

はじめます!Instagramインスタグラム


