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令和４年度 新規採用職員紹介

管理課配属
分からないことだらけですが、皆
さまから信頼される職員になれる
よう、明るく元気に精一杯頑張り
ます！

古城園配属
利用者様が安心して生活できるよ
うに、日々勉強し、改善を重ねな
がら支援に取り組んでいきます。

消防本部総務課付
自覚と責任を持って日々の職務に
取り組み、「人命救助は人生救助」
を胸に愛溢れる消防士になります。

美沼荘配属
気配りをし、思いやりを持って、
笑顔で仕事に励んでいきたいと思
います。よろしくお願い致します。

消防本部総務課付
多くの人を笑顔にできる消防士に
なるために、地元への感謝を忘れ
ず、熱い気持ちを持って頑張ります。

消防本部総務課付
人に対する優しさ、ルールや管理
に対する厳しさを大切にし住民に
信頼される消防士になります。

光来園配属
利用者様が毎日笑って過ごして頂
けるよう、お一人おひとりの気持
ちに寄り添ったケアを心がけます。

湯乃香荘配属
思いやりの心を大切に、利用者様
が笑顔で安心して暮らせるように
努めて参ります。

消防本部総務課付
愛ある消防士になる為に、初心を
忘れることなく日々凡事徹底を心
掛けて、職務に励んでいきたいと
思います。

光来園配属
利用者様や職場の皆さんに信頼し
て頂けるような職員になれるよう
努めて参ります。よろしくお願い
致します。

きほく優愛の里配属
子どもたちの些細な体調変化に気
づき、毎日笑顔で元気に過ごせる
ように励んで参ります。

消防本部総務課付
過酷な状況でも折れることのない
精神力と体力を身につけ、住民の
方々の期待に背かぬよう全力で頑
張ります。

令和４年４月１日付で採用された12人の新規採用職員を今後の抱負とともに紹介します。

末廣　祐美
　　　　事務職員

那須　誠
　　　介護職員

上甲　聖也
　　　　消防職員

芝 　彩花
　　　介護職員

薬師寺　樹
　　　　消防職員

山下　颯斗
　　　　消防職員

酒井　夕希
　　　　介護職員

石﨑　九哉
　　　　介護職員

一文字　史弥
　　　　　　消防職員

山田　勇樹
　　　　介護職員

利根　萌
　　　看護職員

山口　隼平
　　　　消防職員

令和５年度採用　宇和島地区広域事務組合職員募集
事務職（行政職上級・社会人経験者） 看護職／／介護職／／栄養士／／消防職

受付期間７月１日(金) ～７月２９日(金)　

１次試験日８月１日(月) ～８月２６日(金)　

受付期間７月２５日(月) ～８月２５日(木)

１次試験日９月１８日(日)
【宇和島地区広域事務組合】宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町の４市町
が福祉、廃棄物処理、 消防などの事務(業務)を共同処理するために設置し
ている組織で、地方自治法で定められている「一部事務組合」 という形態
で設立された、特別地方公共団体です。

試験内容や職種紹介動画は
こちらから☛

  宇和島広域　採用情報   検索

消防職以外 消防職
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サービス収入
2,743,955 千円 84.9%

使用料及び手数料
130,148 千円 4.0%

サービス事業費
3,084,530 千円 95.4%

公債費
58,451 千円 1.8%

施設整備費
89,192 千円 2.8%

民生費
795,332 千円 23.2%

衛生費
1,201,001 千円 35.0%

消防費
1,184,731 千円 34.5%

公債費 153,234 千円 4.5%

予備費 6,000 千円 0.2% 議会費 2,000 千円 0.0%
総務費 89,296 千円 2.6%

分担金及び負担金
2,385,792 千円 69.5%

使用料及び手数料 148,120 千円 4.3%

県支出金
192,328 千円 5.6%

国庫支出金
12,077 千円 0.4%

市町支出金
460,099 千円 13.4% 諸収入 201,635 千円 5.9%

繰越金 31,213 千円 0.9%
寄附金 176 千円 0.0%財産収入 154 千円 0.0%

財産収入 5,885 千円 0.2%
寄附金 7 千円 0.0%

市町支出金 59,265 千円 1.8%
県支出金 30,239 千円 0.9%

諸収入 1,400 千円 0.1%
組合積 40,400 千円 1.3%

繰越金 72,083 千円 2.2%
繰入金 148,791 千円 4.6%
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宇和島地区広域事務組合の令和４年度の予算をお知らせいたします宇和島地区広域事務組合の令和４年度の予算をお知らせいたします
　宇和島地区広域事務組合は、市町がその業務の一部を効率よく共同して処理するために設置された特別地方公共団体で、
その経費の多くは構成４市町による負担金によって賄われています。

▷歳入歳出予算：34億3,159万４千円

▷歳入歳出予算：32億3,217万３千円

　【歳入】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【歳出】

　【歳入】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【歳出】

一般会計予算の内訳

特別会計予算の内訳

▽特別会計について

　 　組合では介護保険適用事業を行うため、介護保険事業特別会計を設置しています。施設の運営に必要な経費
などは、サービスの提供を受けたご利用者と保険者（市町村）からの介護報酬で賄われています。

うち一般会計
34億3,159万４千円

▽一般会計の主な業務

　・養護老人ホームや児童福祉施設の運営

　・ごみの焼却やし尿の処理

　・消防署所の運営（消火・救急・救助活動）

▽分担金及び負担金について

　 　歳入のうち分担金及び負担金には、組合を構成
する１市３町の負担金（関係市町負担金）が含ま

れており、ごみ処理施設・消防施設などの運営費や、

福祉施設の建設・整備を行った際の借入金の返済

に充てられます。

うち介護保険事業特別会計
32億3,217万３千円

▽特別会計の主な業務

　・ 特別養護老人ホームやデイサービスなどの
介護保険施設の運営

構成市町 負担金額 割　　合

宇 和 島 市 1,653,505千円 70.42％

松 野 町 155,422千円 6.62％

鬼 北 町 291,538千円 12.41%

愛 南 町 247,814千円 10.55％

組合予算総額　66億6,376万７千円
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（本誌に関するご意見や、ご感想をお寄せ下さい。お待ちしております。）

宇和島地区広域事務組合管理課・総務係
〒798－8601　宇和島市曙町１番地　TEL（0895）22－8664　FAX（0895）24－3943

ホームページＵＲＬ　https://www.nanpu.or.jp/　
Ｅ-ｍａｉｌアドレス　daihyo@uwajimakouiki.jp

この広報誌は、宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町の各市町広報紙とごいっしょにお届けしています。

携帯版サイト
http://www.nanpu.or.jp

本誌は、年３回発行宇和島市、南・北宇和郡全世帯無料配布
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回

7/22（金）　牛鬼展示7/22（金）　牛鬼展示
ガイヤ（子どもの部）ガイヤ（子どもの部）
ガイヤ（一般の部）ガイヤ（一般の部）
オールカマーフェスタ（南予文化会館ふれあい広場）オールカマーフェスタ（南予文化会館ふれあい広場）

7/23（土）7/23（土）　　牛鬼展示牛鬼展示
県警音楽隊コンサート県警音楽隊コンサート
ブラスバンド・トランペット鼓笛パレードブラスバンド・トランペット鼓笛パレード
オールカマーフェスタ（きさいや広場横緑地帯）オールカマーフェスタ（きさいや広場横緑地帯）
宇和島おどり大会宇和島おどり大会
海上打上花火海上打上花火

7/24（日）7/24（日）　　牛鬼パレード・牛鬼パレード・牛鬼展示牛鬼展示

うわじま牛鬼まつりHPうわじま牛鬼まつりHP

　令和３年度の宇和島地区広域事務組合情報公

開条例に基づく公文書公開などの実施状況を、

次のとおり報告します。

【個人情報開示など】
請求の件数　０件

【公文書公開】
請求の件数　１件
公開の件数　１件
不服申し立て　０件

公文書公開などの実施状況
※コロナ禍のため、イベントの内容が変更になる可能性があります。※コロナ禍のため、イベントの内容が変更になる可能性があります。

3年ぶりの
開催

3年ぶりの
開催!!!!
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