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　特別養護老人ホーム　高社寮（中野市）の建替えに当たり、平成27年9月に民間事業者の募集を行い、
同年11月に社会福祉法人　みゆき福祉会（木島平村）に決定し、施設建設が進められてきました。
　新しい施設は平成30年1月上旬に完成し、3月から事業を開始（施設オープン）する予定です。

　平成29年９月１日、 中野市役所において、 平成29

年度北信広域連合善行表彰が行われ、 連合長から感

謝状が贈られました。

　今回の表彰者は高社寮とふるさと苑に、 お米やり

んごジュースなどの食料品（175万円相当）をご寄附

いただきました、 勝山正美 様です。

　たくさんのご支援をいただき、 心より感謝申し上げ

ます。

「特別養護老人ホーム  高社の家（仮称）」整備に関する報告

（資料提供：社会福祉法人みゆき福祉会）

平成29年度北信広域連合善行表彰が行われました

外観イメージ 建設地
計画敷地

新井工業団地新井工業団地

中野市北部給食センター中野市北部給食センター
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平成28年度 北信広域連合決算報告
平成29年10月の北信広域連合議会定例会において、平成28年度一般会計・特別会計決算が認定されました。

特 別 会 計

一 般 会 計

望岳荘
歳入 411,554 
歳出 399,496

高社寮
歳入 312,447 
歳出 294,512

千曲荘
歳入 274,494 
歳出 253,431

いで湯の里
歳入 336,132 
歳出 312,924

菜の花苑
歳入 292,194 
歳出 285,627

ふるさと苑
歳入 309,033 
歳出 297,502

高社寮
歳入   98,821 
歳出   96,208

千曲荘
歳入 109,442 
歳出 103,909

特別養護老人ホーム

養護老人ホーム

（単位 : 千円）

財　産

（単位 : 千円）

財　産
建　　物 23,665㎡

基　　金 3,211,281千円

主 な 支 出 （単位 : 千円）

（平成29年５月31日現在）

分担金及び負担金   186,899（63.9％） 繰入金   94,480（32.3％）

諸収入　278（0.1%）

繰越金　3,796（1.3%）

財産収入　6,888（2.4%）

歳　入 292,341

歳　出 284,853

議会費　401（0.2%）

総務費　97,469（34.2％） 民生費

37,088（13.0％）

33,898（11.9％）

衛生費 公債費 115,997（40.7％）

■一般会計
・病院群輪番制病院運営事業
・介護認定審査会委員報酬

■特別養護老人ホーム会計
望　岳　荘　・特殊浴槽（1台）
　　　　　　・介護ベッド（3台）
高　社　寮　・静養室エアコン取替工事
　　　　　　・ボイラー部品交換工事
千　曲　荘　・介護ベッド（4台）
　　　　　　・居室エアコン更新工事
　　　　　　・球根皮むき機（1台）
いで湯の里　・ボイラー更新工事
　　　　　　・給水ポンプ修繕工事
菜 の 花 苑　・エアコン設備更新工事
　　　　　　・介護ベッド（8台）
ふるさと苑　・エアーマット（2台）
　　　　　　・チルト車椅子（3台）

■養護老人ホーム会計
高　社　寮　・電解水生成装置（1台）
　　　　　　・ボイラー部品交換工事
千　曲　荘　・球根皮むき機（1台）

33,898
10,081

4,358
457
923

1※544
609
518

2※106
1,398

615
4,549
1,219

210
197

169
1※126

2※80

■歳入
・分担金及び負担金…組織市町村、 北信保健衛生施設組合、 岳北広域行政組合及び岳南広域消防組合からの分担金
　　　　　　　　　　及び負担金。
■歳出
・議会費…定例会（年2回開催）の経費。組織市町村議会から選任された議員23名で構成。
・総務費…広域連合の運営、 公平委員会に関する事務等の経費。
・民生費…介護認定審査会、 障害支援区分認定審査会及び入所判定委員会等の経費。
・衛生費…病院群輪番制病院運営事業（休日・夜間における救急・緊急患者の医療確保のための補助金を交付する。）
　　　　　の経費。
・公債費…老人ホーム建設に係る起債償還の経費。

1※1台に対して修繕を行い、その費用を特養と養護で按分した金額
2※1台を購入し、その費用を特養と養護で按分した金額
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北信広域連合人事行政の運営等の状況を公表します

・定期健康診断受診者数 178人　・公務災害認定件数 0件　 ・通勤災害認定件数 ０件　 （平成28年度）
・地方公務員法第42条の規定に基づき北信広域連合職員互助会を設置し、福利厚生事業、給付事業を実施。

職員の福祉及び利益保護の状況

①職員の採用及び退職の状況
採用者数 退職者数

７人 ７人

（注）採用者数はH29.4.1の採用者数であり、退職者数はH28.4.1～
　　  H29.3.31の退職者数です。

③職員平均給料月額と平均年齢の状況
平均給料月額 平均年齢
280,073円 42.0歳

（平成29年4月1日現在）
④初任給

試験区分 初　任　給
短大卒業程度 158,800円

高校卒業程度 146,100円

（平成29年4月1日現在）

②職員給与費の状況（普通会計及び特別会計の予算を合わせたもの） （平成29年度予算）

職員数
（A）

給与額（単位 :千円） 1人当たり
給与費（B/A） 共済費給料 職員手当 計（B）

185人 612,905 304,025 916,930 4,956千円 179,182千円
（注）職員手当には、退職手当を含みません。給与費は当初予算に計上された額です。

②育児休業 （平成28年度）

職員の任免及び職員数に関する状況

①人件費の状況（普通会計及び特別会計の決算を合わせたもの）
歳出額（A) 人件費（B） 人件費率（B/A)

2,328,463千円 1,063,647 45.7 %

（平成28年度決算）

職員の給与の状況

（注）利用者のサービス向上のため、早出・遅出・夜勤等細かなシフトがあります。

①勤務時間（標準的なもの）
勤務時間 休憩時間

8:30 ～ 17:15 12:00 ～ 13:00

職員の勤務時間その他勤務条件の状況

（平成28年度）①職員研修の状況

②人事評価の状況

研修名 内　　容
中堅職員研修 採用後10年から20年以内の職員を対象に実施。職員の意識・資質向上により、職場の意思疎通を図ると

共に、利用者へのより良好なサービス提供の実現を図る。

職場体験研修
採用後５年を経過した職員を対象。広域連合以外の職場を体験し見聞を広めることにより、連合職員とし
ての自覚を促すとともに、多様化の時代に対応できる職員を育成する。
民間企業（同業種）での実習及び研修を５日間実施する。

メンタルヘルス研修会 職員全員を対象。職場のメンタルヘルスについて、こころの健康づくりの研修を行うことにより精神的な
不調を解消し、職務の効率の向上を図る。

職員の研修及び勤務成績の評定の状況

①職員の営利企業等従事制限に係る許可の状況
（平成28年度）

職員の服務の状況
①分限及び懲戒処分者数

分限処分者数 5人

懲戒処分者数 0人

（平成28年度）

職員の分限及び懲戒処分の状況

②部門別職員数の状況

部　門 職員数
平成28年 平成29年

事務局 10人 10人
特別養護老人ホーム望岳荘 34人 33人
老人ホーム高社寮 33人 33人
老人ホーム千曲荘 32人 33人
特別養護老人ホームいで湯の里 27人 27人
特別養護老人ホーム菜の花苑 25人 25人
特別養護老人ホームふるさと苑 24人 24人

合　　計 185人 185人
（注）職員数は一般職に属する職員であり、市町村からの派遣職員及び地方公務員の身分
　　 を持つ休職者などを含みます。嘱託職員、臨時職員、非常勤職員は除きます。

（各年4月1日現在）1
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千円

◆平成28年度　北信広域連合公平委員会の業務状況

１．勤務条件に関する措置要求の状況　　　 な　し
２．不利益処分に関する不服申し立て状況　 な　し

（中野市・飯山市・山ノ内町・木島平村・野沢温泉村・栄村・北信保健衛生施設組合・岳北広域行政組合・岳南広域消防組合・北信広域連合）

5人

7人

新規取得
前年度から継続

申請件数

承認件数
0件

0件

平成28年度より実施。処遇等への反映は今後、段階的に行う予定です。

評価の回数 ２回 評価の時期 ９月・２月 評価の方法 能力評価・業績評価
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　北信広域連合では、現在６か所の老人ホーム（特別養護老人ホーム、養護老人ホーム）を運営しています。
　利用者の皆さんが安心して楽しく生活できるよう、様々な行事を地域の皆様のご協力をいただきながら行っ
ています。

　平成28年11月１日から平成29年10月31日までにいただいた寄附について、お知らせいたします。
　　　　　　　飯山市　齋藤　民男　様　　大型テレビ、洗濯機、太鼓、カラオケセット、ラジカセ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心より感謝申し上げます。
　他にも、たくさんの方々のボランティアを行っていただいており、心より感謝申し上げます。

　

　望岳荘では、９月１３日に木島平村の小・中学生の雪
ん子委員会の皆さんによる絵手紙交流が行われまし
た。ご利用者の皆さん目を輝かして楽しそうにお話さ
れていました。

　高社寮では、11月１日にボランティアの方による、
ハーモニカの演奏が行われました。
　唱歌など懐かしい演奏が行われ楽しい時間をすご
しました。

　千曲荘では、すぐ隣の戸狩小学校、とがり保育園の
子供たちと交流しています。
　７月21日には、戸狩小学校の3年生がリコーダーの
合奏を披露してくれました。

　いで湯の里は、南小学校が近くにあり、交流が盛ん
です。
　10月30日には、音楽会前の練習見学に行き、感動を
いただいてきました。

　菜の花苑では、１１月２日に野沢温泉小２年生の皆
さんによるハロウィン交流が行われました。
　本格的な仮装に食堂はハロウィン一色となり、とて
もにぎやかな時間が過ごせました。

　ふるさと苑では、毎年春と秋に永田保育園の園児と
の交流会があり、一緒に手遊びをしたり、歌をうたった
り楽しく過ごしています。最後に肩たたきをして頂き、
若いエネルギーを沢山頂いてます。

ご寄附ありがとうございました

施設の様子を紹介します

望岳荘

高社寮

千曲荘

菜の花苑

いで湯
の里

ふるさと
苑

千曲荘


