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北信広域連合決算報告
平成30年10月の北信広域連合議会定例会において、平成29年度一般会計・特別会計決算が認定されました。

一 般 会 計 （単位：千円）

特 別 会 計 （単位：千円）

財 産 （平成30年5月31日現在）

主 な 支 出 （単位：千円）

422,235歳 入

416,035歳 出

特別老人ホーム ■一般会計

■特別養護老人ホーム会計

■養護老人ホーム会計

養護老人ホーム

望岳荘 高社寮 千曲荘

歳入　478,003 歳入　357,404 歳入　282,869

歳出　471,862 歳出　356,176 歳出　271,924

・病院群輪番制病院運営事業 33,864
・特別養護老人ホーム移管整備事業 70,000

望岳荘
・食堂エアコン改修工事 734
・居室部分廊下補修工事 702

高社寮 ・介護員室給水管修繕 137

千曲荘
・居室エアコン更新工事 929
・受水槽設備改修工事 1※707

いで湯の里
・エアコン更新工事 1,285
・介護ベッド（4台） 587

菜の花苑
・センサーマット（3台） 140
・エアーマット（2台） 132

ふるさと苑
・シャワー式特殊浴槽（1基） 4,358
・電気式乾燥機（1基） 950

高社寮 ・機械室ポンプ等修繕 84

千曲荘

・灯油タンク設置等工事 2,822
・地下オイルタンク
　クリーニング工事 1,177

・受水槽設備改修工事 1※535

高社寮 千曲荘

歳入　102,377 歳入　115,884

歳出　94,780 歳出　112,683

いで湯の里 菜の花苑 ふるさと苑

歳入　340,604 歳入　296,911 歳入　312,235

歳出　322,563 歳出　289,225 歳出　306,551

■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。

建　　　物 23,665㎡

基　　　金 2,994,327 千円

分担金及び負担金　163,526（38.7％） 繰入金　244,078（57.8％）

繰越金　7,488（1.8％）

諸収入　170（0.1％）財産収入　6,973（1.6％）

総務費　178,330（42.9％）

議会費　384（0.1％）

民生費　111,403（26.8％） 衛生費 公債費　92,054（22.1％）

33,864（8.1％）

1 ※　1基に対して改修を行い、その費用を特養と養護で按分した金額

老人ホーム建設に関する報告

平成30年度北信広域連合善行表彰が行われました

　平成30年9月3日、中野市役所において、平成30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、お米やキノコセット
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。
　勝山様は昨年度も多くのお米やりんごジュースのご寄附をい
ただきました。
　たくさんのご支援をいただき、心より感謝申し上げます。

　平成30年度より、組織市町村の第7期介護保険事業計画に基づき、飯山市照里の旧第三中学校敷地（最寄
り駅、JR飯山線、戸狩野沢温泉駅）に新施設の建設に向け動き出していますが、8月30日に公募型プロポー
ザルを行い、9月10日に株式会社アーキプランと設計業務委託契約を結びました。このイメージ図は、プロ
ポーザル時に契約者が提出したものです。これから来年の5月にかけて設計を行っていきます。完成は3年
後の2021年になる予定です。

（資料提供：株式会社アーキプラン）
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1職員の任免及び職員数に関する状況

3職員の勤務時間その他勤務条件の状況

4職員の分限及び懲戒処分の状況

6職員の研修及び勤務成績の評定の状況

7職員の福祉及び利益保護の状況

5職員の服務の状況

2職員の給与の状況

採用者数 退職者数
１人 ８人

新規取得 ３人 前年度から継続 ７人勤務時間 ８：30 ～17：15 休憩時間 12：00 ～13：00

分限処分者数 １人 懲戒処分者数 ０人

研修名 内　　　　　容
介護職員向けフォローアップ研修 介護現場で必要となる、利用者やご家族に信頼されるための実務的なビジネスマナー・ケアコミュニケーションを学ぶ。

　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。

申請件数 ０件 承認件数 ０件

平均給料月額 平均年齢
282,570 円 42.3 歳

試　験　区　分 短大卒業程度 高校卒業程度
初　　任　　給 159,800 円 147,100 円

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）

181人 604,783 306,267 911,050 5,033千円 186,525 千円

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

歳出額（A） 人件費（B） 人件費率（B/A）
2,641,799 千円 1,093,049 千円 41.4%

部　　　　門 職員数
平成 29 年 平成 30年

事務局 10人 10人
特別養護老人ホーム望岳荘 33人 35人
老人ホーム高社寮 33人 13人
老人ホーム千曲荘 33人 36人

特別養護老人ホームいで湯の里 27人 28人
特別養護老人ホーム菜の花苑 25人 28人
特別養護老人ホームふるさと苑 24人 27人

合　　計 185人 177人

北信広域連合人事行政の運営等の状況を公表します

⑴職員の採用及び退職の状況

⑴勤務時間（標準的なもの） ⑵育児休業（平成29年度）

⑴分限及び懲戒処分者数（平成29年度）

⑴職員研修の状況（平成29年度）

⑴職員の営利企業等従事制限に係る許可の状況（平成29年度）

⑶職員平均給料月額と平均年齢の状況（平成30年４月１日現在） ⑷初任給（平成30年４月１日現在）

⑵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30年度予算）

⑵人事評価の状況
　平成29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。

　　・定期健康診断受診者数　184人　　　・公務災害認定件数　１件　　　・通勤災害認定件数　０件　（平成29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。

◆平成29年度  北信広域連合公平委員会の業務状況
　（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）
　　１　勤務条件に関する措置要求の状況� ⑴件数　１件（平成29年４月21日受付）� ⑵処理の状況　平成29年８月25日判定　却下
　　２　不利益処分に関する不服申し立て状況� ⑴件数　１件（平成29年９月29日受理）� ⑵処理の状況　審議中

⑴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）
（平成29年度決算）

⑵部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

（注）採用者数はH30.4.1の採用者数であり、退職者数はH29.4.1～ H30.3.31の退職
者数です。

（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。

（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。

（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。

北信広域連合嘱託職員採用試験のお知らせ
　北信広域連合では、平成31年4月1日採用予定の嘱託職員採用試験を下記のとおり実施します。
□受　付　期　間：平成30年12月10日（月）～平成31年1月31日（木）
□職種・予定人員：介護員及び看護師　いずれも若干名
□受　験　資　格
　＊必要な資格：介護員の場合は特に必要ありませんが、介護福祉士等の有資格者は優遇されます。看護師の場合は看護師又は准看護師。
　＊年 齢 要 件：原則ありませんが、健康でかつ業務に従事可能な者。
　＊住 所 要 件：通勤可能な者であれば、特に問いません。
□試験方法・場所
　＊試 験 方 法：面接試験
　＊期日・場所：平成31年2月10日（日）　中野市豊田支所２階　第１会議室
□申込・問合せ先：所定の試験申込書に必要事項を記入のうえ、受付期間内にお申し込みください。
　　　　　　　　　�受験案内及び試験申込書は、北信広域連合事務局及び各組織市町村の役所・役場の窓口または、各老人ホーム等にあり

ます。また、北信広域連合のホームページからもダウンロードできます。
　　　　　　　　　〒389-2101��中野市大字豊津2508番地（中野市豊田支所内）　北信広域連合事務局　電話　0269-38-5050

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

北信広域管内 穴場観光スポット　　 ※今後、各市町村を順次ご紹介します。飯山市

信州かまくらの里の様子（提供：飯山市役所）

信州かまくらの里
　豊富な積雪量を誇る飯山市信濃平地区に今シーズンも「かまくら」
が出現し、レストラン「かまくら村」が期間限定でオープンします。
　このレストラン「かまくら村」では、地元食材をふんだんに使った
名物「のろし鍋」、飯山産コシヒカリのおにぎりをお召し上がりいた
だけます。
　ご家族やご友人、大切な方と一緒に、この時期にしか見ることがで
きない幻想的な景色をお楽しみください。

期　　　　　間 :平成31年1月25日（金）～2月28日（木）
予約・お問合せ :（一社）信州いいやま観光局
　　　　　　　　電話　0269-62-3133（平日8：30 ～17：15）

　10月18日、 秋 の 恒
例行事である『望岳荘』
荘内大運動会が今年も
開催されました。「早
く球まわせ !!!」「そっ
ちじゃねー !!!　こっち
だー !!」 と大きな声。職
員も真剣です。残念な
がら今年も決着がつき
ませんでした。皆さん
童心に返って楽しんで
いらっしゃいました。

　『高社寮』では、9
月25日に延徳小学
校児童会の皆さんと
交流会が行われまし
た。児童さんからは
折り紙をいただき、
高社寮からは延徳小
学校の壁画となって
いる「蓮の花」を利
用者さんが、ちぎり
絵にして贈りました。

　『 千 曲 荘 』 で は、
毎年戸狩で夏合宿中
の玉川大学赤十字奉
仕団の学生さんが交
流を続けてくれてい
ます。今年は、手作
り歌集のプレゼント
もいただき、40人の
学生さんと歌やお話
で楽しい交流ができ
ました。

　10月 少 し 肌 寒 く
なった『いで湯の里』
にフラダンスの慰問
があり、その美しい
踊りに心が癒され気
持ちも明るくなりま
した。

　『菜の花苑』では、
10月31日に動物ふ
れあい訪問がありま
した。
　かわいい動物たち
の芸を見たり、抱か
せていただいたりし
ながら、楽しいひと
時を過ごしました。

　『ふるさと苑』では、
10月18日に豊田中1
年生が福祉体験を行
いました。施設の仕
事体験の他に車椅子
試乗体験、介護食の
試食、最後には花壇
の花植えもご利用者
の皆さんと共に行っ
てもらいました。

　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。
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平成29年11月１日から平成30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。
　　　　　　匿名希望者　　現金�10万円　
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。
千曲荘

望岳荘

高社寮

千曲荘

菜の花
苑

ふるさと
苑

いで湯
の里


