
議会費 総務費 民生費 衛生費 公債費 予備費 分担金及び
負担金 繰入金負担金

（220.813）

38.6%

（186,566）

40.5%

（1,200）

467.3%

（467）（467） （27,000）

0%

（　　）内は予算額（単位：千円） （　　）内は予算額（単位：千円）

（　　）内は予算額（単位：千円）

（583）

5.3%

（108,418）

35.4%

（88,806）

25.6%

（33,816）

0%

（203,423）

45.4%

（1,000）

0%

特別養護老人ホーム
いで湯の里（336,268）

特別養護老人ホーム
菜の花苑（278,761）

養護老人ホーム
高社寮（125,536）

養護老人ホーム
千曲荘（122,704）

特別養護老人ホーム
ふるさと苑（336,446）

歳入
62%

歳出
37%

ふるさと市町村圏事業
（26,736）

歳出
25%

公平委員会
（1,400）

歳入
39%

歳出
46%

特別養護老人ホーム
望岳荘（375,715）

歳入
37%

歳出
40%

特別養護老人ホーム
高社寮（319,341）

（　　）内は予算額（単位：千円）（　　）内は予算額（単位：千円）（　　）内は予算額（単位：千円）

公平委員会公平委員会

歳入
38%

歳出
43%

特別養護老人ホーム

（26,736）

特別養護老人ホーム

（26,736）

特別養護老人ホーム

（26,736）

歳入
38%

歳出
44%

特別養護老人ホーム

（1,400）

特別養護老人ホーム

（1,400）

特別養護老人ホーム

（1,400）

歳入
41%

歳出
45%

特別養護老人ホーム

望岳荘（375,715）

特別養護老人ホーム

望岳荘（375,715）

特別養護老人ホーム

望岳荘（375,715）

歳入
43%

歳出
45%

養護老人ホーム

高社寮（319,341）

養護老人ホーム

高社寮（319,341）

養護老人ホーム

高社寮（319,341）

歳入
45%

歳出
40%

養護老人ホーム養護老人ホーム養護老人ホーム

歳入
46%

歳出
44%

特別養護老人ホーム
千曲荘（284,064）

歳入
101%

25.7％

繰越金 諸収入 市債
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北信広域連合長

広域連合長あいさつ

小田切  治世

　皆様、はじめまして。
　平成20年12月4日に行われました連合長選挙によりまして、北信広域連合長に就任いたしました
小田切治世でございます。
　任期途中で急逝されました、青木一前広域連合長におかれましては、心よりご冥福をお祈りいたし
ます。
　さて北信広域連合は、管内9万5千余人の住民福祉向上や地域振興のため、健全な老人ホームの運
営など、構成市町村の連携により広域的に抱える諸課題に現在取り組んでおります。
　これら諸課題については、副連合長の皆さん、議員の皆さんをはじめ、地域住民の皆さんの声をお
聞きしながら「北信州」の更なる発展を目指し、より良い方向が見い出せればと考えております。
　今後とも、皆様のご理解とご協力をお願いいたしまして、就任のあいさつといたします。

一 般 会 計
歳　　　出 歳　　　入

北｜信｜広｜域｜連｜合｜広｜報｜紙

特 別 会 計

上半期の予算執行状況平成20年度
　北信広域連合一般会計及び特別会計の今年度上半期（平成20年４月１日～平成20年９月３０日）の予算執行状況についてお知らせします。
　これは、圏域住民の皆さんに「北信広域の台所がどのように計画され、運用されているか」を知っていただくためのものです。
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18,076m2

23,665m2

2,860,298千円 

土　　　　地
 建　　　　物
 基　　　　金

財　　産

■一般会計・ふるさと市町村圏・公平委員会
○病院群輪番制病院運営事業 33,836
○広域活動計画に基づいた事業 3,164
○広域観光事業 4,531
■特別養護老人ホーム会計
望岳荘
○喫煙所設置工事 299
○車椅子（2台） 266
○清拭車ほか生活関連備品 817
高社寮
○喫煙所設置工事 251
○漏水調査用バルブ取付工事 441
○吸引器（4台） 164
千曲荘
○受水槽上屋設置工事 1,882
○高圧受変電設備増設工事 1,016
○電動ベッド（5台）ほか生活関連備品 2,812
いで湯の里
○玄関屋根等改修工事 940
○電動ベッド（4台） 916
○包丁まな板殺菌庫（1台） 284
菜の花苑
○電動ベッド（2台） 458
○冷蔵庫（1台） 284
ふるさと苑
○厨房エアコン設置工事 1,523
○喫煙所設置工事 315
○トイレ、汚物処理室床コーティング工事 293
■養護老人ホーム会計
高社寮
○喫煙所設置工事 165
○パソコン（1台） 126
○冷凍冷蔵庫（1台） 87
千曲荘
○受水槽上屋設置工事 1,426
○高圧受変電設備増設工事 769
○居室改修関連工事 1,863

特別会計

一般会計

主な支出

財産（平成20年9月30日現在）

（単位：千円）

（単位：千円） （単位：千円）

特別養護老人ホーム

養護老人ホーム

ふるさと市町村圏 公平委員会

北信広域連合決算報告
平成20年10月北信広域連合議会定例会において、平成19年度一般会計・特別会計決算が認定されました。     

平成19年度

歳 入  367,326

歳 出  361,718

望岳荘 高社寮 千曲荘

いで湯の里 菜の花苑

高社寮 千曲荘

ふるさと苑

歳入 403,814
歳出 389,130

歳入 315,586
歳出 298,952

歳入 282,162
歳出 268,055

歳入 339,574
歳出 321,930

歳入 306,040
歳出 288,369

歳入 122,274
歳出 121,529

歳入 135,292
歳出 131,054

歳入 28,174
歳出 26,084

歳入 1,476
歳出 1,203

歳入 345,621
歳出 325,688

議会費 475（0.1％） 衛生費 33,836（9.4％）

繰越金 9,222（2.5％）

諸収入 504（0.1％）

分担金及び負担金  211,013（57.5％） 繰入金 146,587（39.9％）

総務費 
76,882（21.3％）

民生費 
59.972（16.6%）
民生費 
59.972（16.6%） 公債費 190,553（52.6％）



（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。

給  料 計（B）職員手当

①職員の採用及び退職の状況
②部門別職員数の状況（各年4月1日現在）

採用者数

13人

退職者数

11人

（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。

歳出額（A）

2,533,713千円

人件費（B）

1,006,255千円

人件費率（B/A）

39.7%

3. 職員の勤務時間その他勤務条件の状況

7. 職員の福祉及び利益保護の状況
・定期健康診断受診者数　１９3人　　・公務災害認定件数　０件　（平成１9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。

分限処分者数（休職）

懲戒処分者数

2人

0人

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

申請件数 0件 承認件数 0件

5. 職員の服務の状況

③職員平均給料月額と平均年齢の状況（平成20年4月1日現在）
平均給料月額 中　級

初　級

152,800円

140,100円262,509円

平均年齢

39.6歳

勤 務 時 間

8:30～17:30

休 憩 時 間

12:00～13:00

④初任給（平成19年4月1日現在）

新規取得

前年度から継続

9人

13人

事務局
特別養護老人ホーム望岳荘
老人ホーム高社寮
老人ホーム千曲荘
特別養護老人ホームいで湯の里
特別養護老人ホーム菜の花苑
特別養護老人ホームふるさと苑
合計

10人
32人
37人
34人
28人
26人
27人
194人

10人
32人
37人
35人
28人
26人
28人
196人

部　　　門
職員数

平成19年 平成20年

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20年度予算）

職員数
（A）

１人当たり
給与費（B/A）

給  与  額  （単位：千円）

193人 600,861 298,915 899,776 4,662千円

共 済 費

153,646千円

（平成19年度決算）

（平成19年度）

内　　　容研修名

1. 職員の任免及び職員数に関する状況

2. 職員の給与の状況
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）

①勤務時間（標準的なもの）

①分限及び懲戒処分者数（平成19年度）

①職員研修の状況（平成19年度）

①職員の営利企業等従事制限に係る許可の状況

②育児休業（平成19年度）

職員体験研修

セルフエスティーム
向上研修

アイデア発散研修

メンタルヘルス研修会

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。
　
採用後１０年以上の職員を対象。
職員１人ひとりの能力と自負心の向上を図ることにより、組織と職場の活性化に向けた方法等を習得する。
　
採用後１０年未満の職員を対象。
既存の考えにとらわれない発想・創造力を身につけることにより、職務の効率化と職場の活性化を図り、多様化の時代に対応できる職員を
育成する。
　
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。

（注） 採用者数はH20.4.1の採用者数であり、退職者数はH19.4.1～H20.3.31
 の退職者数です。

（注） 職員数は一般職に属する職員。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｜広｜報｜紙

北信広域連合人事行政の運営等の状況を公表します。
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❖ 「北信州」の観光キャンペーンを実施しました。❖
　広域観光事業の一環として、11月8・9日に東
京都多摩市において、管内の市町村と協力し、
「北信州」の観光キャンペーンを行いました。
　当日は、小雨が降り肌寒いなか２日間で、600
人余の方に来ていただき、北信州についてのアン
ケート調査の実施と、抽選により北信州の特産品
であります、エノキやシメジ、お米、スキー場リフ
ト招待券などをプレゼントしました。
　手にされた方は大変喜ばれ、北信州のことを詳
しく聞かれてくる方も多くいました。

中野市　井上ハナ様（故人）　脱水洗濯機　1台

老人ホーム高社寮 （0269-22-2449）

ご寄付ありがとうございました。
（平成20年6月から平成20年11月まで）

北信広域連合表彰規則に基づき感謝状を贈呈し、
表彰させていただきます。

この他にも、たくさんのご寄付やボランティアを
行っていただいております。

入所検討・入所判定委員会について

○特別養護老人ホーム入所検討委員会
　北信広域連合では平成15年4月から、当連合で設
置・運営している特別養護老人ホーム6施設の入所希
望者の優先順位を入所検討委員会で検討・決定して
います。
　入所検討委員会は市町村職員、居宅介護支援事業
所のケアマネージャー及び老人ホーム施設職員で構
成され、毎月1回開催しています。
　北信広域連合が運営している特別養護老人ホーム
に入所を希望される方は、入所申込書と情報提供票
に必要事項を記載いただき、最寄りの北信広域連合
が運営している施設の窓口に持参してください。
　情報提供票の記載には専門知識が必要な箇所も

ありますので、担当のケ
アマネージャーにご相談
されることをお薦めして

います。ご協力
をよろしくお願
いします。

○養護老人ホーム入所判定委員会
　養護老人ホームの入所措置の要否を判定するた
め、保健所長、医師、福祉事務所町村担当職員及び施
設職員で構成する「入所判定委員会」を設置し、平成
12年度から審査判定を行っています。
　判定委員会は、福祉事務所長又は町村長からの要
請に基づき、年4回開催しています。
　北信広域連合では、高社寮（中野市）・千曲荘（飯山
市）の２施設に養護老人ホームが設置されています。

※特別養護老人ホーム
在宅介護が難しい介護保険の要介護認定者が入居できる公的
福祉施設

※養護老人ホーム
主に環境や経済的な問題で生活が困難な65歳以上の人を対象
にしている施設。介護保険の対象外の施設です。

※ケアマネージャー
介護保険サービスを受ける要支援または要介護と認定された方が
適切かつ効果的にサービスが受けられるよう、介護サービス計画
（ケアプラン）を立てたり、介護サービス提供者や施設とサービスを
受ける人とその家族との連絡調整にあたったりします。

前号では、入所申込み方法について紹介しましたが、今回
はその中の入所検討・入所判定委員会について説明します。




