
老人ホーム建設に関する報告

令和元年度　北信広域連合善行表彰が行われました

　令和元年9月2日、中野市役所において、令和元年度北信
広域連合善行表彰が行われ、代理で出席した息子の剛頼さん
に連合長から感謝状が贈られました。
　表彰者は高社寮とふるさと苑に、お米（合計145万6千円
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、一昨年もお米やりんごジュース、キノコセッ
ト等多く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。

　老人ホーム千曲荘と老人ホーム高社寮を統合する新施設の建設工事が、飯山市照里地区の旧第三中学校敷
地で行われています。
　工事を請け負っているのは、北野建設㈱・中野土建㈱・伊東建設㈱・高津電気工事㈱・㈱宮本園による建
設工事共同企業体です。
　令和元年9月3日に起工式を行いました。令和元年度は地盤改良工事と基礎工事を行っています。

（写真は令和元年 11月 1日現在）

ご寄附いただいたお米を食べる利用者（高社寮）

工事現場の様子
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北信広域連合決算報告
令和元年10月の北信広域連合議会定例会において、平成30年度一般会計・特別会計決算が認定されました。

一 般 会 計

特 別 会 計 （単位：千円）

財 産 （令和元年5月31日現在）

主 な 支 出 （単位：千円）

280,108 千円歳 入 275,463 千円歳 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　425,218 歳入　36,303 歳入　309,945

歳出　414,006 歳出　35,219 歳出　301,356

・老人ホーム建設事業 55,728
・病院群輪番制病院運営事業 33,673

望岳荘 ・居室エアコン更新工事
・食堂照明 LED化改修工事

4,320
1,955

千曲荘 ・居室エアコン更新工事
・小型自動分包機購入

1,620
※ 228

いで湯の里 ・管理棟トイレ改修工事
・車椅子購入（2台）

194
72

菜の花苑 ・高圧電気設備改修工事
・厨房エアコン更新工事

1,922
1,436

ふるさと苑 ・居室エアコン更新工事
・電気式乾燥機購入（1台）

2,322
967

科　　目 金額（単位：千円） 割合（単位 :％）
分担金及び負担金 134,806 48.1

財産収入 32,122 11.5
繰入金 106,840 38.1

繰越金 6,201 2.2
諸収入 139 0.1

科　　目 金額（単位：千円） 割合（単位 :％）
議会費 407 0.2

総務費 76,620 27.8
民生費 104,692 38

衛生費 33,673 12.2
公債費 60,071 21.8

高社寮 ・1号棟トイレ床修繕 68

千曲荘 ・墓地基礎改修工事
・小型自動分包機購入

713
※ 172

高社寮 千曲荘

歳入　153,710 歳入　116,509

歳出　146,226 歳出　110,121

いで湯の里 菜の花苑 ふるさと苑

歳入　334,484 歳入　316,758 歳入　326,774

歳出　322,117 歳出　306,539 歳出　317,744

■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）及び臨時会の経費。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 2,779,514 千円

※ 1台購入し、その費用を特養と養護で按分した金額



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
2 人 8人

新規取得 5人 前年度から継続 4人勤務時間 8：30 ～17：15 休憩時間 12：00 ～13：00

分限処分者数 2 人 懲戒処分者数 0人

研修名 内　　　　　容

フォローアップ研修 採用後15年から20年以内の職員を対象に実施。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
286,080 円 42.8 歳

試　験　区　分 短大卒業程度 高校卒業程度
初　　任　　給 161,300 円 148,600 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 593,897 301,726 895,623 4,948千円 186,135 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）
2,228,791千円 1,054,679 千円 47.3%

部　　　　門 職員数
平成 30 年 平成 31年

事務局 10人 10人
特別養護老人ホーム望岳荘 35人 34人
老人ホーム高社寮 13人 14人
老人ホーム千曲荘 36人 32人

特別養護老人ホームいで湯の里 28人 29人
特別養護老人ホーム菜の花苑 28人 27人
特別養護老人ホームふるさと苑 27人 25人

合　　計 177人 171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30年度）

⑴分限及び懲戒処分者数（平成30年度）

⑴職員研修の状況（平成30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30年度）

⑶職員平均給料月額と平均年齢の状況（平成31年4月1日現在） ⑷初任給（平成31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31年度予算）

⑵人事評価の状況
　平成30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　173人　　　・公務災害認定件数　０件　　　 ・通勤災害認定件数　０件　（平成30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30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　０件
　　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　平成30年５月21日裁決　却下

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30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H31.4.1の採用者数であり、退職者数はH30.4.1～ H31.3.31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　会計年度任用職員に関するお知らせ
　平成29年5月に地方公務員法及び地方自治法の一部が改正され、現在の嘱託職員・臨時職員としての雇用は、令和2年度から、会計年度
任用職員として任用することとなります。
　当広域連合では、現在、この会計年度任用職員の導入に向けた準備を行っている状況であり、その内容等につきましては、令和2年2月
中旬に決定する方向で進めております。
　令和2年4月1日採用の会計年度任用職員の募集につきましては、その関係条例等を制定後の令和2年2月中旬から募集を開始し、会計年
度任用職員採用試験は令和2年3月8日（日）に実施する予定です。
　詳細が決まりましたら、北信広域連合の公式ホームページに掲載させていただきますが、お聞きになりたい点等がございましたら、お気
軽にお問合せください。

　　　　　　　　　○問い合わせ先　北信広域連合事務局　総務係　TEL0269-38-5050
　　　　　　　　　　　　　　　　　ホームページアドレス　http://www.hokusin.or.jp



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　　 ※各市町村を順次ご紹介しています。木島平村

馬曲温泉露天風呂からの景色（提供：木島平村役場）

馬
ま ぐ せ
曲温

おんせん
泉

　四季折々の景色を楽しめる馬曲温泉ですが、冬の景色はとり
わけおすすめです。
　冬の野天風呂からの景色は、日本経済新聞が制定した「雪景
色が素晴らしい温泉」で、東日本で一番と評されるほどです。
温泉で火照ったところを寒風で冷まし、また温泉に入ると長時
間入浴を楽しめる温泉となっております。
　また、露天風呂までの通路にある明治時代に建てられた水車
小屋は現存している県内最古と言われている茅葺屋根であり、
こちらも見どころです。

　令和元年8月30日、
10月4日に木島平村の
「おひさま保育園」のお
友達と望岳荘の利用者様
との交流会が開かれまし
た。小さなお友達にご自
分のお孫さんなどを思い
出されたのか利用者様は
本当に嬉しそうでした。
「また来年も来てくれる
かな !!」に「いいとも !!」
と答えてくれました。

　令和元年6月17日
にボランティアの方
による落語が披露さ
れました。演目は、
「そば清」という、面
白くちょっと怖い不
思議なお噺で、そば
をすする音と動作な
ど生の落語に魅了さ
れたひと時でした。

　千曲荘の畑には立
派なサツマイモがで
きました。令和元年
10月10日、お天気
の良い日に利用者様
がイモ掘りをしまし
た。土の中からサツ
マイモが出てくるた
びに、皆さんニコニ
コ顔。やっぱり収穫
するって楽しいです
よね !

　いで湯の里の夏祭りが
令和元年7月26日に行わ
れました。「楽農座」の
皆さんによる演奏では、
盛大に太鼓を叩く音に利
用者様も聞きほれていま
した。
　いで湯の里特製のたこ
焼き・かき氷などの屋台
の出店や、最後には打ち
上げ花火もあり、楽しい
ひと時を過ごしました。

　菜の花苑では、令
和元年8月1日に夏祭
りがありました。
　道祖神太鼓やタヒ
チアンダンスのボラ
ンティア、盆踊りや
花火で楽しい夜のひ
と時を過ごしました。

　ふるさと苑では、毎年
夏と秋の2回、ご近所の
永田保育園児さんが交流
に来てくれます。令和元
年7月に七夕飾りを利用
者様と一緒に作りながら
交流を図りました。飾り
を作った後は園児の皆さ
んが肩たたきをしてくれ
て、利用者様は肩も心も
温かくほぐれたことで
しょう。

　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30年11月１日から令和元年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。
　　　　　　丸山　様　　リクライニング車いす１台
　　　　　　特養　　【匿名希望】　カラオケセット、洗濯機ほか　全７点（10万円相当）
　　　　　　特養　　【匿名希望】　車いす３台（13万円相当）
　　　　　　養護　　藤沢　久子　様　　現金５万円
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。

菜の花苑
千曲荘

望岳荘

高社寮
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