
老人ホーム建設に関する報告

令和３年10月の北信広域連合議会定例会において、令和２年度一般会計、特別会計決算が認定されました。

■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。

※１万円未満四捨五入のため数値が一致しない場合があります。

建　　　　物 29,979㎡

基　　　　金 19億5,619万円

北信広域連合　決算報告

一般会計

財　産 （令和３年５月 31日現在）

分担金及び負担金
10億8,987万円
（51.5％）

分担金及び負担金
10億8,987万円
（51.5％）

県支出金
4億4,024万円
（20.8％）

県支出金
4億4,024万円
（20.8％）

繰入金
5億7,494万円
（27.2％）

繰入金
5億7,494万円
（27.2％）

財産収入
785万円
（0.4％）

歳 入
21億1,747
万円

財産収入
785万円
（0.4％）

繰越金
444万円
（0.2％）

衛生費
3,380万円
（1.6％）

民生費
19億3,846万円
（91.8％）

民生費
19億3,846万円
（91.8％）

歳 出
21億1,101
万円

総務費
7,830万円
（3.7％）

総務費
7,830万円
（3.7％）

公債費
6,007万円（2.8％）

議会費
38万円（0.02％）
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特 別 会 計

主 な 支 出

特別養護老人ホーム

■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

　令和２年11月1日から令和３年10月31日の間にいただいた寄附について、お知らせいたします。

いで湯の里　　玉木　功一　様　　車いす１台
　　　　　　　渡邉　幸恵　様　　車いす２台、歩行器２台
ふるさと苑　　勝山　正美　様　　信州中野産コシヒカリ（８kg×417袋）
　　　　　　　勝山　剛頼　様　　信州中野産コシヒカリ（８kg×42袋）
てるさと　　　匿名　　　　　　　現金100万円

　ほかにも各施設でたくさんの方々のご寄附や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 千曲荘 いで湯の里 菜の花苑 ふるさと苑 てるさと
歳入 4億155万円 5億 4,173万円 3億 3,140 万円 3億1,126万円 3億 4,832 万円 　2,652 万円

歳出 3億 8,382 万円 5億 2,684 万円 3億 1,736 万円 3億 197万円 3億 3,354 万円 　2,376 万円

老人ホーム建設事業 17億 2,488 万円
病院群輪番制病院運営事業 3,380 万円

望岳荘 居室エアコン更新工事
床暖房三方弁等改修工事

440万円
77万円

千曲荘 暖房機器温水管配管替工事
次亜塩素酸空間除菌脱臭機

※117万円
63万円

いで湯の里 酸素供給装置等更新工事
業務用洗濯脱水機購入

141万円
143万円

菜の花苑 自動火災報知機更新工事
業務用乾燥機購入

235万円
92万円

ふるさと苑 食堂エアコン更新工事
床改修工事

130万円
44万円

てるさと インターネット回線設備移
設工 ※12万円

高社寮 小型オゾン発生装置 11万円

千曲荘 暖房機器温水管配管替工事
次亜塩素酸空間除菌脱臭機

※ 89万円
63万円 

てるさと インターネット回線設備
移設工事 ※ 8万円

高社寮 千曲荘 てるさと
歳入 2億 503万円 1億 812万円  1,245 万円

歳出 1億 9,955 万円 1億 192万円  1,154 万円

※高社寮、千曲荘は令和３年２月閉所、てるさとは令和３年３月開所です。

※工事し、その費用を養護と特養で按分した金額

北信広域連合  会計年度任用職員採用試験のお知らせ
　当広域連合では、令和４年４月１日採用予定の会計年度任用職員採用試験を下記のとおり実施します。
□受付期間：令和３年12月20日（月）～令和４年１月31日（月）
□職種・予定人員・受験資格等：受験案内によりご確認ください。
□試験方法・場所：＊試 験 方 法：面接試験
　　　　　　　　　＊期日・場所：令和４年２月11日（金）建国記念の日
　　　　　　　　　　　　　　　　中野市豊田支所２階　第１会議室
□申込・問い合せ先：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（ https://www.hokusin.or.jp）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　総務係　TEL 0269-38-5050

ご寄附ありがとうございました



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
７人 ５人

勤務時間 休憩時間
８：30 ～17：15 12：00 ～13：00

新 規 取 得 ２人
前年度から継続 ９人

分限処分者数 0人
懲戒処分者数 0人

研修名 内　　　　　容

ラインケア研修 職場のメンタルヘルスについて、現場の管理職員等が所属職員の心の健康をケアする手法等を学び、職場環境の改善
を図る。※新型コロナウイルス感染症対策のため中止

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 3件 承認件数 3件

平均給料月額 平均年齢
282,790 円 42.7 歳

試　験　区　分 初　　任　　給
短大卒業程度 163,100 円
高校卒業程度 150,600 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）

177人 579,653 295,843 875,496 4,946 千円 181,054千円

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）
4,311,302 千円 992,239 千円 23.0%

部　　　　門
職員数

令和 2年 令和３年
事務局 10人 10人
特別養護老人ホーム望岳荘 33人 32人
特別養護老人ホームいで湯の里 29人 30人
特別養護老人ホーム菜の花苑 27人 27人
特別養護老人ホームふるさと苑 24人 27人
老人ホームてるさと 0人 44人
老人ホーム高社寮 12人 0人
老人ホーム千曲荘 33人 0人
合計 168人 170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（令和２年度）

⑴分限及び懲戒処分者数（令和２年度）

⑴職員研修の状況（令和２年度）

⑴職員の営利企業等従事制限に係る許可の状況（令和２年度）

⑶職員平均給料月額と平均年齢の状況（令和３年４月１日現在） ⑷初任給（令和３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）（令和３年度予算）

⑵人事評価の状況
　令和２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　163人　　　・公務災害認定件数　3件　　 ・通勤災害認定件数　０件　（令和２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。

◆令和２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審査請求状況 ⑴件数　０件

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）
（令和２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 R3.4.1の採用者数であり、退職者数は R2.4.1～ R3.3.31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。会計年度任用職員は除きます。



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。中野市

長野県議会県民文化健康福祉委員会に陳情を行いました

施設の様子を紹介します

ぽんぽこの湯からの景色
（イメージ図）

（提供：中野市役所）

ぽんぽこの湯・まだらおの湯・もみじ荘
　密を避けて新しい楽しみ方ができる中野市内の３つの立ち寄り温泉を
ご紹介します。
　北信五岳が望める湯上りテラスを新設するなど、この春装いを新たに
リニューアルした間山温泉公園『ぽんぽこの湯』。夏からのキャンプ場
に続き、秋にはサウナフィールドも新設され、手ぶら BBQなど気軽に
アウトドア体験ができます。
　山奥に佇み、白樺に囲まれた露天風呂が自慢の斑尾高原体験交流施設
『まだらおの湯』。マレットゴルフや池のほとりのキャンプ場を併設、館
内食事処は手打ち蕎麦やシナノユキマスの唐揚げなどメニューの種類が
充実でグルメ派も満足できます。
　現在、改築中の豊田温泉公園「もみじ荘」。北信州の山並みを一望でき、
眼下に千曲川を見下ろせる施設に、新たにサウナと外風呂を完備します。
　コロナ禍におけるニューノーマルの温泉スタイル、久しぶりのお出か
け先に是非！

　令和３年11月１日、北信広域連合では、長野県議会県民文化健康福祉
委員会（髙島陽子委員長）の現地調査の際に、中野庁舎にて介護人材確
保施策に関する陳情を行いました。
　当日は、竹内敏昭副管理者（中野市副市長）が趣旨説明を行いました。
　全国・県内と同様に管内の高齢者福祉施設においても、介護職員の深
刻な人材不足の状態となっていることから、介護人材確保施策を早急か
つ着実に実施していただくようお願いしました。
　髙島陽子委員長からは、今後の委員会において検討して参りたいと挨
拶をいただきました。

　令和３年９月21日の秋晴れ
の日、トロ船４箱に田植えをし
てからちょうど４ヵ月、中庭に
て稲刈りを楽しんでいただきま
した。大勢の利用者が見守る中、
鎌を手に中には昔取った杵柄、
刈った後の束ね方も本式で、手
際の良さに驚きました。収穫し
た新米は皆さんで美味しくいた
だきました。

　令和３年10月15日に芋ほりを
行いました。小さな畑に6月に植
えた紅あずま80本の収穫です。午
後の日差しの中、大きな芋を掘り
当てた方、周りでその光景をご覧
になっている方、皆さんそれぞれ
のスタイルで昔を思い出していた
だきました。11月には焼き芋喫茶
を行い、秋の味覚を味わいたいと
思います。今から楽しみですね。

　令和３年９月15日、外出
や外部の方との交流もままな
らない中で、少しでも楽しん
でいただこうと生け花を習い
ました。「花はいいね。」と会
話しながら笑顔で楽しまれ、
完成したお花は敬老祝賀式の
会場に飾りました。

　令和３年10月６日、野沢
温泉村婦人会の皆さん25名
が、ボランティア活動として
施設の外周りの窓ガラスとク
モの巣払いの清掃作業をして
いただきました。ありがとう
ございました。

　令和３年８月４日に第１回
納涼祭を開催しました。
　会場の都合により、養護と
特別養護は分かれての開催と
なりましたが、踊りを踊った
り、かき氷や綿あめを食べ夏
まつりの雰囲気を味わい、楽
しいひと時を過ごしました。

　北信広域連合では、現在５ヵ所の老人ホーム（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。

望岳荘

ふるさと
苑

菜の花
苑

てるさと

いで湯
の里

まだらおの湯ぽんぽこの湯 もみじ荘


