
　令和４年10月の北信広域連合議会定例会において、令和３年度一般会計、特別会計決算が認定されました。
（※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。）

北信広域連合　決算報告

老人ホーム建設に関する報告

■歳入
・分担金及び負担金…�組織市町村（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。

一般会計

諸収入
21万円（0.1％）
諸収入
21万円（0.1％）

分担金及び負担金
1億2,544万円
（77.3％）

分担金及び負担金
1億2,544万円
（77.3％）

歳 入
１億6,238
万円

財産収入
767万円
（4.7％）

繰入金
2,259万円
（13.9％）

繰越金
647万円（4.0％）

繰入金
2,259万円
（13.9％）

衛生費
3,389万円
（21.4％）

民生費
4,347万円
（27.4％）

民生費
4,347万円
（27.4％）

歳 出
１億5,840
万円

総務費
8,066万円
（51.0％）

総務費
8,066万円
（51.0％）

議会費
38 万円（0.2％）
議会費
38万円（0.2％）
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特 別 会 計

主 な 支 出

財 　 　 産（令和４年５月 31日現在）

■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

　当広域連合では、令和５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。
　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。
　年度中途採用も随時受付けていますので、お問い合わせください。

□受付期間：令和４年12月19日（月）～令和５年１月31日（火）
□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５年２月11日（土・祝）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：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

望岳荘 いで湯の里 菜の花苑 ふるさと苑 てるさと
歳入 4億 13万円 3億 4,539 万円 3億 2,363 万円 3億 1,926 万円 3億 7,877 万円
歳出 3億 9,335 万円 3億 3,598 万円 3億 1,528 万円 3億 392万円 3億 6,693 万円

老人ホーム水路原状回復工事他 465万円
老人ホーム解体設計業務他 343万円
病院群輪番制病院運営事業 3,388 万円

望岳荘
居室エアコン更新工事
高圧受電設備改修工事

453万円
248万円

いで湯の里
昇降式介護浴槽購入
洗濯室電気設備改修工事

357万円
187万円

菜の花苑
業務用洗濯機購入
汚物除去機購入

164万円
86万円

ふるさと苑
エアコン更新工事
介護ベッド（３台）

402万円
52万円

てるさと エアーマットレス 11万円

てるさと
公用車購入
センサーマット

11万円
4万円

てるさと
歳入 1億 7,036 万円
歳出 1億 6,026 万円

北信広域連合　会計年度任用職員採用試験のお知らせ

建　　　　物 25,548.49㎡
基　　　　金 19億5,620万円



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
８人 １４人

勤務時間 休憩時間
８：30 ～17：15 12：00 ～13：00

新 規 取 得 1人
前年度から継続 ６人

分限処分者数 1人
懲戒処分者数 0人

研修名 内　　　　　容

主査研修 当広域連合の事業概要等を改めて学び、連合地域における役割及び施設運営等について理解を深める。

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。

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。

人権教育研修 人権への意識向上を高め、施設利用者への良質なサービスの提供を図る。

申請件数 ０件 承認件数 ０件

平均給料月額 平均年齢
280,000 円 42.1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）

172 人 577,766 289,109 866,875 5,040 千円 178,513千円

歳出額（A） 人件費（B） 人件費率（B/A）
2,034,121千円 1,008,776 千円 49.6%�

部　　　　門
職員数

令和３年 令和４年
事務局 10人 10人
特別養護老人ホーム望岳荘 32人 34人
特別養護老人ホームいで湯の里 30人 28人
特別養護老人ホーム菜の花苑 27人 25人
特別養護老人ホームふるさと苑 27人 25人
老人ホームてるさと 44人 42人
合計 170人� 164 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３年度）

⑴分限及び懲戒処分者数（令和３年度）

⑴職員研修の状況（令和３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３年度）

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

　　・定期健康診断受診者数　168人　　・公務災害認定件数　０件　　・通勤災害認定件数　０件　（令和３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３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　１件（令和３年５月１日受理）　
� 　　　　令和３年12月８日判定　却下

⑴人件費の状況（普通会計及び特別会計の決算合計）
（令和３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R4.4.1の採用者数であり、退職者数はR3.4.1〜 R4..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。山ノ内町

施設の様子を紹介します

乗廻の四本杉（提供：山ノ内町役場）

乗廻の四本杉
　乗廻地区にある諏訪社の参道入り口両側
に２本ずつ、計４本の杉の大木がそびえたっ
ており、推定樹齢350年で町内で最も大き
い杉とされています。４本とも樹勢がよく、
町の天然記念物に指定されています。
　道路からは見えないところに立っており、
うっそうと茂った枝葉の隙間から光が差し
込む様は、神秘的で幻想的な雰囲気が漂う、
隠れた注目スポットです。近くには岩に不
動明王が浮き彫りにされた「磨

ま

崖
がい

不動尊」
もあり、冬の里山の暮らしと信仰を偲んで
みるのはいかがでしょうか。
　　お問合せ先：山ノ内町観光商工課
　　　　　　　　TEL 0269-33-1107

　令和４年８月30日、夏の風物詩スイカ割り大会を行いました。
今回のスイカは皮が厚くなかなか割れませんでしたが、掛け声
やスイカのほのかな香りに包まれました。

　令和４年10月20日にさつま芋の収穫をしました。大きな芋を
掘り当てる度に、歓声を上げながら楽し気な表情を浮かべて芋
掘りを楽しんでおられました。11月に焼き芋喫茶を行い、秋の
味覚を味わっていただきます。

　令和４年９月９日に望岳荘敬老祝賀式を開催しました。本年
度は、百歳を迎えられた方が５名、米寿を迎えられた方が３名
と大勢の皆様をお祝いしました。

　令和４年９月７日、野沢温泉中学校の生徒さんが竹の子狩り
で採った、根曲がり竹の缶詰（10缶）をいただきました。温か
な思いの贈り物に感謝です。

　令和４年９月21日に城北中学校環境委員会の皆さんがプラン
ター植えの花を14個寄贈してくださいました。生徒の皆さんの
丹精込めて育ててくれた様子に思いを馳せ、花を眺めながら秋の
訪れを感じました。

　北信広域連合では、現在５か所の老人ホーム
（養護老人ホーム、特別養護老人ホーム）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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