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2015 冬号 34

平成25年度 北信広域連合決算報告
平成26年10月の北信広域連合議会定例会において、平成25年度一般会計・特別会計決算が認定されました。

特 別 会 計

一 般 会 計

望岳荘
歳　入 407,530 
歳　出 401,328

高社寮
歳　入 326,908 
歳　出 309,020

千曲荘
歳　入 292,032 
歳　出 271,118

いで湯の里
歳　入 340,878 
歳　出 330,577

菜の花苑
歳　入 300,766 
歳　出 291,868

ふるさと苑
歳　入 344,167 
歳　出 337,740

高社寮
歳　入 120,334 
歳　出 107,518

千曲荘
歳　入 135,571 
歳　出 132,604

特別養護老人ホーム

養護老人ホーム

（単位 : 千円）

財　産

（単位 : 千円）

財　産

土　　地           0㎡

建　　物 23,665㎡

基　　金 3,177,342千円

主 な 支 出 （単位 : 千円）

■一般会計
・病院群輪番制病院運営事業
・介護認定審査会委員報酬

■特別養護老人ホーム会計
望　岳　荘　・業務用エコキュート（３基）
　　　　　　・食器洗浄機（1台）
　　　　　　・水道水自動減菌装置設置工事

高　社　寮　・業務用エコキュート（３基）
　　　　　　・ガスボイラー（３基）
　　　　　　・電動ベッド（８台）

千　曲　荘　・特養棟地下ピット給排水管等改修工事
　　　　　　・業務用エコキュート（３基）
　　　　　　・電動ベッド（5台）

いで湯の里　・業務用エコキュート（２基）
　　　　　　・エアコン設置工事
　　　　　　・排煙窓改修工事

菜 の 花 苑　・業務用エコキュート（２基）
　　　　　　・パソコン（３台）
　　　　　　・包丁まな板殺菌庫（１台）

ふるさと苑　・業務用エコキュート（２基）
　　　　　　・食器消毒保管庫（1台）
　　　　　　・汚物除去機（1台）

■養護老人ホーム会計
高　社　寮　・業務用エコキュート（３基）
　　　　　　・ガスボイラー（３基）

千　曲　荘　・業務用エコキュート（３基）

（平成26年５月31日現在）

分担金及び負担金   196,801（62.2％） 繰入金   108,989（34.4％）

諸収入　548（0.2%）

繰越金　5,628（1.8%）
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ホームページアドレス　　 http://www.hokusin.or.jp/
信越自然郷ホームページ　http://shinetsu-shizenkyo.com/

財産収入　4,571（1.4%）

※財産の土地については、起債償還が終了したため、市町村に返還しました。

歳　入 316,537

歳　出 312,437

議会費　482（0.1%）

総務費
92,017（29.5％） 民生費

45,589（14.6％）

33,778（10.8％）

衛生費 公債費 140,571（45.0％）
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北信広域連合人事行政の運営等の状況を公表します。

・定期健康診断受診者数 178人　・公務災害認定件数 １件　 ・通勤災害認定件数 １件　（平成25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。

職員の福祉及び利益保護の状況

①職員の採用及び退職の状況
採用者数 退職者数

７人 ５人

（注)採用者数はH26.4.1の採用者数であり、退職者数はH25.4.1～
       H26.3.31の退職者数です。

③職員平均給料月額と平均年齢の状況
平均給料月額 平均年齢
278,068円 41.8歳

（平成26年4月1日現在）
④初任給

試験区分 初　任　給
中　級 152,800円

初　級 140,100円

（平成26年4月1日現在）

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26年度予算）

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）

180人 586,614 272,257 858,871 4,771千円 188,390千円
（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。

②育児休業
新規取得 8人

前年度から継続 7人

（平成25年度）

職員の任免及び職員数に関する状況

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）

歳出額（A) 人件費（B） 人件費率（B/A)
2,494,209千円 1,005,671 40.3 %

（平成25年度決算）

職員の給与の状況

①勤務時間（標準的なもの）
勤務時間 休憩時間

8:30 ～ 17:15 12:00 ～ 13:00

職員の勤務時間その他勤務条件の状況

（平成25年度）①職員研修の状況
研修名 内　　容

中堅職員研修 採用後１０年から２０年以内の職員を対象に実施。職員の意識・資質向上により、職場の意思疎通を図る
と共に、利用者へのより良好なサービス提供の実現を図る。

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。

職員の研修及び勤務成績の評定の状況

①職員の営利企業等従事制限に係る許可の状況

申請件数 0件

承認件数 0件

（平成25年度）

職員の服務の状況
①分限及び懲戒処分者数

分限処分者数 2人

懲戒処分者数 0人

（平成25年度）

職員の分限及び懲戒処分の状況

②部門別職員数の状況

部　門 職員数
平成25年 平成26年

事務局 10人 10人
特別養護老人ホーム望岳荘 30人 32人
老人ホーム高社寮 34人 34人
老人ホーム千曲荘 32人 32人
特別養護老人ホームいで湯の里 27人 27人
特別養護老人ホーム菜の花苑 23人 23人
特別養護老人ホームふるさと苑 24人 23人

合　　計 180人 181人
（注）職員数は一般職に属する職員。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。

（各年4月1日現在）1

2

3

4 5

6

7

千円

◆平成25年度　北信広域連合公平委員会の業務状況
１．勤務条件に関する措置要求の状況　　（１）　件　　　数　　 １件（平成24年6月16日受理）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）　処理の状況　　 平成25年４月16日判定　棄却
２．不利益処分に関する不服申し立て状況　　　な　し

（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）

（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。
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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26年4月1日～平成26年9月30日）の予算執行
状況についてお知らせします。
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歳出 歳入

特別養護老人ホーム
望岳荘（400,153）

歳出 歳入

特別養護老人ホーム
高社寮（316,063）

歳出 歳入

特別養護老人ホーム
千曲荘（274,179）

歳出 歳入

特別養護老人ホーム
いで湯の里（331,543）

歳出 歳入

特別養護老人ホーム
菜の花苑（307,760）

歳出 歳入

特別養護老人ホーム
ふるさと苑（343,790）

歳出 歳入

養護老人ホーム
高社寮（112,804）

歳出

養護老人ホーム
千曲荘（137,095）

一般会計

特別会計

※％の数字は、歳出：執行率、歳入：収入率
※（　　）内は予算額（単位：千円）

平成26年度　上半期の予算執行状況

46.7% 35.8% 45.0% 39.5% 42.9% 42.7% 42.2% 38.1%

43.3% 34.6% 45.4% 37.9% 40.5% 50.5% 37.6%

（187,602）

37.4%
49.9%

　今回お知らせしました、決算報告・人事行政の運営状況・上半期の予算執行状況は、広域連合のホームページからも
ご覧になれます。http://www.hokusin.or.jp/06info/info.html

歳入

39.5%

北信広域連合正規職員（看護師）及び嘱託職員（介護員）
採用試験のお知らせ

　北信広域連合では、平成27年4月1日採用予定の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ご記入のうえ、受験申込期間内にお申し込みください。
□職種・採用予定人員：【正規職員・中級職】看護師、【嘱託職員】介護員　いずれも若干名
□受験申込期間：平成27年1月5日（月）～2月4日（水）
□受験資格

□試験方法・場所

□申込・問合せ先
　受験案内および試験申込書は、北信広域連合事務局、北信６市町村の役所・役場の窓口、各老人ホーム及び
ハローワークにあります。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総務係　電話　0269-38-5050   ホームページ　http://www.hokusin.or.jp

【正規・中級】
看護師

国籍・住所 日本国籍を有する者。住所要件は問いません。
年　齢 昭和34年4月2日以降に生まれた者。
資　格 看護師の資格を有する者。

【嘱託】
介護員

住　所 北信広域連合の６施設に通勤が可能な者。
年　齢 原則ありませんが、健康でかつ業務に従事可能な者。
資　格 特に必要はありません。

ただし、介護福祉士等の有資格者は優遇されます。

【正規・中級】
看護師

試験項目 論文試験
口述試験（面接試験）

試験日・場所 平成27年2月17日（火）　中野市役所
【嘱託】
介護員

試験項目 面接試験
試験日・場所 平成27年2月15日（日）　中野市豊田支所
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　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25年11月1日から平成26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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯 山 市　佐藤　正行　様（現金　50,000円） 

　この他にも、たくさん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。

　

　望岳荘では、７月１日、長野県動物愛護センターの協力
のもと、犬５匹、ウサギ１兎とふれあい交流を行いました。
　動物たちとのふれあいや、動物たちの芸を通じて、笑
顔と元気をもらいました。

　いで湯の里では、８月７日、恒例となったスイカ割り
を行いました。
　スイカに棒がうまく当たらず苦心しましたが、応援にも
力が入り大いに盛り上がりました。

　高社寮では、７月31日、毎年特養・養護の皆さんが
楽しみにされている夏祭りが開催されました。
　綿あめ・かき氷・チョコバナナを食べたり、ションシ
ョンばやしにあわせて踊るなど、楽しい時間を過ごし
ました。

　菜の花苑では、８月１日、恒例の夏祭りがありました。
　勇壮な道祖神太鼓と野沢温泉小唄などの踊りや、色
とりどりの花火で真夏の夜を満喫しました。

　千曲荘では、11月19日、ハーモニカ演奏会が開催
されました。
　季節の歌や昔の懐かしい歌など、演奏していただきま
した。ハーモニカの演奏と一緒に、大きな歌声が響き渡
っていました。

　ふるさと苑では、10月17日、干柿作りを行いました。
　よく「昔とった・・・」という言葉がありますが、まさに言
葉通り!包丁を握る姿は「シャン」としていました。

ご寄附ありがとうございました

特別養護老人ホーム菜の花苑

いで湯
の里

望岳荘

高社寮

千曲荘

菜の花苑

ふるさと
苑


