
平成26年度 北信広域連合決算報告
平成27年10月の北信広域連合議会定例会において、平成26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 406,414 
歳　出 393,112

高社寮
歳　入 323,057 
歳　出 299,876

千曲荘
歳　入 291,495 
歳　出 274,584

いで湯の里
歳　入 342,425 
歳　出 318,017

菜の花苑
歳　入 301,778 
歳　出 287,439

ふるさと苑
歳　入 342,642 
歳　出 329,768

高社寮
歳　入 111,822 
歳　出 100,361

千曲荘
歳　入 120,368 
歳　出 110,396

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
建　　物 23,665㎡

基　　金 3,184,779千円

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　・ガス炊飯器（１台）
　　　　　　・電動ベッド（２台）
　　　　　　・車椅子（５台）　

高　社　寮　・特殊浴槽（１台）
　　　　　　・電動ベッド（８台）
　　　　　　・廊下暖房設備改修工事

千　曲　荘　・電動ベッド（５台）
　　　　　　・超低床ベッド（１台）
　　　　　　・ティルト・リクライニング車椅子（３台）

いで湯の里　・ナースコール設備改修工事　
　　　　　　・ナースコール設備改修工事設計管理委託料
　　　　　　・エアコン更新工事

菜 の 花 苑　・屋根塗装工事
　　　　　　・エアコン設備改修工事
　　　　　　・介護リフト（１台）

ふるさと苑　・汚物除去機（１台）
　　　　　　・パソコン（３台）
　　　　　　・フードミキサー（１台）

■養護老人ホーム会計
高　社　寮　・パソコン（６台）
　　　　　　・包丁まな板殺菌庫（１台）

千　曲　荘　・集会室エアコン設置工事　
　　　　　　・全自動ガス乾燥機（１台）
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（平成27年５月31日現在）

分担金及び負担金   187,600（64.2％） 繰入金   93,572（32.0％）

諸収入　363（0.1%）

繰越金　4,100（1.4%）
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財産収入　6,837（2.3%）

kouiki@hokusin.or.jp

歳　入 292,472

歳　出 287,250

議会費　419（0.1%）

総務費　94,413（32.9％） 民生費

42,705（14.9％）

33,716（11.7％）

衛生費 公債費 115,997（40.4％）
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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 175人　・公務災害認定件数 ２件　 ・通勤災害認定件数 ０件　（平成26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

11人 ６人

（注)採用者数はH27.4.1の採用者数であり、退職者数はH26.4.1～
       H27.3.31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
278,512円 41.7歳

（平成27年4月1日現在）
④初任給

試験区分 初　任　給
中　級 154,800円

初　級 142,100円

（平成27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27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）

181人 590,474 284,167 874,641 4,832千円 193,838千円
（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 （平成26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)
2,400,803千円 1,040,079 43.3 %

（平成26年度決算）

職員の給与の状況

（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。

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26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
（平成26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 4人

懲戒処分者数 0人

（平成26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26年 平成27年

事務局 10人 10人
特別養護老人ホーム望岳荘 32人 32人
老人ホーム高社寮 34人 35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 28人
特別養護老人ホーム菜の花苑 23人 25人
特別養護老人ホームふるさと苑 23人 24人

合　　計 181人 186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
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◆平成26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　　　 な　し
２．不利益処分に関する不服申し立て状況　（１）　件　　　数　　１件（平成26年6月17日受理）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）　処理の状況　　審議中

（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）

5人

5人

新規取得
前年度から継続

申請件数

承認件数
0件

0件
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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27年４月１日～平成27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（426,630）

歳出 歳入

特別養護老人ホーム
高社寮（322,164）

歳出 歳入

特別養護老人ホーム
千曲荘（277,086）

歳出 歳入

特別養護老人ホーム
いで湯の里（337,893）

歳出 歳入

特別養護老人ホーム
菜の花苑（303,051）

歳出 歳入

特別養護老人ホーム
ふるさと苑（327,052）

歳出 歳入

養護老人ホーム
高社寮（109,400）

歳出 歳入

養護老人ホーム
千曲荘（120,888）

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27年度　上半期の予算執行状況

43.6% 35.0% 41.3% 39.8% 44.9% 38.7% 41.7% 40.1%

45.0% 36.5% 44.2% 35.7% 42.2% 53.7% 41.8% 50.5%

（192,300）

37.7%
49.4%

　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

特別養護老人ホームを整備・運営する事業予定者の決定について
　北信広域連合では、特別養護老人ホーム高社寮の老朽化等による建替えに当たり、民間事業者の募集を行
いました。
　その結果、３事業者から参加表明と事業計画書の提出がありましたので、選考委員会を設け、事業計画書
及びプレゼンテーション等から総合的に評価・選考を行いました。
　この選考結果を踏まえ、正副広域連合長会議において協議した結果、次のとおり事業予定者を決定しました
のでお知らせいたします。

事 業 予 定 者
社会福祉法人みゆき福祉会　　理事長　堀内　前

  下高井郡木島平村大字穂高 3115 番地１

選 考 理 由 施設整備に係る基本理念に優れ、介護サービス等の施設運営方針や地域との連携
が優れていると評価されたため。

提案施設の概要

（１）予定地　　中野市大字新井字若宮境 353 番地　他４筆
（２）建物構造　RC 造（鉄筋コンクリート造）　２階建て
（３）施設内容　特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）　93 床
　　　　　　　 短期入所生活介護（ショートステイ）　　　 ７床
　　　　　　　　（居室形態：従来型多床室 94 床、従来型個室６床）

（４）整備年度　平成 28 ～ 29 年度
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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26年11月１日から平成27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。
　　　　　　　　　　　　　　　　栄　　　村　滝沢　英夫　様（現金　200,000円）
　　　　　　　　　　　　　　　　飯　山　市　匿名（洗濯機１台、ファンヒーター１台）
　　　　　　　　　　　　　　　　埼　玉　県　河野　善訓　様（現金　200,000円）
　　　　　　　　　　　　　　　　野沢温泉村　野沢温泉中学校生徒会　様（掛け時計３台、ラジカセ３台）
　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、10月20日に長野県動物愛護センター
のご協力のもと、犬４匹、ウサギ１羽とふれあい交流
を行いました。
　動物とのふれあいや芸を通じて、笑顔あふれる楽
しい時間を過ごしました。

　高社寮では、11月26日にボランティアの皆様によ
る、ハーモニカ演奏会が開催されました。
　季節の曲、懐かしい曲を一緒に口ずさみ楽しい時
間を過ごしました。

　千曲荘では、10月21日に養護、27日に特養で毎年
恒例の運動会が開催されました。
　大玉送りや玉入れなどの競技に熱心に参加されて
いました。

　いで湯の里では、山ノ内町立南小学校との交流が
盛んで、11月９日は４年生が音楽会の出前演奏をし
てくれました。

　菜の花苑では、昨年から試験的に始めました生け花
クラブを今年から本格的に導入しました。
　講師の指導のもと、思い思いの生け花創作を行い、
皆さんの表情が花に劣らないくらい華やかに輝いて
いました。

　ふるさと苑では、年２回の保育園交流があります。
　今年も園児の皆さんにお遊戯や、肩たたきをして
頂き、笑顔と元気な姿に若いエネルギーを頂き楽し
い時間が過ごせました。

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

特別養護老人ホーム望岳荘

望岳荘

菜の花苑

千曲荘千曲荘

高社寮

いで湯
の里

ふるさと
苑


