
分
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金
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び
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金

（210.771）

38.9%

繰
入
金

（145,220）

48.2%

繰
越
金

（1,200）

694.0%

（467）（467）

※％の数字は、歳出：執行率、歳入：収入率
※（　　）内は予算額（単位：千円）
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（33,886）

0%

衛
生
費

（184,724）

50.0%

公
債
費

（1,000）

0%

予
備
費

特別養護老人ホーム
いで湯の里（354,642）

特別養護老人ホーム
菜の花苑（300,630）

養護老人ホーム
高社寮（130,570）

養護老人ホーム
千曲荘（131,199）

特別養護老人ホーム
ふるさと苑（313,119）

歳入
55%

歳出
33%

ふるさと市町村圏事業
（30,339）

歳出
24%

公平委員会
（1,400）

歳入
40%

歳出
44%

特別養護老人ホーム
望岳荘（409,633）

歳入
47%

歳出
36%

特別養護老人ホーム
高社寮（356,809）

公平委員会公平委員会

歳入
37%

歳出
43%

特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム

歳入
35%

歳出
45%

特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム

歳入
40%

歳出
43%

特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム

歳入
39%

歳出
42%

養護老人ホーム養護老人ホーム養護老人ホーム

歳入
55%

歳出
39%

養護老人ホーム養護老人ホーム養護老人ホーム

歳入
43%

歳出
41%

特別養護老人ホーム
千曲荘（290,332）

歳入
104%

諸
収
入

諸
収
入

29.4％

一 般 会 計
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上半期の予算執行状況

歳　　　出 歳　　　入

北｜信｜広｜域｜連｜合｜広｜報｜紙

特 別 会 計

　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21年４月１日～平成21年９月３０日）の予算執行状況
についてお知らせします。
　これは、圏域住民の皆さんに「北信広域の台所がどのように計画され、運用されているか」を知っていただくため
のものです。

平成21年度

１  ふるさと北信濃



北｜信｜広｜域｜連｜合｜広｜報｜紙

18,076m2

23,665m2

2,874,160千円 

土　　　　地
 建　　　　物
 基　　　　金

財　　産

特別会計

一般会計

主な支出

財産（平成21年9月30日現在）

（単位：千円）

（単位：千円） （単位：千円）

特別養護老人ホーム

養護老人ホーム

ふるさと市町村圏 公平委員会

北信広域連合決算報告
平成21年10月北信広域連合議会定例会において、平成20年度一般会計・特別会計決算が認定されました。     

平成20年度

歳 入  371,315

歳 出  362,987

望岳荘 高社寮 千曲荘

いで湯の里 菜の花苑

高社寮 千曲荘

ふるさと苑

歳入 391,492
歳出 365,009

歳入 307,646
歳出 294,063

歳入 279,802
歳出 263,123

歳入 336,762
歳出 325,493

歳入 296,067
歳出 277,001

歳入 116,956
歳出 109,219

歳入 119,295
歳出 115,729

歳入 30,734
歳出 28,329

歳入 1,573
歳出 1,136

歳入 346,126
歳出 325,577

議会費 470（0.1％） 衛生費 33,814（9.3％）

繰越金 5,608（1.5％）

諸収入 386（0.1％）

分担金及び負担金  220,832（59.5％） 繰入金 144,489（38.9％）

総務費 
78,013（21.5％）

民生費 
65,970（18.2%） 公債費 184,720（50.9％）

■一般会計・ふるさと市町村圏・公平委員会
•病院群輪番制病院運営事業 33,814
•広域活動計画に基づいた事業 5,018
•広域観光事業 4,669

■特別養護老人ホーム会計
望岳荘 •車椅子（3台） 227
 •電動ベッド（2台） 436
高社寮 •廊下床張替及び屋根防水工事 3,191
 •スチームコンベクションオーブン（1台） 738
 •汚物除去機（1台） 746
 •エアコン（1台）ほか管理用備品 429
 •電動ベッド（6台）ほか生活用備品 1,732
千曲荘 •屋根防水塗装工事 3,570
 •スチームコンベクションオーブン（1台） 696
 •食器消毒保管庫（1台） 209
 •電動ベッド（5台）ほか生活用備品 1,302
いで湯の里 •下水管接続工事 5,597
  •全自動洗濯機（1台） 1,853
  •乾燥機（1台） 998
  •スチームコンベクションオーブン（1台） 1,197
  •電動ベッド（5台）ほか生活用備品 1,408
菜の花苑 •汚物除去機（1台） 617
  •エアーマット（2台） 125
  •吸引器（2台） 81
ふるさと苑 •エアコン設置工事 205
  •ナースコール増設工事 226
  •ミキサー（1台） 53
  •センサーマット（2台） 71

■養護老人ホーム会計
高社寮 •居室改修工事（2室） 693
 •廊下床張替及び屋根防水工事 533
 •スチームコンベクションオーブン（1台） 485
 •全自動洗濯機（1台） 41
千曲荘 •居室改修工事（2室） 945
 •居室手摺設置工事ほか設備関係工事 1,990
 •スチームコンベクションオーブン（1台） 527
 •食器消毒保管庫（1台） 158

ふるさと北信濃　２



（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。

給  料 計（B）職員手当

①職員の採用及び退職の状況
②部門別職員数の状況（各年4月1日現在）

採用者数

4人

退職者数

7人

（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。

歳出額（A）

2,467,666千円

人件費（B）

1,029,734千円

人件費率（B/A）

41.7%

3. 職員の勤務時間その他勤務条件の状況

7. 職員の福祉及び利益保護の状況
・定期健康診断受診者数　１89人　　・公務災害認定件数　1件　（平成20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。

分限処分者数

懲戒処分者数

1人

0人

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

申請件数 0件 承認件数 0件

5. 職員の服務の状況

③職員平均給料月額と平均年齢の状況（平成21年4月1日現在）
平均給料月額 中　級

初　級

152,800円

140,100円265,430円

平均年齢

40.3歳

勤 務 時 間

8:30～17:30

休 憩 時 間

12:00～13:00

④初任給（平成21年4月1日現在）

新規取得

前年度から継続

8人

9人

事務局
特別養護老人ホーム望岳荘
老人ホーム高社寮
老人ホーム千曲荘
特別養護老人ホームいで湯の里
特別養護老人ホーム菜の花苑
特別養護老人ホームふるさと苑
合計

10人
32人
37人
35人
28人
26人
28人
196人

10人
32人
37人
34人
28人
25人
27人
193人

部　　　門
職員数

平成20年 平成21年

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21年度予算）

職員数
（A）

１人当たり
給与費（B/A）

給  与  額  （単位：千円）

196人 612,227 305,335 917,562 4,681千円

共 済 費

161,393千円

（平成20年度決算）

（平成20年度）

内　　　容研修名

1. 職員の任免及び職員数に関する状況

2. 職員の給与の状況
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）

①勤務時間（標準的なもの）

①分限及び懲戒処分者数（平成20年度）

①職員研修の状況（平成20年度）

①職員の営利企業等従事制限に係る許可の状況

②育児休業（平成20年度）

職員体験研修

傾聴力向上研修

キャリアデザイン研修

メンタルヘルス研修会

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。
　採用後１０年以上の職員を対象。
利用者満足向上及び職場のチームワーク向上のために不可欠なコミュニケーションの重要性とコミュニケーションをうまく行うために相手の意図
を理解するための方法を学ぶ。
　採用後１０年未満の職員を対象。
これまでの成功体験、失敗体験を踏まえ、今後の自身のキャリアを積む上で方向性を明確にし、仕事への目的を再確認することにより施設
利用者の満足向上に資する。
　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。

（注） 採用者数はH21.4.1の採用者数であり、退職者数はH20.4.1～H21.3.31
 の退職者数です。

（注） 職員数は一般職に属する職員。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｜広｜報｜紙

北信広域連合人事行政の運営等の状況を公表します。
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10月から要介護認定方法が再度見直されました
　平成21年4月1日から見直された要介護認定方
法について、専門家、利用者や家族の代表者等に
より構成する厚生労働省の検討会が行われ、10月
1日からその方法が一部見直されました。
　具体的には、認定調査の一部の項目について、
日頃の状態をより重視することなど、調査項目の
考え方が一部変更されています。
　この検証を行っている間、21年4月から9月末
日までに更新の申請を行った場合は、更新前の要

介護度が選択できる経過措置が適用されていまし
たが、10月からは、見直し後の要介護認定の調査
方法が実施されており、経過措置の適用がなくな
りました。
　要介護認定の仕組みそのものが変わったもので
はありません。
　北信広域連合では、今後も引続き公平で公正な
審査判定が行われるよう、介護認定審査会の適正
な運営に努めて参ります。

飯綱町　町田 　武 様（テレビ15台）
中野市　小林 幹生 様（長いす1台、パーソナルカラオケ1台）

特別養護老人ホームいで湯の里 

北信広域連合表彰規約に基づき表彰させて
いただきます。（平成21年6月から11月まで）

※この他にも、たくさんのご寄付やボランティアを行っていただいております。

　６市町村の観光担当者・観光協会職員・観光関係者の
皆さんで、北信州地域の観光資源を再確認し、地域の観
光資源としての魅力を磨き上げ、今後の活用に繋げるこ
とを目的として9月11日（金）に「ふるさと探訪」を実施
しました。
　今回は、山ノ内町渋温泉・木島平村郷の家・龍興寺清
水・中野市街地を回り、主に「まちなか」を歩きました。
普段は気づかないような所も新たな観光資源を探しな
がら、歩いて見ることができました。
　また、最後に中野市民会館で各市町村の観光の取り
組みについて情報交換も行い、連携を深めました。
　皆さんも近所で、普段あまり歩かない所を歩いてみる
のはどうですか。新たな発見があるかもしれません。

　北信広域連合では、市町村と協力して、８月～10月にかけて北信
州の道の駅や観光案内所等において観光動向調査を実施しました。
　これは、北信州を訪れたお客様の構成や宿泊数、訪問地、宿泊場
所等を調査し今後の観光推進の基礎資料とすることを目的に実施
したものです。
　調査結果については、北信広域連合ホームページに掲載してあり
ますのでご覧ください。

「ふるさと探訪」を実施しました

観光動向調査を実施

ご寄付ありがとうございました。

ふるさと北信濃　４
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