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第47回加西市文化祭「美術公募展」上位入賞者

■洋画
市長賞 志水和司 宍粟市
議長賞 藤原かおり 加東市
教育委員会賞 淀川安生 尼崎市
文化連盟会長賞 西岡　伸 加西市

■版画
市長賞 渡辺朋子 西宮市
議長賞 西野通広 神戸市

■写真
市長賞 藤澤雅代 市川町
議長賞 田中　宏 相生市
教育委員会賞 粂田尚子 神戸市
ねひめ賞 垣内勝子 加西市

■日本画
市長賞 家木　緑 姫路市
議長賞 水田陽子 神戸市
教育委員会賞 田城勝捷 姫路市
文化連盟会長賞 釜田健一 加西市
奨励賞 増田洋子 加西市

■書道
市長賞 岩井ゆかり 加西市
議長賞 金川季余子 加西市
教育委員会賞 末廣益子 加東市

■水墨画
市長賞 有吉柏眞 神戸市
議長賞 井上柏耿 姫路市
教育委員会賞 芦田さか恵 西脇市
ねひめ賞 橋爪美千代 加西市

■彫塑・工芸
市長賞 久保健史 宍粟市
議長賞 長谷川千賀子 加東市
教育委員会賞 西田管男 加古川市
文化連盟会長賞 西村瑞子 加西市

　7 部門に延べ 317 人から総数 339 点の出品がありました。上位 3 賞の入賞者とその他の市内入賞者は次の皆さんです。

出品作品を展示した美術公募展が 11/20 ～ 24
の期間、市民会館で開催されました。

【問合先】　文化スポーツ課（芸術文化係）☎㊷8775　℻㊸1803　koryu@city.kasai.lg.jp

第47回加西市盆栽展
　11 月 1 日から 3 日間、
アスティアかさいで第
47 回加西市盆栽展が開
催されました。主な受賞
者は次の皆さんです。

兵庫県知事賞　　　　　　　　春木裕人（神戸市）
加西市長賞　　　　　　　　　堀中正勝（北条町小谷）
加西市議会議長賞　　　　　　森脇大直（北条町西高室）
兵庫県議会議員賞　　　　　　宮永守男（王子町）
東播・淡路市議会議長会会長賞　　高井義時（北条町横尾）

■償却資産の申告について
　償却資産（固定資産税）の申告は、平成 26 年 1 月 20 日（月）までにお願いします。

固定資産税に関する届出

・申告していただく方
　法人や個人で工場や商店などを経営している方や不動産貸付業（共同住宅や駐車場等）などの事業を行っている方です。
事業用に使用する機械・器具・備品・構築物などの償却資産は、固定資産税の課税対象となるため、平成 26 年 1 月 1 日
現在における資産状況を申告してください。
※昨年申告していただいている方は、12 月中頃に送付する申告用紙により提出してください。平成 25 年中に新たに事
業を始めた方など、申告用紙が届かない場合は連絡をお願いします。

■土地・家屋について
　固定資産税・都市計画税は、毎年 1 月 1 日現在の状況で課税することになっています。次の場合には、連絡をお願いします。
○土地の利用状況が変わった場合　○家屋を取り壊した場合　○家屋を新築・増築し、家屋評価が終わっていない場合
※未登記家屋の所有者が、相続・売買・贈与等で変わった場合は「未登記家屋所有者変更申請書」を提出してください。

・インターネットによる電子申告システム（エルタックス）について
　エルタックスをご利用いただくことによりインターネット経由で申告手続きを行うことができます（全資産申告、増
加資産／減少資産申告）。ご利用にあたっては、利用届出が必要です。詳細についてはエルタックスのホームページ（http://
www.eltax.jp/）をご覧いただき、手続きを行ってください。

【問合先】　税務課（資産税係）☎㊷8713　℻㊷5700　zeimu@city.kasai.lg.jp

平成24年度の市職員の給与などをお知らせします

　人事行政の運営状況について公平性や透明性を高めるため、市職員の給与や職員数について公表します。職員に支給
される給与は、民間企業の賃金を基にして出される「人事院勧告」などを考慮し決定されています。
　今後も財政状況の改善を図るため、引き続き人件費の適正化に取り組んでいきます。

　職員の給与とは、基本となる給料のほか賞与や通勤、住
居、管理職手当など各種手当が含まれます。

■職員の年間給与

年齢（H24.4.1） 行 政 職 技能労務職
20 ～ 22 歳 287 万円 -
23 ～ 25 歳 295 万円 -
26 ～ 28 歳 368 万円 -
29 ～ 31 歳 435 万円 -
32 ～ 34 歳 466 万円 -
35 ～ 37 歳 508 万円 453 万円
38 ～ 40 歳 562 万円 531 万円
41 ～ 43 歳 603 万円 550 万円
44 ～ 46 歳 649 万円 528 万円
47 ～ 49 歳 679 万円 594 万円
50 ～ 52 歳 692 万円 588 万円
53 ～ 55 歳 705 万円 593 万円
56 ～ 58 歳 769 万円 591 万円
59 ～ 60 歳 823 万円 583 万円

年齢別平成 24 年度の年間支給実績

■人件費の状況
　平成 24 年度決算の普通会計における職員給与の割合
は次のとおりです。前年に比べると 4,572 万円減とな
っています。主な要因として職員数の削減、賞与・管
理職手当カットなどが挙げられます。

■平成 24 年度普通会計決算より

職員給与 16 億 5,742 万円（8.8%）

歳出額
187 億 9,064 万円

普通会計に占める職員給与の内訳
・給与　　　　　11 億 2,911 万円
・賞与　　　　　 3 億 4,305 万円
・その他手当　　 1 億 8,526 万円
職員 1 人当たり 592 万円

■人件費節減に向けた主な取り組み

■特別職の報酬
役職名 市長 副市長 教育長
年収（本来支給） 1,555 万円 1,244 万円 1,115 万円
年収（減額後） 1,089 万円 995 万円 948 万円
影響額 △ 466 万円 △ 249 万円 △ 167 万円

　平成 23 年 6 月の西村市長の就任以降、市長、副市長、
教育長の給料月額を、それぞれ 30%、20%、15%カッ
トしています。

■独自カット
　管理職（部長・課長級）は、平成 23 年 12 月から賞与
の 0.6 カ月分カットと管理職手当の 20％カットを実施し
ています。
　管理職以外の一般職についても、平成 24 年 6 月から
賞与の 0.6 カ月分カットを実施し、市の子育て支援策に
充当しています。
※いずれも医療職と新規採用職員を除きます。
※平成 25 年 7 月から、国家公務員の給与に関する法律
を準用し、職員の給与カットを実施しています。

管理職  ＋  一般職
賞与の 0.6 カ月分カット

3.95 カ月→ 3.35 カ月（△ 15％）

管理職
管理職手当
20％カット

＋

＝
△ 9,285 万円（全会計）
賞与：△ 8,069 万円　管理職手当：△ 1,216 万円

■職員数の削減

【問合先】　人事課（人事係）☎㊷8705　℻㊸1800　jinji@city.kasai.lg.jp

　「財政再建推進計画」や「集中改革プラン」による業
務効率化や職員数の削減に取り組んだ結果、平成 15 年
度以降 10 年間で 149 人（18.6％）の削減となりました。

■時間外手当の削減

　 業務の見直しや休日勤務の代休対応により、時間外勤
務手当の削減に取り組んでいます。

年度 20 21 22 23 24

支給額（百万円） 105 89 92 82 73


