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　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を公表します。
　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」や他の地方公共団体との均衡な
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。詳
しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。

　職員の給与には、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（H26.4.1） 行 政 職 技能労務職
20 ～ 22 歳 295 万円 -
23 ～ 25 歳 325 万円 -
26 ～ 28 歳 375 万円 -
29 ～ 31 歳 445 万円 -
32 ～ 34 歳 515 万円 -
35 ～ 37 歳 523 万円 -
38 ～ 40 歳 611 万円 531 万円
41 ～ 43 歳 647 万円 571 万円
44 ～ 46 歳 690 万円 599 万円
47 ～ 49 歳 720 万円 612 万円
50 ～ 52 歳 759 万円 633 万円
53 ～ 55 歳 740 万円 635 万円
56 ～ 58 歳 765 万円 623 万円
59 ～ 60 歳 866 万円 650 万円

年齢別年間支給実績（平成 26 年度）

■人件費の状況
　平成 26 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。25 年度に国に準じた給与カットを
実施したため、対前年度比 1 億 407 万円の増となって
います。

■平成 26 年度普通会計決算より
職員給与 17 億 5,392 万円（9.5%）

歳出額
184 億 3,191 万円

普通会計に占める職員給与の内訳
・給料　　　　　11 億 3,089 万円
・賞与　　　　　 4 億 1,210 万円
・その他手当　　 2 億 1,093 万円

職員 1 人当たり 626 万円

■人件費節減の主な取り組み

役職名 年収（本来支給） 年収（減額後） 影響額

市長 1,571 万円 1,081 万円 △ 490 万円

副市長 1,257 万円 998 万円 △ 259 万円

教育長 1,127 万円 958 万円 △ 169 万円

　財政健全化のため、報酬を市長（30％）、副市長（20
％）、教育長（15％）カットしました。

■職員数の削減
　「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 年度以降で 146 人（18.2％）の削減となりました。

■時間外手当の状況
　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が、平成 26 年度は昨
年度と比べ時間外手当が増加しています。今後も限られ
た職員数の中で、市民サービスの質を高めていきます。

年度 22 23 24 25 26

支給額（百万円） 92 82 74 79 90

■職員数の状況
　平成 27 年 4 月 1 日現在の職員数（医療職含む）は
655 人（昨年度と比べ 1 人減）です。

平成26年度の市職員給与や職員数 問合先／総務課☎㊷8705　℻㊸1800
　　　　somu@city.kasai.lg.jp

■特別職の報酬の削減
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講座・イベント

簡単な運動で、健康で幸せな暮らしを

日常的に体を動かすことが健康の基本です

問合先／健康課（健康福祉会館内）☎㊷8723
　　　　℻㊷7521　kenko@city.kasai.lg.jp

■運動ポイント事業の参加者募集中（12 月 28 日まで）
　運動を継続することでポイントが貯まるポイント事業
の参加者を募集しています。運動ポイントを貯めると健
康グッズなどの記念品と交換することができます。
　健康のためには運動が大事だとわかっているけれど、
なかなか取り組むことがで
きないと思っている方、この
機会に運動を始めてみませ
んか。申込方法など、詳しく
はお問い合わせください。

対象者／市内に在住・在勤・在学する 20 歳以上の方
参加費／無料　申込期間／ 12 月 28 日（月）まで
申込先／健康課☎㊷ 6700
※希望者には歩数計を貸し出します（数に限りあり）。

■健康づくりウォーキング教室
　健康のために、気軽に始められる運動としてウォーキ
ングは最適です。安全で効果的な歩き方を学びます。
日時／ 1 月 13 日～ 2 月 17 日の毎週水曜日

10:00 ～ 11:30　全 6 回
場所／健康福祉会館　　参加費／ 1 回 150 円
定員／先着 20 人　　申込期間／ 1 月 12 日（火）まで
申込先／健康課☎㊷ 6700

ウエストポーチなどの記念品

ポイント事業や運動教室の参加者の声
・食事の指導を受けながら週 1 回の体操教室と 1 日 30
分のウォーキングを続けています。友達との交流も楽
しく運動を始める前との違う自分に驚いています。
・心身ともに気持ちよく、運動習慣が身についた。
・体が軽くなり柔らかくなった。

●ふるさと再発見の旅
　「赤穂義士ゆかりの寺　久学寺を訪ねて」
　「浅野藩三がく寺」のひとつである久学寺で、大石内蔵
助などの直筆の手紙や、四十七士の木彫り像などをご覧
いただき、義士祭に参列後、住職による法話を聴きます。
日時／ 12 月 14 日（月）11:20 ～ 15:00
集合場所／いこいの村はりま
コース／いこいの村はりまで昼食～久学寺義士祭～女切
峠・東光寺・礒崎神社～いこいの村はりま
参加費／ 1,500 円（昼食代・保険代）
定員／先着 40 人
主催／歴史街道ボランティアガイド、いこいの村はりま、
加西市観光まちづくり協会
申込先／観光案内所（8:30 ～ 17:30）☎㊷ 8823

「暮らしの安心・安全」講演会
消費者トラブルは複雑・多様化して
います。トラブルに巻き込まれない
ためには、きちんとした知識を持
ち、自ら判断するチカラが求められ
ます。自分自身や大切な家族が、ト
ラブルに巻き込まれないよう楽しく
学びましょう。「知ってて損はない」

「知らないと怖い」という情報がた
くさんあります。
日時：12/12（土）13:30 ～
場所：市民会館 2 階視聴覚室
講師：大森節子さん（NPO 法人 C・
キッズ・ネットワーク）
参加費：無料
主催：加西市くらしと生活を守る会
問合先：ふるさと創造課☎㊷ 8706

加西市ネット見守り隊
 合同研修会

■意外と知らないインターネットや
スマホ・タブレットの落とし穴
インターネットや SNS などの使用
によるトラブルの現状、危険性等を
学びます。
日時：12/12（土）9:30 ～ 11:00
場所：健康福祉会館大会議室（ホール）
講師：篠原嘉一さん（兵庫県情報セ
キュリティサポーター）
受講料：無料　※申込不要
問合先：総合教育センター☎㊷ 3723

市民会館からのお知らせ
■「スギテツ」ワークショップツアー

「おんがくブラボー」（NHK・E テレ）
で話題のヴァイオリンとピアノのデュオ。
日時：2/11（木）13:00 ～
開場 12:30 ～
料金：一般 800 円、3 歳～小学生
500 円、親子券 1,000 円
■カルチャークラブ後期受講生募集
講座：バレエ、ジャズダンス、ウク
レレ、フラ、イスヨガ、スケッチ、
太極拳など
● 1day 講座「飾り寿司講座」
日時：1/22（金）10:00 ～ 12:00
定員：先着 24 人
参加費：3,180 円（材料費込）
場所・申込先：市民会館☎㊸ 0160
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