
  (1) 平均年齢および平均給料月額の状況（H31.4.1）

区　分 平均年齢 平均給料月額

一般行政職 40.8 歳 　296,684 円 

(4) 職員の初任給の状況（H31.4.1）
区　分 金　額

一般行政職
大学卒 180,700 円

高校卒 148,600 円

(2) 人件費の状況（普通会計決算）

区　分
歳出額 A
（千円）

人件費 B
（千円）※

人件費率
B/A（%）

（参考）平成 29 年度の
人件費率（%）

平成 30 年度 22,378,087 3,464,582 15.5 14.7

(3) 職員給与費の状況（普通会計予算）

区　分 職員数
Ａ（人）

給与費（千円） １人当たり給与費
Ｂ / Ａ（千円）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計Ｂ

平成 31年度 512 1,726,955 263,036 692,784 2,682,775 5,240
※ 給与費は、当初予算に計上された額です。職員手当には退職手当を含みません。

(5) ラスパイレス指数の状況

平成 30年度

95.3

区　分 H30.4.1 H31.4.1 増減

一般行政職 366 382 ＋ 16

特別行政職（教育） 42 40 －２

特別行政職（消防） 88 90 ＋２

公営企業職等 205 196 －９

計 701 708 ＋７

部門別職員数に関する状況（単位：人）

職員の給与に関する状況

特別職の給料・報酬の状況
（H31.4.1）

職員の勤務時間その他勤務条件の状況および服務の状況

(6)  職員手当 ( 期末手当、勤勉手当、退職手当など ) の状況　（令和元年度）

イ　退職手当 （支給率は国と同じ）

区　分 自己都合 勧奨・定年

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分

勤続 25 年 28.0395 月分 33.270750 月分

勤続 35 年 39.7575 月分 47.7090 月分

最高限度 47.7090 月分 47.7090 月分

ア　期末手当、勤勉手当 （支給率は国と同じ）

区　分 期末手当 勤勉手当

６月期 1.3 月分 0.925 月分

12 月期 1.3 月分 0.925 月分

計 2.60 月分 1.85 月分
※職制上の段階、役職などによる加算措置あり。

ウ　特殊勤務手当（平成 30年度）

支給職員の割合
（職員全体に占める割合） 42.8%

平均支給年額
（支給対象職員１人当たり） 108,303 円

手当の種類

1児童保育従事手当
2行旅死亡人等の取扱従事手当
3市立病院勤務手当
4医療調査研究従事手当
5変則勤務従事手当（病院勤務）
6廃棄物処理業務に従事する
職員の特殊勤務手当
7消防業務に従事する職員の
特殊勤務手当

ラスパイレス指数とは、国家公務員の
給与水準を 100 とした場合の地方公務
員の給与水準を示す指数です。

市職員の給与などの
　　　　　　あらまし
能美市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例により、

毎年その内容を公表しています。
問い合わせ　総務課（☎ 58‐2200、 FAX 58‐2290）

区　分 給料・報酬月額

給　料
市長
副市長
教育長

890,000 円
715,000 円
655,000 円

報　酬
議長
副議長
議員

450,000 円
390,000 円
370,000 円

期 末 手 当
（令和元年度支給割合）

６月期 1.675 月分

12 月期 1.675 月分

計 3.35 月分

(2) 年次有給休暇の取得状況（H30.1.1 ～ 12.31）
総付与日数

Ａ
総取得日数

Ｂ
対象職員数

Ｃ
平均使用日数

Ｂ／Ｃ
消化率
Ｂ／Ａ

   23,658 日     4,252.2 日      579 人      7.1 日 18%

(1) 職員の勤務時間の状況
1 週間の勤務時間 38 時間 45 分

勤務時間   8 時 30 分～ 17 時 15 分  

休憩時間 12 時～ 13 時
※業務の性質により、左記の勤務時間によることができない勤務箇所の勤務時間は、別に定めて
います。

※対象職員数は、平成 30年 1月1日～12月31日までの全期間在職した職員数
※給付与日数には、前年からの繰り越し分を含む

１

２

３ ４

※人件費Ｂには、職員に支払われる給与のほか、市長、副市長、教育長および市議会議員などの特別職に支払われる給料・報酬および共済費の負担金などを含
みます。数値は「地方財政状況調査（決算統計）」から引用しており、決算書とは異なります。

このコーナーでは、催しや募集情報など、
市に関わるさまざまな情報を掲載しています。

国有財産を一般競争入札により売却し
ます。対象物件は未利用で境界に争い
が無く権利関係は整理されています。
公示 １月８日㈬ 受付期間 １月 29 日㈬～
２月 12 日㈬ 所在地 徳久町レ 37 番３
（264.66 ㎡） 問 北陸財務局 ( ☎ 076‐
292‐7875)

●「今日の星空解説」約 15分
●「星の一生～いのちの物語～」約
12分　●冬休み期間中の午前は「Field 
of the Heavens ～星の歌～」約 12 分
投映時間　 平日（１回）15 時 30 分
土・日・祝日冬休み期間中（２回）11 時、
14 時 30 分 
費 小学生以上 100 円　未就学児は保
護者同伴でお願いします。
問根上学習センター（☎ 55‐8560、
FAX 55‐8573）

♦特別企画展「青い九谷～染付の展開～」展
ブルーアンドホワイトと英訳される染
付磁器は、中国の明時代から清時代の初
めに我が国へ大量にもたらされました。
その技法は国内に伝播し現代九谷に繋
がっています。染付の展開を示す作品と
資料約30点を展示する予定です。
期１月15日㈬～３月15日㈰ 所  紫の間
♦第16回石川県陶芸協会展
九谷焼や大樋焼など石川県を代表する
陶芸作家で構成する県陶芸協会の作家
作品34点を展示。
期～３月15日㈰ 所  緑の間
料 一般430円・高校生以下無料（浅蔵
五十吉美術館と共通券です）九谷焼資
料館（☎58‐6100）

♦成人式振袖見学会
今年も、現在高校生とその親御様を対
象に振袖見学会を開きます。衣装部の
振袖全商品を見て頂ける機会です。
※見学会ですので試着はできません。
期２月８日㈯10時 30分～ 12時
♦令和３年成人式振袖予約展示会
新作を準備してお待ちしています。
期２月８日㈯ 13時～ 15時（根上校下
婦人会員限定先行予約日）、９日㈰９時
～ 15時（一般の方対象） 対 平成 12年
４月２日～平成 13年４月１日生まれ
の方
所根上校下婦人会貸衣装室（根上窓口
センター２階）問根上校下婦人会 衣装
部（☎ 55‐4157）

建設産業では、建設リサイクル法に基
づき、発注者及び受注者が一体となっ
て「分別解体」と「リサイクル」を積
極的に推進しています。
公共工事に限らず、一般家屋の解体の
際、優良業者の選定や解体業者に適正
な分別解体・リサイクルを促すなど、
皆様のご理解とご協力をお願いします。
問 北陸地方建設副産物対策連絡協議会
事務局（☎025-280-8880）

１月の替わり湯は『レモン湯』を予定
しています。ぜひご家族やご友人とお
楽しみください。
期 １月７日㈫ 所 里山の湯（露天風呂）
費 大人 520 円、小人 100 円、３歳未
満無料 
問 温泉交流館 里山の湯（☎ 51‐2183）

九谷焼資料館１月の催し成人式振袖見学会
令和３年成人式振袖予約展示会

分けよう建設副産物！
進めようリサイクル！

里山の湯月替わり湯

「星の会」の方々の楽しい解説ととも
に、季節の星空を楽しみませんか。
星空教室☆すばるのはなし
期１月 19 日㈰10 時 20 分 所 根上学習
センター プラネタリウム 定 40 人
星空観察会☆すばるとオリオン大星雲
期１月 25 日㈯ 19 時 所 根上学習セン
ター駐車場（天候不良の場合はプラネ
タリウム）
問根上学習センター（☎ 55‐8560、 FAX

55‐8573）予約は不要です。

星空教室・星空観察会 根上学習センター
１月のプラネタリウム定時投映

能美市内に所在する国有財産
売却予定のお知らせ

１月は水道メーターの検針月です。15
日～末日の間に検針員が検針に伺いま
すので、検針期間中はメーターボック
ス周辺を除雪し、メーターボックスの
上に物を置いたり、駐車をしないよう
ご協力をお願いします。
問上下水道課（☎ 58‐2260）

水道メーター検針のお知らせ

市民や市出身者による随筆・俳句・川
柳・短歌や篆刻などの作品や市内小中
学生の作文、また、市美術作家協会会
員が手掛けた挿絵や写真などをつづっ
た文芸誌を発刊しました。市内各施設
で、一冊 300 円で販売しています。
販売場所 寺井地区公民館、根上総合文化
会館、図書館３館、辰口地区各コミュ
ニティセンター 料 300 円問 生涯学習
課（☎ 58‐2272、FAX 55‐8555）

「文芸能美」第 15号を発刊

お知らせ

催し
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期 =日時、開催日、期間　 所 =場所　対 =対象　定 =定員　費 =費用、料金 　持 =持ちもの　内 =内容
締 =申し込み締め切り　申 =申し込み　問 =問い合わせ　☎=電話番号　 FAX = ファクス番号　 =Ｅメールアドレス 
講座・催しなどで特に記載のないものは、どなたでも参加（申し込み）可能、料金は無料です。
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普段は社会人、学生であっても、いざ
という時には予備自衛官として、大規
模災害、防災訓練等に参加してみませ
んか。訓練は 3 年で 50 日間受けて、
その都度、手当が支給されます。
受付期間 1 月 6 日 ㈪ ～ ４ 月 10 日 ㈮ 
応募資格 【一般】18 歳以上 34 歳未満
の者【技能】資格、年齢等お問い合わ
せください 試験日 4 月 18 日㈯～ 22
日㈬の指定する 1 日 合格発表 ５月 22
日㈮
申 問 自衛隊小松地域事務所（☎ 24‐
5180）http://www.mod.go.jp/pco/
ishikawa

楽しみながら手指と頭の運動をする
「健康マージャン」の大会を行います。
ルールや対局について詳しくはお問い
合わせください。
期１月 15 日㈬ 13 時～ 16 時 所 サロン
ほっと（寺井町レ 109）費 500 円（コー
ヒー、ケーキ、賞品） 対男女年齢問わ
ず 定 24 人 締 １月８日㈬
申 問 NPO法人たすけ愛ほっと
藤田珠美（☎ 080‐3742‐0312）
西博人（☎ 090‐2837‐8208）

“要約筆記”とは、話の内容をわかり
やすくまとめ、文字にして伝える方法
です。聞こえない人・聞こえにくい人
のサポートに役立つ “要約筆記” を体
験してみませんか。
期１月 25 日～２月 15日の毎週土曜日
９時 30 分～ 11 時 30 分（全４回）
所  寺井地区公民館 対能美市在住また
は市内に通勤・通学している方で初め
て要約筆記を学ぶ方 定 10 人程度
締１月 17 日㈮
申 問 福祉課（☎ 58‐2230 FAX 58‐2294）
氏名、住所、電話番号をご連絡くださ
い。

能美市美術作家協会による作品を展示
しています（敬称略）。

問 能美市ふるさと交流研修センター
「さらい」( ☎ 57‐1212）

予備自衛官補（一般、技能）
募集案内

第７回
ほっと健康マージャン大会

要約筆記体験講座
受講生募集！

さらいギャラリー
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大豆を煮て持参する手間はなく、仕込ん
だ２㎏相当の味噌はお持ち帰り。本物と
偽物の味噌の選び方を学び、大豆の煮汁
を使ったみりんレシピもご紹介します。
期 1月 29 日㈬ 13 時～ 15 時 30 分、
２月18日㈫13時～15時30分 所岩内コ
ミュニティセンター 費 3,500 円 
申 問 sports kitchen野田(☎080‐9589
‐7460、 sportskitchen.n@gmail.com)

小学生からシニアまで、だれでも出場
できます。
大会要項は、教育委員会スポーツ振興
課および各窓口センターにあります。
期１月 26 日㈰ 受付８時～  所 白山セ
イモアスキー場 費無料 (当日会場で申
し込みも可 )
申 問能美市スキー協会事務局　
井上雅博（☎ 090-2838-6100）

太極拳やカンフーを体験しませんか。
きれいな姿勢で体幹を鍛え、体の中か
ら気持ちよく呼吸しましょう。親子で
の参加も歓迎です。
期 ２月２日㈰ 13 時 30 分～ 14 時 30
分 所 辰口福祉会館 対男女年齢問わず  
持内履き、動きやすい服装
申 問能美市太極拳協会事務局 石当
（☎ 51‐5717）

令和２年春入隊の自衛官候補生募集を
随時実施しています。
受付期間 3月 4日㈬最終 応募資格 令和２
年４月１日現在 18歳以上 33歳未満の
者 試験期日 ３月７日㈯ 最終　筆記試験
及び作文、口述試験および身体検査
申 問 自衛隊小松地域事務所（☎ 24‐
5180）http://www.mod.go.jp/pco/
ishikawa

次のとおり個室工房の使用者を募集し
ます。提出書類など詳しくはお問い合わ
せください。
使用期間 ３年以内 申込資格 九谷焼の制作
に 5年以上従事している者。または、
5年未満でも九谷焼の制作に関する専
門知識及び技能が同等以上であると知
事が認めるもの 締 １月 10 日㈮
試験日 １月 28 日㈫ 10 時～
申 問石川県立九谷焼技術研修所
（☎ 57‐3340 FAX 57‐3342）

たね味噌不要で簡単！
カビない手前味噌講座 

能美市民スキー大会
種目：大回転太極拳フェスティバル自衛官候補生募集案内

石川県立九谷焼技術者自立支援
工房個室工房の使用者募集

陶芸 書

福島 武山 南 淳一
稲實 惠子

募集

募集

有
料
広
告

時 /時間　場 /場所　問 /問い合わせ　料 /料金

１
月

５ 日（日） 能美市消防団出初式時／ 9時～　場／能美市防災センター　問／消防本部庶務課（☎ 58‐4119、 FAX 58‐6229）

12 日（日）

令和２年能美市成人式
時／ 10 時～　場／根上総合文化会館音楽ホール「タント」
平成 11年４月２日から平成 12年４月１日の間に生まれた方で、
市内中学校出身者または現在住民票が能美市にある方が対象です。
問／生涯学習課（☎ 58‐2272、 FAX 55‐8555）

15 日（水） ふれあいあいさつデー　朝の登校時間に子どもたちへ声掛けをお願いします。問／生涯学習課（☎ 58‐2272、FAX 55‐8555）

　本年秋の開館を目指して、現在、博物館を建設中です。

　少しずつ出来上がっていく博物館の様子は、博物館ホームページの「のぞいてみよう！博物館建設！」のペ
ージでもご覧いただけます。普段は見ることのできない、あんなところや、こんなところも、見ることができ
る…かも？

　新博物館の展示で使用する動画の撮
影も進んでおります。能美の美しい自
然や、歴史を皆様にお伝えするため、
職員一同、様々な工夫を凝らして、取
り組んでおります。

　新博物館のオープンは本年秋！どん
な動画に仕上がっているのか…お楽し
みに！

木のパネル（CLT パネル）が装飾され、
温かみのある外観に。

六鈴鏡を模した体験棟が姿を現しま
した。

七ツ滝の撮影

ガラスがはめ込まれ、和田山の木々
が映っています。

石器製作の様子
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