
　手取川ダムでは、ダムからの放流により河川の水位が上がる時、河川に設置したスピーカーでお知らせ
しています。今後、想定を超えるような大雨により、ダムに流れ込む水量が増えた時に貯められる容量を
超えないよう行う「緊急放流」の時にサイレンが鳴ります。

スピーカーから音声案内と警報音が鳴ります。

緊急放流（異常洪水時防災操作）
ダムに流れ込む水量が増えた時に、ダ
ムに貯められる容量を超えないように
実施。

緊急放流時のサイレンが聞こえたら…
→川から離れ、自治体からの避難情報
に注意してください

サイレンが３回鳴ります。

放流警報設備
（スピーカーとサイレン）

問い合わせ
国土交通省　金沢河川国道事務所
TEL（076）256-7310　　FAX（076）256-7557 ( 手取川ダム管理支所 )
TEL（076）264-9916　　FAX（076）233-9612 ( 河川管理課 )

洪水期制限水位
通常時この水位より下で管理しています。

さらに「緊急放流」を行う時の警報

ダム放流により水位が上がる時の警報
ダムに流れ込む水量を貯めつつ、流れ
込む水量より少ない水量を流します。

ダムに流れ込む水量をそのまま
下流へ放流します。

手取川に設置されている放流警報設備配置図

　音声案内の内容

「ただいまよりダムから水を流します。
危ないので川に入らないでください。
川に入っている人は川から上がってく
ださい」 ダム放流により河川の

水位が上がります。

スピーカーより広い
範囲で聞こえます

想定を超えるような大雨の場合、
緊急放流によりさらに水位が上が
る可能性があります。
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放流警報設備

問 /税務課（☎ 58‐2206、FAX58‐2292）

申告の準備はお済みですか？

市民税・県民税の申告、所得税の確定申告を受け付けます

●  申告受付会場を開設します
　市民税・県民税の申告、所得税の確定申告の受付・
相談を市役所本庁舎で行います。受付期間は、２月
17日（月）から３月16日（月）までです（土日祝日を除く）。

受付会場 受付期間 時間
市役所本庁舎
1階大会議室

2月 17 日 (月 ) ～ 3 月 16 日 (月 )
（土日祝日を除く）

9時
～ 16 時

● 税務署の確定申告会場は 2月 17 日（月）から
　小松税務署での確定申告書受付は、２月 17 日（月）
から３月 16 日（月）までです（土日祝日を除く）。　
なお、税務署の確定申告会場の受付時間は、９時か
ら 16 時です。期間中、確定申告会場は混雑しますの
で、時間に余裕を持ってお越しください。また、国
税庁ホームページ「確定申告等作成コーナー」では、
ご自宅などで申告書等を作成、印刷し、郵送等で提
出できますので、ぜひご利用ください。

（１）ふるさと納税制度の見直し
　ふるさと納税（市民税・県民税にかかる寄附
金税額控除の特例控除額部分）の対象となる地
方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定す
ることとなりました。指定を受けていない地方
団体に対して、令和元年 6月 1 日以降に支出さ
れた寄附金は、ふるさと納税の対象外となりま
すのでご注意ください。ただし、所得税の所得
控除および市民税・県民税の基本控除部分につ
いては対象となります。
　総務大臣が指定する地方団体については、総
務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイ
ト」をご覧ください。

受付会場 受付日 時間

根上窓口センター 2月 26 日 (水 )・28 日 (金 )・
３月２日 (月 ) 9 時

～ 12 時
寺井地区公民館 ３月４日 (水 )・６日 (金 )・

９日 (月 )

税理士による無料確定申告相談会の日程
　税理士（北陸税理士会小松支部）による所得税・
消費税無料税務相談
対象者　小規模納税者（前年分所得金額が 300
万円以下の事業所得者）、給与所得者、年金受給
者など
日時　２月 22 日 (土 )10 時～ 16 時（12 時～ 13 時
を除く）
場所　アル・プラザ小松　1階レバリーホール（小
松市園町ハ 23 番 1）
問い合わせ　北陸税理士会小松支部（☎ 24‐6801）

● 臨時申告受付窓口を開設
　交通手段がないなどの理由により、本庁舎への来
庁が困難な方を対象に、臨時申告受付窓口を次のと
おり開設しますのでご利用ください。
※市民税・県民税の申告も受付します。

● 税理士による申告会場出張相談
　２月 17 日（月）から２月 28 日（金）までの期間（土
日祝日を除く）、市役所本庁舎の申告受付会場におい
て、税理士による確定申告の出張相談を実施しますの
で、お気軽にご利用ください。

申告の作成・相談について

ふるさと納税制度と住宅ローン控除が変わります

税務署からのお知らせ

（２）住宅ローン控除の拡充
　消費税率10％が適用される住宅取得等について、
令和元年 10 月 1 日から令和 2 年 12 月 31 日まで
の間に居住の用に供した場合、住宅借入金等特別
税額控除（住宅ローン控除）の控除期間が 10 年か
ら 13 年に延長されることとなりました。
　なお、11 年目以降の 3年間については、各年に
おいて以下のいずれか少ない金額が控除されます。
１．建物購入価格（税抜）の２％÷３
２．住宅ローン年末残高の１％ 出典：国土地理院
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　65 歳以上の要介護認定者で下表に該当する方は、
身体障害者手帳などをお持ちでなくても、所得税や市
民税・県民税の申告で障害者控除または特別障害者控
除の適用を受けられます。手続きには、市が発行する
「障害者控除対象者認定書」が必要です。
▶ 認定書の申請・交付場所　介護長寿課、寺井・根
上窓口センター

障
害
者

①認知症高齢者の日常生活自立度がⅡランク
（Ⅱランク：日常生活に支障をきたすような症状・
行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが
注意していれば自立できる状態）
②障害高齢者の寝たきり度がＡランク
（Ａランク：屋内の生活はおおむね自立しているが、
介助なしには外出できない状態）

特
別
障
害
者

①認知症高齢者の日常生活自立度がⅢランク以上
（Ⅲランク：日常生活に支障をきたすような症状・行
動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする
状態）
②障害高齢者の寝たきり度がＢランク以上
（Ｂランク：屋内の生活で介助を要し、日中もベッド
上の生活が主体であるが、座位が保てる状態

問 /介護長寿課（☎ 58‐2233、FAX 58‐2292）

要介護認定者の
障害者控除について

　国民年金は、20 歳以上 60 歳未満の方が加入し、保
険料を納める制度です。
　受け取れる年金には老齢年金、障害年金、遺族年金
の 3つがあり、年をとった時、病気や事故で障がい
が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働
いている世代みんなで支える仕組みとなっています。
　国が責任をもって運営するため、年金の給付は生涯
にわたり保障されます。
● 学生納付特例制度
　学生で本人の所得が一定額以下の場合、保険料の納
付が猶予される制度です。対象は、学校教育法に規定
する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、
専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校
に在学する方です。
● 納付猶予制度　学生でない 50 歳未満の方で本人お
よび配偶者の所得が一定額以下の場合、保険料の納付
が猶予される制度です。※他に、所得に応じた免除制
度があります。
▶ 詳しくは小松年金事務所へお問い合わせください。
▶ 問い合わせ　小松年金事務所（☎ 24‐1791）
保険年金課（☎ 58‐2236）

くらしに関する情報をお知らせします

問 /保険年金課（☎ 58‐2236、FAX 58‐2293）

新成人の皆さんへ
20歳になったら国民年金

　市内に在住する外国人に日本語を教えるサポーター
を養成する講座です。入門・基礎・実践の全講座を受
講し、基礎知識を身に付け、能美市で活躍していただ
ける意欲的な方を募集します。
▶ 日時 入門講座…3月 17 日㈫・24 日㈫
 14 時～ 16 時
 ※基礎・実践講座は来年度開催
▶ 場所 寺井地区公民館
▶ 対象 日本人市民（市外の方も可）
※受講修了後、市が開催する日本語教室でボランティ
アとして活動できることが条件
▶ 定員　20 名 ▶ 受講料　1,000 円
▶ 教材費　自己負担 ▶ 締め切り　２月20日（木）

申・問 /能美市国際交流協会（☎ 57‐3751）

日本語サポーター養成講座
参加者募集

がん医療機関検診は
１月 31日（金）で終了します

　今年度、がん検診はお済みですか。市のがん検診期
間の終了が迫っています。希望される方はお早めにご
予約、受診をお願いします。
▶ 対象者　今年度がん検診、がんドックを受診され
ていない方

▶ 持ち物　がん検診受診券、受診料金、健康保険証

▶ その他　指定医療機関、受診料金などについては
「能美市健診・がん検診のご案内」（6月送付）をご覧
ください。

胃がん（40 歳以上）、前立腺がん（50 ～ 74 歳の男性）、
子宮がん（20 歳以上の女性）、乳がん（40 歳以上の女性）
肺がん（50・55・60・65・70 歳）

※受診券を紛失された方は再発行ができます。再発行には３日
ほどかかりますのでお早めにお問い合わせください。

問 / 健康推進課（☎ 58‐2235、FAX 58‐6897）
　農林水産省では、２月１日現在で全国一斉に「2020 年農林業センサス」を実施します。
　この統計調査は、農林業をとりまく実態と変化を総合的に把握することを目的に、５年
に１度実施する大切な調査です。
　１月中旬から農林業を営んでいる皆様のところに、調査員が調査票の記入をお願いに伺
いますので、調査票への記入またはインターネットでの回答にご協力ください。

農林業センサスを実施します

問 /上下水道課（☎ 58‐2260、FAX 58‐2296）

２月請求分から消費税率 10％が適用となります

水道料金・下水道使用料の消費税率改定について

　令和元年 10 月 1日から消費税率が改定されたことに伴い、水道料金と下水道使用料は令和２年２月請求分（令和元
年 12 月使用分）から消費税率 10％が適用となります。
　なお、今回の改定は消費税率の変更のみで、水道料金と下水道使用料の単価は現行のままです。

令和元年 令和２年
９月 10月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月

令和元年
９月 30 日
以前から
使用して
いる場合

９月検針日～11月検針日
までの使用分
消費税率：８％

12 月請求 １月請求

11月検針日～１月検針日
までの使用分
消費税率：10％

２月請求 ３月請求

令和元年
10 月１日
以降に使用を
開始した場合

使用開始日～１月検針日
までの使用分
消費税率：10％

２月請求 ３月請求

問 / 農業委員会（☎ 58‐2256、FAX 58‐2297）

全額社会保険料控除になり節税もできます

「農業者年金」で老後の備えを

　農業経営だけでなく、自分名義の農地を持っていな
い農業者や、配偶者・後継者などの家族農業従事者も
加入することができます。
　保険料とその運用益が将来の年金になる積立方式
で、終身にわたり支給されます。保険料は月２万円か
ら６万 7000 円まで選ぶことができます。また、認定
農業者など担い手を対象に保険料の国庫補助がありま
す。詳しくは、農業委員会までお問い合わせください。
▶ 加入条件　国民年金の第 1号被保険者で、年間 60
日以上農業に従事する 60 歳未満の方

　物品購入、管理業務委託など、市と取引を希望す
る方（事業所）は申請が必要です。
　必要書類や申請方法については、市のホームペー
ジでご案内しています。ご確認いただき、期日まで
に管財課へご提出ください。
▶ 有効期間　令和２・３年度
▶ 受付期間　２月３日（月）～２月 28 日（金）
　　　　　　９時～ 17 時
※土・日曜日、祝日は除きます。
※郵送の場合、２月 28 日消印有効

　上下水道料の
　夜間相談窓口を開設します

　３月までの冬期間、上下水道
料の納付に関する夜間の相談窓
口を開設します。
　コンビニ納付を利用できない
方もご利用ください。

開設日 毎週木曜日 20 時まで 
 最終日：3月 26 日㈭
場　所 上下水道課
　　　　（寺井分室内）　

検針日 検針日

検針日 検針日

検針日
使用
開始日

問 / 管財課（☎ 58‐2205、FAX 58‐2290）

問 / 市長戦略室（☎ 58‐2204、FAX 58‐2291）

令和２・３年度
入札参加資格申請について

農業や林業を営んでいる皆さまへ
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募集職種 採用予定人員 勤務時間 勤務場所 休日 受験資格・その他

特別支援
教育支援員
（時給）

若干名
8時 15 分～ 15 時 15 分まで
の間６時間以内
（週 30 時間以内） 

市内小・中学校
土・日曜日、
祝日、年末年始、
学期休み

能美市またはその周辺に居住
する通勤可能な人
短大卒以上

学校給食
調理員
（月給）

若干名
8時 10 分～ 16 時 10 分
当番制あり（7 時 30 分～：
数回 /月）

市内小・中学校、
辰口学校給食センター

土・日曜日、
祝日、年末年始

能美市またはその周辺に居住
する通勤可能な人
調理師免許の有無を問いません

学校給食
調理員
（時給）

若干名
8時 10 分～ 16 時 10 分まで
の間６時間程度
（週 30 時間程度） 

市内小・中学校、
辰口学校給食センター

土・日曜日、
祝日、年末年始、
学期休み

能美市またはその周辺に居住
する通勤可能な人
調理師免許の有無を問いません

学校給食
配膳補助
（時給）

１名 11 時～ 14 時 市内小・中学校
土・日曜日、
祝日、年末年始、
学期休み

能美市またはその周辺に居住
する通勤可能な人
調理師免許の有無を問いません

学校校務員
（時給・月給）

①２名
②５名
③１名

①時給（小・中学校）午前勤務
7時 30 分～ 12 時 30 分の間
の４時間
②時給（小学校）午後勤務
13 時～ 17 時
③月給（中学校）11時～ 19時

市内小・中学校 土・日曜日、
祝日、年末年始

能美市またはその周辺に居住
する通勤可能な人
※業務内容が異なるため、①
は女性、②、③は男性が望ま
しい。

学校図書館
司書
（時給）

１名
8時 30 分～ 16 時 30 分まで
の間の６時間程度  （週 30 時
間程度）

市内小・中学校
土・日曜日、
祝日、年末年始、
学期休み

司書資格を有するまたは令和
２年３月までに取得見込の人
能美市またはその周辺に居住
する通勤可能な人

スクール・
サポート・
スタッフ
（時給）

若干名
８時 15 分～ 15 時 15 分まで
の間の６時間以内  （週 30 時
間以内、年間 40 週以内）

市内小・中学校
土・日曜日、
祝日、年末年始、
学期休み

能美市またはその周辺に居住
する通勤可能な人
（業務内容：教員の業務のうち、
児童生徒の指導に直接関わら
ない業務を補助する。）

募集職種 採用予定人員 勤務時間 勤務場所 休日 受験資格・その他

事務補助 ２名
平日（週５日）
8時 30 分～ 17 時 15 分
（週 35 時間）

市役所
土・日曜日、祝日、
年末年始
（業務により休日勤務が
ある場合があります。)

能美市またはその周辺に居住する通勤
可能な人
パソコン操作（ワード・エクセル）が
できる人

事務補助
（障がい者枠） ２名

平日（週 5日）
8時 30 分～ 17 時 15 分
（週 35 時間）

市役所 土・日曜日、祝日、
年末年始

障がいがあり、介助なしに業務が可能
な人で、能美市またはその周辺に居住
する通勤可能な人
パソコン操作（ワード・エクセル）が
できる人

※障がいのある方の就労に向けた相談も受付けています。教育総務課までお尋ねください。

能美市教育委員会会計年度任用職員（非常勤職員）募集 能美市会計年度任用職員 ( 非常勤職員 ) 募集

募集職種 採用予定人員 勤務時間 勤務場所 休日 受験資格・その他

作業員
　（月給）　 １名 8時 30 分～ 17 時 15 分

（週 35 時間） 
能美市根上フラワーセン
ター（西二口町 60 番地 1）

週休２日、
年末年始

市内またはその周辺に居住す
る通勤可能な方

●申し込み方法…１月31日 (金 )までに（必着）、市販の履歴書(JIS規格A3版 )に必要事項を記入の上、農林課へ提出してください。
●問い合わせ……農林課（☎ 58-2256）〒 923-1198　能美市寺井町た 35 番地

●申し込み方法…１月24日 (金 )までに（必着）、市販の履歴書(JIS規格A3版 )に必要事項を記入の上、総務課へ提出してください。
●試験について…一次試験が書類選考、二次試験が面接です。（日程等は、申込者に直接連絡します。）
●問い合わせ……総務課（☎ 58-2200）〒 923-1297　能美市来丸町 1110 番地

●申し込み方法…１月 17 日 (金 ) までに（必着）、市販の履歴書 (JIS 規格 A3 版 ) に必要事項を記入の上、教育総務課へ提出して
ください。
●試験について………一次：書類選考　二次：面接　（面接日程等は、申込者に直接連絡します。）
●問い合わせ……能美市教育委員会　教育総務課（☎ 58-2270）　〒 929-0113　能美市大成町ヌ 118 番地

募集職種 採用予定人員 業務内容 受験資格・その他

社会福祉士
（中級程度） １人程度

本会が実施している各
種事業の相談および
コーディネート業務

昭和 60 年４月２日から平成 10 年４月１日までに生まれ、社会福祉
士の資格を有する人、もしくは令和２年３月 31 日までに取得見込み
の人で、能美市もしくはその周辺に居住、または居住見込みで、通勤
可能な人。ただし、受験資格の欠格条項があります。

募集職種 採用予定人員 業務内容 勤務時間・休日

施設業務員
（月給） １人 老人福祉センター

の受付・清掃

８時 30 分～ 17 時 15 分までの間の
７時間（週 35 時間）土・日曜日・
祝日・年末年始休み。ただし、配属
場所（市内）により異なります。

65 歳未満で能美市または能美市周
辺に居住する通勤可能な人

事務員
（月給） １人

福祉団体の事務
（会議や研修の企
画・実施、連絡調整、
資料作成、会計等）

８時 30 分～ 17 時 15 分までの間の
７時間（週 35 時間）
土・日曜日・祝日・年末年始休み

65 歳未満で能美市または能美市周
辺に居住する通勤可能な人で簡単
なパソコン操作（ワード・エクセル）
のできる人

◆ 能美市社会福祉協議会非常勤職員（雇用期間：令和２年４月１日～令和３年３月 31日）

◆ 能美市社会福祉協議会職員（追加募集）( 令和２年４月 1日採用 )

◆ 事務補助

任用期間：令和２年４月１日～令和３年３月31日任用期間：令和２年４月１日～令和３年３月31日

◆ 能美市根上フラワーセンター

◆ 保育園・放課後児童クラブ

◆ 精神保健福祉士

◆ 保健師

●申し込み方法…能美市社会福祉協議会で交付する申込書に必要事項を記入し、１月 10 日（金）までに必要書類を添えて、同協
議会へ提出してください。申込書は、同協議会ホームページからもダウンロードできます（郵送の場合は、簡易書留で当日必着）。
●試験日について……一次試験日：１月 26 日（日）　※二次試験日・内容は、一次試験合格通知にあわせてお知らせします。
●問い合わせ……能美市社会福祉協議会（☎ 58-6200）〒 923‐1121　寺井町た８番地 1（ふれあいプラザ２階）

●勤務場所………能美市社会福祉協議会（ただし、配属場所（市内）により異なります）。
● 申し込み方法…１月 24 日（金）までに（必着）、市販の履歴書（JIS 規格Ａ３版）に必要事項を記入の上、能美市社会福祉協議
会へ提出（郵送可）してください。
●試験について…試験はいずれの職種も一次試験が書類選考で、二次試験は面接試験です（日程等は、申込者に直接連絡します）。

【お詫びと訂正】　広報のみ 12 月号 11 ページ「能美市社会福祉協議会職員募集」の記事内において、試験日及び申し込み締め切
り日を「令和２年」と表記するところを「令和元年」と誤って記載しておりました。お詫び申し上げ訂正いたします。

募集職種 採用予定人員 勤務時間 勤務場所 休日 受験資格・その他

保育士 若干名 ８時 30 分～ 16 時 30 分 市内保育園 土・日曜日、祝日、
年末年始

保育士資格を有し、能美市また
はその周辺に居住する通勤可能
な人

看護師 若干名 ８時 30 分～ 16 時 30 分 市内保育園 土・日曜日、祝日、
年末年始

看護師資格を有し、能美市また
はその周辺に居住する通勤可能
な人

調理員 若干名 ８時 30 分～ 16 時 30 分 市内保育園 土・日曜日、祝日、
年末年始

栄養士資格または調理師免許を
有し、能美市またはその周辺に
居住する通勤可能な人

放課後児童
クラブ支援員
（時給）

若干名
月～金曜日は 14 時～ 18 時
30 分
土曜日・夏・冬休みは８時
～ 18 時（交代制）

市内放課後
児童クラブ

日曜日、祝日、
年末年始

保育士、学校教育法の規定によ
る教諭、幼稚園教諭免許を有す
る人または、放課後児童クラブ
の指導に意欲のある人
能美市またはその周辺に居住す
る通勤可能な人

募集職種 採用予定人員 勤務時間 勤務場所 休日 受験資格・その他

保健師 若干名
平日（週５日）
８時30分～17時 15分
（週 35 時間）

能美市健康
福祉センター

土・日曜日、祝日、年末年始
（業務により休日勤務がある場合が
あります。）

保健師の資格を有し、能
美市またはその周辺に居
住する通勤可能な人

募集職種 採用予定人員 勤務時間 勤務場所 休日 受験資格・その他

精神保健
福祉士 １名

平日（週５日）
８時30分～17時 15分
（週 35 時間）

市役所
土・日曜日、祝日、年末年始
（業務により休日勤務がある場合が
あります。）

精神保健福祉士の資格を
有し、能美市またはその
周辺に居住する通勤可能
な人

能美市社会福祉協議会職員・非常勤職員募集

●申し込み方法…１月 24 日 (金 ) までに（必着）、市販の履歴書 (JIS 規格 A3 版 ) に必要事項を記入の上、健康推進課へ提出して
ください。
●試験について…一次試験が書類選考、二次試験が面接です。（日程等は、申込者に直接連絡します。）
●問い合わせ……健康推進課（☎ 58-2235）〒 923-1121　能美市寺井町ぬ 48 番地

●申し込み方法…１月24日 (金 )までに（必着）、市販の履歴書(JIS規格A3版 )に必要事項を記入の上、福祉課へ提出してください。
●試験について…一次試験が書類選考、二次試験が面接です。（日程等は、申込者に直接連絡します。）
●問い合わせ……福祉課（☎ 58-2230）〒 923-1297　能美市来丸町 1110 番地

●申し込み方法…１月 24 日（金）までに（必着）、市販の履歴書（JIS 規格 A3 版）に必要事項を記入の上、子育て支援課へ提出
してください。
●試験について…一次試験が書類選考、二次試験が面接です。（日程等は、申込者に直接連絡します。）
●問い合わせ……子育て支援課（☎ 58-2232）　〒 923-1297　能美市来丸町 1110 番地
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  (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

有
料
広
告
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