
市職員の給与・人数等の状況市職員の給与・人数等の状況

令和３年度 入札参加資格審査申請受付令和３年度 入札参加資格審査申請受付

　地方公務員法第５８条の２の規定ならびに甲賀市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定によ
り、市職員の給与、人数などについてお知らせします。
　なお、この内容のほか、詳細は市ホームページでもご覧いただけます。

　市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等、役務提供および物品供給等の入札参加資格審査申
請を下記のとおり受け付けます。申請書、添付書類等の詳細は、提出要項（市ホームページに掲載、または管
財課契約検査係および土山・甲賀大原・甲南第一・信楽地域市民センターで配布中）をご覧ください。

※�市内業者および準市内業者（甲賀市内に
ある本店、支店または営業所）の受付は左
記のとおりです。
※�建設工事のみ、事業所住所別で受付日が
異なりますので、ご注意ください。
※�市外業者の受付については、市ホーム
ページ掲載の提出要項をご覧ください。

人事課　人事係　☎69-2122　FAX 63-4086�／�給与係　☎69-2123　FAX 63-4086問合せ

管財課　契約検査係　☎６９-２１２７　FAX６３-４６２７問合せ

部門別職員数の増減 人件費の状況（令和元年度普通会計決算）

職員の平均給料月額および平均年齢の状況（令和2年4月1日現在普通会計）

職員の初任給の状況（令和2年4月1日現在普通会計）

（各年４月１日現在）� （単位：人）

（注）�特別行政の教育欄は教育委員会事務局職員の人数で
あり、市内小中学校の教員は含まれません。

部 門 令和元年 令和２年 増減

普
通
会
計

一
般
行
政

議会 6� 6� 0�
総務企画 158� 160� 2�

税務 36� 35� -1�
民生 214� 206� -8�
衛生 33� 31� -2�
労働 6� 6� 0�

農林水産 29� 29� 0�
商工 14� 14� 0�
土木 58� 56� -2�
小計 554� 543� -11�

特
別
行
政

教育 122� 123� 1�
消防 0�
小計 122� 123� 1�

公
営
企
業
等
会
計

病院 76� 74� -2�
水道 25� 24� -1�

下水道 15� 15� 0�
その他 52� 51� -1�
小計 168� 164� -4�

合　計 844� 830� -14�

相
そ う だ ん

談コーナー 12月15日～
1月14日 ＊印のある相談は市内在住の方の

みが対象です。

相談相談はは無料無料ですので、ですので、
お気軽にお越しください。お気軽にお越しください。

相 談 内 容 ／ 問 合 先 開 催 日 時 間 場 所
人権なんでも相談＊ 1月��5日（火）

13時30分～
16時

甲南公民館（忍の里プララ）

人権擁護委員が相談に応じます。
※申込不要
問 大津地方法務局　甲賀支局総務係
☎62-1828　Ｆax62-1748

1月��6日（水） 甲賀大原地域市民センター
1月��8日（金） 信楽開発センター
1月12日（火） 土山地域市民センター
1月14日（木） 水口社会福祉センター

結婚相談（婚活支援）

12月19日（土） 13時～16時 まちづくり活動センター
「まるーむ」

結婚相談員が相談に応じます。※申込不要
●持ち物／顔・全身が写った写真１枚
問 政策推進課　市民活動推進室
☎70-2595　Ｆax70-6046

生活・仕事の相談（生活支援窓口）＊
毎週月～金曜日
（祝日・年末年始を

除く）
8時30分～
17時15分

市役所
生活支援課　生活支援窓口

生活の不安や仕事などの心配に関する相談に応じます。
※申込不要
●対応者／相談支援員、就労支援員
問 生活支援課 　生活支援係
☎69-2158　Ｆax63-4085

行政相談 12月16日(水）

13時30分～
15時30分

信楽開発センター
医療保険・年金・雇用・道路のことなどへの相談・意見など
を受け付けます。 
※申込不要
●対応者／行政相談委員（総務省委嘱）
問 滋賀行政監視行政相談センター　☎077-523-1100

12月18日(金） 甲南情報交流センター（忍の里プララ）
1月4日(月) 水口社会福祉センター
1月5日(火) 土山地域市民センター
1月14日(木) かふか生涯学習館

消費生活相談
毎週月～金曜日
�（祝日・年末年始を

除く）
９時～17時 市役所　１階

消費生活センター
消費生活における契約や商品などに関する相談に応じます。
●対応者／消費生活相談員
問 消費生活センター　  ☎69-2147
　 消費者ホットライン　局番なしの１８８（イヤヤ）

年金相談
1月14日（木）
3月11日（木）
※隔月開催

10時～15時 水口社会福祉センター
2階　中会議室

●相談員／草津年金事務所職員　※要予約・先着順
問 申 草津年金事務所　
☎077-567-1311（予約専用）　Ｆax077-562-9638（予約専用）

税務相談

1月13日(水)
13時30分～
16時30分������

（受付16時まで）
水口納税協会�３階�会議室

税理士が、税務相談に応じます。
●定員／先着６人（１人３０分） ※要予約
問 申 公益社団法人水口納税協会　
☎62-1151　Ｆax63-0173

学齢期相談

毎週月・木・金曜日
（祝日・年末年始を

除く）
8時30分～
17時15分

市役所　2階
子育て政策課

学齢期（小学生～高校生頃）のお子さん、保護者、ご家族の
相談窓口です。
学校のこと、生活のこと、子育てのこと、一緒に考えましょう。
●対応者／学齢期相談員
問 子育て政策課　子育て政策係
☎69-2176　Ｆax69-2298

育ちと学びの相談＊

園や学校、市役所など
発達や教育、こころの悩みなどの相談　※電話・FAXで相談の予約をしてください。
●対象／おおむね４歳以上の幼児、小・中・高校生～青年期の方（２５歳ごろまで）
※おおむね４歳までのお子さんの相談はすこやか支援課（☎69-2169）にお問い合わせください。
問 申 発達支援課　☎69-2179　Ｆax69-2298（受付時間 9時～17時）

青少年悩みごと相談＊
不登校、いじめ、非行、不良行為、交友関係、就労・就学などの相談
※月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）の9時～16時、電話・
Eメールでも相談に応じます。

問 少年センター（水口中央公民館別館２階）
☎62-6010　Ｆax63-3977
  k-syonen@city.koka.lg.jp

11月18日時点の情報であり、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止・延期されている場合があります。
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歳出額（Ａ） 人件費（Ｂ） 人件費率 （Ｂ／Ａ）
45,191,335千円� 6,729,576千円� 14.9%

人件費の内訳
一般職員に関する人件費 5,180,028千円
市長、副市長、教育長 48,427千円
議員に関する人件費 167,724千円
各種委員に対する人件費 1,333,397千円

合　計 6,729,576千円

区分

一般行政職
637人

医療職
26人

技能労務職
14人

平均給料
月額

平均
年齢

平均給料
月額

平均
年齢

平均給料
月額

平均
年齢

普通
会計 312,870円 42歳4月 357,065円 44歳3月 293,550円 52歳5月

区分 甲賀市

一般
行政職

大学卒 182,200円
短大卒 163,100円
高校卒 150,600円

建設工事 測量・建設コン
サルタント等 物品役務等

受付日
（郵送不可）

水口地域：1月25日（月）
土山・甲賀・甲南・信楽地域：
1月26日（火）
上記日程に都合がつかない方：
1月27日（水）

1月19日（火）、
20日（水）

1月12日（火）、
13日（水）

受付場所 市役所４階　会議室402
受付時間 9時～16時（11時30分～13時30分を除く）
有効期間 １年間 1年間（中間年）
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