
水銀体温計・血圧計の集中的な回収にご協力ください
　水銀体温計などの水銀使用製品の不適正な廃棄や処分は、健康被害や環境汚染をもたらす恐れがある

ことから、適正に分別し、処理を行う必要があります。

　このことから、市では、生活環境課をはじめ、各地域市民センターやエコステーション、不燃物処理

場で回収を行っていますが、下記の期間については、薬局にご協力いただき、下記店舗に回収ボックス

を設置し、集中的に回収します。

　ご家庭で使用していない水銀体温計や水銀血圧計がありましたら集中

的な回収にご協力ください。

生活環境課　廃棄物対策係　 69-2145　 63-4582　

問合せ
すこやか支援課　健康増進係

69-2168　 63-4085

「いきいき農園」で生きがいや健康づくり
　コロナ禍のもとで家庭菜園に注目が集まる中、市では農

作業を通じて生きがいや健康づくりの推進につなげてもら

おうと「いきいき農園」の事業を行っています。

　これは、耕作されていない遊休農地や、貸し農園などを

市民農園として活用し、市民の方へ貸し出すものです。

　この市民農園を利用する際の利用料への一部を補助して

いますのでご利用ください。

回収ボックス設置期間  令和4年1月31日まで

店舗名 住所

あいこうか薬局 水口町松尾830-2

けんしん薬局 水口町松栄3-24

エムハート薬局 あやの店 水口町綾野3-31

エムハート薬局 水口店 水口町本町2丁目2-40

クオール薬局 泉店 水口町北泉1丁目127

クオール薬局 貴生川店 水口町虫生野996-30

クオール薬局 名坂店 水口町名坂90

クオール薬局 伴谷店 水口町伴中山3813-3

クオール薬局 水口店 水口町松尾744-126

さいとう調剤薬局 水口町水口5546-3

サカイ薬局 水口町虫生野1031

甲賀れいめい薬局 水口町泉1300-4

スギ薬局 水口松尾店 水口町松尾字野沢829-1

名坂調剤薬局 水口町東名坂246-1

日本調剤 水口薬局 水口町松尾1252-3

㈲ひまわり薬局 水口町虫生野中央80-2

ひまわり薬局 南林口店 水口町南林口47

ひまわり薬局 城南店 水口町水口5962

ひまわり薬局 東名坂店 水口町東名坂189-1

ひまわり薬局 水口店 水口町西林口440

ひまわり薬局 虫生野店 水口町虫生野字西浦1100-1

店舗名 住所

みんなの薬局 水口町新城689

ドラッグユタカ 水口暁店 水口町暁5133番

せせらぎ調剤薬局 水口町京町6-12

スギ薬局水口西店 水口町北泉二丁目10番地

キリン堂　水口店 水口町水口5555番地

ウエルシア甲賀水口貴生川店 水口町貴生川2-62

エムハート薬局　北土山店 土山町北土山1678番地

このはな薬局 土山町徳原450-1

甲賀みえる薬局 甲賀町滝2235-1

甲賀薬局 甲南店 甲南町野尻499-1

㈲こうなん薬局 甲南町葛木1025-1

阪神調剤薬局　滋賀甲南店 甲南町葛木957番地3

(有)ヤクモ莎香堂薬局 甲南町葛木1004-1

そらな薬局 甲南町寺庄1098

やくさ薬局 甲南町希望ヶ丘本町6丁目
857-78

キリン堂　甲南町店 甲南町竜法師338-3

吉田薬局 甲南町寺庄902

さいとう調剤薬局 信楽店 信楽町長野1336-6

フラワー薬局　信楽店 信楽町長野479-13

城山薬局 信楽町長野623-3

対 象 者  市内に住所を有し、市税を滞納していない方
補助金額  利用料等の半額（年間最大5,000円）を3年間
※対象の市民農園は順次拡大中です。
　詳細は市ホームページをご覧ください。

自宅に畑はないんだけど・・・

そんな時は「いきいき農園」の

ご利用を！

※破損しているものは薬局では回収しません。袋などに入れ生活環境課へお持ちください。

問合せ

市職員の給与・人数等の状況

①部門別職員数の増減
　（各年4月1日現在）

②人件費の状況（令和２年度普通会計決算）

人件費の内訳

③職員の平均給料月額及び平均年齢の状況
（令和3年4月1日現在普通会計）

④職員の初任給の状況
（令和3年4月1日現在普通会計）

　地方公務員法第58条の2の規定並びに甲賀市人事行政の運営等の公表に関する条例の規定により、

令和2年度の市職員の給与、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。

部 門 令和２年 令和３年 増減

普
通
会
計

一
般
行
政

議会 6 6 0

総務企画 160 158 -2 

税務 35 34 -1 

民生 206 196 -10 

衛生 31 35 4 

労働 6 6 0 

農林水産 29 29 0 

商工 14 14 0 

土木 56 53 -3 

小計 543 531 -12 

特
別
行
政

教育 123 123 0 

消防 0 

小計 123 123 0 

公
営
企
業
等
会
計

病院 74 74 0

水道 24 23 -1 

下水道 15 13 -2 

その他 51 50 -1 

小計 164 160 -4 

合　計 830 814 -16

年度 歳出額（Ａ） 人件費（Ｂ） 人件費率
（Ｂ／Ａ）

R02 50,652,037千円 7,305,690千円 14.4%

一般職員に関する人件費 5,125,599千円

会計年度任用職員に関する人件費 1,824,706千円

市長、副市長、教育長 45,133千円

議員に関する人件費 166,775千円

各種委員に対する人件費 143,477千円

合計 7,305,690千円

区分 普通会計

一般行政職

616名

平均給料月額 313,050円

平均年齢 41歳9月

医療職

25名

平均給料月額 357,650円

平均年齢 42歳6月

技能労務職

13名

平均給料月額 287,077円

平均年齢 52歳6月

区分 甲賀市 国

一般

行政職

大学卒 182,200円 182,200円

短大卒 163,100円 163,100円

高校卒 150,600円 150,600円

（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。

（注）対象者は、①部門別職員数の合計のうち普通会計に

属する職員です。

（単位：人）

コミュニティ助成事業を活用して

防災に強い地域づくり～大久保自主防災会～
　一般財団法人自治総合センターが宝くじの社会貢献広報

事業の一環として実施している、宝くじの収益金による「コ

ミュニティ助成事業」を活用しています。

　この度、大久保自主防災会がこの宝くじの助成金を活用

し、防災倉庫等を整備されました。これを機に、地域防災

力とコミュニティの更なる結束力の向上が期待されます。

問合せ

問合せ

危機管理課　防災危機管理係 

69-2103　 63-4619

人事課　人事係　 69-2122　

給与係　 69-2123　 63-4086
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