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市職員の給与等を公表
生活支援型訪問
        サービス従事者研修
研修の受講後は、生活支援型訪問サービスの事

業所で働くチャンスが得られます。

■日時　【１日目】１月30日（木）午前９時～午後

　４時10分【２日目】１月31日（金）午前９時30分

　～午後４時35分

■会場　シルバー人材センター

■研修時間　12時間（両日受講が必須）

■内容　介護予防・認知症・生活援助の基礎知識等

■定員　先着50人

■申し込み　１月６日～ 23日に申込用紙（下記

　窓口・シルバー人材センターで配布、市ホー

　ムページでダウンロード可）をシルバー人材

　センター（ 穐31-9223/〒659-0062 宮塚町

　2-2）へ

■問い合わせ　地域福祉課　☎38-2040

問い合わせ　人事課　☎ 38-2018

平成 31 年４月１日現在

■職員（一般行政職）の平均給与月額
389,641円（平均年齢39歳１カ月）

平成30年４月から係長級以上の給料月額を減

額しています。平均給与額は、毎月支給される

給与と手当（扶養・地域・住居・通勤・管理職）の

合計を職員数で除したもの。

■職員（一般行政職）の初任給

■特別職の報酬

■職員の分限と懲戒処分（平成30年度）
分限処分　休職 13件

病気等で職務を充分に果たせない場合に、公

務の能率を維持するために行う処分

懲戒処分　０件

法令違反などがあった場合に、規律と秩序を

維持するために行う処分

■職員数（普通会計・公営企業等会計部門）
前年より 13人増加の 1,076人。主な要因は、

精道こども園開園に伴う体制の充実等です。

大学卒　186,800円　　高校卒　157,300円

期末手当は月額×4.45月分。市長と副市長は

８％、教育長は４％減額しています。

市長　　　 1,061,000円

副市長　        885,000円

教育長　        732,000円 

病院事業管理者　1,276,000円

  議長   　 737,000円   

  副議長    653,000円

  議員　    591,000円

わたしのまちの民生委員・児童委員

担当地区 氏　名

  奥山 松岡和裕

  奥池南町 川﨑和代

  六麓荘町 藤井秀香

  朝日ヶ丘町

1~6 橋本明美

7~12 大石香代子

13~17 藤原法子

18~27 里村喜好

28~40 藤田尚孝

  山手町
1~30 山田陽子

31~34 小森成樹

  山芦屋町
1~15 藤井安子

16~30 津田由貴

  岩園町

1~12.18 山下晴子

13~17
19~25
28.30

清水章子

  東山町
1~14 倉内弘子

15~30 濱井孝子

  東芦屋町 17~25 中村馨乃信

  西山町

1~8
16~20 井床香壽子

9~15
21~23

堺谷恭子

  三条町 

1~12 長瀬惠美子

13~19
24~26.28 加藤眞理子

20~23.27
29~39 谷川千恵子

  翠ヶ丘町 3~7
13~16 小林哲子

担当地区 氏　名

  打出小槌町 10~15 岩本仁紀子

  宮塚町
1~8 江﨑眞弓

9~17 大川啓子

  茶屋之町 中村治郎

  大桝町 宮田靖久

  公光町 楠本慶子

  川西町 8~15 藤谷信道

  津知町 池内清

  打出町 石戸正

  南宮町

1~8 安森清子

9~11 樽井清津子

14.18 山本壮

  若宮町
3~5 小川利恵子

1.2.6~9 由良京子

  宮川町 堤千佐子

  竹園町 山崎富士子

  精道町 岸本重男

  平田北町 小畑広士

  大東町
12.13.15 安藤都昭

14.16~18 山本賢

  浜町
1~8 権藤真理子

9~15 平田由美子

  西蔵町 1~6.8 中谷順子

  呉川町  6~13 三好和子

  伊勢町 
1~6  　　 岩﨑英世

7~12 門脇安治

■主任児童委員
　中田伊都子、三宅智恵、山田佐知、鬼塚紀子、金本ひとみ、池田恵

問い合わせ　地域福祉課　☎ 38-2113

　市民のみなさんの身近な相談に応じ、福祉行政との

パイプ役として活動する民生委員・児童委員。令和元年

12月１日に改選されました。

　各委員の連絡先は地域福祉課へお問合せください。

担当地区の記載がない地域にお住まいの人で、相談の

ある人は地域福祉課へ。

担当地区 氏　名

  翠ヶ丘町

1.2.8~12 嶋田勝子

19.20 浦野京子

17.18
21~23 岩野順子

  親王塚町
1~8 細谷耕一

9~14 山中厚子

  大原町

1.5.8~12
18~23 菅沼久美子

2~4.6.7
13~17
24~28

大塚圭子

  船戸町 市居米子

  松ノ内町
1~5 武村佳子

6~10 花房和弘

  月若町 辰巳綾子

  西芦屋町 岡本直子

  三条南町
1~7　 桐村廣子

8~14 新白竹男

  楠町

1~7.9 酒井裕子

12.13 垣尾裕子

8.10.11
14~16 山崎千賀代

  上宮川町 杉本雅代

  業平町 鞍田反省

  前田町 忠井共子

  清水町 鈴木一美

  春日町
1~11 山中恵枝

12~24 横田清子

  打出小槌町 1~9 岩朝幸子

担当地区 氏　名

  松浜町

芦屋松浜
        ハイツ

ロイヤル
   芦屋松浜

クイーンズ
フォート芦屋

林部栄子

1~16 （上
記以外） 西原恵美子

  平田町 東郷明子

  新浜町 青井香都

  浜風町
1~8  　　 加藤ヨシ子

9~31 　 田原美津子

  高浜町

2~4 鳥居和子

5.9 播磨久美子

7.10~20 青木眞梨子

  若葉町
2 村上和子

4.5    　 村岡由美子

  緑町

1(9~16号棟) 長谷川幸子

1(1~8号棟).2 柏熊麻里

3~11 丹羽雅美

  潮見町 廣瀬洋子

  陽光町

5-3.4  
6-3.4 山本眞美代

5-5.6　
6-5.6 片山良子

7.8 本川ひとみ

  涼風町
島木和子

印南裕子

  海洋町 荻野好美

援助を必要としている
人の把握に努めます。

心配ごとなど、お気軽
にご相談ください。

ニーズに合わせて行政や
専門機関につなぎます。

話を聞く つ な ぐ見守る

■民生委員・児童委員

民生委員は見守る・話を聞く・つなぐをモットーに活動しています‼


