
人事行政の運営状況（市職員の給料等の状況）｜総務課 ☎ 23-2119

　「高萩市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、市職員の給料等の状況をお知らせいたします。
　市職員の給料は高萩市行財政健全化計画の一環により、管理職手当を 10％減額して支給しています。
　また、市長、副市長及び教育長の給料につい
ても、市長 10％、副市長 8％、教育長 6％減
額して支給しています。

【人件費の状況】（平成24年度の普通会計決算）

歳出額（A） 人件費（B） 人件費率（B/A）
165億7,574万2千円 25億7,560万8千円 15.54%

【職員の給与の状況】（平成25年度一般会計当初予算）

職員数
（Ａ）

給　　与　　費 一人当たりの
給与費（B/A)給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

295 11億2,004万8千円 2億1,559万5千円 4億395万9千円 17億3,960万2千円 589万7千円

【特別職及び教育長の給料等の状況】（平成25年12月1日現在）

区  分 条例額 ※支給額
平成25年度

期末手当支給額

給
料

市　長 845,000円 760,500円

6月期　1.40月
12月期　1.55月
合計   　2.95月

副市長 695,000円 639,400円
教育長 635,000円 596,900円

報
酬

議　長 455,000円 455,000円
副議長 395,000円 395,000円
議　員 375,000円 375,000円

 ※市長、副市長、教育長については減額後の額

【初任給、平均年齢、平均月額給料】（平成25年4月1日現在）
職　種 初任給 平均年齢 平均給料

行政職
大卒 172,200円

43歳1月 323,684円
高卒 140,100円

消防職
大卒 187,500円

40歳4月 323,382円
高卒 158,100円

技能労務職 高卒 137,200円 44歳9月 285,520円

　高萩市職員の給与等の状況につきましては、高萩市
ホームページにも掲載されております。

（平成 18 年度～ 24 年度公表値）

高額医療・高額介護合算療養費申請について
　医療費と介護サービス費に係る自己負担額がある
世帯で、１年間（毎年８月から翌年７月末）の自己
負担額を合計し、基準額を超える場合には、その超
えた金額を申請により支給します。
※ 自己負担額は、食費、居住費、差額ベッド代を除

きます。また、高額サービス費・高額療養費を控
除して計算します。

○対象期間
　毎年８月１日から翌年７月 31 日までの 12 ヶ月間
○基準日
　 毎年７月 31 日現在における世帯を単位として行

います。この場合、対象期間において医療保険と
介護保険の自己負担額が、いずれも発生している
ことが要件となります。

※ 同一世帯の世帯員であっても、加入している医療
保険ごとに別々に計算します。

　（ 国民健康保険、後期高齢者医療制度、勤務先の
健康保険、共済組合保険等）

○申請手続き
①�高萩市国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入者
　 基準日（平成 25 年７月 31 日現在）に加入して

いる人で、今回支給の対象となる場合には、平成
26 年１月（予定）に申請通知が送付されます。

※ 次の人については、申請通知が郵送できない場合
がありますので、保険医療課にお問い合わせくだ
さい。

 ・ 平成 24 年８月から平成 25 年７月 31 日までの  
　間に、他の市町村から転入された人。
 ・ 平成 24 年８月から平成 25 年７月 31 日までの
　間に、他の医療保険を離脱し、国民健康保険、ま
　たは後期高齢者医療制度に加入した人。
②�勤務先の健康保険、共済保険などの加入者
　 高齢福祉課で介護保険の「自己負担額証明書」の

交付を申請し、証明書の発行を受けた後、証明書
を添付して保険者（勤務先）に申請手続きを行っ
てください。

※ 詳しくは加入している保険者（勤務先など）にお
問い合わせください。

○申請窓口
　 国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者は、

保険医療課、勤務先の健康保険・共済保険などの
加入者は、高齢福祉課へ申請してください。

※ 申請手続き期間は２年間です。前年度に申請をさ
れていない人も申請できます。

※東日本大震災に伴う免除分は除きます。

○基準額（自己負担限度額）

区　　　分

７５歳以上 ７５歳未満
後期高齢者
医療＋介護
保険

医療保険＋介
護保険（70歳
～74歳の人）

医療保険＋介
護保険（70歳
未満の人）

上位所得者 67万円 67万円 126万円
市民税課税世帯 56万円 56万円 67万円

市民税
非課税世帯

Ⅱ（Ⅰ以外） 31万円 31万円
34万円

Ⅰ（所得なし） 19万円 19万円

●問合せ●
保険医療課　国保・医療福祉グループ
（仮庁舎Ａ棟２階）　　　　☎２３－２１１７
（国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人）

高齢福祉課　介護保険グループ
（総合福祉センター内）　　☎２２－００８０
（勤務先の健康保険・共済保険などに加入している人）
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有料広告

映画「天心」
　日本画を欧米に伍する芸術にまでに導いた人はだれ

か。それは横浜生まれの岡倉天心（1863-1913年）です。

彼は北茨城の五浦に日本美術院を移し、近代日本美術の

礎づくりに尽力しています。近代美術の創始者と言って

も過言ではないでしょう。2013 年は天心生誕 150 周

年です。

　この記念すべき年に、天心の生涯を描いた映画が完成

をみました。タイトルはズバリ「天心」です。ご母堂が茨

城県出身という松村克弥氏が監督を務めています。そし

て主演は、多摩美術大学を卒業した竹中直人氏が天心を

熱く演じ切りました。

　天心は東京美術学校（現東京藝術大学）の設立に関与

し、２代目校長を務めています。９月２日、ゆかりの東

京藝術大学奏楽堂において完成披露試写会が催され、学

長始め出演者や監督が舞台挨拶をされました。高萩市は、

ロケ協力や様々な支援をしてきた関係から試写会に足を

運びました。試写会後、私は松村監督へ祝意を伝えまし

た。

　奇しくもこの日は、天心の命日だったそうです。しか

も没後 100 年に当たります。このような巡り合わせの

今年、茨城にとても縁が深く、また「茶の本」を著して国

際的思想家の仲間入りした天心の映画が制作されたこと

は、誠に意義深いことと言えます。快挙といっても良い

と思います。９月 16 日、北茨城市を皮切りに県内や各

地で上映が始まっていま

す。

　ぜひ多くの県民市民にご

覧頂きたいと思っていま

す。そして天心の生涯に触

れてもらえたら幸いです。

市民にとってちょっぴり嬉

しいのは、エンドロールで

高萩市と高萩市フィルムコ

ミッションの名が流れてく

ることです。

　非常持出品、非常備蓄品はマニュアルどおりのもの
を揃えるだけでは足りません。家族の人数分揃えるの
はもちろんですが、家族構成に合わせた準備が大切で
す。子どもがいる家庭では、子どもの年齢によって必
要なものが変わるので定期的な見直しも必要です。

○乳幼児がいる家庭
　	粉ミルク、哺乳ビン、おむつ、離乳食、スプーン、
洗浄綿、おぶいひも、バスタオルやベビー毛布、ガー
ゼやハンカチ、バケツ、ビニール袋、　石鹸など。

○妊婦がいる家庭
　	脱脂綿、ガーゼ、さらし、Ｔ字帯、洗浄綿、新生児
用品、ティッシュ、ビニール風呂敷、新聞紙、石鹸、
母子手帳など

○介護が必要な高齢者がいる家庭
　	着替え、おむつ、ティッシュ、補助具などの予備、
常備薬、障がい者手帳など

家族構成に合わせた準備が大切！
防災コーナー

 Twitter アラート開始！

重大な情報をスマートフォンで
受信することができます

　高萩市は災害発生時などにTwitter アラートの仕組
みを活用して緊急度の高い情報を配信します。

　市内で震度の大きい地震が発生した場合や避難が必
要な緊急事態が発生した場合に、スマートフォンでツ
イッターを利用している人へ、市が発信する情報を画
面上のポップアップ等でお知らせします。受信するた
めには事前に登録することが必要となります。登録者
自身がリツイートできるため、高萩市の発信する情報
がより多くの人へ、より迅速に伝達されることが期待
されます。

◆発信する情報
　防災情報など緊急度の高いものを発信します。
　　震度の大きい地震の情報
　　避難情報 (避難指示、避難勧告 )
　　その他、きわめて緊急度の高い情報

登録 URL　https://twitter.com/takahagi_jp/alerts
を表示し、アラート登録画面からのアラートを受信す
るをクリックしてください。

※ 	Twitter アラートを受信してスマートフォンの画面
に自動表示させるためには、Twitter 公式アプリを
インストールする必要があります。また、通信料金
は利用者の負担となります。
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