
高齢者
インフルエンザ予防接種
　インフルエンザは、ワクチンを接種すること
で、かかりにくくなり、かかっても重症になる
ことを防止することができるとされています。
　市では10月から高齢者を対象にインフルエン
ザ予防接種を実施します。

▶対象
　次のいずれかに該当し、接種を希望する方
▷65歳以上の市民
▷�60歳以上65歳未満の市民で、心臓、腎臓また
は呼吸器の機能の障害などで、日常生活が極
度に制限される程度の障害を有する方、およ
びヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障
害があり、日常生活がほとんど不可能な程度
の障害を有する方
▶期間
　10月１日（土）〜2023年１月31日（火）
※�実際の接種時期は医療機関によって異なりま
す。各医療機関に問い合わせてください。

▶接種回数
　１回
▶接種料金
　1,500円（市民税非課税世帯、生活保護受給者
は「自己負担金免除申請書」の提出で無料）
※�料金の免除申請をする方は、予防接種時に医
療機関で申し出てください。料金支払い後の
返金はできません。なお、税情報閲覧の結果、
該当しないことが判明した場合は、後日市か
ら料金を請求します。

▶申込み
　下表の高齢者インフルエンザ予防接種協力医
療機関に直接申込んでください。
※接種時は健康保険証を持参してください。
※�治療中、入院中または施設等に入所している
などの理由で市外での接種を希望する方は、
健康増進課、各振興局市民福祉課または市ホ
ームページで事前に申請をしてください。

《問合せ》健康増進課☎24-1127

《2022年度豊岡市高齢者インフルエンザ予防接種協力医療機関一覧表》
医療機関 住所 電話番号

公立豊岡病院 戸牧1094 22-6111
公立日高医療センター 日高町岩中81 42-1611
公立出石医療センター 出石町福住1300 52-2555
※公立豊岡病院は継続治療中の方のみ予約してください。
あかまつ小児科 九日市下町119 22-0700
いがらし医院 城南町5-11 29-2766
浮田整形外科医院 若松町7-5 29-0017
江本内科クリニック 江本503 29-0333
大井医院 城南町8-12 24-1001
小幡内科医院 中陰376-22 24-2511
きょうこ内科クリニック 寿町2-36 24-7772
クリニック冨江 若松町5-38 22-3100
さくらクリニック 弥栄町1-32 23-8668
しば耳鼻咽喉科医院 戸牧299-8 29-0115
しらゆり診療所 小田井町17-7 24-7201
田中クリニック 正法寺631 29-3100
ちば内科・脳神経内科クリニック 九日市下町5-1 22-7000
中治内科クリニック 京町5-43 24-1890
中島医院 高屋1054 24-9500
中田医院 瀬戸77-20 28-2016
舟木内科医院 京町3-21 22-3538
もりやま診療所 桜町11-7 23-5100
やすだ内科クリニック 戸牧37-5 22-1159
由利医院 大磯町9-53 22-2382

医療機関 住所 電話番号
吉田クリニック 圡渕133-1 26-8188
ろっぽう診療所 今森465-1 24-7007
浅見医院 城崎町湯島349-1 32-2610
藤本医院 城崎町来日128-7 32-3181
内山医院 竹野町竹野344 47-0010
賀嶋医院 竹野町竹野2510 47-0005
森本診療所 竹野町森本513-1 48-0001
北村内科 日高町日置29 42-3110
すず内科外科クリニック 日高町上石230-2 42-0885
谷垣医院 日高町伊府660 44-0010
つるさこ耳鼻咽喉科 日高町土居170-1 42-5800
のだ内科クリニック 日高町岩中212-1 42-1022
長谷川クリニック 日高町国分寺400-13 42-3955
前田クリニック 日高町東芝250 43-1100
神鍋診療所 日高町栗栖野60-34 45-0003
中沢医院 出石町本町66 52-5803
平位医院 出石町福住383-7 52-0511
藤原医院 出石町松枝105 52-2301
由良内科クリニック 出石町八木36 52-2006
和田内科クリニック 出石町町分131-3 53-2788
合橋診療所 但東町出合76 54-0011
高橋診療所 但東町久畑126 55-0036
資母診療所 但東町中山788 56-0303

10月開始 　

高齢者インフルエンザ予防接種
市ホームぺージ
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豊岡市職員
人事・給与

　人事行政の公正性と透明性を高めるため、市の
職員数や給与の状況（記載のない基準日は、2022
年４月１日）を公表します。詳細は市ホームページ
をご覧ください。　　�《問合せ》人事課☎23-1326

１　職員の任免および職員数

２　職員の給与等

◆採用者数と退職者数

◆給与費（普通会計決算）� （2021年度）

◆部門別職員数　　　　　　　　（各年４月１日現在）

※市長、副市長、教育長、退職派遣職員は除く
※公務能率の維持などを目的とした不利益処分

※非違行為に対する職場の秩序を維持・回復な
どを目的とした不利益処分

◆ラスパイレス指数※
　95.8（2021年４月１日現在・一般行政職）
※�国家公務員の給与水準を100としたときの本
市職員の給与水準を示す指数です。
◆一般行政職の初任給（月額）
　大学卒：188,700円　高校卒：154,900円
◆主な職員手当の状況

※給料には、市長などの給料、議員、各種委員
会委員に支給される報酬等を含みません。
※職員手当には、退職手当を含みません｡
※職員数は、2021年４月１日現在の人数です。

区分 2021年度 2022年度

採用者 ４月１日 途中 ４月１日
32人 ２人 26人

退職者 31人 ─

9　公平委員会の報告事項　　�　 �（2021年度）

８　退職管理の状況

４　職員の分限および懲戒処分

６　職員の福利厚生　　　　　　���（2021年度）

◆�休暇　年次有給休暇、病気休暇、介護休暇、
介護時間、組合休暇、特別休暇（結婚休暇、妊
娠中のつわり休暇、妊娠中または出産後の通
院休暇、分べん休暇、配偶者出産休暇、男性
職員の育児参加休暇、忌引休暇、夏季休暇、
その他）

◆研修　受講者数延べ574人（2021年度）
◆�勤務成績の評定　適切な人事管理と職員の人
材育成を目的に勤務評定を実施。勤務評定者
を対象に研修を実施しています。

　勤務条件に関する措置要求、不利益処分に関
する不服申立て共になし

　退職後の新たな就職先等の届け出義務なし

◆分限処分� （2021年度）

◆懲戒処分� （2021年度）

種類 降任 免職 休職 降給
処分件数 ０件 ０件 ６件 ０件

種類 戒告 減給 停職 免職
処分件数 ０件 １件 ０件 ０件

７　職員の競争試験および選考　���（2021年度）
職種 受験者数 採用者数

一般事務職Ａ 47人 ７人
一般事務職Ｂ 95人 ７人
土木技術職 ４人 １人
建築技術職 ３人 １人
保健師 ２人 ２人

保育士・幼稚園教諭 14人 ２人
消防職 14人 ６人

部門 2021年度 2022年度
一般行政 526人 535人
特別行政 277人 264人

公営企業等会計 82人 84人
合　計 885人 883人

職員数（Ａ） 803人

給与費
給料 2,923,197千円
職員手当 651,905千円

期末・勤勉手当 1,163,555千円
計（Ｂ） 4,738,657千円

１人当たり給与費　Ｂ／Ａ 5,901千円

◆平均給料月額・平均年齢
区分 平均給料月額 平均年齢

一般行政職（事務・技術） 320,300円 43.9歳

区分 主な内容

扶養
手当

①配偶者　月額6,500円
②満22歳以下の子　月額10,000円
※満16歳〜満22歳の子１人につき5,000円加算
③上記以外の扶養親族　月額6,500円

住居
手当

自ら居住する住宅の家賃を支払う者
月額28,000円まで

通勤
手当

通勤距離２km以上の者
①交通機関の利用者　月額55,000円まで
②交通用具の利用者　月額2,000円〜32,000円

区分 内容

健康管理
定期健康診断、成人病検診などの健康診
断・検査。破傷風、Ｂ型肝炎の予防接種。
メンタルヘルス研修・カウンセリング

共済制度 兵庫県市町村職員共済組合または公立学
校共済組合による実施

互助会制度 兵庫県市町職員互助会または兵庫県学校厚生会による実施

３　職員の勤務時間その他勤務条件
◆�基本的な勤務時間　毎週月〜金曜日午前８時
30分〜午後５時15分（休憩時間：正午〜午後
１時）

５　職員の研修および勤務成績の評定
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