
市観光キャンペーンレ
ディの名称が2020年度
から「大分市親善大使」
となり、大分市の観光・
特産品・イベント等のＰ
Ｒ、観光客の誘致活動な
どを行います。期間は５
月中旬から２年間で、年
間30日程度の活動です。
対象は、４月１日現在満
18歳以上で、市内に在
住または通勤・通学し、
市観光協会の要望するスケジュールで活動が可能な人で
す。申込みは、市観光協会に備え付けの応募用紙(協会
ホームページ〈oishiimati-oita.jp〉でダウンロードも
可)に記入の上、住民票（市外の人は在学証明書・在職証
明書）を添えて、直接または郵送で、同協会（本庁舎８
階　〒870-8504　荷揚町２-31）へ。

現代美術、陶芸、切り絵
など、普段、一堂に見る
ことのない、さまざまな
ジャンルのアート作品。
今回、アートプラザの
アートホールにおいて、
県内で創作活動を行って
いるアーティストの作品展示やワークショップを開催し
ます。

おおいたナビ

大分市親善大使を募集おおいたアートコレクション

各地のイベントで
大分市の魅力をPRしませんか

多彩なアート作品との出会いを
楽しみませんか

問　市観光協会　☎537‐5764

問　文化国際課　☎537‐5663

問　消防局予防課　☎532‐3199

募集イベント

⃝募集期間：２月15日㈯～３月13日㈮〈必着〉
⃝募集人員：３人　※書類審査、面接にて選考

◎展覧会（入場無料）

⃝会期：３月16日㈪～22日㈰　午前10時～午後5時
⃝展示アーティスト
　�Kana（現代美術家）、Yone（イラストレーター）、
のっけむし（イラストレーター）、下平�千夏（現代美
術家）、沖�美紀（ワイヤーアーティスト）、勝�正光（画
家）、�宇佐美�裕之（陶芸）、森山�楓（絵画）、佐藤�珠
幸（陶芸）、中島�眞一（切り絵）
◎アーティストによるワークショップ（参加無料）
　�４つのワークショップを開催します。申込みは、３月３
日㈫まで。内容や申込方法など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧になるか、文化国際課へ。

⃝開催日：３月20日㈮～22日㈰
　※各回1時間30分程度
⃝定員：各10人(多数時は抽選)　
　※小学生以下は保護者同伴。

⃝日時：３月２日㈪　午前10時～正午
⃝場所：祝祭の広場

大分市エンディングノートを活用ください

春季火災予防運動に伴う防火啓発イベント

自分らしい人生を送るために
早くから考え、行動する準備を

火の用心を心掛ける
行動と意識を高めよう

お知らせ

イベント

問　長寿福祉課　☎537‐5771

詳しくは、
こちらから

⃝配布場所：�長寿福祉課（第2庁舎2階、本庁舎1階⑭番
窓口）、各支所、各地域包括支援センター

子どもと離れて暮らす高齢者
夫婦や一人暮らし高齢者が増
加するなか、認知症になった
ときや亡くなったときなど、
いざというときに備えて自分
の思いや希望を書き記してお
くための「大分市エンディン
グノート」を作成しました。
このノートは、自分の気持ち
を整理するため、家族や周囲
の人に気持ちを伝えるため
など、本人の希望に応じて活用することができます。ぜ
ひ、ご活用ください。

3月1日㈰～7日㈯は春季火災予防
運動期間です。防火に対する意識
を高めてもらうため、一日消防局
長として大野�タカシ氏（タレン
ト）による火災予防啓発活動や煙
体験、消火体験などを行います。
参加は無料です。
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問　人事課　☎537-5604
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住民基本台帳人口 477,858人
（平成31年3月31日現在）

歳出額（Ａ） 1,719億4,960万８千円

人件費（Ｂ） 272億9,816万８千円

人件費比率（Ｂ／Ａ） 15.9%

職員数 2,918人

給
与
費

給料 117億3,425万４千円

職員手当 27億590万円

期末手当・勤勉手当 49億4,406万４千円

計 193億8,421万８千円※�人件費には、特別職（市長、議員など）に支給された給料、
報酬などを含みます。

※�職員数は大分市全体の職員(3,246人)から公営企業
会計（水道・下水道）および特別会計（国保・介護・市場）
の職員(328人)を除いた数です（9.職員数の状況を参
照）。
※職員手当には退職手当を含みません。
※給与費は当初予算に計上された額です。

人件費の状況（平成30年度普通会計決算） 職員給与費の状況
（令和元年度〈平成31年度〉普通会計予算）

１ ２

一般行政職 315,323円

公安職（消防職員） 293,202円

職員の平均給料月額（平成31年４月１日現在）３

特別職の報酬などの状況

※�一般行政職とは、自治体間比較などのために国が定めた
職員の分類基準で、大分市全体の職員（3,246人）のうち
税務職（税務関係職員）や医療職（医師・保健師）、福祉職
（保育士）、技能労務職（清掃関係職員）など、専門職の職
員を除いた一般事務に従事する職員のことです。
※�大分市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員
数です。

（平成31年４月１日現在）

一般行政職
大学卒 187,200円
高校卒 157,400円

公安職（消防職員）
大学卒 196,900円
高校卒 167,800円

職員の初任給の状況５

７

区分 基準となる職務 職員数 構成比

１級 事務員の職務 99人 5.8%

２級 主事の職務 276人 16.1%

３級 主任の職務 272人 15.9%

４級 主査の職務 514人 30.0%

５級 参事補または
主幹の職務 319人 18.6%

６級 参事の職務 112人 6.5%

７級 課長の職務 68人 4.0%

８級 次長の職務 34人 2.0%

９級 部長の職務 20人 1.1%

計 ー 1,714人 100.0%

一般行政職の級別職員数の状況４
（平成31年４月１日現在）

区分 期末手当 勤勉手当

６月期 1.300月分 0.925月分

12月期 1.300月分 0.925月分

計 2.600月分 1.850月分

区分 給料月額など

給
料
市　長 929,880円

副市長 751,150円

報
酬

議　長 766,000円

副議長 695,000円

議　員 641,000円

期
末
手
当

市　長
副市長

（令和元年度〈平成31年度〉支給割合）

６月期 1.675月分
12月期 1.675月分
計 3.35月分

議　長
副議長
議　員

（令和元年度〈平成31年度〉支給割合）

６月期 1.675月分
12月期 1.675月分
計 3.35月分

期末手当・勤勉手当、退職手当の状況６
（令和元年度〈平成31年度〉）

①期末手当・勤勉手当（支給割合）※1

区分 自己都合 早期・定年

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.0395月分 33.270750月分

勤続35年 39.7575月分 47.709000月分

最高限度額 47.7090月分 47.709000月分

②退職手当（支給割合）

※１：�役職段階別加算…職務の級に応じて５%～
19%

※�市長の給料は18％減額措置後、副市長の給料
は17％減額措置後の額です。

（平成31年４月１日現在）

一般行政職 40.8歳
公安職（消防職員） 36.0歳

平均年齢の状況８

（平成31年４月１日現在）

一般行政部門 2,103人
特別行政部門 815人
公営企業等部門 328人

合計 3,246人

職員数の状況９

※�一般行政部門…「2.職員給与費の状
況」における普通会計職員（2,918
人）から教育委員会（352人）および
消防局（463人）の職員を除いた職員
のことをいい、「4.一般行政職の級別
職員数の状況」における一般行政職
（1,714人）とは異なります。
※特別行政部門…教育・消防
※�公営企業等部門…�水道・下水道など
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