
１　総括
 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

(3) 特記事項

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

関市の給与・定員管理等について（平成20年度）



２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２０年４月１日現在）



(2) 職員の初任給の状況（２０年４月１日現在）

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２０年４月１日現在）



３　一般行政職の級別職員数等の状況
　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（２０年４月１日現在）

  



(2) 昇給への勤務成績の反映状況



４　職員の手当の状況
 (1) 期末手当・勤勉手当

（参考）勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

(2) 退職手当（２０年４月１日現在）

(3) 地域手当

　成績率に差を設けず、次のとおり一律の支給を行った。

１ヵ月以上１ヵ月15日未満

100分の90

４ヵ月15日以上５ヵ月未満 100分の80

４ヵ月以上４ヵ月15日未満

３ヵ月以上３ヵ月15日未満 100分の50 0

６ヵ月

５ヵ月15日以上６ヵ月未満 100分の95

５ヵ月以上５ヵ月15日未満

100分の100

割合勤務期間 割合

0

２ヵ月以上２ヵ月15日未満 100分の30

２ヵ月15日以上３ヵ月未満 100分の40

勤務期間

１ヵ月15日以上２ヵ月未満 100分の20

３ヵ月15日以上４ヵ月未満 100分の60 15日未満

100分の15

100分の1015日以上１ヵ月未満

100分の5

100分の70



 (4) 特殊勤務手当（２０年４月１日現在）
千円

　円

　％

特殊手当

勤務時間条例第4条第2項ただし
書の勤務に従事する職員

特殊手当

特殊手当

特殊手当

清掃事務所に勤務する職員でご
み収集又は処理作業に従事したも
の

行旅病死人の取扱作業に従事し
た職員

不快手当

不快手当

不快手当

特殊手当

危険手当

社会福祉事務所に勤務する現業
員又は指導員

手当の種類（手当数）（19年度）

支給実績（19年度決算）

左記職員に対する支給単価

14,008

感染症患者（感染症の疑いのある者を含む。）の救
護又は患者の住宅若しくはその付近の消毒作業に
従事した職員

犬猫の死体の収集作業に従事し
た職員

防疫手当

月額　1,000円

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度）

常時徴税事務に従事する職員

月額　3,000円

特殊手当

特殊手当 保育園に勤務する保育士又はこれ
に準ずる職員

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算）

感染症患者（感染症の疑いのある者
を含む。）の救護又は患者の住宅若
しくはその付近の消毒作業に従事

結核患者、精神病患者
又は多病多受診者の指
導等をする保健師

税務手当

手当の名称

浄化ｾﾝﾀｰにおいて、下水又はし
尿を取り扱う作業に従事した職員

主な支給対象業務

公共下水道管及びﾏﾝﾎｰ ﾙの清掃
又はしゅんせつ作業に従事した職
員

不快手当

結核患者、精神病患者又は多病
多受診者の指導等をする保健師

行旅病死人の取扱作業
に従事

浄化ｾﾝﾀｰに勤務する職
員で手当を月額で定め
るもの

電気主任技師

総合斎苑わかくさに勤務
する職員

公害に関する調査、検査又
は測定のため工場等に立ち
入り、当該業務に従事

ﾎ ｲ゙ﾗｰを操作する職員

保育園に勤務する保育
士又はこれに準ずる職
員

日額　410円

月額　3,000円

日額　400円ｸ ﾚ゙ｰ ﾀﾞー 又は清掃ﾌ ﾙ゙ ﾄﾞー
ｻ ﾞー を操作した職員

28.6

日額　770円
浄化ｾﾝﾀｰにおいて、下
水又はし尿を取り扱う作
業に従事

月額　310円

24

月額　10,000円

月額　3,000円

1体につき　2,000円

月額　2,300円

日額　630円

月額　880円

月額　2,500円

1回につき　170円

公共下水道管及びﾏﾝ
ﾎｰ ﾙの清掃又はしゅんせ
つ作業に従事

清掃事務所に勤務する
職員でごみ収集又は処
理作業に従事

常時徴税事務に従事する職員

保育園に勤務する調理員 月額　600円

ﾎ ｲ゙ﾗｰを操作する職員

特殊手当

電気主任技師

特殊手当 浄化ｾﾝﾀｰに勤務する職員で手当
を月額で定めるもの

特殊手当

総合斎苑わかくさに勤務する職員

特殊手当

ｸ ﾚ゙ｰ ﾀﾞー 又は清掃ﾌ ﾙ゙ ﾄﾞー ｻ ﾞー を操
作した職員

公害に関する調査、検査又は測定
のため工場等に立ち入り、当該業
務に従事した職員

用地、立木等の買収又は補償の交渉
業務で正規の勤務時間外又は休日等
に行うものに従事した職員

保育園に勤務する調理員

勤務時間条例第4条第2
項ただし書の勤務に従
事

用地、立木等の買収又は補償の交渉
業務で正規の勤務時間外又は休日
等に行うものに従事

社会福祉事務所に勤務
する現業員又は指導員 月額　1,400円

日額　770円

日額　330円

主な支給対象職員

65,153

犬猫の死体の収集作業
に従事

特殊手当
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 (5) 時間外勤務手当



(6) その他の手当（２０年４月１日現在）



５　特別職の報酬等の状況（２０年４月１日現在）



６　職員数の状況

　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由



(2) 年齢別職員構成の状況（２０年４月１日現在）

(3) 定員管理の数値目標及び進捗状況（公営企業職員含む）

　（（参考）第４次関市行政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率）

883人

平成17年4月1日

職員数

　①①　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

平成22年4月1日

838人

純減数
職員数

純減率



　②　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要



７　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　① 職員給与費の状況
     ア　決算

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２０年４月１日現在）

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況
 ア　期末手当・勤勉手当



イ　退職手当（２０年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

(2%～20%加算) (2%～20%加算)
１人当たり平均支給額　　 千円 千円 １人当たり平均支給額 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成１９年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当

地域手当は、支給していません。

エ　特殊勤務手当（２０年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

手当の名称 主な支給対象職員

4

8,018

支給実績（19年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度）

- -

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算）

413

29,492

56.0

22,999

支給実績（18年度決算） 4,511

支給職員１人当たり平均支給年額（18年度決算） 196

支給実績（19年度決算） 3,585

支給職員１人当たり平均支給年額（19年度決算） 156

電気主任技術者手当 電気主任技術者の職にある職員 電気主任技術者の職にある職員 月額　3,000円

水源地の業務をする職員 水源地の業務をする職員

1月、2月、3月及び12月にお
いて水中作業に従事

出動1回　330円(出動時間が
午後10時から午前6時までの
場合は400円)

勤務時間外に水道事故等の
ため作業に出勤した場合

41.34
23.50 30.55

59.28

33.50

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年
23.50

47.50
59.28
59.28
41.34
30.55

59.28

関市（水道課）

33.50
47.50

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年
関市（一般行政職）

59.28
59.28

左記職員に対する支給単価

手当の種類（手当数）

主な支給対象業務

水道作業緊急出勤手当 勤務時間外に水道事故等のため
作業に出勤した職員

月額　2,500円

水中作業手当 1月、2月、3月及び12月において
水中作業に従事した職員 作業1日　270円

水源地手当
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カ　その他の手当（２０年４月１日現在）


