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市職員の給与
定員管理などのあらまし

１. 職員の任免および職員数に関する状況

公表します

　市職員の給与などの状況については、市議会における予算および給与条例の審議のときに明らかにさ
れていますが、本年度も市民の皆さんに一層の理解をいただくため、そのあらましをお知らせします。
　特別職の市長、副市長の給料は条例で定められています。改正を行うときは、市長が任命した委員で
構成される「市特別職給料等審議会」の意見を聞いた上で、議会の審議を経て決定されます。
　また、職員の給与なども条例で定められています。改正は、国の人事院勧告に準じて行い、議会の審
議を経て決定されます。本年度は、平成25年７月から平成26年３月までの期間に支給される給料につ
いて市長10万円、副市長６万円、市職員平均4.5％を毎月削減しています。

～人事行政の運営などの状況～
（平成25年４月1日現在）

⑴ 職員の退職の状況
平成24年度

退職
男 女 計

13人 8人 21人

⑵ 職員の採用の状況（県などからの割愛採用を除く）

平成25年度
採用

区分 上級 中級 初　級 計職種 事務 保育士 事務 消防
男 8人 - - 1人 9人
女 2人 2人 1人 - 5人
計 10人 2人 1人 1人 14人

　　 区分
部門 　　

職員数 対前年
増減数 主な増減理由H24年 H25年

一　
般　
行　
政

議会 5人 5人 -

総務 54人 57人 3人 派遣職員満了による正職
員補充、異動に伴う増

税務 17人 15人 △2人 派遣職員配属のため、正
職員不補充

労働 1人 1人 -
農水 14人 15人 1人 異動に伴う増
商工 4人 4人 -
土木 34人 36人 2人 異動に伴う増
民生 65人 69人 4人 東保育所再開のため

衛生 22人 19人 △3人 派遣職員配属のため、正
職員不補充

小計 216人 221人 △5人

特別
行政

教育 57人 48人 △9人 派遣職員配属のため、正職員
不補充、嘱託職員任用のため

消防 46人 46人 -
普通会計合計 319人 315人 △4人
公
営
企
業
等
会
計

水道 10人 10人 -
下水道 6人 6人 -
その他 25人 26人 1人 異動に伴う増
小計 41人 42人 1人

合計 360人 357人 △3人

⑶ 部門別職員数の状況と主な増減理由

年度 22 23 24 25 26 27
数値目標 376人 374人 374人 377人 368人 361人
進捗状況 376人 371人 360人 357人

⑷ 定員適正化計画の数値目標および進捗状況

２. 職員の給与の状況
⑴ 人件費の状況（平成 24 年度決算）

会計
住民基本
台帳人口

（25.3.31現在）
歳出額
（Ａ）

実質
収支

人件費
（Ｂ）

人件費
率

（B/A）

（参考）
23年度の
人件費率

普通 43,597
人

70,306,834
千円

991,095
千円

2,669,543
千円

3.8
％

9.7
％

区分
一般行政職 技能労務職

平均
給料月額

平均
給与月額

平均
年齢

平均
給料月額

平均
給与月額

平均
年齢

岩沼市 317,886円 364,348円 43.3歳 287,984円 304,573円 49.7歳
宮城県 330,168円 408,615円 42.2歳 333,362円 377,389円 50.2歳

⑵ 職員の平均給料月額・平均給与月額および平均年齢の状況
（平成 25 年 4 月 1 日現在）

⑶ 職員の初任給の状況

区　　分
岩沼市 宮城県 国
決　定
初任給

決　定
初任給

決　定
初任給

一　般
行政職

大学卒 172,200 円 178,800 円 172,200 円
高校卒 140,100 円 144,500 円 140,100 円

⑷ 期末手当・勤勉手当
岩沼市 （国の制度に同じ）

[支給期別]
 6月期
12月期

計

[期末手当]
1.25月分
1.35月分
2.60月分

[勤勉手当]
0.675月分
0.675月分
  1.35月分

岩　沼　市
[勤続年数]

20年
25年
35年

最高限度額

[自己都合]
23.03月分
32.83月分
46.55月分
55.86月分

[勧奨・定年]
28.7875月分
  38.955月分
    55.86月分
    55.86月分

１人当たり
平均支給額 8,636千円 23,233千円

　その他の加算措置　　定年前早期退職特例措置
　　　　　　    [2%～20%加算]

⑸ 退職手当

（注） １ 退職手当の１人当たりの平均支給額は、個人情報保護の観点
 　 から該当者が３人以下の場合は非公開としています。
 ２ 国における１人当たりの平均支給額は公表されていません。
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⑹ 特殊勤務手当（平成 24 年度）

⑺ 時間外勤務手当

⑻ 扶養・住居・通勤手当

区　　分 全職種
職員全体に占める

手当支給職員の割合 9.0%

支　給　総　額 1,562千円
手当の種類（手当数） 11種類

支給額の多い手当 心身障害児業務手当、火葬業
務手当、救急業務手当

多くの職員に支給されている手当 救急業務手当

24年度
支給総額 61,709 千円

職員1人当たりの平均支給年額 173 千円

23年度
支給総額 86,852 千円

職員1人当たりの平均支給年額 235 千円

区分 内　容 国の制度

扶
養
手
当

1.配偶者　　13,000円
2.配偶者以外の扶養親族
それぞれ6,500円　（職員に配偶者がない
場合はそのうち1人について11,000円）
※扶養親族である子のうち、満15歳に達
　する日後の最初の4月1日から満22歳
　に達する日以後の最初の3月31日まで
　の間にある子1人につき5,000円加算

同じ

住
居
手
当

自ら居住するための住宅を借り受け、
現 に 当 該 住 宅 に 居 住 し、 月 額12,000
円を超える家賃を支払っている職員 
　ア.月額23,000円以下の家賃の場合
　　家賃 − 12,000円
　イ.月額23,000円を超える家賃の場合 
　　 11,000円+{（家賃−23,000円）÷2 }
 [ 限度額27,000円 ]

同じ

通
勤
手
当

1.交通機関などの利用者 
　1カ月に要する運賃などの相当額 
　　[ 限度額55,000円 ]
2.交通用具の使用者 
　ア.普通自動車以外の交通用具使用者 
　　 使用距離（片道）により  2,000円～
　　 16,100円
　イ.普通自動車の使用者 
　　 使用距離（片道）により  2,200円～
　　 24,500円

２のイにつ
いて使用距
離（片道）に
より
2,000円～     
  24,500円

区分 給料月額など 期末手当支給割合
市　長 給料 890,000円  ６月期　　1.85月分 

12月期　　2.00月分 
　 計　　　3.85月分副市長 〃 733,000円

議　長 報酬 449,000円  ６月期　　1.45月分 
12月期　　1.65月分 
　 計　　　3.10月分

副議長 〃 385,000円
議　員 〃 363,000円

（注）市長と副市長の給料月額は、それぞれ市長６万円、副市長３万円
　　 を減額後の金額です。 

３. 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

1週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間
38時間45分 8時30分 17時15分 12時～13時

⑴ 職員の勤務時間（一般職の標準的なもの）

総付与日数 総取得日数 全対象職員数 平均取得日数 消化率
13,586 日 2,882 日 357 人 8.1 21.2%

⑵ 年次有給休暇の取得状況（平成 24 年）

区　分 女性 男性
新たに育児休業（部分休業）を取得した者 4（1）人 0（0）人

前年度から引き続いている者 7（0）人 0（0）人

⑶ 育児休業（部分休業）の状況（平成 24 年度）

４. 職員の分限および懲戒処分の状況
分限処分 ３件
懲戒処分 ０件

５. 職員の服務の状況（平成 24 年度）
職員の営利企業等従事許可申請件数 ０件

６. 職員研修の状況
実施主体 延べ人数 内容など

岩　　沼　　市 　911人 新規採用職員研修、行政課題研修
仙南四市職員研修運協 　  32人 女性リーダー研修、法令研修

宮城県市町村職員研修所など    147人 新規採用職員研修、ライフプラン
セミナー　ほか

計 1,090人

８. 職員の福祉および利益の保護の状況

項　目 定期健診、人間ドック、脳ドック、乳がん検診、
子宮がん検診、胃がん検診

７. 勤務評定の状況
○実施していません。

⑴ 健康診断の状況（平成 24 年度）

公務災害 5件
通勤災害 0件

⑵ 公務災害の認定状況（平成 24 年度）

会員数 363人 職員互助会への公費補助 0円
主な事業 給付事業、会報の発行、友好都市交流事業

⑶ 職員互助会の状況（平成 24 年度）

勤務条件に関する措置の状況 該当なし
不利益処分に関する審査の請求 該当なし

苦　　情　　相　　談 該当なし

⑷ 利益の保護の状況（平成 24 年度）

条例により岩沼市職員互助会を設置し、福利厚生・相互共済事業を実施

⑼ 特別職の報酬などの状況
（平成 25 年 4 月 1 日現在）




