
  1    総括　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    
（1）人件費の状況（平成18年度普通会計決算）
住民基本台帳人口
（18年度末） 歳出額　A 実質収支 人件費　B 人件費率

B/A 【参考】前年度比
134 ,123人 56 ,157 ,555千円 2,816 ,617千円 11,100 ,137千円 19.8％ △1.4％

注）人件費B：職員給与費のほか，共済費（社会保険料事業主負担分），市長・市議会議員な
どの特別職に支給される報酬などを含む
（2）職員給与費の状況（平成18年度普通会計決算）

職員数　A 給与費 1人当たり
給与費B/A給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　B

982人（24）4,042 ,411千円 1,409 ,425千円 1,811 ,667千円 7,263 ,503千円 7,396千円
注）①職員数：平成18年4月1日現在。（　）は再任用職員数（Aに含まず）。②職員手当：期
末・勤勉手当，退職手当を除く
（3）ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

区分 武蔵野市 東京都 全国市平均
平成13年4月1日 106 .0 100 .1 101 .4

18年4月1日 102 .6 103 .8 97 .4
注）ラスパイレス指数：国家公務員の給与水準を100
とした場合の地方公務員の給与水準

【参考】地域手当補正後ラスパイレス指数 103 .5

注）地域手当補正後ラスパイレス指数：国における給
与構造の見直し（段階実施中）を加味した比較を行うため，平成18年4月1日現在におけ
る当市の地域手当支給率と国基準の支給率を用いて補正したラスパイレス指数

 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，平均給料月額および平均給与月額の状況（平成19年4月1日現在）
平均給料月額 平成19年4月1日現在の各職種ごとの職員の基本給の平均

平均給与月額 給料月額と毎月支払われる扶養手当，地域手当，住居手当，時間外勤務手当など
のすべての諸手当の額を合計（地方公務員給与実態調査より）

平均給与月額
（国ベース）

国家公務員と同じベースで再計算したもの（国家公務員の平均給与月額には時
間外勤務手当，特殊勤務手当などが含まれていない）

1  一般行政職
区分 武蔵野市 東京都 国

平均年齢 42 .3歳 43 .7歳 40 .7歳
平均給料月額 362 ,400円 357 ,414円 325 ,724円
平均給与月額 509 ,571円 473 ,427円

国ベース 442 ,549円 383 ,541円
2技能労務職 

区分 武蔵野市 東京都 国

公
務
員

（主な職種） （清掃職員） （学校給食員）
平均年齢 50 .11歳 49 .8歳 51 .06歳 47 .0歳 48 .8歳
職員数 121人 48人 35人 －  人 5,193人
平均給料月額 410 ,600円 406 ,500円 414 ,600円 330 ,732円 287 ,094円
平均給
与月額

A 519 ,045円 519 ,485円 516 ,723円 429 ,065円
国ベース 488 ,981円 485 ,900円 495 ,100円 320 ,514円

民
間

対応する類似職種 廃棄物処理業従事員 調理士
平均年齢 43 .3歳 37 .7歳
平均給与月額B 299 ,800円 302 ,500円

【
参
考
】

A/B 1 .73 1 .71
年 収
ベース
の比較

武蔵野市C 8 ,405 ,820円 8,429 ,976円
民間D 4 ,192 ,600円 4,167 ,200円
C/D 2 .00 2 .02

3教育職 
区分 武蔵野市 東京都

平均年齢 48 .70歳 43 .70歳
平均給料月額 408 ,500円 385 ,796円
平均給与月額 520 ,550円 482 ,948円
（2）職員の初任給の状況（平成19年4月1日現在）

区分 武蔵野市 東京都 国

一般行政職 大学卒 179 ,200円 179 ,200円
Ⅰ種　179 ,200円
Ⅱ種　170 ,200円

高校卒 150 ,200円 142 ,700円 138 ,400円
技能労務職 高校卒 150 ,200円

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成19年4月1日現在） 
区分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般行政職 大学卒 274 ,500円 323 ,500円 367 ,500円
高校卒 239 ,500円 282 ,900円 332 ,300円

技能労務職 高校卒 239 ,500円 282 ,900円 332 ,300円

  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（平成19年4月1日現在）

注）①標準
的な職務内
容：各級に
該当する代
表的な職務
②職員数：
市給与条例
に基づく給
料表の級区
分による

（2）昇給への勤務成績の反映状況 

勤務成績の評定の実施状況 地方公務員法第40条および武蔵野市職員勤務成績評定に関する
規程に基づき一般職職員について実施（評定基準日：毎年2月1日）

昇給への勤務成績の反映状況 反映させていない

  4  職員の手当の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
（1）期末手当・勤勉手当（平成18年度） 

武蔵野市 東京都 国
1人当たり平均
支給額

1 ,969千円 ―　千円 ―　千円

支給割合 期末手当 3 .25（1.70）月分 3.50（1.80）月分 3.00（1.60）月分
勤勉手当 1 .20（0.65）月分 0.95（0.55）月分 1.45（0.75）月分

職務上の段階による加算措置 職務加算5～ 20％ あり あり
注）（　）内は，再任用職員の支給割合（平均支給額に含まず）

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映（市一般行政職）
休職などの勤務実績のみ反映
勤務成績評定は反映させていない

（2）退職手当（平成19年4月1日現在）
武蔵野市 国

支給率

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 25 .00月分 31.46月分 23.50月分 30.55月分
勤続25年 34 .30月分 45.50月分 33.50月分 41.34月分
勤続35年 55 .65月分 59.28月分 47.50月分 59.28月分
最高限度額 59 .28月分 59.28月分 59.28月分 59.28月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（2%～ 20%）
退職時特別昇給 1号給（公務上死傷病・勧奨退職）
1人当たり平均支給額 15 ,887千円 25,968千円 － －
注）1人当たり平均支給額：平成18年度退職職員への支給平均額
（3）地域手当（平成19年4月1日現在） 

武蔵野市 国
支給実績 539 ,856千円 －
支給職員1人当たり平均支給年額 538 ,776円 －

支給率 12％ 地域区分により18%～ 0%（現在
経過措置中につき13%～ 0%）

注）支給実績，支給職員1人当たり平均支給年額：平成18年度決算の額
（4）特殊勤務手当（平成19年4月1日現在） 

18年度決算
19年度

職員全体に占める手
当支給職員の割合

1 .3％
支給実績 15 ,798千円
支給職員1人当たり平均支給年額 37 ,572円 手当の種類（手当数） 5

（5）超過勤務手当 
18年度決算 17年度決算

支給実績 490 ,732千円 518 ,010千円
職員1人当たり平均支給年額 530千円 553千円
注）超過勤務手当：時間外勤務手当（1時間につき125/100）と休日勤務手当（1時間につき
135/100の割増）の合計
（6）その他の手当（平成19年4月1日現在） 

手当名
18年度決算

武蔵野市
内容および支給単価 国の制度

支給実績 職員1人当たり
平均支給年額

扶養
手当 117 ,621千円 295 ,536円

配偶者 15,000円
欠配第一子 15,000円
その他  9 ,900円
16～ 22歳の子  4 ,000円 加算

配偶者  13,000円
扶養親族2人まで  6 ,000円 /人
16～ 22歳の子  5,000円 加算

住居
手当 143 ,167千円 146 ,232円 世帯主 13 ,700円

その他  9 ,800円
自己所有住宅新築後5年間 2 ,500円
賃貸住宅支給限度額 27 ,000円

通勤
手当 116 ,455千円 126 ,576円

交通機関利用者運賃相当額（鉄道利用について6カ月定期代金
を一括支給）
　　◎限度額なし ◎1カ月限度額55,000円
交通用具利用者は通勤距離に応じて支給

管理職
手当 73 ,152千円 988 ,536円 7級17%8級20%

俸給表別，職務の級別，俸給の特
別調整額の区分別に定額を支給

給与・定員管理
などについて

給
与

毎月支給

給料
扶養手当
地域手当
住居手当
通勤手当
管理職手当

勤務実績で
支給

特殊勤務手当
超過勤務手当など

一定の時期
に支給

（例年支給）期末・勤勉手当
（退職時支給）退職手当
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注）①民間データ：厚
生労働省賃金構造基
本統計調査（全国）で
公表されているデー
タを使用（平成16～
18年3カ年平均）。年
齢，業務内容，雇用形
態など完全には一致
しない
②年収ベース：試算値
（平均給与月額×12  
  ＋前年賞与の額）
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市職員の給与および人事などについて
　平成19年4月1日現在，職員1071名が市民生活に関わる仕事に携わって
います。市職員の給与や職員定数・人事運営は，市議会で定められた条例や，
それに基づく規則などによって規定されています。以下の通りその状況を公
開します（詳細は年度末に市ホームページに掲載）。



（2）年齢別職員構成の状況（平成19年4月1日現在）
区分 職員数

  20歳未満 0人
20歳～ 23歳 17
24歳～ 27歳 72
28歳～ 31歳 86
32歳～ 35歳 97
36歳～ 39歳 152
40歳～ 43歳 109
44歳～ 47歳 127
48歳～ 51歳 102
52歳～ 55歳 116
56歳～ 59歳 191
  60歳以上 2

計 1,071

（3）定員管理の数値目標および進捗状況
1  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 

職員数
純減数 純減率

平成17年4月1日 22年4月1日
1 ,114人 1,014人 100人 9.0％

2  定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実
績）の概要　（各年4月1日現在）　    単位：人

区分部門
平成17年
計画始期

18年 19年 20年 21年 22年 18年～ 19年
計

【 参考】
数値目標1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

一般行政
職員数 859 833 818 ― ― ―
増減 △26 △15 △41

教育
職員数 144 142 142 ― ― ―
増減 △2 0 △2

公営企業
等会計

職員数 111 111 111 ― ― ―
増減 0 0 0

計
職員数 1 ,114 1 ,086 1 ,071 ― ― ― 1,014
増減 △28 △15 △43（43.0%） △100

注）①計画期間：平成18年～ 22年の5年間。②（　）内の数値：数値目標に対する進ちょく
率。③各年の増減：対前年比の職員増減数。計の増減：計画1年目以降現年までの職員増
減数の累計

  5  特別職の報酬等の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      

区分 給料月額等 期末
手当

退職手当
算定方式 1期の手当額 支給時期

市長
給
料

1,070 ,000円

4.45
月分

給料月額×
　　勤続年数×

400/100  17 ,120 ,000円

退職時
（今期の市長は130/100）

副市長 900 ,000円 300/100  10 ,800 ,000円
収入役 820 ,000円 270/100  8 ,856 ,000円
議長

報
酬

670 ,000円

平成19年4月1日現在。期末手当は18年度支給割合
副議長 600 ,000円
議員 550 ,000円
注）①給料月額：地域手当，扶養手当などの加算はなし。②退職手当1期の手当額：4月1日現
在の給料月額・支給率に基づき，1期（4年＝48月）勤めた場合の見込額

  6  職員数の状況　    　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
（1）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日現在） 単位：人

部門・区分 職員数 対前年
増減数 主な増減理由　

【参考】人口1万人当たり職員数（A）
類似団体の人口1万人当たりの職員数（B）平成18年 19年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 11 11 0
総務企画 233 223 △10 増選挙事務，長期計画策定事務など 減事務の見直しまたは嘱託化など
税務 62 63 1 増事務の見直し

民生 285 283 △2
増就労支援センターの開設，医療費助成制度等制度改正への対応など
減事務の見直しなど

衛生 107 103 △4 増医療制度改革への対応　減事務の移管・見直しなど
労働 2 2 0
農林水産 3 3 0
商工 7 8 1 増観光推進事業への対応
土木 123 122 △1 増施設改築計画などへの対応　減一般技術職員の嘱託化など

小　計 833 818 △15 【参考】（A）60.99人，（B）48.82人
教育部門 142 142 0 増教育支援課の創設など　減事務の移管・見直しなど
小　計 975 960 △15 【参考】（A）71.58人，（B）68.99人
公
営
企
業
等

　

会
計
部
門

水道 54 54 0 増事務の見直し　減事務の見直しによる嘱託化
下水道 13 13 0
その他 44 44 0 増後期高齢者医療への対応　減事務の見直し
小　計 111 111 0

　合　計 1 ,086
[1 ,292］

1 ,071
[1 ,058］

△15
[△234］

【参考】（A）79.85人 

注）①職員数：一般職に属する職員。地方公務員の身分を有する休職，事業団への派遣職員
などを含む。臨時・非常勤職員など除く。②[　]内は，条例定数の合計

第4次職員定数適正化計画について
　平成7年度からの職員定数適正化
計画で107人，12年度からの新職員定
数適正化計画で145人，16年度からの
第3次職員定数適正化計画で101人の
職員定数を削減。現在，19年度を初年
度とする第4次職員定数適正化計画
をもとに，定数の適正化を実施中。
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  職員の任免に関する状況　　　　　　　　　　  
●新規採用・退職者
採用者数 退職者数
職種 人数 理由 人数

一般事務 17 定年（定年年齢60歳） 24
栄養士 1 勧奨（早期退職制度によるもの） 7
保健師 4 普通（自己都合などによるもの） 10
教育相談 1 計 41

●昇任試験　課長職と係長職昇任時に実施
昇任区分 受験者数 合格者数

課長職 一般管理職 一般事務 19 8
一般技術 3 2

係長職
一般事務 14 10
一般技術 8 6
その他技術 10 8

●降任　健康上の理由や家族の事情などで職責を果
たすことが困難な場合に，本人の希望により行う

降任区分 人数
課長補佐職→主任職 1

  研修と勤務成績の評定の状況　　　　　　　　  
●研修　職員研修の指針として「職員研修計画」を
策定。職層別研修，専門研修，職場研修，自己啓発研
修，派遣研修など職員の能力と資質，意欲の向上を図
るため計画的な職員育成を進める
研修区分 受講者数（延べ人数）および内容
基本研修 257 職員を育成するために職員研修計画に掲げて

市主催で企画・実施する研修特別研修 1025

派遣研修 540 東京都市町村職員研修所などへの派遣研修

実務研修 800 業務上必要な知識の習得を図る研修

自主研修 245 通信教育や講演会など職員が自主的に取り組む研修

●勤務成績の評定　年1回（基準日：2月1日），職員の
勤務成績を評価し，職員の指導や能力発揮などに活用
職区分 管理職 一般職

評定の要素
①職務目標の達成 ①実績考課
②職員の指導育成 ②能力考課

③情意考課

  福祉と利益の保護の状況　　　　　　　　　　
●福祉　【武蔵野市職員共済会】　地方公務員法第
42条の規定に基づき職員共済会を設置。職員の会費
と市の交付金で健康増進，その他厚生に関する事業
を実施
職員共済会の運営状況
会員数 1，119人
会費 39，574千円
交付金 34，619千円
公費率 46 .7％

●利益の保護
公務災害など 定期健康診断
災害内容 件数 区分 受診者数
公務災害 15件 定期健康診断 967
通勤災害 5件 胃検診 74

VDT検診 553
筋疲労性疾患予防検診 343

公平委員会　職員の勤務条件に関する措置の要求や，
職員に対する不利益処分についての不服申立てを審
査し，必要な措置を講ずるために設置

区分 出訴件数 未処理件数 処理件数
措置要求 0 0 0
不服申立て 0 0 0

  勤務時間その他の勤務条件の状況　　　　　　    
●勤務時間の状況　原則として1日8時間（午前8時
30分～午後5時15分。休憩時間除く），週5日。休日：
原則土・日曜，祝日，年末年始（12月29日～ 1月3日）。
土・日曜や夜間などの勤務あり

●休暇制度　年次有給休暇のほか負傷・疾病療養の
ための病気休暇，家族を介護するための介護休暇（無
給）など

種類 日数
年次有給休暇 20日（前年繰越分を含め最大40日）
病気休暇 必要最小限度（引続く90日以内）

特
別
休
暇

公民権行使等休暇 必要と認められる期間
妊娠出産休暇 産前7週，産後9週
母子保健健診休暇 妊娠中および出産後の一定期間
妊婦通勤時間 60分
育児時間 90分
出産支援休暇 2日
子の看護のための休暇 5日
生理休暇 引続く2日以内

慶弔休暇 結婚：5日
忌引：関係により1～ 10日

災害休暇 必要と認められる期間
永年勤続休暇 20年勤続：3日，30年勤続：3日
骨髄液提供等休暇 必要と認められる期間
ボランティア休暇 5日
夏季休暇 5日

介護休暇 14日以上180日以内

  分限と懲戒処分の状況　　　　　　　　　　     
●分限・懲戒処分　分限処分は公務能率の維持向上
を図るため，懲戒処分は服務義務違反の道義的責任
に対して行う

分限 懲戒
休 職 73件 戒 告 1件
復 職 10件 減 給 2件
降 任    0件 停 職 0件
免 職    0件 免 職 0件

  服務の状況　　　　　　　　　　　　　　     
●休暇などの取得

種類 取得実績

年次有給休暇
平均取得日数 12.1日
取得率 31.7%

病気休暇 取得者数 101人

●育児休業の利用
育児休業 部分休業 うち両休業

男 1 0 0
女 27 2 1

注）17年度より引続き取得している者を含む

人事行政の運営
について

実績はすべて
平成18年度




