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      総括  1

 2   職員の平均給与月額，初任給等の状況  2

 2   職員の手当  4

 2   一般行政職の級別職員数  3

給与について

（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22年4月1日現在）
平均給料月額 平成22年4月1日現在における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
すべての諸手当の額を合計したもので，地方公務員給与実態調査において明ら
かにされているもの

平均給与月額
（国ベース）

国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当，特殊勤務手当等が含まれてい
ないことから，比較のため国家公務員と同じ基準で再計算したもの

①一般行政職
平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国ベース）

武蔵野市 41 .7歳 337 ,900円 485,514円 432 ,655円
東京都 42 .8歳 337 ,262円 469 ,903円 ―
国 41 .9歳 325 ,579円 ― 395 ,666円
②技能労務職

公務員 民間 参考

平均
年齢 職員数 平均給料

月額
平均給与
月額（Ａ）

平均給与
月額（国
ベース）

対応する
民間の
類似職種

平均
年齢

平均給与
月額（Ｂ） Ａ/Ｂ

武蔵野市 51.3歳 84人 382,100円 497,979円 478,067円 ― ― ― ―

清掃職員 51.3歳 29人 384,700円 499,897円 482,266円 廃棄物処理
業従事員 44.6歳 294,000円 1.70

学校
給食員 52.5歳 28人 387,200円 501,282円 485,768円 調理士 39.6歳 298,800円 1.68

東京都 46.8歳 ― 308,530円 416,733円 ― ― ― ― ―
国 49.3歳 3,955人 248,514円 ― 322,291円 ― ― ― ―
【参考】  年収ベース（試算値）の比較

武蔵野市（Ｃ） 民間（Ｄ） Ｃ/Ｄ
清掃職員 7 ,925 ,564円 4,085 ,100円 1.94
学校給食員 7 ,996 ,484円 4,021 ,500円 1.99

③教育職
平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

武蔵野市 47 .3歳 376 ,100円 488，800円
東京都 42 .4歳 360 ,742円 461 ,224円

（2）職員の初任給の状況（平成22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 182 ,800円 181,200円 Ⅰ種181,200円  　Ⅱ種172,200円
高校卒 146 ,300円 142,700円 140 ,100円

技能労務職 高校卒 140 ,300円 ― ―

（１）期末手当・勤勉手当（平成21年度実績）
武蔵野市 東京都 国

1人当たり平均支給額 1，712千円 ― ―
支給割合 期末手当 2 .90（1.55）月分 3.15（1.65）月分 2.75（1.50）月分

勤勉手当 1 .25（0.65）月分 1.00（0.55）月分 1.40（0.70）月分
職制上の段階，職務の級
等による加算措置 職務加算5～20％ 職務段階別加算3～20％

管理職加算15～25％
役職加算5～20％
管理職加算10～25％

（注）（　）内は，再任用職員に係る支給割合です

【参考】 勤勉手当への勤務実態の反映状況（一般行政職）
管理職員へ人事評価の反映を実施している（平成22年6月期より反映）
一般職員へ人事評価の反映を実施していない（休職等の勤務実績のみ反映）

（2）退職手当（平成22年４月1日現在）
武蔵野市 国

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

支
給
率

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 4号給公務上死傷病・勧奨退職
1人当たり平均支給額 6，069千円 25，723千円 ― ―

（3）地域手当
支給実績（21年度決算） 616,753千円
支給職員1人当たり平均
支給年額（21年度決算） 623,616円

支給率 15％

（4）特殊勤務手当
支給実績（21年度決算） 198千円
支給職員1人当たり平均支給年
額（21年度決算） 21,744円

職員全体に占める手当支給職
員の割合（22年度） 1.2％

手当の種類（手当数） 5
（6）その他の手当（平成22年４月1日現在）

手当名
21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

100,169
千円 272,196円

配偶者15 , 000円/ 欠配第1子
15,000円/その他9,900円
＊16歳～ 22歳の子4,000円加算

配偶者13 , 000円/ 欠配第1子
11,000円/扶養親族6,500円
＊16～22歳の子5,000円加算

住居
手当

105,919
千円 162,456円 世帯主とこれに準ずる者13,700円 賃貸住宅支給限度額27,000円

通勤
手当

112,721
千円 124,968円

交通機関利用者
運賃相当額（鉄道利用については
6カ月定期代金を一括支給）

交通機関利用者
運賃相当額（鉄道利用については
6カ月定期代金を一括支給）
1カ月あたりの限度額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

72,224
千円 962,984円 6級：給料月額の17%  

7級：給料月額の20%

俸給表別，職務の級別，俸給の特
別調整額の区分別に定められた
額を支給

休日勤
務手当 ― ― 1時間につき135/100の割増

（注）休日勤務手当は超過勤務手当に含む

（１）人件費の状況（平成21年度普通会計決算）
住民基本台帳人口
（21年度末）

歳出額
Ａ 実質収支 人件費

Ｂ
人件費率
Ｂ/Ａ

（参考）
20年度の人件費率

135，065人 57,260,843千円 3,158,756千円 10,871,862千円 19.0% 20.5%

（注）人件費とは職員給与費のほか，共済費（社会保険料事業主負担分）や，市長，市議会議員などの特別
職に支給される報酬等を含みます。
（2）職員給与費の状況（平成21年度普通会計決算）

職員数
Ａ

給与費 一人当たり
給与費B/A給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ

931人（42）3,679,123千円 1,402,053千円 1,551,202千円 6,632,378千円 7,124千円

（注）１.職員手当には退職手当を含みません。２.職員数は，平成21年４月１日現在の人数（公営企業等
会計を除く）です。３.（　）内は再任用短時間勤務職員数であり，職員数には含まれない数です。

（3）ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

。

（１）一般行政職の級別職員数の状況（平成22年４月1日現在）

（2）昇給への勤務成績の反映状況

勤務成績の評定の実施 地方公務員法第40条および「武蔵野市職員の人事評価に関する規程」
に基づき，毎年2月1日を評価基準日として一般職の職員について実施

昇給への勤務成績の反映 昇給対象者へ勤務成績の反映を実施（平成22年7月1日より反映）

◎他団体のデータを含めた詳細は年度末に市ホームページに掲載します

　平成22年4月1日現在，1014名の職員が市民生活に密接にかかわる
仕事に携わっています。市の職員の給与や職員定数，人事運営は市議
会の議決により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。以下のとおりその状況を公開します。

給料
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地域手当
住居手当
通勤手当
管理職手当

特殊勤務手当
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120      ラスパイレス指数とは，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を示す
指数です。
【参考】地域手当補正後のラスパイレス指数 105.2
　この指数は，国における給与構造の見直し（段
階実施）を加味した比較のため，平成21年4月1
日現在における武蔵野市の地域手当支給率と制
度完成時の国基準の支給率を用いて補正したラ
スパイレス指数です。

＊民間データは，賃金構造基本統計調
査において公表されているデータ（平
成19～ 21年の3カ年平均）を使用し
ており，比較にあたり年齢，業務内容，
雇用形態などの点において完全に一
致しているものではありません。また
年収ベースのデータは試算値です

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成22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 272 ,767円 317 ,628円 365 ,840円
高校卒 ― ― ―

技能労務職 高校卒 ― ― ―

0 20 40 60 80 100（％）

平成22年の
構成比

2級
主事

3級
主任

4級
係長

5級
課長補佐

6級
課長

7級
部長

1級
主事

区分
標準的な職務内容

1年前の構成比

5年前の構成比

（注）退職手当の
「1人当たり平均
支給額」は，平成
21年度に退職し
た職員に支給さ
れた平均額

（5）超過勤務手当
21年度決算 20年度決算

支給実績 480,606千円 496,324千円

職員1人当たり
平均支給年額 526千円 534千円

武蔵野市 東京都 全国市平均

 4.0% 　18.9（3.1）%          35.7（96.9）%             　16.1%      12.0%  9.6% 3.7%4.0% 　18.9（3.1）%          35.7（96.9）%             　16.1%      12.0%  9.6% 3.7%

（注）1.武蔵野市給与条例に基づく給料表の級区分による職員数　 2.標準的な職務内容とは，
それぞれの級に該当する代表的な職務　3.（　）内は再任用短時間勤務職員数であり，職員数
には含まれない数　4.平成22年4月1日に，1，2級を統合し，8級制から7級制に改正　5. 22
年のグラフに合わせ，1年前，5年前も7級制で表示

 2 .0%   19.4%                       37.8%                           17.8%    　      9.6%  11.1%  2.3%2 .0%   19.4%                       37.8%                           17.8%    　      9.6%  11.1%  2.3%

 4.6%    19.0%                  　 35.0%                        16.6%      11.3%  　  9.9%  　3.6%4.6%    19.0%                  　 35.0%                        16.6%      11.3%  　  9.9%  　3.6%            

24人　114（1）人　　　215（31）人　 　　　97人　　72人 　58人　22人

期末･勤勉手当
退職手当

（注）記載のない箇所（－）は，当該階層職員がいない，もしくは3人以下

一定の時期に
支給されるもの

勤務実績により
支給されるもの

毎月支給される
もの

給
与

給与および人事について

平成16年　21年 16年　21年 16年　21年

102.6102.6　104.3104.3 102.9102.9　103.6103.6 98.298.2　98.498.4

市職員の

（注）「支給実績」および「支給職員1人当たり平均支
給年額」は，平成21年度における地域手当の額。
国の支給率は地域区分により18%～ 0%です。
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職員数の状況

人事行政の運営状況

      特別職の報酬等  5 

      研修と勤務成績の評定  2

      職員の任免  1 

      福祉と利益の保護  3

4   勤務時間その他の勤務条件  4

4   服務の状況 6

4   分限と懲戒処分の状況  5

●定員管理の数値目標および進ちょく状況
①平成17年4月1日～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17年

4月1日
22年
4月1日

1，114人 1，014人 100人 9.0％

②集中改革プランにおける年次別進ちょく状況（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～
22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 859 833 818 796 785 777 ―
増減 △26 △15 △22 △11 △8 △82

教育 職員数 144 142 142 140 143 138 ―
増減 △2 0 △2 3 △5 △6

公営企業
等会計

職員数 111 111 111 111 101 99 ―
増減 0 0 0 △10 △2 △12

計
職員数 1，114 1，086 1，071 1，047 1，029 1，014 ― 1，014

増減 △28 △15 △24 △18 △15 △ 100
（100 .0%） △100

（注）1.計画期間は，平成18年から22年までの5年間　2.（　）内の％の数値は，数値目標に対する進
ちょく率　3.増減は，各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を，計の欄にあっては計画1年目以
降現年までの職員増減数の累計

種類 日数

休
暇

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（引き続く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 引き続く2日以内
慶弔休暇 結婚：5日，忌引き：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
休
業
育児休業 3歳の誕生日の前日まで
部分休業 小学校就学の始期に達するまで

●研修
　職員研修の指針となる「武蔵野市職員研修計画」を毎年
策定しています。職層別研修，専門研修，職場研修，自己啓
発研修，派遣研修などを含め，職員の能力と資質および意
欲の向上を図るため計画的な人材育成を進めています。
研修区分 受講者（延べ人数）および内容

市主催
基本研修 311人 職員を育成するために職員研修

計画に掲げて市が独自に企画・実
施する研修市主催

特別研修 1，071人

派遣研修 522人 東京都市町村職員研修所などへの派遣研修

実務・自主研修 927人 業務上必要な知識の習得を図る研修

●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し，職員の健康増進，その他厚生
に関する事業を行っています。これらの事業は職員の会費と市の交付金で運営しています。

職員共済会の
運営状況

会費 交付金 公費率 会員数

26 ,490千円 23 ,265千円 46 .8％ 1,115人

●新規採用・退職者数　　　　　

新
規
採
用

職種 人数

退
職
者

理由 人数
一般事務 23人 定年（定年年齢60歳） 38人
一般技術 3人 勧奨（早期退職制度によるもの） 4人
保健師 3人 普通（自己都合などによるもの） 10人・任期付1人
栄養士 1人 計 53人
保育士 5人・任期付6人

●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

A
一般事務 17人 12人
一般技術 6人 3人

B
一般事務 1人 1人
一般技術 0人 0人

係長職
一般事務 26人 26人
一般技術 8人 7人
その他技術 17人 15人

　分限処分は，公務能率の維持向上を
図るために行います。一方，懲戒処分
は，職員の服務義務違反に対する道義
的責任を追及して行う処分です。

分限 懲戒
休職 122件 戒告 0件
復職 8件 減給 0件
降任 0件 停職 0件
免職 0件 免職 0件

●休暇などの取得                                                    ●育児休業の利用

年次有給休暇
平均取得日数 11.4日 育児休業 部分休業 うち両休業
取得率 29.8% 男 0 0 0

病気休暇 取得者数 109人 女 39 9 3

●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）
　　　      　区分
 部門

職員数 対前年
増減数 主な増減理由21年 22年　

　
　
　
　

普
通
会
計
部
門

　
　
　
　
　

一
般
行
政
部
門

議会 11 12 1 増：議長会会長市対応

総務企画 207 206 △1 増：長期計画・八幡町コミセン対応　減：事務の見直し，移管または嘱託化等
税務 62 61 △1 減：事務の嘱託化

民生 283 279 △4 増：子ども手当・地域包括支援センター統合に対応
減：事務の見直し，派遣対応移管または嘱託化等　

衛生 91 89 △2 増：クリーンセンター建て替え対応 減：ごみ収集業務の委託化
労働 1 1 0 ―
農林水産 2 2 0 ―　
商工 8 9 1 増：観光推進機構への対応
土木 120 118 △2 減：事務の委託化等

小計 785 777 △8 【参考】人口1万人当たり職員数57.53人（類似団体の人口1万人当たりの職員数45.96人）

　教育部門 143 138 △5 増：武蔵野プレイス開設準備等
減：財団への業務委託・事業の見直し等

　　小計 928 915 △13 【参考】人口1万人当たり職員数67.75人（類似団体の人口1万人当たりの職員数63.98人）
公
営
企
業
等

会
計
部
門

水道 43 42 △1 減：事務の委託化
下水道 13 13 0 　―
その他 45 44 △1 減：後期高齢者医療制度変更業務終了
小計 101 99 △2

　　合計 1，029
[1，058 ]

1，014
[1，058 ]

△15
[0 ] 【参考】人口1万人当たり職員数75.07人

（注）1.職員数は一般職に属する職員であり，地方公務員の身分を有する休職，事業団への派遣を含
み，臨時または非常職員を除く。2.合計欄の[　]内の数は，条例定数の合計

●降任：健康上の理由や家族の
事情などにより，その職責を果た
すことが困難な場合，本人の希望
により降任できます。

●人事評価
　年1回，職員の人事評価を行
い，効率的・効果的な行政運営
と，職員の能力開発・育成をは
かっています。評価基準日は毎
年2月1日です。
職区分 評価の要素

管理職
①職務目標の達成
②職員の指導育成

一般職
①総合実績評価　
②能力評価　
③情意評価 

・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，必要な措置を講じるために設置しています。

区分 給料・報酬
月額

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

4.15月分
（21年度
支給割合）

給料月額×勤続年数×400/100 17,120，000円
退職時

副市長 900,000円 給料月額×勤続年数×300/100 10,800，000円
議長 議

員
報
酬

670,000円
副議長 600,000円
議員 550,000円

（注）特別職の報酬等の支給額は，一般職に適用されている地
域手当，扶養手当等へ加算なし
（注）退職手当の「1期の手当額」は，4月1日現在の給料月
額および支給率に基づき，1期（4年＝48月）勤めた場合に
おける退職手当の見込額

第5次職員定数適正化計画について
市では，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
人および19年度から21年度の第4次職員定数適正
化計画では100人の職員の定数を削減してきまし
た。22年度から3カ年の第5次職員定数適正化計画
では168名の職員数減（65名の純減）を目指します。

区分 出訴件数 未処理
件数 処理件数

措置要求 0件 0件 0件
不服申立て 0件 0件 0件

◎実績はすべて平成21年度

●勤務時間の状況
　職員は原則として休
憩時間を除く1日7時間
45分（午前8時30分～
午後5時15分）週5日勤
務です。休日は原則とし
て，土・日曜，祝日，年末
年始（12月29日～1月3
日）です。土・日曜や夜間
などに勤務をする職場
もあります。

●休暇・休業制度
　 年次有給休暇に加
え，職員の負傷・疾病の
療養のための病気休暇
や，介護休暇（無給），育
児休業（無給）などがあ
ります。

（注）平成20年度より引き続き取得している者を含む
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●年齢別職員構成の状況（平成22年４月1日現在）

20歳
未満

20
～23　
　

32
～35　
　

24
～27　
　

28
～31

40
～43　
　

36
～39　
　

44
～47　
　

48
～51　
　

52
～55　
　

56
～59　
　

60歳
以上　
　

平成22年の
職員数

5年前の
職員数

●利益の保護
・公務災害など　　　　　　　　・定期健康診断

内容 公務災害 通勤災害 区分 定期健康診断 胃検診 VDT検診

件数 8件 0件 受診者数 956人 86人 599人

●職員行動指針
　市の使命達成に必要とされる職務行動とその背景にある価値観を，職員全員が共有する
ことを目的として，平成22年11月3日「武蔵野市職員行動指針」を制定しました。

区分 人数

係長職→主任職 2人
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