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特　集

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21年4月1日現在）
平均給料月額 平成21年4月1日現在における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
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，特殊勤務手当などが含まれて
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 .8歳 347 ,300円 499 ,972円 443 ,557円
東京都 43 .1歳 343 ,903円 472 ,147円    　 　　　―
国 41 .5歳 325 ,521円 　　― 391 ,770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 51.2歳 93人 393,300円 512,791円 491,408円 ― ― ― ―

清掃職員 50.5歳 32人 392,700円 522,213円 493,369円 廃棄物処理
業従事員 44.2歳 299,900円 1.74

学校給食
員 51.8歳 32人 396,900円 515,631円 498,288円 調理士 38.6歳 307,900円 1.67

東京都 46.6歳 ― 316,801円 422,511円 ― ― ― ― ―
国 49.2歳 4,429人 285,548円 ― 322,737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 8 ,457 ,450円 4,156 ,100円 2.03
学校給食員 8 ,383 ,875円 4,171 ,900円 2.01

③教育職
平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

武蔵野市 48 .9歳 392 ,600円 493，833円
東京都 42 .8歳 368 ,441円 469 ,685円

（2）職員の初任給の状況（平成21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20年度実績）
武蔵野市 東京都 国

1人当たり平均支給額 1，966千円 ― ―

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 .25（0.65）月分 1.00（0.55）月分 1.50（0.75）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）反映させていない（休職などの勤務実績のみ反映）

（2）退職手当（平成21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 1号給公務上死傷病・勧奨退職
1人当たり平均支給額 6，393千円 25，831千円 ― ―

（3）地域手当（平成21年４月1日現在）
支給実績（20年度決算） 542,203千円
支給職員1人当たり平均
支給年額（20年度決算） 543,288円

支給率 15％

（4）特殊勤務手当
支給実績（20年度決算） 133千円
支給職員1人当たり平均支給年
額（20年度決算） 16,584円

職員全体に占める手当支給職
員の割合（21年度） 0.8％

手当の種類（手当数） 5
（6）その他の手当（平成21年４月1日現在）

手当名
20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 104,350千円 276,792円

配偶者15,000円
欠配第1子15,000円
その他の扶養親族9,900円
＊16歳から22歳の子に対する
　手当加算額4,000円

配偶者13,000円
欠配1人目11,000円
その他の扶養親族6,000円
＊16歳から22歳の子に対する
　手当加算額5,000円

住居
手当 117,017千円 126,636円

世帯主とこれに準ずる者
13,700円
その他（平成20年1月1日～12
月31日の経過措置）4,900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 112,225千円 123,864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 70,057千円 986,712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20年度普通会計決算）
住民基本台帳人口
（20年度末）

歳出額
Ａ 実質収支 人件費

Ｂ
人件費率
Ｂ/Ａ

（参考）
19年度の人件費率

134，686人 54,006,673千円 3,244,645千円 11,050,977千円 20.5% 20.4%

（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20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

936人（45） 3,821,522千円 1,360,579千円 1,727,095千円 6,909,196千円 7,382千円

（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20年４月１日現在の人数（公営企業等 
　     会計を除く）。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

（１）一般行政職の級別職員数の状況（平成21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「武蔵野市職員勤務成績評定に関する規程」
に基づき，毎年2月1日を評定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 反映させていない（平成21年度の成績を平成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ホームページに掲載します）

　平成21年4月1日現在，1029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。
　以下の通り，その状況を公開します。

     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 
103.7　この指数は，国における給与構造の
見直し（段階実施中）を加味した比較のため，
平成20年4月1日現在における武蔵野市の
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18～ 20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21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 289 ,871円 331 ,871円 375 ,880円
高校卒 ― ― ―

技能労務職 高校卒 ― ― ―

（注）退職手当
の「1人当たり
平均支給額 」
は，平成20年
度に退職した
職員に支給さ
れた平均額

（5）時間外勤務手当
20年度決算 19年度決算

支給実績 496,324千円 528,537千円

職員1人当たり
平均支給年額 534千円 576千円

武蔵野市 東京都 全国市平均

 4 .6%   19 .0（3.3）%                35 .0（96 .7）%                           16 .6%          11 .3%      9 .9%    3 .6%

（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

給料
扶養手当
地域手当
住居手当
通勤手当
管理職手当

特殊勤務手当
超過勤務手当等

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

退職時支給
例年支給 期末･勤勉手当

退職手当

給与

市職員の

   給与
       　人事
　    などについて

      職員の平均給与月額，初任給などの状況      2

       一般行政職の級別職員数      3

      職員の手当      4

　28人 　　116（1）人　　 　　214（29）人　　　          102人　　　69人 　 61人  22人

平成15年 20年 15年 20年 15年 20年

105 .0  104 .6 102 .5  104 .2 100 .7   98 .3

区分　　　　　    1級   2級　   3級　                        4級　                           5級　           6級　     7級    8級
標準的な職務内容　主事 主事　  主事　                       主任　                         係長　      課長補佐    課長  部長

平成21年度の
構成比

1年前の構成比
（平成20年4月1日）

5年前の構成比
（平成16年4月1日）

 4 .5%    18 .5%                               34 .8%                                 16 .4%        11 .1%       9 .7%   3 .2%           

 4 .6%   18 .8%                                 36 .3%                                   18 .1%           10 .0%    10 .1%  2 .1%

      総括      1

（3）ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

0 .0% 

1 .8% 

0 .0% 

（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20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。  
　　  ただし，現在は経過措置中につき17%～0%

（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。
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特　集

この特集に関するお問い合わせは，人事課60-1810へ

人事行政の運営状況

●年齢別職員構成の状況（平成21年４月1日現在）

区分
職員数

5年前 21年
20歳未満
20歳～23歳
24歳～27歳
28歳～31歳
32歳～35歳
36歳～39歳
40歳～43歳
44歳～47歳
48歳～51歳
52歳～55歳
56歳～59歳
60歳以上

0人
23人
82人
83人
150人
126人
113人
108人
129人
181人
134人
1人

0人
31人
74人
86人
90人
135人
132人
105人
118人
112人
145人
1人

計 1，130人 1，029人

●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 ― ―

増減 △26 △15 △22 △11 ― △74

教育
職員数 144 142 142 140 143 ― ―

増減 △2 0 △2 3 ― △1

公営企業等
会計

職員数 111 111 111 111 101 ― ―

増減 0 0 0 △10 ― △10

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

増減 △28 △15 △24 △18 ― △85
（85 .0%） △100

（注）1.計画期間は，平成18年から22年までの5年間です。2.（　）内の％の数値は，数値目標に対す
る進ちょく率を表しています。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を表します。

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（無給） 14日以上180日以内

●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 360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 2，654人

派遣研修 521人 東京都市町村職員研修所などへの派遣研修
実務研修 966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

27 ,987千円 27 ,385千円 49.4％ 1，101人

●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 7件 2件 受診者数 958人 77人 592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。

分限処分 懲戒処分
休職 81件 戒告 0件
復職 10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（平成20年1月1日～12月31日）    ●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 29.5% 男 1 0 0

病気休暇 取得者数 106人 女 44 6 4
　　　　　　　　　　　　　　　      （注）平成19年度より引き続き取得している者を含む

●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20年 21年　

　
　
　
　

普
通
会
計
部
門

　
　
　
　
　

一
般
行
政
部
門

議会 11 11 0  ―
総務企画 209 207 △2 減　事務の見直し，移管または嘱託化など
税務 62 62 0  ―
民生 280 283 3 増　地域支援担当設置　

衛生 103 91 △12 増　クリーンセンター建て替えへの対応
減　ごみ直営収集業務の委託化

労働 1 1 0  ―
農林水産 2 2 0  ―
商工 9 8 △1 減　一時的増員の解消
土木 119 120 1 増　一時的増員

小計 796 785 △11 【参考】人口1万人当たり職員数58.28人（類似団体の人口1万人当たりの職員数46.74人）

　教育部門 140 143 3 増　武蔵野プレイス開設準備室の創設など

　　小計 936 928 △8 【参考】人口1万人当たり職員数68.90人（類似団体の人口1万人当たりの職員数65.25人）
公
営
企
業
等

会
計
部
門

水道 53 43 △10 減　事務の委託化
下水道 13 13 0  ―
その他 45 45 0  ―
小計 111 101 △10  ―

　　合計 1，047
[1，058]

1，029
[1，058]

△18
[0 ] 【参考】人口1万人当たり職員数76.40人

（注）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。

●勤務成績の評定
　年1回，職員の勤務成績を評
価し，職員の指導や能力発揮な
どに活用しています。評定基準
日は毎年2月1日です。
職区分 評定の要素

管理職
①職務目標の達成
②職員の指導育成

一般職
①実績考課　
②能力考課　
③情意考課 

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
4.50月分
（20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，扶養手当等は加算されません
（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4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
人および16年度からの第3次職員定数適正化計画
で101人，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。さらなる削減に向け，次期計画を策定します。

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

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21年度構成比
5年前の構成比

（表記のない場合，実績はすべて平成20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8時間（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，
家族などを介護するための介護休
暇（無給）などがあります。

　　　　

退
職
者

理由 人数
定年（定年年齢60歳） 38人
勧奨（早期退職制度によるもの） 7人
普通（自己都合などによるもの） 17人
計 62人

      特別職の報酬等      5

      職員数の状況      6

      職員の任免      1

      研修と勤務成績の評定      2

      職員の福利厚生（福祉と利益の保護）      3

      勤務時間その他の勤務条件      4

      分限処分と懲戒処分の状況      5

      服務の状況      6

●新規採用・退職者数　　　　　

新
規
採
用

職種 人数
一般事務 19人
一般技術 14人
保健師 3人
栄養士 1人
保育士 10人・任期付1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 10人 5人
一般技術 2人 2人

B
一般事務 1人 1人
一般技術 1人 0人

係長職
一般事務 12人 8人
一般技術 5人 2人
その他技術 5人 5人

区分 人数
課長職→課長補佐職 1人
係長職→主任職 2人
技能主任職→主事職 1人

＊市長の退職手当算定方式は，平成21年10月までの任期に係
　る退職については，
　〈給与月額×勤続年数×130/100〉




