
町の人事行政の

運営などの状況を公表します！

　東浦町人事行政の運営等の状況の公表

に関する条例第５条の規定に基づき、平

成27年度における本町の人事行政の運営
などの状況を公表します。なお、表示単

位未満は四捨五入し端数整理しています。

●問い合わせ　秘書広報課　内線２２６

（１）職員の任免の状況（平成27年度中）

採用者数（人） 25 退職者数（人） 25

（２）職員数（平成27年４月１日現在）

職員数（人） 385 
※一般職に属する常勤職員数（教育長を除く）
※再任用短時間勤務職員（17人）を除く

１　職員の任免および職員数に関する状況

（１）人件費の状況（平成27年度普通会計決算）

歳出額Ａ
（千円）

人件費Ｂ
（千円）

人件費率
（Ｂ／Ａ）
（％）

26年度の
人件費率
（％）

うち
職員給与費

13,907,850 2,534,114 1,744,087 18.2 19.9
※人件費には、特別職に支給される給料・報酬などを含む

（２）職員給与費の状況（平成27年度普通会計決算）

職員数
Ａ

（人）

給与費（千円） １人当たり
給与費
（Ｂ／Ａ）
（千円）

給　料 職員手当
期末勤勉
手当

計　Ｂ

352 1,097,128 210,419 436,540 1,744,087 4,955
※職員手当には退職手当を含みません

（３）一般行政職の初任給の状況（平成27年４月１日現在）

区　分 初任給（円） 採用２年後の給料額（円）

大学卒 180,800 193,500
高校卒 146,500 157,700

※一般行政職は、税務職員・保健師・保育士・企業職員・技能労務職
員などを除く、一般的な業務に従事する職員

（４）一般行政職の経験年数別平均給料月額
（平成27年４月１日現在）

区　分
経験年数
10年（円）

経験年数
20年（円）

経験年数
25年（円）

経験年数
30年(円)

大学卒 246,786 362,743 372,340 377,875

高校卒 － 331,700 352,075 366,333

（５）一般行政職の級別職員数の状況（平成27年４月１日現在）

区　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 計

標準的
な職務
内容

主事
技師

主事
技師

主査
係長
主任

課長
補佐
係長

課長
主幹
課長
補佐

部長
次長
課長
主幹

部長 ―

職員数
（人）

38 33 38 45 16 19 21 ２ 212

構成比
（％）

17.9 15.7 17.9 21.2 7.5 ９ 9.9 0.9 100

（６）職員の平均給料月額、
平均給与月額、平均年齢の状況（平成27年４月１日現在）

区　分
平均給料月額
（円）

平均給与月額
（円）

平均年齢
（歳）

一般行政職 296,000 378,867 38.8
技能労務職 213,500 227,900 53.5

（７）職員手当の状況
ア　期末・勤勉手当（平成27年度普通会計決算）

期　末 勤　勉

６月期支給月数（月分） 1.225 0.75
12月期支給月数（月分） 1.375 0.85

計（月分） 2.600 1.60
職務上の段階、職務の級などによる加算措置　　有

平均支給年額（千円） 773 471
※支給月数は、平成27年度の状況
※平均支給年額は、平成27年度の職員１人当たりの平均額

イ　退職手当

区　分 自己都合など 定年・勧奨

平均支給額（千円） 2,923 19,184
※副町長は除く
※平均支給額は、平成27年度に退職した職員１人当たりの平均額

ウ　特殊勤務手当

職員全体に占める支給職員の割合（％） 4.0
平均支給年額（千円） 27
手当の種類（種類） ５

代表的な手当 待機手当、滞納整理手当

※支給職員の割合は平成27年４月の状況
※平均支給年額は、平成27年度普通会計決算額を平成27年４月の支給
対象職員数で除したもの（以下の手当についても同様）

エ　時間外勤務手当

支給総額（千円） 平均支給年額（千円）

68,989 291

オ　その他主な手当

区　分 内　容

扶養
手当

配偶者…13,000円
配偶者以外…6,500円 
※配偶者のいない場合の１人目は11,000円
※満16～22歳の子は１人につき5,000円を加算

住居
手当

借家…12,000円を超える家賃の額に応じ、最高27,000円

通勤
手当

交通機関利用者…運賃相当額の範囲内で支給
（原則として６か月定期券の額で最高55,000円）
自家用車等利用者…通勤距離に応じ、最高24,500円

（８）特別職の報酬などの状況（平成27年４月１日現在）

区　分 報酬などの月額（円） 期末手当（月分）

町　長 871,000 
６月期　1.475
12月期　1.625　

計　3.100

副町長 682,000 
議　長 375,000 
副議長 290,000 
議　員 252,000 

２　職員の給与の状況

平成27年度
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町の人事行政の運営などの状況を公表します！
平成27年度

３　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間の状況
（変則勤務職場などを除く一般的な職場）

正規の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間

７時間45分 午前８時30分 午後５時15分 正午～午後１時

（２）主な休暇の種類

区　分 付与日数 区　分 付与日数

年次有給
休暇

１年度につき20日 証人等
出頭

必要期間

出　産
産前６週間、
産後８週間

骨髄移植 必要期間

育児時間
１日２回、
各30分以内

ボラン
ティア

１年につき
５日以内

子の看護
１年につき
５日以内

住居
滅失等

７日以内

短期の
介護

１年につき
５日以内

交通遮断 必要期間

忌　引
親族の区分により

１～７日
妻の
出産補助

２日以内

父母の
祭日

１日 夏季休暇 １年につき５日

結　婚 連続する５日以内
選挙権
行使

必要期間

（３）育児休業等取得者数（平成27年度中に新たに取得した職員数）

区　分 男　性 女　性

育児休業取得者数（人） １ 10
部分休業取得者数（人） ０ ７

４　職員の分限および懲戒処分の状況

（１）分限処分の状況

処分の種類 処分者数（人） 処分の事由

休　職 ３
心身故障のため、長期の休養を
要する場合

降　任 ０ －

免　職 ０ －

（２）懲戒処分の状況

処分の種類 処分者数（人） 処分の事由

免　職 ０ －

停　職 ０ －

減　給 ０ －

戒　告 ０ －

５　職員の服務の状況

（１）服務制度に関する研修などの実施状況
　地方公務員法（昭和25年法律第261号）に定められた町職員
についての義務を周知徹底するため、新規採用職員研修にお

いて、服務制度に係る研修を実施しました。また、随時、通知

文書などにより、服務規律の徹底を図っています。

（２）セクシャル・ハラスメント対策
　セクシャル・ハラスメント防止については、秘書広報課を

相談窓口として職場におけるセクシャル・ハラスメントの防

止などに努めています。

（３）営利企業などへの従事許可の状況
（平成27年度中に新たに許可したもの）

区　分 件数（件）

報酬を得て事業もしくは事務に従事するもの ５

平成27年　国勢調査事務に従事するもの 170

（１）研修の状況
　東浦町職員研修規程（平成26年東浦町規程第２号）に基づき
実施した研修は、次のとおりです。

区　分 研修名など

オン・ザ・ジョブ・トレー
ニング…各職場内にお
いて日常の職務を通し
て職員の資質の向上お
よび職場のモラルの向
上を図る研修

OJT研修

一般研修…職員がその
職務を遂行するために
必要な知識、技能、態度
その他基礎的教養の習
得を目指す研修

新規採用職員研修、一般職員研修、
監督者研修、管理者研修
・新任係長まで主に知多５町職員
研修協議会で実施
・課長補佐以上は、主に県研修セン
ターで実施
・保育士は専門機関で実施

特別研修…特定の職務
を行うのに必要な専門
的、実務的な知識および
技能を習得させる研修

リーダー研修、組織力向上研修、メン
タルケア研修、クレームマスター研
修、プレゼンテーション研修、リスク
マネジメント研修など

派遣研修…他の地方公共
団体、外部の研修団体な
どが行う研修に派遣し、
行政の効率的な運営能力
および高度な識見を備え
た職員を養う研修

自治大学校、県研修センター、市町
村アカデミー、国際文化アカデ
ミー、民間研修機関など

自主研修…職員が自らの
意思に基づき町政全般に
ついて調査、研究および
知識を習得するもの

資格取得支援補助、自主研究グルー
プ支援

（２）勤務成績の評定の状況
　人事考課制度に基づき、職員（技能労務職を除く）を対象に

勤務成績の評定を次のとおり行っています。

目　的

　これまでの年功序列的な制度から能力・
業績を重視した給与構造への抜本的な見直
しを行い、目標管理と連携した業績重視の
人事考課制度を導入し、職員の意識改革お
よび人材の育成をするとともに給与などへ
の反映を目的とする。

制度の概要

　人事考課制度により、第２次考課者にお
いて考課した総合考課点をＡ～Ｅの５段
階に置き換えて評価する。調整考課者は、
最終評定点および評語を決定する。

評定日 平成28年１月１日
評定期間 平成27年４月１日～平成28年３月31日

対象者

　東浦町職員定数条例による職員のうち、
技能労務職を除くすべての職員。ただし、
欠勤、休職、停職、長期出張その他これに類
する事故などのために長期にわたり職務に
従事しない場合もしくは公正な評定を行う
ことができないと認められる場合は除く。

実施者数 331人

６　職員の研修および勤務成績の評定の状況

4広報ひがしうら 平成29年３月１日号



７　職員の福祉および利益の保護の状況

（１）共済組合負担金（地方公務員等共済組合法［昭和37年法律第
152号］に基づく負担金：普通会計）

執行額（千円） １人当たりの負担額（千円）

400,202 1,137

（２）職員互助会に対する補助金

補助金額（円） 会員数（人） １人当たりの補助額（円）

1,332,000 394 3,380

（３）安全衛生
ア　安全衛生管理体制の概要
　職員の安全確保、健康増進などの諸施策を効率的に推進す

るため、東浦町職員安全衛生管理規程（昭和59年東浦町訓令第
２号）の定めるところにより、統括安全衛生管理者（副町長）を

組織の長とする安全衛生管理体制を整備しています。

　また、調査審議機関として職員の安全衛生についての基本

的対策については、安全衛生委員会を設置しています。

イ　職員健康診断

検診名
受診者
数（人）

健康管理区分（医療面）（人）

要医療 要精検 要観察
観察
不要

定期健康診断
および人間ドック

386 25 140 169 52

ウ　健康指導などの実施状況
　職員の健康の保持増進を図るため、健診結果に基づく事後

管理、一般疾病の予防・治療対策、心の健康問題について共済

組合などの相談窓口を活用して保健指導を実施しています。

（４）職員の災害補償
ア　公務災害認定件数

負傷（件） 疾病（件）

自己職務遂行中 ４
公務上の負傷に
起因する疾病

０

出張中 0 職業病 0

その他 0 その他公務起因性の
明らかな疾病

0

合計（件） ４

イ　通勤災害認定件数

出勤途上（件） 退勤途上（件） 合計（件）

０ ０ ０

ウ　公務災害基金負担金
（地方公務員災害補償法［昭和42年法律第121号］に基づく負担金）

執行額（円） 2,340,975

８　公平委員会の事務の状況

業務の種類 件数（件）

勤務条件に関する措置の要求の状況 ０

不利益処分に関する不服申立ての状況 ０

※公平委員会の事務は、愛知県に委託しています。

　２月１日（水）から臨時福祉給付金の申請

を受け付けています。申請期限は５月１

日（月）までです。

●対　象

平成 28 年１月１日現在、本町の住民基

本台帳に記載された方のうち、平成 28

年度分の住民税（均等割）非課税の方

※生活保護受給者、住民税課税者に扶

養されている方などは支給対象外

●給付額　１人　15,000 円

●申請手続き

　１月下旬に、支給対象となる可能性

のある方へ、税務課から住民税非課税

通知とあわせて申請書を送付しました。

申請書と必要書類を福祉課へ持参また

は返信用封筒で返送してください。

※住民税未申告者には送付していませ

ん。自身が支給対象と思われる方は、

税務課で申告し、非課税となった場

合は福祉課で臨時福祉給付金の手続

きをしてください。

●必要書類

申請者の本人確認書類（運転免許証、健

康保険証など）、受取口座の分かる通帳

やキャッシュカード、印鑑

※世帯で申請する場合は、世帯全員分

の本人確認書類が必要

※外国籍の方は、在留カードが必要

●問い合わせ　福祉課　内線１２６

臨時福祉給付金の

申請は

お済みですか？
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