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職員の研修および勤務成績の評定の状　職員の研修および勤務成績の評定の状況況
⑴職員の研修の状況
○市独自研修： 回　延べ 人　　○通信教育講座修了者： 人
○東京都市町村職員研修所第 ブロック（ 市）合同研修： 回　延べ 人
○東京都市町村職員研修所派遣研修：延べ 人
○その他派遣研修：延べ 人

⑵勤務成績の評定の状況
　人事評価実施。（平成 年 月 日〜 年 月 日において、課長職・
係長職を対象に実施しました）

⑵服務規律の確保に関する取り組みの例
職員の非違行為について、標準的な懲戒処分または指
導上の措置の量定を示すことにより、服務規律の確保
について職員に徹底するとともに、懲戒処分を行った
場合の公表基準についても示しています。

懲戒処分等に
関する指針

セクシュアル・ハラスメント防止等対策要綱を制定し、
相談・苦情を受け付ける対応窓口を設置するなど勤務
環境の整備を行うとともに、職員研修の実施など、日
ごろから職員の注意を喚起しています。

セクシュアル・
ハラスメント
防止対策

職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招く
ような不正行為等の防止を図り、公務に対する市民の
信頼を確保することを目的として、職員の倫理行動基
準、禁止行為、報告義務等を規定しています。

職員倫理規程

職員の福祉および利益の保護　 職員の福祉および利益の保護のの状況（主なも状況（主なもの）の）

⑷福利厚生総合提供事業
　旅行費やエンターテイメント等の費用について一部助成しています。

⑵公務災害の状況 （単位：件）

認定件数申請件数区　分
公務災害
通勤災害

⑶文化・スポーツ事業
　 職員ソフトボール大会、職員文
化展等を実施しています。

⑴健康診断の状況 （単位：人）

受診人数検診区分
一次定期健康診断

（循環器を含む）二次
一次消化器検診 二次

保育士定期健康診断
VDT作業従事者検診
※受診人数は嘱託員等を含んだ人数です。

 （単位：件）

件　数区　　　分
勤務条件に関する措置の要求

不利益処分に関する不服申し立て

公平委員会による報　公平委員会による報告告

職員数・勤務条件等の状況（平成 年度分）
問い合わせ　職員課人事研修係

⑵採用数および退職者数 （平成 年 月 日〜平成 年 月 日／単位：人）

退　　　職採　　用 その他普　通勧　奨定　年

職員の任免および職員数に関する状　職員の任免および職員数に関する状況況
⑴職員数（合計 人） （平成 年 月 日現在／単位：人）

人数区　　分人数区　　分
選挙管理委員会事務部局職員常勤特別職等
監査委員事務部局職員市長事務部局職員

併任（ ）農業委員会事務部局職員教育委員会職員
議会事務部局職員

※派遣職員（ 人）は含まない。
※短時間勤務再任用職員数 人（職員数には含まない）

⑵昇任資格試験 （単位：人）

合格者受験者試験実施日
試験区分 計女男計女男二次

（面接）
一次
（筆記）

....主任職（短期）資格試験

....主任職（中期）選考

職員の競争試験および選考の状　職員の競争試験および選考の状況況
⑴職員採用試験 （単位：人）

合格者受験者試験
区分

試験実施日
種別 計女男計女男三次

（面接）
二次

（集団討論）
一次
（筆記）

上級......一般事務
上級......建築技術
上級......土木技術

⑵休暇制度の状況（主なもの）
○年次休暇： 年を通じて 日　○公民権の行使：必要と認められる時間
○生理休暇： 日間以内　○結婚休暇： 日間以内
○妊娠中の女性職員に対する通勤緩和措置： 日につき 時間を超えな
い範囲内
○産前、産後の休養：出産の前後を通じて、 週間（多胎妊娠の場合に
あっては、 週間）
○育児時間： 日 回または 回　 分以内（ 回は最低 分）
○忌引： 日〜 日以内　○夏季休暇： 日間　○短期の介護休暇：
年につき 日以内（要介護者が複数いる場合は、 日以内）
○ボランティア休暇： 年につき、 日を超えない範囲内で必要と認め
られる期間

職員の勤務時間とその他の勤務条件の状　職員の勤務時間とその他の勤務条件の状況況
⑴勤務時間、休憩・休息時間の状況 （平成 年 月 日現在）

休憩時間終了時刻開始時刻週間の正規
の勤務時間

正午から 時間午後 時 分午前 時 分時間 分
※一部不規則勤務職場においては、 分間の休息時間あり。

 （単位：人）

懲戒処分分限処分区　分 戒告減給停職免職降給休職降任免職
処分者数

職員の分限および懲戒処分の状　職員の分限および懲戒処分の状況況

職員の服務の状　職員の服務の状況況
⑴地方公務員法第 条では、服務の根本基準として、「すべて職員は、全
体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっ
ては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定しており、さ
らにこの根本基準を受けて、職員が遵守すべき事項を規定しています。
　国立市では、職員服務規程等を定めているほか、適宜、服務規律の
確保などの通達等により、職員へ周知しています。

職員給与費の状　職員給与費の状況況（平（平成 年度普通会計決算成 年度普通会計決算））
一人当たり
給与費

（Ｂ）／（Ａ）

給　　与　　費職員数
（Ａ） 計（Ｂ）期末手当職員手当給　料

千円千円千円千円千円人
,, ,,,, ,

（注）．職員手当には退職手当を含みません。
　　　．職員数は平成 年 月 日現在の人数です。

職員の給与状況 問い合わせ　職員課給与厚生係

条例の給料表に定める額給 料
配偶者 , 円、その他の扶養親族 , 円（ともに月額）扶 養 手 当
給料、扶養手当および管理職手当の合計額の ％、職
員一人当たり平均支給月額 , 円（平成 年 月分）地 域 手 当

世帯主 , 円（月額）住 居 手 当
運賃相当額。ただし、 km以上の交通用具使用者は
距離に応じて定額支給通 勤 手 当

昆虫等駆除作業手当、行旅病人等取扱手当、伝染病
予防消毒作業手当、動物死体処理手当、滞納整理及
び処分手当等

特殊勤務手当

平均支給月額 , 円／人（平成 年度）時間外勤務手当
ボ－ナスに相当する手当期末勤勉手当
退職時に支給される手当退 職 手 当
部長相当職　月額 , 円／人（平成 年 月分）
課長相当職　月額 , 円／人（平成 年 月分）管理職手当

給
与
の
概
要

人件費の状　人件費の状況況（（平成 年度普通会計決算平成 年度普通会計決算））
（参考）
年度の

人件費率

人件費率
（Ｂ）／（Ａ）

人件費
（Ｂ）実質収支歳出額

（Ａ）

住民基本
台帳人口

（ 年度末）
％％千円千円千円人

.., ,,, ,,
（注）「普通会計」とは、個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっていること

から、　他団体との比較ができるように地方財政統計上用いられる会計区分です。

　市民の皆さんに、市政に対してより一層のご理解をいただける
よう、「国立市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基
づき、職員数・勤務条件、給与の状況についてお知らせします。

職員課

日曜・祝日の応急診療　医科＝休日診療センター　☎ － 　午前 時～午後 時 分、午後 時～ 時　歯科＝さくら休日歯科診療所　☎ － 　午前 時～午後 時 分　※保険証を忘れずに
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７ 退職手当の状７　退職手当の状況況
 （平成２４年４月１日現在／単位：月分）

国東京都国立市区　　分 定年等普通定年等普通定年等普通
３０.５５２３.５０３３.５０２４.２５３３.５０２４.２５勤続２０年
４１.３４３３.５０４３.５０３２.５０４３.５０３２.５０勤続２５年
５９.２８４７.５０５９.２０４９.７５５９.２０４９.７５勤続３５年
５９.２８５９.２８５９.２０５０.００５９.２０５０.００最高限度

定年前早期退職特例
措置（２%～２０%加算）

定年前早期退職特例
措置（２%～２０%加算）

定年前早期退職特例
措置（２%～２０%加算）加算措置

２,６９３万円９２８万円２３年度退職者の
一人当たり平均支給額

（注）「普通」とは、自己都合等による退職をいい、「定年等」
　　　とは、定年（原則６０歳）、勧奨等による退職をいいます。

５ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状５　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況況
 （平成２４年４月１日現在）

経験年数２０年経験年数１５年経験年数１０年区　　分
３６８,４２５円２９４,７５０円２６４,９９１円大学卒一般行政職 ３３３,４００円※２４５,７００円※２１０,１００円高校卒

（注）「※」とは、この欄に該当する職員がいないため、経験年数に対応する給料表上の
　　　給料月額を表示しました。

４ 職員の初任給の状４　職員の初任給の状況況
 （平成２４年４月１日現在）

国東京都国立市区　　分
１８１,２００円１８１,２００円１８１,２００円大学卒一般行政職 １４０,１００円１４２,７００円１４２,７００円高校卒

３３　職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況況
 （平成２４年４月１日現在）

一　般　行　政　職
職層名 年間給与額

合計（千円）
期末・
勤勉手当
（千円）

年間
給与額
（千円）

平均
給与月額
（千円）

平均
給料月額
（千円）

平均年齢
（歳）

人数
（人）

１０,４５１２,５１９７,９３２６６１４５３５７.３８部長級
９,６９０２,２８６７,４０４６１７４３１５１.４４０課長級
７,９３１１,８２３６,１０８５０９３７１４６.３７２係長級
６,９２８１,６３６５,２９２４４１３３９４３.８４５主任級
４,８０２９２６３,８７６３２３２３７３１.０１１３主事級
６,９６１１,６２１５,３４０４４５３２４４０.９平　均

（注）１．「平均給料月額」とは、各職種の職員基本給の平均です。
　　２．「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居

手当、時間外勤務手当等のすべての諸手当の額を合計したものであり、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です。

　　３．「期末・勤勉手当」は平成２３年度実績です。

　各団体等のご協力を頂き、市内３駅を中心に道路公園等の一斉清
掃を行います。道具は集合場所に用意してあります。多くの方々の
ご参加をお願いします。当日は清掃できる服装でご参加ください。
集合場所
①ＪＲ国立駅北口②ＪＲ国立駅南口（白十字前）③ＪＲ谷保駅北口
④ＪＲ矢川駅北口⑤各自治会・商店会の指定場所
※この日は、家庭ごみや粗大ごみは収集しません。

ごみ減量課清掃係

対象　市内在住・在勤で、４回通して参加できる初心者の方
定員　各コース９名（申込多数時抽選）
内容　ｉＰａｄ（各会場に用意）を使用し、文字入力方法等の基礎、イン
ターネット、メール、応用ソフトの使い方など。

主催　ＮＰＯ経営強化支援事業協議会
申込（１月分）　往復はがきに、表の希望コース番号（第２希望まで）、
住所、氏名、年齢、電話番号、返信用宛先を記入の上、１２月１４日
金必着で下記へ。※申し込みは一人一通のみ。

申込先　〒１８６－０００２　東１－４－６　商協ビル内　ＮＰＯ法人い
きいき市民協働ネット「国立市タブレット講習会」係

問い合わせ　ｉ－ＣＡＮ　 ０９０－３１４４－９３４５
市民協働推進課

　スプレー缶や使い捨てライターに使われる可燃性のガスは、残っ
たままごみ収集車やごみ処理機の中に入ると、火災や爆発事故を起
こす危険性があります。復旧には多額の費用と時間が掛かるため、
市民生活に多大な影響を及ぼします。必ず中身を使い切り、スプレー
缶は「ビン・ペットボトル・カン・スプレー缶」の収集日に、ガス
ライターは「有害物・危険物」の収集日に出してください。
※使い切れず中身の残っているスプレー缶やガスライターは、市役
所清掃係か環境センターまでお持ちいただければ引き取ります。

ごみ減量課清掃係

　シェアコンは、特製のカードを使って遊びながらお互いの“でき
ること”をシェアして、まちを楽しくするアイデアを語り合い、共
感する仲間と一緒にアイデアの実現に一歩踏み出すための“スター
トアップ交流会”です。どなたでもご参加いただけます。
日時　１２月１日土午後７時～９時
場所　ＫＦまちかどホール（富士見台１－７）
定員　４０名（申込先着順）　費用　１，０００円（場所代・茶菓代・カード代）
申込　１１月２５日日までに、ホームページ（http://cesakunitachi.com/）

よりお申し込みください。
主催・問い合わせ　国立市ＮＰＯ育成支援事業協議会
　　　　　　　　　（受付担当：ＣＥＳＡくにたち） 緯５０５－７３９８

市民協働推進課

～まちをきれいに～

～スプレー缶や使い捨てライターは
　　　使い切ってから出してください～

～みんなの“できること”をシェアして、
まちを楽しくするアイデアを実現しよう～

「シェアコン」を開催します！

パソコンよりずっと簡単！
　タブレット講習会

場　所時　間日程（平成２５年）講座名
ＫＦまちかどホール
（富士見台第一団地内）午後１時～３時１月７日・１４日・２１日・２８日

いずれも月曜日Ｆ６

南市民プラザ
（泉２－３－２）午後２時～４時１月１１日・１８日・２５日、２月１日

いずれも金曜日Ｍ３

商協ビル２階
（東１－４－６）

午後１時～３時
１月９日・１６日・２３日・３０日
いずれも水曜日

Ｋ８
午後３時３０分～
５時３０分Ｋ９

ＫＦまちかどホール
（富士見台第一団地内）午前１０時～正午１月１０日・１７日・２４日・３１日

いずれも木曜日Ｆ７

１２月２日日
午前９時～
（雨天中止）秋の一斉清掃～ごみ ０ ～

ゼロ

% %%%%%%%%%%%%

ごみの出し方注意！

「寄付と税に親しむ講座」

参加
無料

東東東東東東東東東東京京京京京京京京京京東京都都都都都都都都都都都
新新新新新新新新新新しししししししししし新しいいいいいいいいいいい
公公公公公公公公公公共共共共共共共共共共支支支支支支支支支支公共支援援援援援援援援援援援
事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業

東東東東東東東東東東京京京京京京京京京京東京都都都都都都都都都都都
新新新新新新新新新新しししししししししし新しいいいいいいいいいいい
公公公公公公公公公公共共共共共共共共共共支支支支支支支支支支公共支援援援援援援援援援援援
事事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業業

９ 一般行政職員の級別職員数等の状９　一般行政職員の級別職員数等の状況況
 （平成２４年４月１日現在）

計
１級２級３級４級５級６級区分

主事主任係長課長
補佐課長部長標準的な

職務内容
２７８人１１３人４５人７２人－４０人８人職員数
１００.０％４０.６％１６.２％２５.９％－１４.４％２.９％構成比

（注）１．給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
　　　２．標準的な職務内容は、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
　　　３．東京都教育職給料法適用の職員は、標準的な職務内容の職にカウントしています。

 （平成２４年４月１日現在／単位：月）

国東京都国立市区　分 勤勉手当期末手当勤勉手当期末手当勤勉手当期末手当
０.６７５１.２２５０.６７５１.２２５０.６７５１.１２５６月期
０.６７５１.３７５０.６７５１.３７５０.６７５１.２２５１２月期
－－－－－０.２５３月期

３.９５３.９５３.９５計

有有有
職制上の段階、
職務の級等に
よる加算措置
（注）期末勤勉手当は、基準日（６月１日、１２月１日、３月１日）現在の給料、扶養手当、
　　　地域手当の合計額に支給率を乗じて算出します。

６ 期末勤勉手当の状６　期末勤勉手当の状況況

８ 特別職の報酬等の状８　特別職の報酬等の状況況
 （平成２４年４月１日現在）

期末手当支給割合

１.８０月分６月期
１.９０月分１２月期
０.２５月分３月期
３.９５月分計
２.０５月分６月期
２.１０月分１２月期
０.２５月分３月期
４.４０月分計

平成２３年度年間
支給総額（注２）給料等月額区　分

１３,５１７,５５０円９５０,０００円
（８０７,５００円）市　長給 

料 
　

（注1） １２,２７８,７９０円８１５,０００円
（７３３,５００円）副市長

９,９３６,０００円５７５,０００円議　長
報 
酬

８,８９９,２００円５１５,０００円副議長

８,４６７,２００円４９０,０００円議　員
（注）１．平成２３年７月１日から平成２７年４月３０日までは、上記給料を、市長１５％、副市

長１０％の減額をし、（　）内の金額となっています。
　　２．１年間その職に就いたと仮定した場合の金額となっています。また、市長、副

市長は、減額後での総額となっています。
　　３．期末手当に関して、加算措置（２０％）があります。

祝日を除く月曜日午前9時～正午と金曜日午後2時～5時の間、市役所1階のしょうがいしゃ支援課に手話通訳者がいます。

最終募集！


