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（３）昇任者
昇任者数職　種 計女男

２１１次 長 職 昇 任
７０７課 長 職 昇 任
４０４課長補佐職昇任
１８５１３係 長 職 昇 任
３１６２５合　計（２）退職者 （令和元年度退職者）

普通退職者定年退職者職　種 計女男計女男
１２７５７２５一般行政職
２２０１１０保 育 士
１１００００保 健 師
２２０１１０栄 養 士
０００３３０児童厚生員
１１００００技能労務職
１８１３５１２７５合　計

②職員の初任給の状況 （令和２年４月１日現在）
国東京都東村山市区　分

１８２,２００円１８３,７００円１８３,７００円大学卒一般行政職 １５０,６００円１４５,６００円１４５,６００円高校卒
−−１４３,０００円大学卒技能労務職 −１４３,０００円１４３,０００円高校卒

③職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 （令和２年４月１日現在）
経験年数３０年経験年数２５年経験年数２０年経験年数１０年区　分
４０４,８０７円３７６,０３８円３７１,５６３円２６４,１６７円大学卒一般行政職 ３７９,３７５円−−−高校卒
−−−−大学卒技能労務職 −−−−高校卒

（注）「―」の部分については、該当する職員がいません。

　市職員の任免・職員数・給与状況等について、その制度概要や運営状
況を市民の皆さんにお伝えします。

１ 職員の任免状況 （単位：人）

（１）職員の採用
　　　（平成３１年４月２日〜令和２年４月１日の採用者）

採用者受験者職　種 計女男計女男
２９１２１７３０１８９２１２一般行政職

（４）降任者
計女男区　分
３０３人　数

　当市では、係長職以上の職にある職員が、本
人の病気や家族の介護等の理由により現在の職
責を果たすことが困難な場合に、職員自ら降任を
申し出ることができる「自主的降任制度」を整
備し、職員の健康維持・増進や勤労意欲等の回
復促進により、組織の活性化を図っています。

（２）年齢別職員構成の状況 （令和２年４月１日現在）
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（３）職員数の推移（過去５年間）
増減数２年令和元年３０年２９年２８年平成２７年区　分部　門

７６２４６２０６１４６１８６１９６１７職員数一般行政 ４６△４△１２３増　減

△９１１８１２６１２６１２５１２５１２７職員数教　育 △８０１０△２△２増　減

△２７４２７４６７４０７４３７４４７４４職員数小　計
（普通会計） △４６△３△１０１増　減

１４４４４４４４３４２４３職員数公営企業等
会計 ００１１△１０増　減

△１７８６７９０７８４７８６７８６７８７職員数総合計 △４６△２０△１１増　減
（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

問人事課

職員の給与の状況
（１）人件費・給与の状況
①人件費の状況（普通会計決算）

（参考）
３０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

（平成３１年１月１日）
区　分

１４.７％１４.６％８,０１９,２１６円１,９３３,７７１千円５４,８３９,６６９千円１５０,７８９人令和元年度
（注）１　人件費とは、一般職員に支給される給与や、市長、議員、各種委員等の特別職に支給される

給料・報酬・手当のほか、社会保険料の事業主負担分である共済費等の経費の合計をいいます。
　　　２　市の会計は、一般会計と特別会計に分かれています。普通会計とは、総務省の定める基準に

よって各団体の多様な会計を再構成した統計上、観念上の会計です。

令和元年度

３

東東村村山山市市人人事事行行政政のの運運営営
等等のの状状況況のの公公表表ににつついいてて
東村山市人事行政の運営
等の状況の公表について
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２ 職員数の状況 （単位：人）

（各年４月１日現在）（１）部門別職員数の状況と主な増減理由
主な増減理由対前年

増減数
職員数区　分

部　門 ２年令和元年
０８８議会

一
般
行
政
部
門

普
通
会
計
部
門

業務増、組織改正に伴う計上部門の見直し１３１８３１７０総務・企画
欠員不補充△１５３５４税務

０４４農林水産
０４４商工
０５１５１土木

保育園民営化、組織改正に伴う計上部門の見直し△６２６３２６９民生
計上部門の見直し△２５８６０衛生
＜参考＞人口１万人当たり職員数 ４１.２５
（類似団体の人口１万人当たりの職員数　４３.９０）４６２４６２０小　計
退職者不補充、組織改正に伴う計上部門の見直し△８１１８１２６教育部門
＜参考＞人口１万人当たり職員数 ４９.０６
（類似団体の人口１万人当たりの職員数　６０.４２）△４７４２７４６小　計

０６６下　水公営企業等
会計部門 ０３８３８その他

０４４４４小　計
＜参考＞人口１万人当たり職員数 ５１.９７△４７８６

［９３３］
７９０
［９３３］合　計

（注）１　職員数は一般職に属する職員数であり、上記人数に教育長は含んでいません。
　　　２　［　］内は、条例定数の合計です。
　　　３　教育部門とは、教育委員会の職員です。
　　　４　公営企業等会計部門とは、下水道・国保・介護・後期高齢に係る職員です。
　　　５　△は、前年と比較して減となったことを示します。
　　　６　類似団体とは、人口規模、産業構造等が東村山市と類似している団体です（平成３１年４月１

日現在値）。

③ラスパイレス指数の状況

全国市平均類似団体平均東村山市
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（注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するた
め、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸
給表（一）適用職員の俸給月額を１００として計算した指数です。

　　　２　（　　）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパ
イレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比
較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数です。

　　　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基
づく地域手当支給率）により算出。）

　　　３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均
したものです。

②職員給与費の状況（普通会計決算）
給　与　費職員数

（Ａ）区　分 計（Ｂ）期末・勤勉
手当職員手当給　料

４,９５９,４２２千円
（１８２,５９６千円）

１,３１３,６７０千円
（３０,７９９千円）

８８３,５６５千円
（２１,５０５千円）

２,７６２,１８７千円
（１３０,２９２千円）

７４６人
（６０人）

令和
元年度
（注）１　職員手当は、退職手当を除いたものです。
　　　２　職員数は、平成３１年４月１日現在の人数です（平均年齢４２.２歳）。
　　　３　（　　）内は再任用短時間職員の値であり、外書きです。

（参考）
１人当たり給与費
（Ｂ／Ａ）
６,６４８千円
（３,０４３千円）
（参考）

類似団体平均
１人当たり給与費
６,６１１千円

（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 （令和２年４月１日現在）

最高号給の
給料月額１号給の給料月額構成比職員数標準的な

職務内容区分

５２６,７００円４９４,０００円２.２％１２人部長５級
４５５,０００円２８４,０００円１３.１％７１人次長・課長４級
４１５,１００円２２４,８００円３１.５％１７０人課長補佐・係長３級
３６２,５００円１９９,１００円３３.２％（１００.０）１７９人（５０）主任・主任技師２級
３２４,３００円１４１,３００円２０.０％１０８人主事・技師１級

（注）１　東村山市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
　　　３　（　　）内は再任用短時間職員の値であり、外書きです。
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（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 （令和２年４月１日現在）
１一般行政職

平均給与月額
（国比較ベース）平均給与月額平均給料月額平均年齢区　分

３９０,７８６円４２７,９４０円３１９,６４２円４１.３歳東村山市
３９５,９８６円４４８,７３２円３１４,４５９円４１.７歳東京都
４１１,１２３円−３２９,４３３円４３.４歳国
３７７,５１１円４２８,９７４円３１６,７６９円４１.５歳類似団体

（注）１　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を使用
しています（３か年平均）。

　　　２　技能労務職の職種と民間の職種等の比
較にあたり、年齢、業務内容、雇用形
態等の点において完全に一致している
ものではありません。

　　　３　年収ベースの公務員（Ｃ）および民間
（Ｄ）のデータは、それぞれ平均給与
月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間におい
ては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値となっています。

　　　４　平均給料月額とは、令和２年４月１日現在（東京都、国、類似団体は平成３１年４月１日現在）
における各職種ごとの職員の諸手当を含まない基本給の平均です。　　　

　　　５　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。また、平均給与月額（国比較ベース）は比較のため、国家公務員
と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出しています。

２技能労務職
民　間公　務　員

区　分 平均給与
月額（Ｂ）

平均
年齢

対応する民間
の類似職種

平均給与月額
（国比較ベース）

平均給与
月額（Ａ）

平均給料
月額職員数平均

年齢
−−−４０２,９２４円４０８,９４７円３３８,１３２円３８人５２.９歳東村山市

２１１,６００円５５.６歳用務員４１４,７３３円４２４,３６５円３４４,３２５円１６人５３.５歳うち、用務員
−−−３６１,１３９円３９３,２４６円２９１,６１７円−４９.９歳東京都
−−−３２９,３８０円−２８７,３１２円−５０.９歳国
−−−３７５,８８７円４０８,３４９円３３１,４３４円−５０.５歳類似団体

参　考
区　分 年収ベース（試算値）の比較Ａ/Ｂ Ｃ/Ｄ民間（Ｄ）公務員（Ｃ）

−−−−東村山市
２.４４２,８８３千円７,０２８千円２.０１うち、用務員
−−−−東京都
−−−−国
−−−−類似団体

死市政へのご意見・ご提案等は「市長への手紙・ファクス・Ｅメール」をご利用ください。　問秘書広報課


