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（４）職員の手当の状況
①期末手当・勤勉手当

国東京都東村山市

―１人当たり平均支給額（平成３０年度）１人当たり平均支給額（令和元年度）
１,８７４千円１,７６１千円

（３０年度支給割合）（３０年度支給割合）（元年度支給割合）
勤勉手当期末手当勤勉手当期末手当勤勉手当期末手当
１.８５月分
（０.９０月分）

２.６０月分
（１.４５月分）

２.００月分
（０.９５月分）

２.６０月分
（１.４５月分）

２.０５月分
（１.００月分）

２.６０月分
（１.４５月分）

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による
加算措置
職務段階別加算５〜２０％、管理職
加算１０〜２５％

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等によ
る加算措置
職務段階別加算３〜２０％、管理
職加算１５〜２５％

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等によ
る加算措置
職務段階別加算３〜２０％

（注）　（　　）内は再任用職員に係る支給割合です。

②退職手当
国（平成３１年４月１日現在）東村山市（令和２年４月１日現在）

応募認定・定年自己都合（支給率）勧奨・定年自己都合（支給率）
２４.５８６８７５月分１９.６６９５月分勤続２０年２３.００月分２３.００月分勤続２０年
３３.２７０７５月分２８.０３９５月分勤続２５年３０.５０月分３０.５０月分勤続２５年
４７.７０９月分３９.７５７５月分勤続３５年４３.００月分４３.００月分勤続３５年
４７.７０９月分４７.７０９月分最高限度額４３.００月分４３.００月分最高限度額

その他の加算措置　　定年前早期退職特例措置
　　　　　　　　　　（２〜４５％加算）

その他の加算措置　　定年前早期退職特例措置
　　　　　　　　　　（２〜２０％加算）

２０,２９９千円８,０５４千円１人当たり
平均支給額
（注）１　退職手当は退職時の給料月額に、勤続年数や退職事由に応じた一定の率を乗じた額となりま

す。
　　　２　令和元年度に退職した職員１人当たりの退職手当は、自己都合退職で８,０５４千円（平均勤続年

数１２年７月）、定年退職で２０,２９９千円です。（平均勤続年数３５年３月）

③地域手当 （令和２年４月１日現在）
地域手当補正後
ラスパイレス指数

（平成３１年４月１日）
（ラスパイレス指数）

国の制度
（支給率）

支給対象
職員数支給率支給対象

地域
支給職員１人当たり
平均支給年額
（元年度決算）

支給実績
（元年度決算）

１０１.０（１０１.０）１５.０％７４６人１５.０％東村山市５８５,１８９千円４３６,５５１千円
（注）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

員と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。
　　　算出方法：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）

⑥その他の手当 （令和２年４月１日現在）
支給職員
１人当たり
平均支給年額
（元年度決算）

支給実績
（元年度決算）

国の制度と
異なる内容

国制度
との異同内容および支給単価手当名

２０２,１８０円５８,４３０千円支給単価異
子９,０００円（加算４,０００円）・配偶者お
よびその他６,０００円（職務の級が４級
であるものは３,０００円）職務の級が５
級であるものを除く

扶養
手当

１６５,６９４円１４,０８４千円支給対象
および単価異当該年度末３５歳未満で賃貸借契約が

ある世帯主　１５,０００円
住居
手当

７０,０５６円３９,９３２千円支給対象
および単価異交通機関　６か月定期乗車券相当額

交通用具　距離に応じて支給
通勤
手当

９３８,８５４円７６,９８６千円支給額異役職に応じて支給９４,０００〜６４,０００円管理職
手当

　当市では、人事評価に基づく勤務成績を勤勉手当および昇給へ反映させています。
②昇給および勤勉手当への勤務成績の反映状況

⑤時間外勤務手当
令和元年度決算平成３０年度決算区　分
２１７,４０８千円２１０,６５２千円支給実績
３５３千円３４１千円職員１人当たり平均支給年額

④特殊勤務手当 （令和２年４月１日現在）
手当の種類
（手当数）

職員全体に占める
手当支給職員の割合（元年度）

支給職員１人当たり
平均支給年額（元年度決算）

支給実績
（元年度決算）

１種類２.１％６４,９３８円１,０３９千円
左記職員に対する

支給単価
支給実績

（元年度決算）主な支給対象業務主な支給対象職員手当の名称

１日につき　　６００円１,０３９千円高所作業高所作業に従事する職員

特殊勤務
手当

１日につき　　６００円−災害時の緊急出動の
復旧作業

災害時に緊急出動し復旧作
業に従事する職員

１件につき　２,０００円−行路死亡人又は行路
病人の取り扱い

行路死亡人又は行路病人の
取り扱いに従事する職員

１日につき　　６００円−感染症又は家畜伝染
病の防疫消毒作業

感染症又は家畜伝染病の防
疫消毒作業に従事する職員

（５）特別職の報酬等の状況 （令和２年４月１日現在）
給　料　月　額　等区　分

（参考）類似団体における最高／最低額
給　料 １,１３０,０００円／７９２,０００円９４３,０００円市　長

９３０,０００円／６７５,８００円８０１,０００円副市長
７２４,０００円／４６３,０００円５５８,０００円議　長

報　酬 ６６０,０００円／４２０,０００円５０６,０００円副議長
６０６,０００円／４００,０００円４８５,０００円議　員

（元年度支給割合）
４.１５月分

議　長
（元年度支給割合）

３.９５月分
市　長

期末手当 副議長
副市長 議　員

（支給時期）（１期の手当額）（算定方式）

退職手当 退職時１１,６９３,２００円在職１年につき給料月額の１００分の３１０
に相当する額市　長

退職時８,６５０,８００円在職１年につき給料月額の１００分の２７０
に相当する額副市長

（注）１　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み額です。　　　　　　　　　　　　　　　

　　　２　特別職の給料等の額は、「東村山市特別職報酬等審議会」の答申を経て、市長が条例で定めて
います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）勤務時間等
休憩時間終了時間開始時間勤務時間

正午〜午後１時午後５時１５分午前８時３０分週３８.７５時間
（注）保育園、児童館、図書館、ふるさと歴史館では、市民の皆さんの利便を図るため職員の変則勤務

を行っています。

（２）休暇制度の概要
事由および付与日数種類

１年につき２０日を限度として付与（前年繰越分を含めた場合、最大４０日間）
※職務に支障がない場合、時間単位での取得が可能年次有給休暇

有
給

負傷又は疾病のため療養する必要がある場合（９０日間を限度として、必要と認め
る期間）病気休暇

主
な
特
別
休
暇

妊娠中の女性職員が出産のため就業できない場合（出産予定日の８週間前から出
産の日までおよび出産の日の翌日から８週間までの期間）産前産後

１２歳に達するまでの子が負傷又は疾病し、看護を必要とする場合（養育する子が
１人の場合は年５日以内、複数の場合は年１０日以内で必要と認める日又は時間）子の看護

親族が死亡した場合（続柄により日数は異なる）忌　引
６月から１０月の夏季における、心身の健康維持増進のため（日を単位として５日
間）夏季休暇

育児時間、出産補助休暇（男性職員）、結婚休暇、ドナー休暇等その他
３歳に満たない子を養育する場合育児休業

無
給 家族の負傷又は疾病による長期療養のため、常時介護をする場合

（年１５日以上１８０日以内で、医師の診断に基づき必要と認める日数）介護休暇

４ 職員の勤務時間その他勤務条件の状況

（１）年次有給休暇の平均取得日数
令和元年平成３０年
１４.２日／人１４.４日／人

（２）主な休暇の取得状況
取得者数種　類
１１８人病気休暇
１５人産前産後
１４８人子の看護
１０６人忌　引
全職員夏季休暇
０人介護休暇

（３）育児休業・部分休業取得者数

元年度３０年度年度
種類

３５人３８人育児休業
３０人２５人部分休業

（注）前年度より引き続き取得した者を含みます。

６ 職員の服務の状況

（４）福利厚生事業への助成
助成額区　分

１１,０２８千円市補助金
内訳・参加人数等支出額区　分

１４１人４７３千円教養講座（会費・補助金運用）

主な事業

ボウリング大会他　７０７人３,８７０千円リフレッシュ事業（会費・補助
金運用）

体育系　８クラブ
６０３千円部活動補助事業（補助金運用）

文化系　４クラブ

２５２人２,３４３千円人間ドック・脳ドック等（補助
金運用）

（５）勤務条件に関する措置の要求と不利益処分に関する不服申立て状況
件　数区　分
０件勤務条件に関する措置の要求
０件不利益処分に関する不服申立て

（１）定期健康診断等の受診
受診者区　分
８２５人定期健康診断
３３人眼科検診
２２２人がん（胃・肺・大腸）検診

（２）公務災害の認定
件　数区　分
３件公務災害
０件通勤災害

（３）健康教育の概要
参加人数区　分

４４人メンタルヘルス職員研修

５１人メンタルヘルス管理職研修

１９人ハラスメント防止職員研修

７人ハラスメント防止管理職研修

９人ハラスメント相談・苦情窓口
担当職員スキルアップ研修

８ 職員の福祉と利益の保護状況

（１）職員研修実施状況と参加者数
人　数主な内容区　分
５１７人評価者研修、昇任者研修、ＯＪＴ研修等職層別研修

独自研修 ４６２人文書研修、情報公開研修、法務研修、会計研修、契約
研修等実務研修

１,８３３人能力開発研修、男女共同参画研修、人権啓発研修、課
題研修等その他研修

４７２人職層別研修、専門職研修、実務研修、法務研修、能力
開発研修等

東京都市町村職員
研修所

派遣研修 ４９人実務研修等国・都研修
５人政策形成研修合同研修

１４１人政策課題研修、研究フォーラム、各種講演会等その他各種研修自主研修

　東村山市では、体系的な人材育成の基本設計図として「人材育成ビジョン」を策定し、この方針に基
づき、職員研修の充実を図っています。

（２）人事評価の実施状況
評定期間評定要素職区分
４〜３月業績評価・能力評価管理職
４〜３月業績評価・能力評価監督職
４〜３月業績評価・能力評価一般職

（注）各職位に求められる職務行動基準
を設定し、達成度や能力発揮度を
評価するものです。

７ 研修および勤務成績の評定の状況

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
０００００５８００処分件数

（注）地方公務員法第２８条基づく分限処分、地方公務員法第２９条に基づく懲戒処分の状況です。

５ 分限・懲戒処分の状況 （単位：件）

「市報ひがしむらやま」は、市ホームページでご覧いただけます。「市報ひがしむらやま」で検索    市報ひがしむらやま 検索


