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−市からのお知らせ−

②職員の初任給の状況 （３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 （３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
４３９,６８６円３８４,８６７円３５６,９５０円２６４,１５３円大学卒一般行政職 ３４７,５００円３２８,６００円２９６,４００円２１３,９００円高校卒
３２２,７００円３１５,０００円３０１,６００円２２２,８００円大学卒技能労務職 ３１６,９００円３０５,０００円２８４,０００円１９９,４００円高校卒

（注）各区分に該当する職員が少数もしくはいない場合は、初任給等にその後の昇給を反映させたモデ
ルの給料月額を掲載しています。

　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。

問人事課令和２年度

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

（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 （３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

３９０,８７３円４２６,４４９円３２０,５８３円４１.４歳東村山市
３９６,４８７円４５７,０９７円３１４,８８５円４１.８歳東京都
４０８,８６８円－３２７,５６４円４３.２歳国
３７６,５９７円４１７,２６３円３１６,２７１円４１.６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３年４月１日現在（東京都、国、類似団体は令和２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
－－－４０１,９３２円４０８,４９９円３４０,５０６円３４人５３.１歳東村山市

２０７,９００円５５.９歳用務員４０６,６９８円４１６,３１２円３４２,７２１円１４人５３.６歳うち、用務員
－－－３６０,７５１円３９７,００１円２９１,５２１円１,３４１人５０.３歳東京都
－－－３２８,８６２円－２８７,２８３円２,３１９人５０.９歳国
－－－３７３,２４８円３９４,４８０円３２９,５２９円１０８人５１.０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
２.４０２,８６２.４千円６,８７７.５千円２.００うち、用務員
－－－－東京都
－－－－国
－－－－類似団体

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

４,８７８,３００千円
（１５１,００８千円）

１,２８３,７５０千円
（２４,８５５千円）

８４１,３６６千円
（１８,１６２千円）

２,７５３,１８４千円
（１０７,９９１千円）

７４２人
（５０人）２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、令和２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）
６,５７５千円
（３,０２０千円）
（参考）

類似団体平均
１人当たり給与費
６,６５０千円

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。

（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 （３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２.５％１４人部長５級
４５５,０００円２８４,０００円１２.４％６８人次長・課長４級
４１５,１００円２２４,８００円３１.１％１７１人課長補佐・係長３級
３６２,５００円１９９,１００円３３.８％（１００％）１８６人（４２人）主任・主任技師２級
３２４,３００円１４１,３００円２０.２％１１１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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（１）人件費・給与の状況
①人件費の状況（普通会計決算）

（参考）
元年度の
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

（令和２年１月１日）
区　分

１４.６％１１.５％８,５２９,３０２千円２,６５４,２５１千円７４,１４９,１３４千円１５１,２５５人２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。

職員の給与の状況３

（３）昇任者
昇任者数職　種 計女男

４１３部 長 職 昇 任
２１１次 長 職 昇 任
３１２課 長 職 昇 任
７０７課長補佐職昇任
１２３９係 長 職 昇 任
２８６２２合　計

（２）退職者 （令和２年度退職者）
普通退職者定年退職者職　種 計女男計女男

９２７７１６一般行政職
２２０２２０保 育 士
００００００保 健 師
１１００００栄 養 士
０００１１０児童厚生員
１０１２０２技能労務職
１３５８１２４８合　計

１ 職員の任免状況 （単位：人）

（１）職員の採用
　　　（令和２年４月２日〜３年４月１日の採用者）

採用者受験者職　種 計女男計女男
２９１４１５５９６２１５３８１一般行政職

（４）降任者
計女男区　分
６０６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３年４月１日現在）
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今年度構成比
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（３）職員数の推移（過去５年間）
増減数
（率）３年２年令和元年３０年２９年平成２８年区　分部　門

１０
（１.６％）

６２９６２４６２０６１４６１８６１９職員数一般行政 ５４６△４△１２増　減
△７

（△５.６％）
１１８１１８１２６１２６１２５１２５職員数教　育 ０△８０１０△２増　減

３
（０.４％）

７４７７４２７４６７４０７４３７４４職員数小　計
（普通会計） ５△４６△３△１０増　減

１
（２.４％）

４３４４４４４４４３４２職員数公営企業等
会計 △１００１１△１増　減

４
（０.５％）

７９０７８６７９０７８４７８６７８６職員数総合計 ４△４６△２０△１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。

計６０歳
以上

５６〜
５９歳

５２〜
５５歳

４８〜
５１歳

４４〜
４７歳

４０〜
４３歳

３６〜
３９歳

３２〜
３５歳

２８〜
３１歳

２４〜
２７歳

２０〜
２３歳

２０歳
未満区分

７９０１２７９８１８８８７９６１０４９２７９５５１７０職員数

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 ３年令和２年
０８８議会

一
般
行
政
部
門

普
通
会
計
部
門

業務増、欠員補充４１８７１８３総務・企画
欠員補充１５４５３税務

０４４農林水産
０４４商工

業務増、組織改正に伴う計上部門の見直し２５３５１土木
組織改正に伴う計上部門の見直し△４２５９２６３民生
業務増、組織改正に伴う計上部門の見直し２６０５８衛生
＜参考＞人口１万人当たり職員数 ４１.５０
（類似団体の人口１万人当たりの職員数　４４.２２）５６２９６２４小　計

０１１８１１８教育部門
＜参考＞人口１万人当たり職員数 ４９.２８
（類似団体の人口１万人当たりの職員数　６０.７０）５７４７７４２小　計

０６６下　水公営企業等
会計部門 欠員△１３７３８その他

△１４３４４小　計
＜参考＞人口１万人当たり職員数 ５２.１２４７９０

［９３３］
７８６
［９３３］合　計

（注）１　職員数は一般職に属する職員数であり、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（令和２年４月１

日現在値）。


