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（5）　特別職の報酬等の状況 �������������� （平成22年4月1日現在）
給　料　月　額　等区　分

〈参考〉類似団体における月額　　　 
最高1，070，000円／最低547，800円
最高　900，000円／最低547，500円

801，550円（943，000円）
704，880円（801，000円）

市　長
副市長

給　

料

最高　760，000円／最低420，100円
最高　670，000円／最低366，600円
最高　620，000円／最低338，800円

558，000円（558，000円）
506，000円（506，000円）
485，000円（485，000円）

議　長
副議長
議　員

報　

酬

（21年度支給割合）
4．15月分

議　長
副議長
議　員

（21年度支給割合）
4．15月分

市　長
副市長
収入役

期
末
手
当

（算定方式） ���������������������� （1期の手当額）（支給時期）
在職1年につき給料月額の100分の350に相当する額の1／2 �� 6，601，000円　退職時　
在職1年につき給料月額の100分の300に相当する額 ����� 9，612，000円　退職時　

市　長
副市長

退
職
手
当

（注）1　給料及び報酬欄の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。
　　　2　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（4年＝48

月）勤めた場合における退職手当の見込額です。
　　　3　市長の退職手当の額は、市長が条例で定めています。
　　　4　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。

③地域手当 �������������������������� （平成22年4月1日現在）

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
（21年度決算）

支給実績
（21年度決算）

10％780人10％東村山市426，176円336，253千円

（平成22年度の制度完成時）

国の制度
（支給率）支給率支給対象地域

10％10％東村山市

（注）　国の制度では、平成22年度での完成を目指し、
平成18年度から支給率を段階的に引き上げるこ
ととしています。 
　当市では、平成21年1月より国の制度に基づ
き10％としています。

⑤時間外勤務手当

21年度決算20年度決算区　分

192，939千円180，510千円支給実績

285千円259千円職員1人当たり平均支給年額

②昇給及び勤勉手当への勤務成績の反映状況

　昇給及び勤勉手当への勤務成績の反映については、毎年1月1日を基準日とした人事評価に基づき実
施していく予定です。
　当市の人事評価制度は、職務遂行過程における達成度を標準職務行動基準に照らして評価するもので、
平成17年度に管理職（課長級以上）を対象に標準職務行動基準に基づく人事評価を試行実施しており、
平成18年度には一般職に対しても試行を開始しています。勤務成績の反映については、管理職より順次
導入していく予定であり、評価者訓練等により評価制度の適正運用をはかり、人事評価に基づく勤務成
績を反映した給与制度の構築に向け取り組みを進めています。

（3）　健康教育の概要
参加人数区　　分
56人メンタルヘルス一般職員研修
49人メンタルヘルス管理職研修
34人セクシュアル・ハラスメント一般職員研修
31人セクシュアル・ハラスメント管理職研修

（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）　定期健康診断などの受診
受診者区　　分
890人定期健康診断
 41人眼科検診
295人がん（胃・肺・大腸）検診

（2）　公務災害の認定
件数区　　分

6件公務災害

0件通勤災害

　東村山市では、体系的な人材育成の基本設計図として、平成14年4月に「人材育成ビジョン」を策定
しました。
　この方針に基づき、職員研修の充実を図っております。

※人事評価は、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。

（2）　人事評価の実施状況
評定期間評定要素職区分

1月～12月能力評価管理職・一般職

（1）　主な休暇の取得状況
平成21年平成20年種　類

14．3日／人15．0日／人年次有給休暇の
平均取得日数

35人35人育児休業取得者数

 0人 4人部分休業取得者数

（注）平成21年の育児休業及び部分休業取得者数には、
平成20年度より引き続き取得した者を含みます。

（2）　主な特別休暇の取得者数
取得者数（実人数）種　類

188人病気休暇
主
な
特
別
休
暇

 17人産前産後
 84人子の看護
139人忌　　引
全職員夏季休暇
　2人介護休暇

懲戒処分分限処分
区　分

戒告減給停職免職降任休職免職
10000430処分件数

（注）1　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。
　　　2　分限処分の休職は、心身の故障による病気休職の件数です。
　　　3　分限処分の休職者の給与は、発令より1年以内は80％支給、1年を超えた場合は無給となります。

（1）　勤務時間等
休憩時間終了時間開始時間勤務時間

午後0時～午後1時午後5時15分午前8時30分週38．75時間
※保育園、児童館、図書館、ふるさと歴史館は、市民の皆さんの利便を図るため、職員の変則・変形勤
務を行っています。

（2）　休暇制度の概要
事由及び付与日数種　　類

1年につき最高20日間付与（前年からの繰越分を含めると最高40日間、時間休
での付与あり）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）病気休暇

主
な
特
別
休
暇

妊娠中の女性職員が、出産するため就業できない場合（産前産後各8週以内）産前産後
満8歳に達するまでの子が、負傷又は疾病による療養のため、常時看護を必要
とする場合（年間7日以内で必要と認める日又は時間、時間休での付与あり）子の看護

親族が死亡した場合（血縁関係により日数は異なる）忌　　引
7月～9月までの夏季における心身の健康維持増進のため（1日を単位に5日間）夏季休暇
育児時間・男性職員の出産補助休暇・結婚休暇などそ の 他
男女が共同して3歳に満たない子を養育するための休暇制度育児休業

無
給 家族の負傷又は長期療養のための介護を実現するための休暇（要介護者1人につ

き、15日以上180日以内で、医師の診断に基づく必要日数）介護休暇

（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（20年度）
1，948千円

1人当たり平均支給額（21年度）
1，677千円

〔20年度支給割合〕
　 期末手当　　　勤勉手当 　
　3．0月分　　　1．5月分

　（1．6）月分　（0．75）月分　

〔20年度支給割合〕
　 期末手当　　　勤勉手当 　
　3．5月分　　　1．0月分

　（1．8）月分　（0．55）月分　

〔21年度支給割合〕
　期末手当 　　　勤勉手当 
　 3．0月分　　　1．15月分
（1．57）月分　　（0．63）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、再任用短時間職員に係る支給割合です。

②退職手当 ������������������������������������  

国（平成21年4月1日現在）東村山市（平成22年4月1日現在）

（支給率）　　　　自己都合　　 勧奨・定年
勤続 20 年　　23．50月分　　30．55月分
勤続 25 年　　33．50月分　　41．34月分
勤続 35 年　　47．50月分　　59．28月分
最高限度額　　59．28月分　　59．28月分
その他の加算措置　　定年前早期退職特例措置
　　　　　　　　　　（2％～20％加算）

（支給率）　　　　自己都合　　 勧奨・定年
勤続 20 年　　24．50月分　　33．50月分
勤続 25 年　　33．00月分　　45．00月分
勤続 35 年　　49．00月分　　59．28月分
最高限度額　　50．00月分　　59．28月分
その他の加算措置　　定年前早期退職特例措置
　　　　　　　　　　（2％～20％加算）
1人当たり　　 4，654千円　　24，958千円平均支給額

（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　平成21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4，654千円（平均勤続
年数12年0月）、定年退職で24，958千円です。（平均勤続年数36年9月）

⑥その他の手当 ������������������������� （平成22年4月1日現在）

支給職員1人当たり
平均支給年額
（21年度決算）

支給実績
（21年度決算）

国の制度と
異なる内容

国の制度
との異同内容及び支給単価手当名

224，988円88，195千円支給単価異

配偶者　13，500円
その他　　8，200円
 ��� （3人目以降9，200円）
加　算　　4，000円

扶養手当

102，417円49，570千円支給対象
及び単価異世帯主で扶養あり � 9，000円

世帯主で扶養なし � 8，500円住居手当

59，782円34，674千円支給対象
及び単価異

交通機関利用者は6か月定期乗
車券相当額
交通用具使用者は距離に応じて
支給

通勤手当

940，916円64，923千円給料月額に対
する支給割合異役職に応じて給料の17％～19％管理職手当

職員の勤務時間その他勤務条件の状況4

分限・懲戒処分の状況5

職員の服務の状況6

研修及び勤務成績の評定の状況7

職員の福祉と利益の保護状況8

支給単価主な支給対象職員手当の名称

1日につき600円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に従事する職員

④特殊勤務手当 ������������������������� （平成22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
（21年度）

支給職員1人当たり
平均支給年額
（21年度決算）

支給実績
（21年度決算）

1種類2．1％28，129円478千円 （1）　職員研修実施状況と参加者数
人数主な内容区　　　分

309評価者研修、昇任者研修、ＯＪＴ研修等職層別研修

独自研修 279文書・情報公開研修、法務研修、会計研修、契約研修等実務研修

962能力開発研修、男女平等参画研修、人権啓発研修、課題研修等その他研修

376職層別研修、専門研修、実務研修、政策法務研修、能力開発研修等東京都市町村
職員研修所

派遣研修 36実務研修等国・都研修

4政策形成研修、経営シミュレーション研修合同研修

90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

（4）　福利厚生事業への助成
内訳・参加人数等支出額区　　分

―
11，993千円市補助金

24，486千円会員会費

会場設営費として46千円互助会展（会費・補助金運用）

主
な
事
業

193人1，100千円教養講座（会費・補助金運用）

ボウリング大会ほか　554人1，327千円体育事業（会費・補助金運用）

体育系  10  クラブ
983千円部活動補助事業（補助金運用）

文科系　6　クラブ

295人2，372千円人間ドック・脳ドック等（補助金運用）

66人1，014千円日帰り親睦旅行（会費・補助金運用）

出産・結婚給付等　209人10，748千円慶弔給付（会費運用）


