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３３３３３３３３３３ 職職職職職職職職職職員員員員員員員員員員のののののののののの分分分分分分分分分分限限限限限限限限限限おおおおおおおおおおよよよよよよよよよよびびびびびびびびびび懲懲懲懲懲懲懲懲懲懲戒戒戒戒戒戒戒戒戒戒処処処処処処処処処処分分分分分分分分分分のののののののののの状状状状状状状状状状況況況況況況況況況況３　職員の分限および懲戒処分の状況

４４４４４４４４４４ 職職職職職職職職職職員員員員員員員員員員のののののののののの服服服服服服服服服服務務務務務務務務務務のののののののののの状状状状状状状状状状況況況況況況況況況況４　職員の服務の状況

（1）分限処分の状況

計降給休職免職降任区　　　　　分

�����勤務成績が良くない場合

8�8��心身の故障の場合

�����
職に必要な適格性を欠く
場合

�����

職制、定数の改廃、予算減
少により廃職、過員を生じ
た場合

�����
刑事事件に関し起訴され
た場合

�����
条例で定めた事由による
場合

8�8��合　　計

（2） 懲戒処分の状況

訓告等計免職停職減給戒告区　　分

  68�143法令に違反した場合

  71��1�

職務上の義務違反
または職務を怠っ
た場合

������

全体の奉仕者とし
てふさわしくない
非行のあった場合

139�153合　　計

※「訓告等」は、懲戒処分にあたりません。

（4）特別休暇制度の状況 �

付与日数・期間休暇の種類

10日以内で必要と認められる期間妊娠12週間未満の流産

産前8週間以内(多児妊娠14週以内)産前休暇

産後8週間産後休暇

1日2回各1時間の範囲生後満1歳に達しない子の育児

2日以内生理日において業務困難な場合

2日以内で必要と認められる期間
妻の出産(出産予定日14日前か
ら出産後14日)

被看護者毎に1暦年において5日以内親族（二親等以内）の看護

必要と認められる期間
乳幼児の健康診査、予防接種等の
介助

死亡した親族に応じ1日から10日親族が死亡した場合

1日以内
父母、配偶者、子の追悼のための
特別な行事

7月から9月の期間内において3日夏季における心身健康維持増進等

必要と認められる期間

災害、交通機関等の事故時の不可
抗力

結核性疾患による勤務軽減

通信教育等の面接授業への出席

職務遂行に必要な資格試験等を
受ける場合

国、県、市町村その他公共団体か
らの表彰

公共団体主催の運動競技会への
選手または役員

職務に関連がある海外視察、派遣
団への参加

承認を得た期間
その他任命権者が特に必要と認
める場合

（2） 営利企業等従事許可の状況

許可件数区　　　分

  4

営利を目的とする会社、その
他の団体の役員、顧問、評議
員およびこれに準ずる職員の
地位を兼ねる場合

  8
自ら営利を目的とする私企業
を営む場合

74
報酬を得て事業または事務に
従事する場合

86合　　計

（1）職務専念義務免除の状況

　　  職務専念義務は、次の場合に限り免除されます。

　　  �職員団体等の適法な交渉へ参加する場合

　　  �研修を受ける場合

　　  �厚生に関する計画の実施に参加する場合

　　  �公民権を行使する場合

　　  �証人等として裁判所、議会等に出頭する場合

　　  �特別職または他の地方公共団体の職を兼ね、従事する場合

　　  �市行政の運営上特に必要な団体の役職員の職に従事する場合

　　  �措置要求など、およびその審査のため出頭を求められた場合

５５５５５５５５５５ 職職職職職職職職職職員員員員員員員員員員のののののののののの研研研研研研研研研研修修修修修修修修修修おおおおおおおおおおよよよよよよよよよよびびびびびびびびびび勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤務務務務務務務務務務成成成成成成成成成成績績績績績績績績績績のののののののののの評評評評評評評評評評定定定定定定定定定定のののののののののの状状状状状状状状状状況況況況況況況況況況５　職員の研修および勤務成績の評定の状況

（1）職員研修の実施状況

研修内容等のべ人数回　数研修区分

階層別研修・特別研修412  83一般研修

職務に関連して受講する研修133  61専門研修

専門研修以外で他の機関に派遣されて
受講する研修

  47  33派遣研修

職務上必要とする資格を取得するため
に受講する講習

  36  11技能講習

628188合　計

（2）勤務成績の評定の概要

評定対象職員数評定の時期区　分

129平成16年6月・12月旧雄勝町

180平成16年10月旧河南町

  97平成16年12月旧桃生町

  98平成16年6月・12月旧北上町

※上記以外は平成16年度は実施していません。

６６６６６６６６６６ 職職職職職職職職職職員員員員員員員員員員のののののののののの福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉おおおおおおおおおおよよよよよよよよよよびびびびびびびびびび利利利利利利利利利利益益益益益益益益益益のののののののののの保保保保保保保保保保護護護護護護護護護護のののののののののの状状状状状状状状状状況況況況況況況況況況６　職員の福祉および利益の保護の状況

（1）職員の健康診断の状況

受診者対 象 者区　　分

1,4071,474定期健康診断

  861  960人間ドック

  9531,061胃がん検診

    56    78肺がん検診

1,0421,122大腸がん検診

  393  591乳がん検診

  436  592子宮がん検診

  143  156ＶＤＴ検診

    98  111検 便 検 査

1,2681,405結 核 検 査

（2）公務災害補償の状況

災害の概要認定件数発生件数加入団体

公務災害　25件
通勤災害　  3件

25件28件地方公務員災害補償基金宮城県支部
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　本市（旧石巻市、旧河北町、旧雄勝町、旧河南町、

旧桃生町、旧北上町、旧牡鹿町）職員の平成16年度の

人事行政の運営などの状況を、市民の皆さんにご理解

いただくため、そのあらましをお知らせします。

（公表済みの給与等に係わるものは除いています）

　なお、詳細はホームページに掲載しています。

 　人事課（内線218・219）問

１１１１１１１１１１ 職職職職職職職職職職員員員員員員員員員員のののののののののの任任任任任任任任任任免免免免免免免免免免にににににににににに関関関関関関関関関関すすすすすすすすすするるるるるるるるるる状状状状状状状状状状況況況況況況況況況況１　職員の任免に関する状況
（1）採用者の状況

平成16年度
採用決定者数

最終合格
者　　数

申込者数区　　分

  4  4104　保育士　

  1  1  28　栄養士　

  1  1    1　保健師　

3138  71医師・看護師等

3744204合　計　

（5）身体障害者の任用状況（平成16年4月1日現在）

計特別障害者数普通障害者数職員数区　分

125  71,252旧石巻市

  1�  1  172旧河北町

  21  1  129旧雄勝町

  32  1  188旧河南町

  2�  2  101旧桃生町

  0��    98旧北上町

  3�  3  171旧牡鹿町

238152,111合　　計

※特別職除く

２２２２２２２２２２ 職職職職職職職職職職員員員員員員員員員員のののののののののの勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤務務務務務務務務務務時時時時時時時時時時間間間間間間間間間間そそそそそそそそそそのののののののののの他他他他他他他他他他のののののののののの勤勤勤勤勤勤勤勤勤勤務務務務務務務務務務条条条条条条条条条条件件件件件件件件件件のののののののののの状状状状状状状状状状況況況況況況況況況況２　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（1）勤務時間、休憩・休息時間の状況（旧石巻市 平成16年4月1日現在）

休息時間休憩時間終了時刻開始時刻1週間の勤務時間

午前１０時～1０時１５分
午後零時～午後零時４５分午後５時午前８時３０分

３８時間４５分
(1日７時間４５分) 午後  ３時～   ３時１５分

（4）派遣職員の状況

　　  �派遣している職員

計労務職行政職派遣先

  1�  1国土交通省

  1�  1宮　城　県

13310石巻地区広域行政事務組合

13�13石巻地方広域水道企業団

  3�  3
財団法人
慶長遣欧使節船協会

  1�  1
財団法人石巻地区勤労者
福祉サービスセンター

  3�  3公立深谷病院組合

35332合　　計

�派遣されている職員

計労務職行政職派遣元

71  6石巻地区広域行政事務組合

11�11石巻地方広域水道企業団

  3�  3公立深谷病院組合

21120合　　計

職員の昇任の選考には勤務成績が�
良好であることが求められます。

（2） 昇任者などの状況

昇任者数区分（昇任後）

  6部　長　級

10次　長　級

26課　長　級

84課長補佐級

35主　査　級

43主　任　級

  6主任労務職級

210合　計

（3）職員の退職に関する状況

退職者数区　　分

  37定年退職

  36勧奨退職

  44普通退職

�分限免職

�懲戒免職

    3死亡退職

120合　計

（2）年次休暇の取得状況（平成16年度）

 1,787人対象職員数

69,610日付与日数（a）

17,582日取得日数（b）

    9.84日平均取得日数

  25.26％取得率 （b） / （a） 

※交替制勤務者および育児休業者などを除く

（3） 時間外勤務および休日勤務の状況

時間数区　　　分

160,418時間外・休日勤務総時間数

        118
職員１人当たり時間外・休日
勤務時間数

（5）育児休業取得の状況

承認件数区　　分

40育児休業の承認

  4育児休業期間の延長

（4）特別休暇制度の状況�（旧石巻市　平成16年度）

付与日数・期間休暇の種類

必要と認められる期間

選挙権その他の公民権の行使

証人、参考人等としての官公
署への出頭

骨髄バンクへの登録および骨
髄移植など

1年において5日以内ボランティア活動

連続する7日以内結婚する場合

10日以内で必要と認められる期間妊娠に起因する障害 （つわり）

1日を通じて1時間を超えない範囲妊娠中の通勤混雑緩和

必要と認められる期間

母子保健法による保健指導、
健康診査

妊娠中の健康保持のための休
息または補食

人事行政運営等の
石 巻 市 職 員 の

あらまし


