
102010．12

行
政
情
報

石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石石巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻巻市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職職員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員員ののののののののののののののののののののののののの人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営営なななななななななななななななななななななななななどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどのののののののののののののののののののののののののあああああああああああああああああああああああああらららららららららららららららららららららららららまままままままままままままままままままままままままししししししししししししししししししししししししし
　本市職員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、平成21年度における人事行政の運営などの状況につい

て、そのあらましをお知らせします。

　なお、詳細なデータにつきましては、市のホームページに掲載していますので、併せてご覧ください。

１　職員の任免に関する状況
（1）採用者の状況

　　平成 21年度に採用した一般職の職員の状況は、次のとおりです。

　　　ア　一般行政職　９人（行政６人、保育士３人）

　　　イ　医療職　２０人（医師８人、看護師１０人、准看護師１人、臨床検査技師１人）

　　　ウ　教育職　１３人（市立高等学校教諭１１人、指導主事２人）

（２）職員の退職に関する状況

　　平成 21年度に退職した一般職の職員は、次のとおりです。

（３）昇任制度の概要と実施状況

　　職員の昇任については、選考を行っており勤務成績が良好であることが必要です。

（４）再任用の状況

　　職員の再任用は、実施していません。

（５）身体障害者の任用状況（平成 21年４月１日現在）

　　平成２1年４月１日現在任用されている身体に障害のある職員の状況は、次のとおりです。

２　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
　　職員の勤務時間その他の勤務条件は、国および他の地方公共団体の職員との均衡を考慮して条例などで定めています。

（１）勤務時間、休憩時間の状況（平成 21年 11月１日現在）

　　ア　１週間の勤務時間　３８時間４５分　　イ　開始時刻　午前８時３０分　　ウ　終了時刻　午後５時００分

　　エ　休憩時間　午後０時～０時４５分

（２）年次有給休暇の取得状況（平成 21年中）　　　　　（３）時間外勤務および休日勤務の状況

（４）病気休暇　職員が疾病にかかり、または負傷を受け、そのための療養をするときは、療養のための休暇を取得することができます。

（５）特別休暇　結婚、出産、子の看護など一定の要件に該当するときは、特別休暇を取得することができます。

（６）育児休業等取得の状況（平成 21年度に取得したもの。（　）内は、前年度から引き続くもの）

３　職員の分限および懲戒処分の状況
（１）分限処分の状況

　分限処分とは、勤務実績不良の場合、心身の故障の場合、その職に必要な適格性を欠く場合などにおいて、公務能率の維持およ

び適正な行政運営の確保を図るために行われる処分です。

　平成２１年度の分限処分は、次のとおりです。

　休職　１５人

（２）懲戒処分の状況

　懲戒処分とは、法令に違反した場合、職務上の義務に違反し、もしくは職務を怠った場合または全体の奉仕者たるにふさわしくな

い非行があった場合において、職場の秩序を維持し、回復を図るために行われる処分です。

　平成２１年度の懲戒処分の状況は、次のとおりです。

　　　戒告　２人

４　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　

　　　定期健康診断、人間ドック、各種がん検診、ＶＤＴ検診などを実施しています。

（２） 公務災害補償の状況　

　　　地方公務員災害補償基金宮城県支部に加入　発生　９件（認定　９件、うち公務災害　８件、通勤災害　１件）

合　計死亡退職懲戒免職分限免職普通退職勧奨退職定年退職
１００人１人－－３７人８人５４人

合　計主任労務級主任級主査級補佐級課長級次長級部長級
１８４人４人２３人５６人３８人２７人２７人９人

職員のうち障害のある職員数
法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数

合　　計特別障害者数普通障害者数

２０人９人１１人１，５２４人

育児短時間勤務取得者部分休業取得者育児休業取得者

２人（１人）６人（１人）６４人（３６人）

平均取得日数区  　分

8.80 日市　 長　 部　 局

10.72 日教育委員会事務局

11.93 日そ　　 の　　 他

9.22 日合　計（平均）

平均取得日数区　　分

１０．０５日市長の事務部局

１１．３２日教育委員会の事務部局

９．５４日そ の 他

１０．３１日合計（平均）

130,275 時間時間外・休日勤務総時間数

93.25 時間
職員１人当たり時間外・休日
勤務時間数
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（６）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（平成 21年 4月 1日現在）

技能労務職一般行政職

平均年齢平均給与月額平均給料月額平均年齢平均給与月額平均給料月額

46.8 歳 321,000 円299,000 円44.0 歳392,500 円336,200 円

（２）職員給与費の状況（平成 21年度普通会計決算）

※職員手当には、退職手当組合負担
金は含みません。

１人当たりの給与費
Ｂ／Ａ

給　　　　　与　　　　　費職員数
Ａ 　　　計　　Ｂ期末・勤勉手当職員手当給　　料

6,020千円8,620,536千円2,135,800千円924,985千円5,559,751千円1,432人

５　職員の給与の状況
（１）人件費の状況（平成 21年度普通会計決算）

※人件費には、特別職に支給される
給料、報酬などを含みます。

（参考）平成２０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２1年度末）

22.6％19.5％12,392,665千円772,991千円63,393,487千円163,594人

（５）一般行政職の級別職員数の状況（平成 21年 4月 1日現在）

※１　石巻市職員の給与に関
する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
代表的な職務です。

合　　計

８級７級６級５級４級３級２級１級区分

部　長次　長課　長課長補佐主　幹
主査・
主任主事

主　事主　事
標準的な
職務内容

875人21人31人101人201人106人335人50人30人職　員　数

100.0％2.4％3.5％11.6％23.0％12.1％38.3％5.7％3.4％構　成　比
（下段は１年前） 100.0％2.3％3.9％12.0％21.8％12.2％37.1％6.4％4.3％

（７）職員手当の状況（平成 21年度決算状況または平成 21年４月１日現在）

備考国の制度との異同１人当たりの平均支給額または支給単価区　分

同1,488千円期末・勤勉手当

１人当たりの平均支給額は、前年度に退職し
た全職種に係る職員に支給された平均額です。

同
自己都合等  4,666 千円
勧奨・定年 21,860 千円

退職手当

医師 14％、仙台市在勤職員 6％同112,185円地域手当

石巻市立病院、雄勝病院および牡鹿病院を除
きます。

異
（手当種類 20種）

154,333 円【手当支給職員数割合 14.4％】特殊勤務手当

同
配偶者 13,000 円、配偶者以外の親族 6,500 円、配偶者のいない職員の扶
養親族のうち 1人 11,000 円

扶養手当

国は自宅にかかる住居手当を平成２１年１２月
分から廃止しました。

同

・月額23,000円以下の家賃の場合　家賃月額から12,000円を控除した額
・月額23,000円を超える家賃の場合　家賃月額から23,000円を控除した
額の２分の１（限度額 16,000 円）に 11,000 円を加算した額

・自宅の場合で新築・購入から５年間　2,500 円

住居手当

同
・交通機関等利用者　最高支給限度額 55,000 円
・交通用具利用者（片道 2km以上）　2,000 円～ 24,500 円

通勤手当

石巻市立病院、雄勝病院および牡鹿病院を除
きます。

同296千円時間外勤務手当

問　人事課（内線 4063）

（３）平成 21年度給与独自削減の状況

　　①一般職

　　　　・管理職手当一律 20％カット

（４）職員の初任給の状況（平成 21年 4月 1日現在）

国宮城県石巻市区　　分

172,200円168,966円172,200円大学卒
一　般
行政職

152,800円149,972円152,800円短大卒

140,100円136,553円140,100円高校卒

（８）特別職の報酬などの状況（平成21年12月１日現在）

給料月額など区　　分

1,000,000円
　811,000円

市　長
副市長

給
料

545,000円
　481,000円
444,000円

議 長
副議長
議 員

報
酬

（支給割合）
年間　3.10 月
加算措置　有

市 長
副市長期

末
手
当

（支給割合）
年間　3.10 月
加算措置　有

議 長
副議長
議 員

（算定方式）         　　　  （支給時期）
100 分の 44×在職月　　任期毎に支給
100 分の 26×在職月　　任期毎に支給

市 長
副市長

退
職
手
当

（９）職員定数および職員数（平成２１年４月１日現在）

職員数定　数区　　　　　　　分

1,162人1,320人市長の事務部局（病院局を除く）の職員

290人300人病院局の職員

11人12人議会の事務局の職員

7人7人選挙管理委員会の事務局の職員

7人7人監査委員の事務局の職員

7人7人農業委員会の事務局の職員

188人240人
教育委員会の事務局および教育委員会の所管に属
する学校以外の教育機関の職員

173人185人教育委員会の所管に属する学校の職員

1,845人2,078人合　　　計

※　教育長および組合専従者は含みません。

※給与＝給料＋諸手当


