
平成１７年（２００５年）１１月１５日
�����

�������� 4

お問い合わせの市役所代表電話番号は、�０４２４－６４－１３１１です。電話番号をお掛けのうえ、担当課の内線番号をお伝えください

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（参考）１５年度
人件費比率

人件費比率
Ｂ／Ａ人件費Ｂ実質収支歳出額Ａ住民基本台帳人口区分

％
２２.０

％
２３.２

千円
１２,６１５,７４０

千円
１,０２３,８３０

千円
５４,４１３,２１５

平成１７年３月３１日現在
１８５,１１２人１６年度

（２）職員給与の状況（普通会計予算）

１人当たり給
与費Ｂ/Ａ

給　　与　　費
職員数Ａ区分

計Ｂ期末・勤勉手当職員手当給料
千円

７,３５４
千円

８,０６７,６６２
千円

２,０７３,０６５
千円

１,２６５,３０２
千円

４,７２９,２９５
１,０９７人
（７人）１７年度

（注）１職員手当には、退職手当は含まれていません。
　　２給与費は、当初予算に計上された額です。
　　３（　）内は、再任用短時間職員であり、内書きです。

（３）職員の平均給料月額、平均給与月額および平均年齢の状況（平成１７年４月１日現在）

技能労務職一般行政職
区分

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

４７歳１月４３４,８９４円３６２,２００円４４歳１０月４９０,６２３円３７１,６００円西東京市

４６歳１０月４３２,５１３円３３４,４４３円４３歳４月４７４,７６５円３６１,４７２円東京都
（注）　１「平均給料月額」とは、平成１７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
　　　２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時間外勤務

手当等の諸手当の額を合計したものです。

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額状況 ����� （平成１７年４月１日現在）

経験年数２０年経験年数１５年経験年数１０年区分

３８０,１３３円３１５,５９１円２７９,６８０円大学卒
一般行政職

３２２,９５７円２８２,７００円２３０,３５０円高校卒
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（４）職員の初任給の状況 ���������������� （平成１７年４月１日現在）

国東京都西東京市
区分

採用後２年初任給採用後２年初任給採用後２年初任給

１９８,６００円１７９,８００円２０３,６００円１７９,８００円２０３,６００円１７９,８００円大学卒一　般
行政職 １４８,５００円１３８,８００円１５３,３００円１４４,０００円１５３,３００円１４４,０００円高校卒

（６）一般行政職の級別職員数の状況 ����������� （平成１７年４月１日現在）

計１級２級３級４級５級６級７級８級９級区分

主事主任係長・
　主査

課長補佐
・副主幹

課長・
　主幹

部次長・
　副参与

部長・
　参与

標準的な
職務内容

６９１人
（５人）５人１２人１８５人

（５人）１８２人２０６人２０人３９人２３人１９人職員数
（人）

１００％
（１００％）０.７％１.７％２６.８％

（１００％）２６.３％２９.８％２.９％５.６％３.３％２.７％構成比
（％）

１００％
（１００％）０.８％１.７％２５.８％

（７５.０％
２７.５％
（２５.０％２９.０％３.３％６.５％３.３％２.１％１年前

構成比

（７）昇給期間短縮の状況

技能労務職一般行政職合計区　　　　　分

１９２７２０９１２職員数（A）　

年
度

１６
０００普通昇給期間（１２月～２４月）を

短縮して昇給した職員数（B）

０００比率（B）/（A）

１９７７３４９３１職員数（A）　

年
度

１５
０００普通昇給期間（１２月～２４月）を

短縮して昇給した職員数（B）

０００比率（B）/（A）

田無市の構成比（平成１２年４月１日現在）

【　

参　

考　

】

計主事主任・主事係長・主査部長・課長標準的な
職務内容

――１００.０％１.７％５５.３％２４.６％１８.４％５年前

保谷市の構成比（平成１２年４月１日現在）

計主事補・
　技師補主事・技師係　　長

（相当）職
課長補佐
（相当）職

課　　長
（相当）職

部　　長
（相当）職

標準的な
職務内容

１００.０％２.９％５５.８％２６.２％２.０％９.３％３.８％５年前

　国家公務員の給与を１００とした場合の、地方公務員の給与水準を指数で示したもの
で、一般行政職の学歴別・経験年数別に平均給与額を比較した場合の総合的な給与水
準です。当市における一般行政職の給与水準は、平成１６年４月１日現在で１００.１（前年
は１０３.２）となっています。

（８）　ラスパイレス指数

国の制度西東京市の制度

配偶者 ���������� １３,５００円
配偶者以外の扶養親族２人まで  ６,０００円
その他の扶養親族 ����� ５,０００円
特定期間の加算 ������ ５,０００円

配偶者 ���������� １５,５００円
配偶者以外の扶養親族２人まで  ６,０００円
その他の扶養親族 ����� ４,０００円
特定期間の加算 ������ ４,０００円

扶養手当

賃貸住宅支給限度額 ���� ２７,０００円
自宅（新築購入後５年以内）　２,５００円

世帯主およびこれに準ずるもの
扶養あり ��������� ９,０００円
扶養なし ��������� ８,５００円

住居手当

交通機関１か月当たりの支給限度額 � ５５,０００円
交通用具、通勤距離に応じて支給

交通機関１か月当たりの支給限度額 � ５５,０００円
交通用具、通勤距離に応じて支給通勤手当

西東京市
区分

特殊勤務
手当

（１６年度）

全職種
３,１６９円支 給 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額
４％職員全体に占める手当支給職員の割合
４手 当 の 種 類 （ 手 当 数 ）

犬猫等死体処理手当
支給額の多い手当

代表的な手当の名称
支給対象職員の多い手当

（９）職員手当の状況
国西東京市区　分

  期末手当 勤勉手当
６月期 １.４０月 ０.７０月
  （０.７５月） （０.３５月）
１２月期 １.６０月 ０.７０月
  （０.８５月） （０.３５月）
３月期 ― ―

　計　　　　　　４.４０月
　　　　　　　（２.３０月）
職制上の段階、職務の級等による
加算措置有り
（　）は再任用職員に係る支給割合

  期末手当 勤勉手当
６月期 １.６０月 ０.４５月
  （０.７５月） （０.２５月）
１２月期 １.６５月 ０.４５月
  （０.９５月） （０.２５月）
３月期 ０.２５月
  （０.１０月） 　―
　計　　　　　　　４.４０月
　　　　　　　　（２.３０月）
職制上の段階、職務の級等による加算措
置有り
（　）は再任用短時間職員に係る支給割合

期末手当
勤勉手当
（１６年度）

  自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 ２１.００月分 ２７.３０月分
勤続２５年 ３３.７５月分 ４２.１２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）
退職時昇給
１号俸（整理退職等）

  自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 ２４.２５月分 ３５.００月分
勤続２５年 ３２.５０月分 ４５.５０月分
勤続３５年 ４９.７５月分 ５９.２０月分
最高限度額 ５０.００月分 ５９.２０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）
退職時昇給
１号給（公務上の死亡・整理退職等）

退職手当

全市域支 給 対 象 地 域

調整
手当

１２％支 給 率
１２３２人支 給 対 象 職 員 数
１０％国 の 制 度 （ 支 給 率 ）

５２３,９０５円支給対象職員１人当たり平
均支給年額（１６年度）

千円
３１５,１００支 給 総 額

時間外
勤務手当
（１６年度） 千円

２４５
職員１人当たり
支 給 年 額

　市の職員の給与は、条例や、これに
基づく規則等によって定められていま
す。
　市民の皆さんに一層のご理解をいた
だくため、そのあらましを紹介します。
◆職員課（田無庁舎�内線１２４５）


