
■職員の平均給料月額と
　平均年齢の状況

区分 久慈市 国

一般
行政職

平均給料
月額 30万2,156円 32万 9,845円

平均年齢 40.3歳 43.5歳

■人件費の状況（平成 29 年度普通会計決算）
人口

（29年度末）
歳出額
（Ａ）

人件費
（Ｂ）

人件費率
（Ｂ／Ａ）

35,333人 246億 3,005万３千円 26億 2,621万円 10.7％
※人件費には特別職に支給される給料、報酬を含みます

■職員給与の状況（平成 30 年度普通会計予算）

職員数
（Ａ）

給与費 職員１人当
たり給与費
（Ｂ／Ａ）給料 職員手当 期末・

勤勉手当
計

（Ｂ）

331人 12億 6,378万9千円
1億 8,565 万

９千円
4億 8,184 万

円
19億 3,128万

8千円
583万
5千円

※職員手当には退職手当を含みません
※給与費は平成 30 年度当初予算に計上された金額です

１．人件費と給与

■職員の初任給の状況

区分
久慈市 国

決定初任級 採用２年経過
後の給料月額 決定初任級 採用２年経過

後の給料月額

一般
行政職

大学卒 17万 100円 18万 5,900円 17万 9,200円 19万 1,100円
高校卒 14万 8,400円 15万 6,900円 14万 7,100円 15万 5,500円

■職員の経験年数別・学歴別の平均給料月額の状況
区分 経験 10 年～ 15 年未満 経験 15 年～ 20 年未満 経験 20 年～ 25 年未満

一般
行政職

大学卒 26万 2,359円 32万 3,006円 35万 9,984円
高校卒 22万 5,285円 26万 3,106円 32万 3,755円

２．平均給料月額や初任給など（平成 30 年４月１日現在）

３．職員手当
　（平成 30 年４月１日現在）

区分 久慈市 国
期
末
・
勤
勉
手
当

期末 勤勉
６月期 1.225月分 0.875月分
12月期 1.375月分 0.975月分
計 2.6月分 1.85月分

※職務の級などによる加算あり

期末 勤勉
６月期 1.225月分 0.9月分
12月期 1.375月分 0.95月分
計 2.6月分 1.85月分

※左と同じ

扶
養
手
当

●配偶者…1万円
●子…8千円
（配偶者がいない場合に
は 1人目 1万円）
●父母等…6,500 円
（配偶者がいない場合に
は 1 人目 9千円）
● 特定年齢にある子1人
につき5千円加算

●配偶者…6,500 円

●子…1万円

●父母等…6,500 円

● 特定年齢にある子1人
につき5千円加算

住
居
手
当

国と同じ ●借家・借間…家賃に
　応じ最高 2万 7千円

通
勤
手
当

● 交通機関利用者…負担
している運賃の額に応
じ月額5万5千円

● 交通用具利用者…通勤
距離に応じた区分による
額（3 千円～2 万 4,500
円）

● 交通機関利用者…負担
している運賃の額に応
じ月額 5万 5千円
● 交通用具利用者…2千
円～3万1,600 円の範
囲内

退
職
手
当

区分 自己都合 勧奨 ･定年
勤続20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.0395月分 33.27075月分
勤続35年 39.7575月分 47.709月分
最高限度額 47.709月分 47.709月分
定年前早期退職特例措置
（２～45％）
※ 勤続年数20年以上で勧奨退職
の場合、４号級を特別昇給

区分 自己都合 勧奨 ･定年
勤続20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.0395月分 33.27075月分
勤続35年 39.7575月分 47.709月分
最高限度額 47.709月分 47.709月分

定年前早期退職特例措置
(２～45％)

■特殊勤務手当の状況（平成 29 年度普通会計決算）
区分 全職種

職員全体に占める手当支給職員の割合 3.9％
支給対象職員１人当たり平均支給年額 4万4,782円
手当の種類（手当数） 13
代表的
な手当
の名称

支給額の多い手当 社会福祉業務手当、徴収
手当、放射線取扱手当

多くの職員に支給されて
いる手当

社会福祉業務手当、徴
収手当

■時間外勤務手当の状況（各年度普通会計決算）
区分 支給総額 職員１人当たり支給年額

平成 28年度 2億1,312万 3千円 59万円
平成 29年度 1億2,043万 3千円 33万 5,000円

■部門別職員数と主な増減理由（各年４月１日現在）

区分
職員数 対前年

増減数 主な増減理由
平成 29年 平成 30年

６．職員数など

５．特別職の報酬
　　など

４．一般行政職の
　　級別職員数

　（平成 30 年４月１日現在）
区分 月額など

給料
市長 80万1,000円
副市長 66万 4,000円

報酬
議長 38万 6,000円
副議長 33万1,000円
議員 30万 3,000円

期末手当

平成 30
年度支
給割合

市長
副市長

６月期 1.55月分
12月期 1.75月分
計 3.30月分

議長
副議長
議員

６月期 1.55月分
12月期 1.75月分
計 3.30月分

　（平成 30 年４月１日現在）
区分 代表的な

職務内容 職員数 構成比

１級 主事
技師 43人 15.9％

２級 主任 64人 23.6％

３級 主査 51人 18.8％

４級 係長 73人 26.9％

５級 課長 31人 11.4％

６級 部長 9人 3.4％

計 271人 100％

■ラスパイレス指数
　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給料を 100 として、久慈市
の一般行政職の給料を比較するもので、給与水準を示す方法の１つ
です。平成 30 年４月１日現在の久慈市の指数は 96.5 です。
※参考…平成 29 年は 96.8

■昇給期間
　短縮の状況

議会 6人 6人

○国土調査担当職員の充
実

総務 94人 94人
税務 23人 23人
労働 3人 3人
農水 24人 25人 ＋ 1
商工 17人 17人
土木 41人 39人 ー 2
民生 42人 42人

○退職職員の欠員不補充
衛生 22人 22人
教育 45人 45人
病院 6人 6人
水道 13人 13人
下水道 8人 8人
その他 17人 16人 － 1
計 361人 359 人 － 2

■定員適正化計画の数値目標と進ちょく状況
　市では、久慈市総合計画後期基本計画のもと、第３次久慈市職員
定員適正化計画を策定。職員数の適正化に向けて、計画的に取り組
んでいます。

区分 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 計
削減計画数 - － 13 ＋１ 0 ＋１ 0 － 11
増減数 - － 12 －５ －２ - - － 19
職員数 378 人 366 人 361 人 359 人 - - -

　給与制度の改正
により、平成 18 年
４月１日から昇給
期間の短縮は行っ
ていません

　転入・転出手続きなどの増加に合わせ、
市役所窓口を臨時開設します。開設窓口
と主な業務内容は下記のとおりです。
▶ 開設日時…３月 31 日㈰　9時～ 17 時

●住民異動届（転入・転出届など）、戸籍届
出の受け付け●住民票の写し、戸籍謄抄本
の交付●印鑑登録・印鑑登録証明書の交付
●マイナンバーカードの交付●国保資格異
動届出の受け付け●各種国保医療届出など
の申請受け付け
※ パスポートの申請交付、住基ネットを使った
サービスの利用はできません
　　　　問 市民課　☎ 52-2117・52-2118
●所得、課税、扶養証明書の交付●資産（土
地・家屋）、評価額、公課証明書の交付

　　　　問 税務課　☎ 52-2114

●納付書、納税証明書などの交付

　　　　問 収納対策課　☎ 52-2368
●児童手当、児童扶養手当、保育所関係の
手続き

　　　　問 子育て支援課　☎ 52-2169

●市税などの収納●県収入証紙の販売

　　　　問 会計課　☎ 52-2153

In
fo
rm
at
io
n

In
fo
rm
at
io
n

市役所窓口
臨時開設

日３.31
  ９:00～17:00

　住みよいまちづくりのため、市ではさまざまな仕事をしています。市職員の給与は、毎月支給さ
れる給料と手当からなっています。給与は、仕事内容や生計費、国家公務員や他の都市職員、そし
て民間企業で働く方の給与とのバランスを考慮したもので、市議会を経て条例で定めています。
　今回は、市職員の給与や人数などの状況をお知らせします。  問 総務課　☎ 52‒2112

市職員の給与
現在の状況をお知らせします

問水道事業所　☎ 52-2189

休日に水道の開始・中止
を電話受付します

休日

▶受付日時…①３月 23 日㈯② 24 日㈰
　　　　　　③ 30 日㈯④ 31 日㈰
　　　　　　各日９時～ 17 時
▶業務内容…水道の開始・中止の受付
　　　　　※受付は電話のみとなります。
　　　　　　窓口開設は行いません。

　水道事業所では引っ越しのシーズ
ンに合わせて、休日に水道の開始・
中止の電話受付を行います。受付日
時と内容は下記のとおりです。
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現在 状況をお知らせしますす


