
市役所窓口
臨時開設

　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…①３月27日㈰②４月３日㈰
　９時～17時

Information

■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21年 平成22年
議　会 6人 6人

・事業の縮小
・契約事務の業務増

総　務 87人 88人 ＋1
税　務 24人 24人
労　働 4人 4人
農　水 24人 23人 －1
商　工 21人 21人
土　木 34人 35人 ＋1
民　生 49人 48人 －1

・退職に伴う欠員の不補充
衛　生 23人 22人 －1

教　育 64人 61人 －3 ･学校給食センター移転完了による減・退職に伴う欠員の不補充
病　院 10人 10人

･組織の見直しに伴う減
水　道 13人 13人
下水道 11人 9人 －2
その他 18人 18人
計 388人 382人 －6

■定員適正化計画の数値目標と進ちょく状況
①定員適正化の目標
　　平成18年度から22年度までの５年間で35人の職員数削減を目標として
　います。これは同規模団体の職員数や、これまでの定員管理の実績を分
　析し、行政の効率化と定員配置の合理化を進めるためのものです。

②定員適正化を進めるために
　　事業の外部委託などを取り入れ、民間の力を活用していきます。短期
　間の業務や専門性を要する業務などに臨時・嘱託職員の活用を進めます。

③定員適正化計画の年次別進ちょく状況
区　分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 計
削減計画数 ― 6人 9人 11人 9人 35人
削減実施数 ― 13人 8人 10人 6人 37人
職員数 419人 406人 398人 388人 382人 ―

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22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22
年度支給
割合

市　長
副市長

６月期 1.45月分
12月期 1.60月分
計 3.05月分

議　長
副議長
議　員

６月期 1.45月分
12月期 1.60月分
計 3.05月分

※12月期には期末手当0.15月分を減
額しました

　（平成 22 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 62人 22.1％

２級 主　　任 41人 14.6％

３級 主　　査 42人 14.9％

４級 総括主査
主　　査 89人 31.7％

５級 課　　長 36人 12.8％

６級 部　　長 11人 3.9％

計 281人 100％

問市　民　課　☎52―2117・52―2118
【戸籍・住基関係】
●住民異動届（転出入届など）、戸籍の届け
出の受け付け●住民票の写しや印鑑証明書
等の交付　※パスポート、住基カード、公的個人
認証の申請交付はできません
【国保関係】
●国保資格異動届の受け付け●各種県単医
療届の申請受け付け

問生活環境課　☎54―8003
●イヌの登録●ごみ収集の問い合わせ

問税　務　課　☎52―2114
●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

問収納対策課　☎52―2368
●納付書、納税証明書の交付

問社会福祉課　☎52―2119
●障害者手帳、自立支援医療受給者証など
の申請、交付

問子育て支援課☎52―2169
●子ども手当、保育所関係の手続き

問会　計　課　☎52―2153
●市税などの収納●県収入証紙の販売

3.27
4.3

日

日

 9：00～17：00

水道開閉栓など
臨時受け付け
水

水道事業所は３・４月の土日４日間

13　広報くじ№120

▶受付日時…①３月26日㈯・27日㈰②４月２
　日㈯・３日㈰９時～17時
▶業務内容…水道の開閉栓、料金収納など
問水道事業所　☎52－2189
　※市役所外。場所はハローワーク久慈の近くです
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■人件費の状況（平成21年度普通会計決算）
人　　口
21年度末

歳出額
Ａ

人件費
Ｂ

人件費率
Ｂ／Ａ

38,264人 202億4,475万円 28億6,398万4千円 14.1％
※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22年度普通会計予算）

職員数
Ａ

給　　　与　　　費 職員１人
当たりの
給与費
Ｂ／Ａ

給料 職員手当 期末・
勤勉手当

計
Ｂ

356人 12億8,249
万5千円

2億670万
7千円

4億9,240
万円

19億8,160
万2千円

556万
6千円

※職員手当には退職手当を含みません
※給与費は平成22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 16万1,600円 17万7,300円 17万2,200円 18万4,200円
高校卒 14万　100円 14万8,500円 14万　100円 14万8,500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 27万　286円 30万9,871円 35万3,413円
高校卒 24万3,888円 28万7,356円 31万6,007円

■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22年４月１日現在の久慈市のラスパイレス指数は94.0です。

２．平均給料月額や初任給など（平成22年４月１日現在）
■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 29万4,399円 32万5,579円

平均年齢 40.1歳 41.9歳

■昇給期間
　短縮の状況
　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。

３．職員手当
　（平成22年４月１日現在）

区分 久慈市 国
期
末
・
勤
勉
手
当

国と同じ
※職務の級などによる加
算あり
※12月期には期末手当
0.15月分、勤勉手当0.05
月分を減額しました

期末 勤勉
６月期 1.25月分 0.7月分
12月期 1.50月分 0.7月分
計 2.75月分 1.4月分

※左と同じ

扶
養
手
当

国と同じ

●配偶者１万３千円
●配偶者以外6,500円　
　（配偶者がいない場合
　は１人目１万１千円）
●特定年齢にある子１
　人につき５千円を加算

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
　の額に応じ最高月
　額５万円
●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
　の額に応じ最高月
　額５万５千円
●交通用具利用者…
　２千円～２万4,500
　円の範囲内

退
職
手
当

自己都合 勧奨 ･定年
勤 続20年 23.5月分 30.55月分
勤 続25年 33.5月分 41.34月分
勤 続35年 47.5月分 59.28月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分
定年前早期退職特例措置（2～20％）

※勤続年数20年以上で勧奨退職
　の場合、４号級を特別昇給

自己都合 勧奨 ･定年
勤 続20年 23.5月分 30.55月分
勤 続25年 33.5月分 41.34月分
勤 続35年 47.5月分 59.28月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分
定年前早期退職特例措置（2～20％）

　

■特殊勤務手当の状況（平成21年度普通会計決算）
区　　分 全職種

平
成
21
年
度

職員全体に占める手当支給職員の割合 6.8％
支給対象職員１人当たりの平均支給年額 8万8,579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、往診手当

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20年度 8,809万6千円 22万1千円

平成21年度 1億1,998万6千円 30万9千円

　市は住みよいまちづくりのため、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皆さ
んにお知らせします。 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


