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　大網白里市の人事行政の運営について、「職員数」と「職員の給与」の状況を公表
します。これらの情報を市民の皆さんに公表することで、人事行政の透明性を高
め、公正な運営に努めています。
　市ホームページでは、職員数・給与の状況のほかに、職員の勤務条件、分限・懲
戒処分、服務、研修、福利・利益の保護の状況についても公表しています。 

１．職員数の状況
　市では、人口の増加とともに、生活に欠かせない事業（主に道路・排水・福祉・教育）を
中心に行政需要が増加しています。
　平成25年1月1日の市制施行に伴い、これまで県が行っていた福祉施策などの実施や、
地方分権に伴う事務量の増加と相まって、今以上に職員数を抑制することが困難な状況
となっています。
　これらに対応した組織づくりを進めるため、定員適正化計画を見直し、職員の能力向
上や事務処理の効率化を図り、必要最小限の職員を段階的に補充していきます。

(1)職員の採用状況　　（平成27年4月1日）

区　分 男 女 計
採用者数 8人 17人 25人

(1)人件費の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（普通会計決算額）

区　分 歳出額（Ａ） 人件費（Ｂ） 人件費率（B/A）
平成26年度 14,066,483千円 2,670,697千円 19.0％

※人件費には、職員共済費、市長・副市長・教育長の給与を含みます
参考１：住民基本台帳人口　50,574人（平成26年度末）
参考２：平成25年度の人件費率　18.9％ 

(5)一般行政職の級別職員数の状況 　　　　　　 　　　　（平成27年4月1日）

区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 ８級
計標準的

職務内容
主事
技師

主事
技師

主任主事
主任技師 副主査 主査

主査補
副課長
副主幹

課長
主幹

理事
課長

職員数
（人） 21 42 22 83 38 30 24 1 261

構成比
（%） 8.0 16.1 8.4 31.8 14.6 11.5 9.2 0.4 100.0

(6)諸手当の状況 　　　　　　 　　　　　　　　　　（平成26年度普通会計決算）

地域手当
◆支給率＝3％（医師は6％）
◆支給対象職員＝特別職を除く全職員
◆平均支給年額＝115,546円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （平成26年度）

特殊勤務
手　　当

区　分 全　職　種
職員全体に占める手当支給職員の
割合 16．6％

支給職員1人当たり平均支給年額
（平成26年度決算） 629,203円

特殊勤務手当の種類 15種

代表的な特殊勤務手当の名称 医務手当、夜間看護手当、検査作業
手当、事故待機手当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （平成27年４月1日）

大網白里市 国

扶養手当

◆配偶者　　13,000円
◆配偶者以外の扶養親族1人につき
　　　　　　　　　　　　  6,500円
　16歳～22歳の子の加算　5,000円

◆配偶者　　13,000円
◆配偶者以外の扶養親族１人につき
　　　　　　　　　　　　  6,500円
　16歳～22歳の子の加算　5,000円

住居手当

◆貸家の場合
　家賃12,000円を超える場合、
　家賃に応じて支給
　限度額　　27,000円

◆貸家の場合
　家賃12,000円を超える場合、
　家賃に応じて支給
　限度額　　27,000円

通勤手当

◆公共交通機関利用者
　運賃相当額（最長の定期代金等）を
　全額支給
◆普通自家用車などの利用者
　使用距離に応じて3,000円～54,300円
◆原動機付自転車などの利用者
　使用距離に応じて3,000円～23,840円

◆公共交通機関利用者
　運賃相当額（最長の定期代金等）を支給
　限度額　　55,000円
◆普通自家用車などの利用者
　使用距離に応じて2,000円～31,600円

期末勤勉
手　　当

期末手当　　勤勉手当
6月期　 1.225月　　 0.75月

 12月期　 1.375月　　 0.75月
 合　計　　  2.6月　　   1.5月
※職制上の段階、職務の級などによる
　加算措置(5%～15%)があります

 期末手当　　勤勉手当
 6月期　 1.225月　　 0.75月

  12月期　 1.375月　　 0.75月
  合　計　　  2.6月　　   1.5月
※職制上の段階、職務の級などによる
　加算措置(5%～20%)があります

退職手当

　　　　　  自己都合　  勧奨・定年
勤続20年　20.445月　25.55625月
勤続25年　29.145月　  34.5825月 
勤続35年　41.325月　　   49.59月 
最高限度額　49.59月　　   49.59月 
◆その他の加算措置
・定年前早期退職特例措置
　（2％～20％加算）

　　　　　  自己都合　  応募認定・定年
勤続20年　20.445月　　25.55625月
勤続25年　29.145月　　  34.5825月 
勤続35年　41.325月　　      49.59月 
最高限度額　49.59月　　      49.59月 
◆その他の加算措置
・定年前早期退職特例措置
　（2％～45％加算）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （普通会計決算額）

時 間 外
勤務手当

平成 25年度決算額
支給総額 66,360千円

支給職員 1人当たり
平均支給年額 218千円

平成 26年度決算額
支給総額 67,446千円

支給職員 1人当たり
平均支給年額 218千円

(2)職員給与費の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　（普通会計当初予算額）

区　分 職員数
（Ａ）

給　与　費 平均給与費
（B/A）

給　料 職員手当 期末勤勉 　計（B）
平成27年度 375人 1,387,017千円 230,145千円 520,939千円 2,138,101千円 5,702千円

※職員手当には、退職手当を含みません

(3)平均給料月額・平均年齢　　　　　　　　　　　　　　　　（平成27年4月1日）

区　分
大網白里市 国

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 319,177円 40.8歳     334,283 円  43.5歳
技能労務職 296,751円 47.4歳     289,141 円  50.2歳
企業職 308,667円 39.0歳 － －

職員全体 313,838円 41.3歳 － － (7)特別職の報酬（月額）など　　　　　　　　　　　　　　　　（平成27年4月1日）

市　長 820,000円

◆期末手当　　  6月期　　 1.9月
　　　　　　　12月期 　 2.05月
　　　　　　　合　 計 　 3.95月

副市長 672,000円
教育長 602,000円
議　長 341,000円
副議長 306,000円
議　員 293,000円

(4)職員の初任給の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （平成27年4月1日）

区　　分 大網白里市 千葉県 国

一般行政職
大学卒 182,800円 182,800円

Ⅰ種 181,200円 
Ⅱ種 174,200円

高校卒 148,200円 148,200円      142,100円

(3)職員数の状況部門別　（各年４月１日）

区　分
職員数

平成25年 平成26年 平成27年

一般行政 253人 257人 264人

教育行政 88人 86人 86人 

公営企業等 149人 144人 146人 

合  計 490人 487人 496人 
※公営企業等には、病院、下水道、国保、介護、ガス事業が
　含まれます
※平成２７年は集計方法が変更となり教育長が含まれて
　いません

区　分
平成26年
4月1日の
職員数

平成27年4月1日現在における
定員適正化計画目標
（平成28年4月1日）計画数 実 数 計画数

との差

一般行政 257人 264人 264人 0人 268人

教育行政 86人 85人 86人 　1人 　81人

公営企業等 144人 149人 146人 △3人 149人

合 計 487人 498人 496人 △2人 498人

(2)職員の退職状況
      （平成26年4月1日～平成27年3月31日）

区　分 男 女 計
退職者数 8人 12人 20人

（４）定員管理の進ちょく状況
　平成25年3月に策定した定員適正化計画では、平成25年4月1日の職員数に対して、平
成28年4月1日までに、新規の行政需要や業務量の変化に対応するため、段階的に職員
数を増加していくこととしています。
　今後とも、費用対効果の高い行政運営を積極的に推進していきます。

２．職員の給与の状況
　市職員の給与は、人事院および千葉県人事委員会の勧告内容を参考にして、市議会の
議決を経た条例および条例に基づく規則により、その支給が定められています。

人事行政の運営状況の公表
総務課人事班　☎（70）０３０１


