
（人）

（人）

（人）

（注）

○　計画期間　　　 平成26年度から平成33年度の8年間（平成26年3月策定）

○　概　　　要　　　

　イ　年次別職員数（実績） （人）

 秩父市人事行政の運営等の状況について

１　任免および職員数に関する状況
(１)　職員採用試験の状況（平成29年度）

受験区分 応募者 受験者 １次合格者 最終合格者

一般事務職 142 120 27 12
一般事務職（身体障がい者） 2 2 1 1

一般事務職（林業） 2 2 2 0
一般事務職（学芸員） 5 4 2 1
一般事務職（土木） 1 0 0 0
一般事務職（機械） 2 0 0 0

一般事務職（社会福祉） 7 5 3 3
保健師 3 2 1 1

保育士・幼稚園教諭 10 10 7 3
助産師 3 2 2 2

技能労務職（土木作業員） 2 2 2 1
　計 179 149 47 24

(２)　職員の退職の状況(H29.4.1～H30.3.31)
定年退職 勧奨退職 普通退職 その他

16 2 14 19

　　(３)　定員管理の状況
　　①　部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

区分 　　　　　職　　　員　　　数

部門 平成29年 平成30年

議　　　会 5 5 0

総　　　務 110 117 7
税　　　務 34 33 ▲ 1
民　　　生 109 108 ▲ 1
衛　　　生 48 49 1
労　　　働 1 1 0
農林水産 18 20 2
商　　　工 20 23 3

土　　　木 69 68 ▲ 1

小　計 414 424 10

教　　育 66 61 ▲ 5

小　計 66 61 ▲ 5

普通会計部門計 480 485 5

病　　院 195 191 ▲ 4

下水道 15 15 0

その他 29 31 2
小　計 239 237 ▲ 2

719 722 3

　　②　定員適正化計画の数値目標
　ア　定員適正化目標

年　　度 25 26 27 28 29 30

対前年増減数 － ▲ 11 ▲ 11 ▲ 5 ▲ 1 5

　　「秩父市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、市職員の給与や勤務条件、研修や福利厚
生等について主に平成29年度の状況を公表します。

対　前　年
増　減　数

特
別

行
政

公
営
企
業
等

　　　合　　　計

職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、臨時および非常勤
職員を除いています。

対象となる普通会計部門の初年度（平成25年度）職員数は508名であり、簡素で効
率的な行政体制の整備に向けて、定員管理の適正化を図るものです。

職　員　数 508 497 486 481 480 485

一
般
行
政
部
門



人
(注） 人件費には、特別職等に支給される給料、報酬等を含みます。

(注） １　職員手当には退職手当を含みません。
２　給与費は当初予算に計上された額です。

　①一般行政職

歳 円 円

　②技能労務職

歳 円 円

（注）

円 円
円 円

円 円 円
円 円 円

（人）

計

（注）

円
円
円
円
円

２　給与の状況
(１)　人件費の状況(普通会計決算)

平成30年3月31日 千円 千円 千円 ％
63,365 29,418,881 1,764,345 4,151,561 14.1 

（２）　職員給与費の状況（普通会計予算）
給　　　与　　　費 一人当たり給与費

　　給　　　料 　　職員手当 計　B 　　　　　　B/A
　　人 千円 千円 千円 千円

514 1,967,700 1,145,717 3,113,417 6,057

(３)　職員の平均給料月額および平均年齢状況（平成30年4月1日現在）

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

43.3 328,740 389,158

区　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

52.8 320,461 352,327

１　「平均給料月額」とは、平成30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。

(４)　職員の初任給の状況（平成30年4月1日現在）
秩　　父　　市

初任給 ２年後の給料
大学卒 179,200 203,300 
高校卒 147,100 156,800 

(５)　職員の経験年数別・学歴別平均給料額の状況(平成30年4月1日現在)

大学卒 280,867 300,683 337,980 
高校卒 228,700 - 310,750 

（６）　行政職給料表適用職員数の状況（平成30年4月1日現在）
　　区　　分 　１級 　２級 　３級 　４級 　５級 　６級 　７級 　８級

職員数 40 55 74 136 76 76 40 16 513
構成比 7.8% 10.7% 14.4% 26.5% 14.8% 14.8% 7.8% 3.1% 100%

１　秩父市の給与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名です。

（７）　特別職の報酬等の状況（平成30年4月1日現在）
区　　　分 給　料　月　額　等

市長 880,000 
副市長 749,000 
議長 412,000 

報　　酬 副議長 361,000 
議員 343,000 

（平成29年度支給割合）
6月期 2.075月分

12月期 2.275月分
計 4.350月分
（平成29年度支給割合）

6月期 2.075月分
12月期 2.275月分

計 4.350月分
（算定方式） （支給時期）

市長 給料月額×在職月数×0.4025

副市長 給料月額×在職月数×0.2415

区　　分
住民基本台帳人口
（平成29年度末） 歳出額　A  実質収支 人件費　B

  人件費率
(B/A)

平成29年度

区　　分 職員数　A

平成30年度

秩父市

秩父市

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、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手
当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

区　　分

一般行政職

区　　分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

一般行政職

標準的な
職務内容

主事補 主　事 主　任 主　査 主　幹 課　長 次　長 部　長

給　　料

市長
副市長

期末手当
議長

副議長
議員

退職手当 任期毎



①期末・勤勉手当（平成29年度） ②退職手当（平成29年度）
　 　 秩　父　市

１人当たり平均支給額（平成29年度） （支給率）　 自己都合 勧奨・定年
千円 勤続20年 20.4450月分 25.55625月分

（平成29年度支給割合） 勤続25年　 29.1450月分 34.58250月分
期末手当 勤勉手当 勤続35年 41.3250月分 49.59000月分

月分 月分 最高限度額 49.5900月分 49.59000月分
（1.45）月分 （0.85）月分 その他の加算措置

（加算措置の状況） 定年前早期退職特例措置
（2%～45%加算）

・役職加算　     5％～20％ １人当たり平均支給額
（自己都合） 千円

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。 （勧奨・定年） 千円

千円
千円
　 円
　 円
　 ％

主な特殊勤務手当

（注）

千円
　 円

（注）夜間勤務手当および休日勤務手当を含みます。

①配偶者　 10,000円 千円 円
②配偶者有

・子1人につき 8,000円

・父母等１人につき 6,500円

③配偶者無

・子１人目 10,000円

・子2人目以降 8,000円

・父母等１人目 9,000円

・父母等2人目以降 6,500円

④満16歳から22歳までの子1人につき

5,000円加算

①借家・借間 千円 円
　　家賃に応じて月額27,000円以内

① 千円 円

②

千円 円

千円 円

（注）上記のほか、初任給調整手当、夜間勤務手当、休日勤務手当があります。

（８）　職員手当の状況

秩　父　市

1,508 

2.6 1.8

職制上の段階、職務の級等による加算措置

3,617 
20,910 

③特殊勤務手当（平成29年度）
227 

52,041 
17,485 

430,090 
職員全体に占める手当支給職員の割合（平成29年度） 18.6
手当の種類（手当数） 14

④時間外勤務手当（平成29年度）
支給実績（平成29年度決算） 117,903 
職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算） 163,982 

⑤その他の手当（平成29年度）

手当名 内容及び支給単価

72,260 247,464 

27,402 279,701 

32,897 66,459 

①部長、総合支所長等 80,000円
②次長等 68,000円
③課長、所長等 55,000円 162,439 642,052 
④主席主幹 50,000円
⑤主幹 40,000円

支給実績（平成29年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成29年度決算）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
左記職員に対する

支給単価

行旅死亡人等処置手当 行旅死亡人等の処置に従事した職員 行旅死亡人または変死人等の処置業務 １体3,000円

犬猫等死体処理手当 犬猫等の死体処理に従事した職員 道路等における犬猫等の死体処理業務 1件300円

支給実績と支給職員1人当たり平均支給年額の下段は、秩父市立病院および大滝国保診療所に勤務
する医師と看護師に対する支給実績、上段は、それ以外の職員に対する支給実績です。

支給実績
（平成29年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（平成29年度決算）

住居手当

通勤手当

交通機関（鉄道等）利用者　運賃相当額
（最高限度55,000円）

交通用具（自動車等）利用　距離に応じた
額（最高限度31,600円）

管理職手当

宿日直手当
一般の宿日直、災害発生等に対処するための勤務お
よび入院患者の病状の急変等に対処するための医師
の勤務に支給　→6,000円～42,000円

22,836 951,500 

扶養手当



（平成30年4月1日現在）

日 ％

人 人

人

３　勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）　勤務時間の概要（標準的なもの）

開始時刻 休憩時間 終了時刻 １日の勤務時間 1週間の勤務時間

（注）勤務の特殊性により、上記と異なる勤務時間が運用される場合があります。

（２）　年次有給休暇の取得状況（平成29年）
　年次有給休暇は、1年ごとに２０日付与され、２０日を超えない範囲の残日数は、翌年に繰り越すことができます。

平均取得日数 消化率
10.6 26.5

（３）　育児休業等の取得状況（平成29年度中に新たに育児休業等を取得した職員

育児休業 部分休業
13 8

（４）　介護休暇の取得状況（平成29年度）

介護休暇
1

（５）　特別休暇の概要

休暇の原因 付与日数

午前8時30分 正午～午後1時 午後5時15分 7時間45分 38時間45分

　育児休業は、子が３歳に達する日までの期間を限度として勤務しないことができる制度であり、部分休業は、勤務時間の
一部を勤務しないことができるものです。なお、当該取得期間は無給となります。

　介護休暇は、長期にわたって介護が必要な家族を介護するための休暇であり、連続する６月の範囲内で取得することが
できます。なお、当該取得期間は無給となります。

　特別休暇は、下記の表に掲げる事由がある場合に、それぞれに掲げる期間について１日、１時間または１分を単位とし
て取得することができます。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができる
と認められる場合は、この限りではありません。

①選挙権等の権利を行使する場合 その都度必要と認められる期間

②議会や官公署等へ出頭する場合 その都度必要と認められる期間

③産前産後休暇
出産予定日６週間（多胎妊娠の場合は14週間）前
（出産予定日を含む）から産後８週間（出産日の次の
日から）を経過するまでの期間

④妊娠中または出産後１年以内の職員が健康診査を受ける場合
妊娠中および出産後１年以内の期間に応じ、１回に
つき１日の範囲内でその都度必要と認められる時間

⑤妊娠中の職員が通勤により母体または胎児に影響を与える場合
１日を通じて１時間を超えない範囲内でそれぞれ必
要と認められる時間

⑥生後1年に達しない子を育てる場合 １日２回それぞれ３０分間

⑦生理日における勤務が著しく困難な場合 ３日の範囲内でその都度必要と認められる期間

⑧忌引の場合 １０日以内でそれぞれ定める期間

⑨配偶者、父母および子の祭日の場合 それぞれ１日

⑩感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律によ
る交通の制限若しくは遮断または健康診断の場合

その都度必要と認められる期間

⑪災害により現住居が滅失等した場合 １週間の範囲内でその都度必要と認められる期間

⑫結婚の場合 ５日の範囲内で必要と認められる期間

⑬妻の出産 ３日の範囲内でその都度必要と認められる期間

⑭妻の出産する場合に産前（６週間）から産後（８週間）の期間において当該
出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子の養育のため

当該期間内で５日の範囲内の期間

⑮中学校就学の始期に達するまでの子を看護する場合 一の年において５日の範囲内で必要と認められる期間

⑯短期介護休暇 一の年において５日の範囲内で必要と認められる期間

⑰夏季休暇 ７月から９月までの期間内において３日

⑱災害または交通機関等による事故により出勤が困難な場合 その都度必要と認められる期間

⑲災害時に通勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認められる期間

⑳骨髄提供のために必要な検査、入院等をする場合 その都度必要と認められる期間

㉑ボランティア休暇 一の年において５日の範囲内で必要と認められる期間



　

（１）　職員の研修の概要

【研修体系図】 ※カッコ内は、平成29年度の修了者数です。

４　分限および懲戒処分の状況
（１）　分限処分

（２）　懲戒処分

５　服務の状況

６　研修および勤務成績の評定の状況

　分限処分とは、公務の能率を維持し、適正な行政運営を確保することを目的として、職員の勤務実績がよくない場合
や心身の故障など、その職責を十分に果たすことが出来ない場合に、職員の意に反して行う、不利益な身分上の変
動をもたらす処分であり、免職、降任、休職および降給があります。
  平成29年度は、6名が休職処分となりました。

　懲戒処分とは、法令に違反した場合等、職員の職務上の義務違反に対して、任命権者が、公務員の秩序を維持す
るために行う制裁的処分であり、免職、停職、減給および戒告があります。

　秩父市では、市民の信頼と負託に応える能力と資質を備えた職員の育成を目指し、下記の研修体系図に基づき研修を
実施しています。
　地方公務員としての基本的な心構えや公務員倫理はもとより、複雑多様化する行政環境に積極的かつ的確に対応する
ための政策形成能力や創造力、法務能力など、職務を行ううえで必要な能力の向上を目的とし、職員一人ひとりの意識を
高め、改革・改善に向けた主体的な創意工夫を引き出す職場づくりを目指し、人材育成を図っています。

自主研修 自主研究グループ研修
専門資格取得促進事業（１）
その他法令講習受講者（８）
通信教育講座（５）
e-ラーニング（６）
DVD教材貸与（１）

ＯＪＴモデル研修（１３）
交流OJT研修
集団・個別指導
職場ミーティング

職場研修

職員研修
集合研修

（基本研修）
階層別研修
（市単独）

５年目研修（１２）
１０年目研修（２）
主査級研修（８）
主幹級職員（２５）
課長級職員（１６）
女性職員キャリアデザイン研修（５）

階層別研修
（自治人材開発

センター）

職場外研修

特別研修

さいたま人づくり広域連合（１４）
市町村アカデミー（３）
国際文化アカデミー（２）
その他（１５）

派遣研修

　職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念し
なければならないこととされています。この趣旨を具体的に実現するため、地方公務員法によって、法令等および上司の
職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行
為等の禁止、営利企業等の従事制限などの服務上の制約が課されています。
　平成29年度において、職務に専念する義務の免除は、研修及びその他厚生事業参加等が218件ありました。
　また、営利企業等の従事制限の許可申請（助講師等）が4件ありました。

新規採用職員（２４）
新規採用職員３か月（１７）
新規採用職員後期セミナー（２３）
２年目研修（１６）
３年目研修（２４）
７年目研修（１０）
部・次長級研修（４０）

宿泊研修（１２）
管理職特別研修（１２２）
人事評価制度（６８）
メンタルヘルス（２２７）
クレーム対応（６１）
人権教育研修会（９３）
その他（３９６）



毎年１回・１月１日を基準日とする
全職員（特別職、休職者および臨時職員等を除く）

（注）この評価結果は、人事異動（昇任等）および管理職のみ昇給や勤勉手当の支給額に反映をしています。

（２）　公務災害の認定状況

（２）　職員の人事評価の概要（平成29年度）
区　　　分 内　　　　容

評定の回数・時期
対象職員

７　福祉および利益の保護の状況
（１）　福利厚生制度の概要

８　勤務条件に関する措置の要求の状況

９　不利益処分に関する不服申立ての状況

評定の方法
①業績に関する評価、②態度に関する評価、③知識・技能、理解力、創意工
夫、表現・応対力等の能力に関する評価を行う

　公務災害補償制度は、職員が公務上の災害（負傷、疾病、障害および死亡）または通勤による災害を受けた場合
に、その災害によって生じた損害の補填（補償）と、被災職員の社会復帰の促進および職員・遺族の援護を図るため
に必要な事業（福祉事業）を行うことを目的としています。具体的には、地方公務員法第４５条に基づく地方公務員災
害補償法によって定められています。
　平成29年度に公務災害または通勤災害と認定された件数は、10件（公務災害8件、通勤災害2件）です。

係属事案はなく、平成29年度に新たな措置要求はありませんでした。

係属事案はなく、平成29年度に新たな不服申立てはありませんでした。

　職員の共済制度は、地方公務員法第４３条に基づいて定められた地方公務員等共済組合法によって具体的に定め
られています。共済制度を運用し、実施する主体は埼玉県市町村職員共済組合です。
　埼玉県市町村職員共済組合では、組合員である職員とその家族の病気・ケガ・出産・死亡・休業又は災害に対して
必要な給付を行う「短期給付事業」、職員の退職・障害・死亡に対して、年金又は一時金の給付を行う「長期給付制
度」、健康の保持増進事業、保養施設の運営、住宅資金の貸付などの「福祉事業」の大きく分けて３つの事業を行って
います。
　なお、共済組合の事業を運営する費用は、組合員である職員の掛金と使用者である市の負担金によって賄われて
おり、市の負担金の率は、法定されています。
　その他、職員の福利厚生等を目的として、職員互助会（「秩父市役所淳交会」）を組織しています、。


