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イ　特別研修

名称 受講者数（人）
接遇研修 79
法制執務研修 47
公務員倫理研修 248
新任係長研修 37
ハラスメント防止研修 74
女性活躍推進研修 77

　各行政分野において、職務遂行能力や技術を高め、より高度で、新
しい専門的知識を習得するために行う研修です。

ウ　派遣研修

名称 受講者数（人）
自治大学校 2
市町村職員中央研修所 20
千葉県自治研修センター 149
印旛郡市広域市町村圏事務組合 140
全国建設研修センター 8
千葉県市町村振興協会海外派遣研修 1
消防大学校 2
千葉県消防学校 34
救急救命東京研修所 1
千葉県派遣研修 1
各課専門実務研修 374

　専門的な内容について、効率的な研修を実施するため、外部研修機
関などに職員を派遣して実施する研修です。

②営利企業等従事制限に係る許可の状況（平成28年度）
申請件数 承認件数 事　由

23件 23件 地域の共同活動組織・活動調査指導員など

①実施状況（平成28年度）
ア　一般研修

名称 受講者数（人）
新規採用職員第1次研修 73
新規採用職員第2次研修 60
中級職員研修 46

　同じ階層に属する職員に共通の研修内容を一定の場所で一時期に行
う集合研修です。多数の職員が知識を体系的に学び、相互啓発の機会
が得られ、市の実情に応じた研修ができるものです。

横組みページのため21ページから読んでください

③公務災害補償の状況
　職員が公務上の災害（負傷、疾病、障がいまたは死亡）または通勤中
の災害に遭った場合に、その災害によって生じた損害を補償し、必要
な福祉事業を行うことにより、被災職員とその家族の生活の安定、福
祉の向上に寄与することを目的とします。補償の種類には、療養補償、
休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償、葬祭補償
などがあります。
　平成28年度の認定件数は、8件（公務災害5件、通勤災害3件）でした。

②安全衛生管理の状況（平成28年度）
　職員の健康の保持増進のため、労働安全衛生法に基づく定期健康診
断などを行っています。

健康診断などの名称 受診者・受講者数（人）
定期健康診断 701
腰痛・頚肩腕障害検診 22
B型肝炎予防接種 （延べ）158
健康相談 （延べ）319
健康管理講習会 257

①福利厚生制度の状況

イ　職員互助会
　職員の厚生制度は、地方公務員法において職員の福利厚生について
計画し、実施することが義務付けられていることから、本市では成田
市職員互助会が、市に代わり職員の保健、元気回復そのほか厚生に関
する事業を行っています。その費用は職員の掛け金と市の補助金で賄
われており平成28年度の職員互助会決算額は24,428,964円で、市か
らの補助金は7,429,392円でした。

ア　共済組合
　職員の共済制度は、地方公務員等共済組合法に基づき、千葉県市町
村職員共済組合が行っています。その費用は職員の掛け金と市の負担
金で賄われており、その内容は、短期給付事業（健康保険関係）、長期
給付事業（年金保険関係）、福祉事業（健康診査事業など）です。

　地方公務員法は、職員の福利厚生を図る制度として、共済制度（地方
公務員法第43条）、厚生制度（地方公務員法第42条）を定め、また、こ
れらとは別に公務災害補償制度（地方公務員法第45条）を定めています。

区　分 件　数
勤務条件に関する措置の要求 0
不利益処分についての審査請求 0

　平成28年度において、本市職員が公平委員会に対し行った勤務条件
に関する措置の要求と不利益処分についての審査請求は次の通りです。

　地方公務員法が一部改正され、再就職した元職員による働きかけの
規制などが規定されました。本市においても、再就職情報の届け出な
どを定めた成田市職員の退職管理に関する条例を制定し、職員の退職
管理の適正を確保する取り組みを行っています。
　在職時に部長級および課長職に就いていた元職員から届け出のあっ
た再就職情報の件数は、14件（平成27年度と平成28年度退職者を合わ
せた件数）です。
　退職管理の状況については、市ホームページ（http://www.city.na 
rita.chiba.jp/shisei/page052300.html）でも公表しています。

日頃から救助現場を想定して訓練

退職管理9

研修10

福祉と利益の保護11

公平委員会に関する事項12
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イ　年次有給休暇の取得状況

対象職員数A 総付与日数B 総取得日数C 平均取得数C/A 消化率C/B
754人 25,410日 8,324日 11.0日 32.8％

対象職員数とは、平成28年4月1日〜平成29年3月31日までの全期間
を在職した市長事務部局の職員をいい、当該期間中に中途に採用され
た者および退職した者ならびに育児休業または休職などの事由のある
職員を除きます。総付与日数とは、平成28年4月1日現在において各職
員に付与された日数（前年からの繰越日数を含む）を合計したものです
ウ　育児短時間勤務の取得状況（平成28年度）

男性職員 女性職員 合　計
0人 7（3）人 7（3）人

かっこ内の数は、平成28年度において新たに承認を受けた職員の人数です

時間外勤務手当
（決算）

平成28年度
支給実績 532,992千円
職員1人当たり
平均支給年額

407千円
（482千円）

平成27年度
支給実績 514,723千円
職員1人当たり
平均支給年額

407千円
（486千円）

かっこ内の数は、支給対象職員1人当たり平均支給年額

①種類
種　類 内　容

育児休業 3歳未満の子を養育するために、承認を受けて職務に従
事しないことができます。

部分休業
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために、
承認を受けて勤務時間の一部について勤務しないことが
できます。

かっこ内の数は、平成28年度において新たに承認を受けた職員の人数で
す。自己啓発等休業については実績がありませんでした

②取得状況（平成28年度）
種　類 男性職員 女性職員 合計

育児休業 1（0）人 32（20）人 33（20）人
部分休業 1（1）人 18（10）人 19（11）人

①服務規律の確保に関する取り組み（平成28年度）
時　期 内　容 発信者

平成28年 6月 職員の綱紀保持の徹底について 副市長
平成28年12月 職員の綱紀保持の徹底について 副市長
平成28年12月 公務員倫理研修（係長・主査級対象） －
平成28年12月 公務員倫理研修（管理職対象） －

②懲戒処分の状況（平成28年度）
処分の種類 免職 停職 減給 戒告
職員数（人） 1 0 1 0

懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うための
処分で、公務における規律と秩序を維持することを目的としてなされます

①分限処分の状況（平成28年度）
処分の種類 降任 免職 休職 降給
職員数（人） 0 0 17 0

分限処分とは、職員がその職責を十分に果たすことができない場合に
行う処分で、公務能率の維持を目的としてなされます

市役所庁舎の外観

区　分 報酬などの月額 期末手当
市　長 930,000円
副市長 800,000円
教育長 740,000円
議　長 530,000円
副議長 490,000円
議　員 470,000円

  （平成29年度支給割合）
6月期 2.075月分

12月期 2.225月分
合　計 4.300月分

　特別職の給料、議員の報酬の月額は「成田市特別職報酬等審議会」の
答申を受けて、「特別職の職員の給与に関する条例」などで次の通り定
められています。現在の報酬などの月額は平成10年4月1日（市長は平
成6年4月1日）から適用されています。

（平成29年4月1日現在）

特別職の報酬など4

休業6

服務8

②休暇など
ア　種類

種　類 内　容
年次有給

休暇
1年度ごとに20日付与されます。残日数は翌年度に限り繰
り越すことができます。

病気休暇 負傷または疾病のため療養する必要があり、勤務しないこ
とがやむを得ないと認められる場合に承認される休暇です。

特別休暇 特別な事由により、勤務しないことが相当である場合に
承認される休暇です。

介護休暇 配偶者および2親等以内の親族などの介護をするため、勤務し
ないことが相当であると認められる場合に承認される休暇です。

育児短時間
勤務

職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため
に、承認を受けて短時間勤務をすることができます。

①勤務時間

勤務時間 休憩時間
午前8時30分〜午後5時15分 正午〜午後1時

公務の運営上の事由により特別の勤務形態によって勤務する必要のあ
る職員（消防職員など）は、特別の勤務時間の割り振りを定めています

　職員の勤務時間は原則として次の通りです。

勤務時間や勤務条件5

分限処分と懲戒処分7

給与3
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①人件費（平成28年度普通会計決算）
住民基本台帳人口

（平成29年3月31日現在） 歳出額A 人件費B 人件費率
（B/A）

平成27年度
人件費率

132,409人 60,911,407千円 10,774,836千円 17.69％ 17.20％

人件費とは、議員・各種委員・職員などに対し、勤労の対価・報酬として
支払われる一切の経費をいいます

②給与費（平成29年度普通会計当初予算）
職員数

A
給与費 1人当たりの

給与額（B/A）給料 職員手当 期末・勤勉手当 計B
1,200人 4,323,104千円 1,370,972千円 1,841,830千円 7,535,906千円 6,280千円

職員数は、普通会計における一般行政職員・技能労務職員などの総数で
あり、職員手当とは扶養手当・通勤手当・住居手当などの各種手当（期末
手当・勤勉手当・退職手当を除く）をいいます

③平均給料月額、平均給与月額、平均年齢
（平成29年4月1日現在）

区分
一般行政職員 技能労務職員

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
成田市 302,511円 432,956円 39.4歳 280,455円 383,688円 53.6歳
千葉県 317,397円 411,112円 41.7歳 321,180円 381,015円 53.3歳

給与月額とは、月々支給される給料と職員手当（期末手当・勤勉手当・退
職手当を除く全ての手当）の合計額をいいます

⑤学歴別、経験年数別平均給料月額
（平成29年4月1日現在）

区　　分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般行政職員
大学卒 255,358円 311,113円 364,100円
高校卒 219,600円 272,500円 330,000円

技能労務職員 高校卒 218,350円 253,900円 302,600円

経験年数とは、学校卒業後すぐに市に採用され、引き続き勤務している
場合には採用後の年数をいい、採用前に職歴などのある場合にはその期
間を換算し、採用後の年数に加算した年数をいいます

⑥ラスパイレス指数
（平成28年4月1日現在）

成田市 千葉県内市平均 全国市平均
101.1 101.1 99.1

ラスパイレス指数とは、国家公務員(一般行政職)の給料水準を100とした
場合の各地方公共団体の給料水準を示すものです。なお、本市では独自
の給与抑制措置として、4級以上の職員(全体の約75％に相当)の平成25
年4月の昇給を停止しています

⑦諸手当 （平成29年4月1日現在）
　職員には給料および職員手当が支給されます。代表的な職員手
当の内容は次の通りです。期末手当・勤勉手当は民間のボーナス
に相当する手当であり、地域手当は地域の民間賃金水準を適切に
反映できるようにするために支給する手当です。

区分 成田市 国

住居手当 ◯借家の場合（家賃12,000円を超える場合に限る）
　家賃の額に応じて27,000円を限度に支給

通勤手当

◯電車・バスを利用する場合
　定期代など全額支給
◯乗用車などを使用する場合
　 交通用具・使用距離に応

じて支給
　①自転車
　　2,000〜5,000円
　　（10㎞以上一律）
　②原動機付自転車など
　　2,000〜20,900円
　　（40㎞以上一律）
　③普通自動車など
　　5,500〜64,300円
　　（100㎞以上一律）

◯電車・バスを利用する場合
　 定期代などに応じて1カ月

当たり55,000円を限度に
支給

◯乗用車などを使用する場合
　 使用距離に応じて2,000

〜31,600円を支給

地域手当

支給対象地域 成田市全域
支給率 13％（国の制度15％）
支給対象職員数 1,245人
支給職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算）470,781円

④初任給
（平成29年4月1日現在）

区　分 成田市 千葉県

一般行政職員
上級（大学卒） 184,800円 184,800円
初級（高校卒） 150,500円 150,500円

退職手当の1人当たりの平均支給額は、平成28年度に退職した全
職種の職員に支給された平均額です

扶養手当

◯配偶者　　　　　　　　　　　　 10,000円
◯配偶者以外の扶養親族　子　　　　8,000円
　（16〜22歳の子は1人 5,000円加算）
　　　　　　　　　　　　父母など　6,500円

期末手当
勤勉手当

（支給割合）
期末手当 勤勉手当

6月期 1.225月分 0.85月分
12月期 1.375月分 0.85月分
 合　計 2.60 月分 1.70月分

退職手当

（支給割合）
自己都合 勧奨・定年

勤続20年 20.445月分 25.55625月分
勤続25年 29.145月分 34.5825 月分
勤続35年 41.325月分 49.59 月分

最高限度額 49.59 月分 49.59 月分
◯そのほかの加算措置
　定年前早期退職特例措置
　成田市2〜20％、国3〜45％
◯１人当たりの平均支給額　16,030千円

　扶養手当額、期末手当・勤勉手当の支給割合、退職手当の支給
率は国と同じです。

給与3

特
殊
勤
務
手
当（
平
成
28
年
度
決
算
）

職員全体に占める手当支
給職員の割合 32.0％

支給職員1人当たり平均支
給年額 16,950円

手当の種類 16種類

代表的な手
当の名称

支給額の多い
手当

救急等出動手当、保健福祉業務手
当、機関員業務手当、用地等交渉
手当、税徴収等手当

多くの職員に
支給されてい
る手当

救急等出動手当、機関員業務手当、
保健福祉業務手当、税徴収等手当、
高所等作業手当
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地方公務員法58条の2と成田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第6条の規定に基づいて、
市の人事行政の運営状況などについて公表します。

人事行政の運営状況を公表

職種名 職員数（人）

一般行政職 29
技術職 3
専門職 18
消防職 3
合計 53

①平成29年度採用者数

人事交流などにより採用した職員を除きます

職種名
退職事由別職員数（人）

定年 勧奨など 計
一般行政職 20 6 26

技術職 3 1 4
専門職 1 1 2
消防職 2 2 4

技能労務職 3 4 7
合計 29 14 43

②平成28年度中の退職者数

人事交流などにより退職した職員を除きます

（平成29年4月1日現在）③一般行政職員の級別職員数
区分 9級 8級 7級 6級 5級 4級 3級 2級

計標準的な
職務内容 部長 課長 課長補佐 係長 主査 副主査 主任主事 主事

職員数（人） 20 56 52 133 139 75 129 79 683
構成比（％） 2.9 8.2 7.6 19.5 20.3 11.0 18.9 11.6 100

職員数は給与条例に基づく給料表の級区分によるものであり、標準的な職務内容はそれぞれの級に該当する代表的な職名です

（各年度4月1日現在）

派遣先団体 平成28年度 平成29年度
福島県南相馬市 1人 1人
福島県双葉郡浪江町 1人 2人
印旛郡市広域市町村圏事務組合 1人 1人
公益法人など 6人 5人

⑤派遣職員

平成29年度の

任免と職員数1

④部門別職員数と主な増減理由 （各年度4月1日現在）

区分 職員数（人） 対前年
増減数 主な増減理由

部門 平成28年度 平成29年度

一般行政
（内福祉部門）

775
(345)

799
(363)

24
(18)

待機児童解消や保育の質の
向上のための増員
保育園の大規模改修事業な
どの増加に伴う増員

教育 146 141 ▲5

機構改革により、スポー
ツ・文化振興に関する業務
を一体的に所掌することに
よる減員

消防 250 248 ▲2 消防職員の退職不補充によ
る減員

公営企業等 83 84 1 市場の輸出拠点化の推進な
どに伴う増員

合計 1,254 1,272 18 －

市役所1階の市民課窓口

　地方公務員法では、能力評価と業績評価からなる人事評価制度を導
入し、これを任用や給与など人事管理の基礎とすることと規定されて
います。
　本市においては能力評価と業績評価を柱とした人事評価制度を平成
23年度から導入・運用しています。平成28年度の人事評価の実施状
況は、次の通りです。

対象者 全職員（臨時的任用職員、非常勤職員などを除く）
対象者数 1,241人

人事評価2

広報なりた 2017.12.15　☎／市外局番の記載のないものは「0476」です21


