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伊達市人事行政の運営等の状況の公表 
 

伊達市総務部職員法制課職員係 

 

伊達市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第６条（平成 17 年条例第１号）及び

地方公務員法第 58 条の３の規定に基づき、伊達市の人事行政の運営等状況の概要を公表し

ます。 

 

平成 30 年９月 28 日 

伊達市長 菊 谷 秀 吉 

 

 １ 職員の任免と職員数に関する状況   
 

（１）職員の採用の状況 

（平成 29年４月１日～平成 30年３月 31日） 

区 分 
競争試験採用 

再任用職員 
男性 女性 計 

一般事務職  ９人  ４人 １３人  ５人 

技 術 職   １人  １人 ２人  ０人 

計  １０人  ５人 １５人  ５人 

（注）「技術職」とは、土木技術員、建築技術員、保健師などの専門的な職種のことです。 

 

 

（２）職員の退職の状況 

（平成 29年４月１日～平成 30年３月 31日） 

区 分 男性 女性 計 

定年退職  ５人  ３人   ８人 

勧奨退職  ０人  １人  １人 

普通退職  １人  ４人  ５人 

死亡退職  ０人  ０人  ０人 

計  ６人  ８人 １４人 

（注）「普通退職」とは、自己都合退職のことをいいます。 

 

 

（３）職員の昇任及び降任の状況 

（平成 29年４月１日～平成 30年３月 31日） 

昇任 
降任 

部長職 課長職 課長補佐職 係長職 主任職 合計 

２人 ５人 ０人 １０人 ６人 ２３人 ０人 
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（４）部門別職員数の状況 

（各年度４月１日現在） 

部 門 
職員数 

前年度比 
平成29年度 平成30年度 

一 般 行 政 ２３７人 ２３１人 △ ６人 

教 育  ３１人  ３０人 △ １人 

公営企業等  ３５人  ３５人   ０人 

計 ３０３人 ２９６人 △ ７人 

（注）１ 「一般行政」とは、総務、税務、農林水産、土木、保健福祉などの市役所の一

般的な業務のことです。 

２ 「教育」とは、教育委員会において行う業務のことです。 

３ 「公営企業等」とは、国民健康保険や上下水道関係の業務のことです。 

４ 職員数は、特別職、嘱託職員、臨時職員などを除き、派遣職員を含んだ数です。 

 

 

（５）人口１万人当たりの職員数（一般行政部門） 

（各年度４月１日現在） 

区 分 平成28年度 平成29年度 

伊 達 市 66.1人 67.53人 

類似団体 75.67人 77.0人 

（注）「類似団体」とは、伊達市と人口規模や産業構造が類似している市のことをいいま

す。 

 

（６）等級及び職制上の段階ごとの職員数 【地方公務員法第 58 条の３関係】 

（平成 30 年４月１日現在） 

職務の級 
等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 
職制上の段階 

１級 定型的な業務を行う職務 36 人 12.2％ 

係員級 
２級 

相当高度の知識又は経験を必要とする

業務を行う職務 
39 人 13.2％ 

３級 主任の職務 89 人 30.1％ 主任級 

４級 係長の職務 82 人 27.7％ 係長級 

５級 
１ 課長の職務 

２ 課長補佐の職務 
30 人 10.1％ 課長級 

６級 
１ 次長の職務 

２ 困難な業務を所掌する課長の職務 
9 人 3.0％ 次長級 

７級 部長の職務 11 人 3.7％ 部長級 

合  計 296 人 100.0％   
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 ２ 職員の人事評価の状況   
 

（１）人事評価の対象職員と評価者 

伊達市では、特別職を除く正職員と嘱託職員を対象に人事評価を実施しています。また、各

職員に対する評価者は概ね次のとおりです。 

（平成 30 年度） 

被評価者区分 
業績評価・能力評価 

１次評価者 ２次評価者 最終評価者 

正

職

員 

部長職 － － 副市長 

課長職 部長 － 副市長 

係長職 課長 － 部長 

主任・係員 係長 課長 部長 

嘱託職員 係長 課長 部長 

 

 

（２）人事評価結果の活用 

 平成 29 年度に実施した人事評価の結果は、平成 30 年度の昇任や人事配置の参考とする

ほか、昇給や勤勉手当などの給与へも反映しています。 

 

 

 

 ３ 職員の給与の状況   
 

（１）人件費の状況（平成 29 度一般会計決算） 

 

 

 

 

 

 

（２）職員給与費の状況（平成 29 年度一般会計決算） 

 

 

 

 

（注） 職員給与費に退職手当は含みません。 

 

 

 

歳 出 額 

Ａ 

人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

千円 

20,586,619 

千円 

2,108,406 

％ 

10.2 

職員数 

Ａ 

給 与 費 一人当たり 

給与費 Ｂ／Ａ 給料 期末・勤勉手当 その他の手当 計 Ｂ 

人 

271 

千円 

1,004,447 

千円 

379,305 

千円 

 160,130 

千円 

1,543,882 

千円 

5,697 



4 

 

（３）ラスパイレス指数の状況 

（各年度４月１日現在） 

 

 

 

（注）「ラスパイレス指数」とは、国家公務員の給与水準を 100 とした場合の地方公務員

の給与水準を表すものです。 

 

 

（４）職員の平均年齢及び平均給料月額（一般行政職） 

 

 

 

 

 

 

（５）職員手当の状況 

手当名 内容及び支給単価（平成 29年度） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（平成 29 年度決算） 

扶養手当 

１ 配偶者   10,000 円 

２ 配偶者以外  6,500 円 

３ 配偶者なし 11,000 円 

４ 特定期間の加算 

（高校生世代～大学生世代） 5,000 円 

223,384 円 

通勤手当 

１ 交通機関等の利用（片道 2km以上） 

運賃相当額 

（限度額 55,000円） 

２ 自動車等の利用（片道 2km以上） 

2,000円～31,600円 

３ 特定の障がい者及び通勤困難者 

  上記２に、1,000円～3,000円を加算 

64,544 円 

寒冷地手当 

毎年 11月から翌年３月まで５ヶ月間支給 

（１）旧伊達市内居住職員 

世帯主（扶養あり）23,360円 

世帯主（扶養なし）13,060円 

その他       8,800円 

（２）大滝区内居住職員 

世帯主（扶養あり）26,380円 

世帯主（扶養なし）14,580円 

その他       10,340円 

85,157 円 

平成28年度 平成29年度 

98.6 99.1 

 平均年齢 平均給料月額 

平成30年４月１日現在 41.6歳 305,789円 

平成29年４月１日現在 41.3歳 305,369円 
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住居手当 

１ 借家、貸間居住者 

控除額       7,200円 

全額支給限度額  11,000円 

２分の１加算額  16,000円 

最高支給限度額  27,000円 

２ 持ち家居住者   7,200円 

新築又は購入後５年未満の加算額 

1,000 円 

175,256 円 

管理職手当 

課長職以上の職員に定額支給 

（１）部長職   55,000円 

（２）次長職   49,000円 

（３）課長職   43,000円 

（４）課長補佐職 37,000円 

541,116 円 

単身赴任手当 
26,000円＋交通距離に応じた加算額 

（総額で 84,000円限度） 
0 円 

期末・勤勉 

手当 

１ 民間企業のボーナスに当たる手当です。 

２ （給料月額＋扶養手当＋地域手当）を基礎

として、６月は 2.125月（再任用職員は 1.075）

分、12月は 2.275月（同 1.225月）分を支給

します 

1,442,103円 

 

 

（６）退職手当の状況 

（平成 29年度） 

伊達市 国 

（支給率）   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 

 

その他の加算措置  定年前早期退職特例措置 

（２～45%加算） 

 

１人当たり平均支給額 

          5,835 千円  19,944 千円 

 

（支給率）   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 

 

その他の加算措置  定年前早期退職特例措置 

（２～45%加算） 

 

 

 

 

 

 



6 

 

（７）市長・副市長・教育長・議長・副議長・議員の給料（報酬）の状況 

（平成 30年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）主な行政委員の報酬の状況 

（平成 30年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） その他の付属機関の会長又は委員長は日額 6,000 円、委員は日額 5,600 円が支給

されます。 

 

 

 

 

 

 

区 分 給料（報酬）月額 期末・勤勉手当 退職手当 

市 長 909,000 円 4.40月分 給料月額×在職年数×5.126 

副市長 730,000 円 4.40 月分 給料月額×在職年数×3.234 

教育長 635,000 円 4.40 月分 給料月額×在職年数×2.838 

議 長 392,000 円 4.40 月分 ― 

副議長 343,000 円 4.40 月分 ― 

議 員 316,000 円 4.40 月分 ― 

区分 支給方法 報酬額 

教育委員会 委員 月額 56,500 円   

選挙管理委員会 
委員長 月額 33,900 円   

委員 月額 25,400 円   

監査委員 
識見者選任委員 月額 204,000 円   

議員選任委員 月額 40,100 円   

農業委員会 
会長 月額 59,600 円   

委員 月額 37,800 円   

固定資産評価委員会 
委員長 日額 6,900 円   

委員 日額 6,200 円   

公平委員会 
委員長 日額 7,400 円   

委員 日額 6,400 円   
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 ４ 職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況   
 
（１）職員の勤務時間の状況 

（標準的なもの、平成 30年４月１日現在） 

１週間の勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間 

38時間45分 ８：45 17：30 12：00～13：00 

 

 

（２）時間外勤務及び休日勤務の状況 

（ひと年度当たりの時間数） 

区 分 平成28年度 平成29年度 

時間外・休日勤務総時間 25,206 時間 29,934 時間 

職員一人当たりの平均時間   102 時間   117 時間 

 

 

（３）年次有給休暇の取得状況 

（平成 29年度） 

職員数 総付与日数 総使用日数 平均使用日数 取得率 

288 人 10,884 日 3,667 日 12.7 日 33.7 ％ 

（注）１ 中途退職者を除きます。 

２ 年次休暇は１年度につき 20 日付与されます。また、その年度中に使用しなか

った年次休暇は 20 日を限度に翌年度に繰り越すことができます。 

 

 

（４）特別休暇について 

種類 取得要件、日数 

選挙等の公民権休暇 必要な期間 

国、裁判所等への証人、鑑定人等としての出頭 必要な期間 

ドナー休暇 必要な期間 

ボランティア休暇 年５日以内 

結婚休暇 連続する５日以内 

生理休暇 １回につき２日以内で必要な時間 

妊娠通院休暇  妊娠週数に応じた回数 

妊娠障害休暇 １４日の範囲内の期間 

産前休暇 

前 

出産予定日の８週間（多胎妊娠は１４週間）の日から

出産の日まで 

産後休暇 出産の翌日から８週間を経過する日まで 

保育休暇 
１歳に達しない子の授乳等に要する場合で１日２回そ

れぞれ４５分間以内（男女どちらでも取得可） 
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職員の妻の出産に伴う休暇 
３日の範囲内の期間（入院等の日から出産後２週間を

経過する日まで） 

育児参加休暇 妻の産前産後それぞれ８週間の期間に５日 

子（小学校就学前）の看護休暇 １年度において５日の範囲内の期間 

短期介護休暇 １年度において５日の範囲内の期間 

親族が死亡した場合の休暇 親族に応じた日数 配偶者 10日以内 

父母、配偶者、子の法要に伴う休暇 １日以内 

夏季休暇 

 

７月から９月までの期間において、週休日、休日を除

いて連続して３日以内の期間 

災害休暇 

 

災害により現住居が損害を受けた場合、その復旧のた

め７日以内の期間 

通勤途中の災害休暇 

 

災害、交通機関の事故等により出勤することができな 

い場合は必要な期間 

退勤途上の危険回避休暇 
火災、台風などで退勤途上で危険が生じるおそれがあ

る場合は必要な期間 

 

 

 

 ５ 職員の休業に関する状況   
 
（１）育児休業の状況 

（平成 29年度） 

区分 男性職員 女性職員 合計 

育児休業 

取得者数 

１人 ４人 ５人 

０人 ４人 ４人 

部分休業 

取得者数 

０人 ０人 ０人 

０人 ０人 ０人 

（注）各欄の上段には平成 29 年度に新たに育児休業等を取得した者、下段には育児休業

等の期間が平成 28 年度以前から引き続いている職員の数を掲載しています。 

 

 

（２）その他の休業の取得状況 

（平成 29年度） 

区分 男性職員 女性職員 合計 

自己啓発等休業 

取得者数 

０人 ０人 ０人 

０人 ０人 ０人 

（注）各欄の上段には平成 29 年度に新たに休業を取得した者、下段には休業の期間が平

成 28 年度以前から引き続いている職員の数を掲載しています。 
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 ６ 職員の分限と懲戒処分の状況   
 
（１）分限処分者数（平成 29年度） 

分限処分とは、職員の道義的責任以外の一定の事由がある場合に、職員の意に反して不利益

処分を課すものであり、公務能率の維持を目的とした処分です。 

処分の事由及びその効果については次のとおりです。 

（単位：人） 

事 由 降任 免職 休職 降給 

勤務実績が良くない場合 ０ ０ ０ ０ 

心身の故障の場合 ０ ０ ３ ０ 

職に必要な適格性を欠く場合 ０ ０ ０ ０ 

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合 ０ ０ ０ ０ 

刑事事件に関し起訴された場合 ０ ０ ０ ０ 

（注）１ 平成 29 年度中に休職期間が更新された者を新たに休職処分に付された者と見

なしています。 

２ 休職処分者数は、処分件数に着目して計上したものであり、延数です。 

 

 

（２）懲戒処分者数（平成 29年度） 

懲戒処分とは、一定の義務違反に対する道義的責任を問うもので、規律と公務遂行の秩序を

維持するための処分です。 

（単位：人） 

事 由 免職 停職 減給 戒告 計 

法令に違反した場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

職務上の義務に違反した場合 ０ ０ ０ １ １ 

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 ０ ０ ０ ０ ０ 
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 ７ 職員の服務の状況   
 
（１）職員の服務規律確保のための取組 

職員は全体奉仕者として誠実、公正に職責を遂行することを義務付けられています。交通違

反や不祥事を防止し、市民のみなさんからの信頼を確保できるよう「伊達市職員の服務の手引」

を作成し、定期的に周知しています。 

 

 

（２）営利企業への従事 

職員は、職務上の注意力の全てを職責遂行のために用い、その職務にのみ従事することが基

本的義務です。また、自治体との間に取引などの利害関係を持つことは、職務の公正な執行を

妨げる恐れがあります。このため、勤務時間の内外を問わず、職員が営利企業などに従事する

ことは原則として制限されています。 

しかし、適正な職務遂行、公正な行政執行などを阻害しないと認められる場合には、営利企

業などへの従事が許可される場合があります。 

（平成 29 年度） 

営利企業等の役員等の地位を兼ねる場合  １人 

自ら営利企業等を営む場合（農業、借家業）  ４人 

報酬を得て事業又は事務に従事する場合（各種調査員）   ３人 

 

 

 

 ８ 職員の退職管理の状況   
 

退職者のうち再就職した者の内訳 

（平成 28 年４月１日～平成 30 年３月 31 日） 

離職時の職 
 

再就職先の名称 

離職日 
 

再就職日 

再就職先の業務内容 
 

（再就職先における地位） 

経済環境部長 
 

(株)伊達観光物産公社 

平成 29年３月 31日 
 

平成 29年４月１日 

事務販売業務 
 

 （専務取締役） 

建設部長 
 

 ＮＰＯ法人 伊達メセナ協会 

平成 29年３月 31日 
 

平成 29年４月１日 

施設管理運営業務 
 

（正職員） 
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 ９ 職員の研修の状況   
 

職員の研修の状況 

職員の能力向上や自己啓発、市役所全体の公務の能率維持のため、様々な職員研修を行って

います。 

（平成 29年度） 

 独自研修 三市（三町）合同研修 機関委託研修 その他 

基本研修 
9回  237人 

（情報セキュリティ研修等） 

1回 14人 

（新規採用職員研修の一部） 
－ － 

専門研修 
5回 127人 

（チューター育成研修等） 

5回 30人 

（管理者コーチング研修等） 
－ － 

派遣研修 
1回 8名(5日間) 

（道外研修） 
－ 

17回 20人 

（北海道市町村研修センター派遣） 

7回 20人 

（他団体開催研修） 

101回 

（宅配講座） 

特別研修 
7回   176人 

（防災特別研修等） 
－ － － 

（注）１ 「基本研修」とは、職員に職員として必要な知識、技能を習得させるための研

修です。 

２ 「専門研修」とは、専門的知識又は技能を必要とする職員にそれらを習得させ

るための研修です。 

３ 「派遣研修」とは、職員を研修施設等に派遣し、その職務に必要な識見を向上

させるための研修です。 

４ 「特別研修」とは、職員全般を対象とした職員の教養等を向上させるための研

修です。 

 

 

 

 １０ 職員の福祉と利益の保護の状況   
 

（１）健康診断 

毎年度行っている職員の健康診断には、30 歳以上の職員が対象の総合健診と、それ以外の職

員が対象となる定期健診があります。（ただし 30 代の職員はそれぞれを隔年受診します。） 

（平成 29年度） 

区分 対象者 受診者数 

総合健診（人間ドック） 正職員   210人 

定期健康診断 正職員・嘱託職員    99人 

特殊健康診断 特定業務従事者 延べ35人 

婦人健診 
乳がん 30歳以上の希望する女性職員   60人 

子宮がん 25歳以上の希望する女性職員   68人 
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（注）１ 定期健診の対象者のうち、嘱託職員については 40 歳以上の協会けんぽ加入者

は協会けんぽ実施の生活習慣病予防健診を受診（自己負担分は伊達市負担）し、

40 歳未満の協会けんぽ加入者及び協会けんぽ未加入者については定期健診を受

診します。 

２ 特殊健康診断とは、当直員を対象に実施する深夜業務従事者健診や、保育士・

運転手を対象に実施する特殊業務健診（腰椎Ｘ線）等のことをいいます。 

３ 婦人健診の受診者数は、北海道市町村職員共済組合費用助成対象者で被扶養者

も含まれた数値です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

（２）予防接種 

破傷風やＢ型肝炎のような伝染性疾病に罹患する恐れのある業務に従事する職員を対象に

予防接種を行っています。 

 

 

（３）健康相談 

職員が抱える心身の問題を解決するため、産業医による健康相談を行っています。 

 

 

 

 １１ 公平委員会の報告事項   
 

（１）勤務条件に関する措置要求の状況 

職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、中立公正な第三者審査機関である公平委

員会に対して、適切な措置をとるよう要求することができます。 

（平成 29年度） 

継続件数 措置要求件数 

０件 ０件 

 

 

（２）不利益処分に関する不服申し立ての状況 

一定の不利益な処分を受けた場合は、公平委員会に対して行政不服審査法に基づく不服審査

申立てを行うことができます。 

（平成 29年度） 

継続件数 不服申立件数 

０件 ０件 

 


