
1　1　1　1　総括総括総括総括 (1) 平成24年度人件費(1) 平成24年度人件費(1) 平成24年度人件費(1) 平成24年度人件費のののの状況状況状況状況（（（（普通会計決算普通会計決算普通会計決算普通会計決算））））
 (2) 平成24年度職員給与費(2) 平成24年度職員給与費(2) 平成24年度職員給与費(2) 平成24年度職員給与費のののの状況状況状況状況（（（（普通会計決算普通会計決算普通会計決算普通会計決算））））

（注）1　職員手当には退職手当を含みません。      2　職員数は、平成24年4月1日現在の人数です。      3　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、職員     　数には当該職員を含んでいない。 (3) 特記事項(3) 特記事項(3) 特記事項(3) 特記事項（給与減額の状況）国の要請等を踏まえた減額措置の取組 減額実施期間又は減額を実施していない場合はその理由

（参考）
職員数

　　　　　　％B/A
小千谷市小千谷市小千谷市小千谷市のののの給与給与給与給与・・・・定員管理等定員管理等定員管理等定員管理等についてについてについてについて

実質収支 人件費 人件費率歳出額 B住民基本台帳人口 23年度の人件費率　　　　　　　　　　　％（24年度末）　　　　　　　千円　　　　　千円　　　　　千円A
A　　　　　　　　　千円　　　　　人397 524,383216,9641,457,010 5,537 5,6962,198,357

区分24年度
区分24年度

38,339 人　
給  与  費給　 料 　　　　　　　　千円
400,110 （参考）類似団体平均一人当たり給与費

17.818.2
計　　B （参考）一人当たり給与費B/A　　　　　　千円 千円千円期末・勤勉手当

3,204,782
　　　　　　千円職員手当

17,611,062

抑制済又は減額措置の内容（給料）ラスパイレス指数　H25.4.1 （参考値93.0） （指定職を含めた場合の試算値　100.1） (4) ラスパイレス (4) ラスパイレス (4) ラスパイレス (4) ラスパイレス指数指数指数指数のののの状況状況状況状況（（（（各年4月1日現在各年4月1日現在各年4月1日現在各年4月1日現在））））
実施しない 国の特例減額と同等の給与水準に抑制済100.7
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（注）1  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員　　　 数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月　　　 額を100として計算した指数です。　　　2　類似団体平均とは人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。　　　3　「参考値」は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置が無いとした　　　 場合の値です。
2　2　2　2　職員職員職員職員のののの平均給与月額平均給与月額平均給与月額平均給与月額、、、、初任給等初任給等初任給等初任給等のののの状況状況状況状況 (1) 職員(1) 職員(1) 職員(1) 職員のののの平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢、、、、平均給料月額及平均給料月額及平均給料月額及平均給料月額及びびびび平均給与月額平均給与月額平均給与月額平均給与月額のののの状況状況状況状況（（（（平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在））））①一般行政職

②技能労務職
新潟県 42.8 334,161 405,875 361,553

対応する民間の類似職種
平均年齢 360,330 335,162

289,443
43.9

300,355
307,220(332,446)325,498

区 分小千谷市

313,471

平均給料月額313,408

256,812297,660 調理士287,640285,837295,235 315,829 自家用自動車運転手 0.991.291.851.55380,458
-

参考
うち調理員 3349.7

平均給与月額(国比較ベース）
-

374,496 350,250
平均給与月額B322,249300,957

376,257(405,463)平均給与月額
A/B民　　間306,352

290,600
公　務　員

232,80042.5277,60349.6
平均年齢57.3 205,10044.6417 53.7 202,700-平均給料月額546.1

43.143.3
うち運転手 45.4うち管理員 - -用務員59区　　分 平均給与月額A310,121 平均給与月額(国比較ベース)

国類似団体
職員数47.4平均年齢小千谷市

（注）1  「平均給料月額」とは、平成25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。　　　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、地域手当、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。また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手　　　 当等を除いたもの）で算出しています。      3　国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国比較ベース）」の括弧書きは、給与改定       ・臨時特例法による措置がないとした場合の値（減額前）です。※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています（平成22～24年の３ヶ年　平均）。※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致してい　るものではありません。※年収ベースの「公務員C」及び「民間D」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては年間賞与の額を加えた試算値です。

- - - -新潟県 50.2 498 356,126

4,686,118

397,310 380,716
1.77

304,468
1.533,980,600うち工務員うち管理員 -

326,175256,812
2.09C/D

287,640
参考年収ベース（試算値）の比較21 -

1.18

0.99315,565-
小千谷市 4,963,903 2,809,4004,789,928 -3,135,500うち運転手うち調理員 2,822,7005,885,401-
うち工務員
区　　分 公務員C 民間D

309,534(325,400) -290,600- --277,603 廃棄物処理業49.6 -- -44.64 272,119(286,850)49.9 3,27249.7国類似団体
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 (2) 職員 (2) 職員 (2) 職員 (2) 職員のののの初任給初任給初任給初任給のののの状況状況状況状況（（（（平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在））））円 円 円円 円 円円 円 円円 円 円（注）国家公務員欄における括弧書きは、給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値（減額　　　前）です。 (3) 職員 (3) 職員 (3) 職員 (3) 職員のののの経験年数別経験年数別経験年数別経験年数別・・・・学歴別平均給料月額学歴別平均給料月額学歴別平均給料月額学歴別平均給料月額のののの状況状況状況状況（（（（平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在））））円 円 円 円円 円 円 円円 円 円 円円 円 円 円※「　－　円」と表示している欄は、該当する職員がいない区分です。
3　3　3　3　一般行政職一般行政職一般行政職一般行政職のののの級別職員数等級別職員数等級別職員数等級別職員数等のののの状況状況状況状況　(1) 　(1) 　(1) 　(1) 一般行政職一般行政職一般行政職一般行政職のののの級別職員数及級別職員数及級別職員数及級別職員数及びびびび給料表給料表給料表給料表のののの状況状況状況状況（（（（平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在））））人 ％ 円 円人 ％ 円 円

経験年数25年351,057320,780

243,700
285,800276,676

経験年数30年376,984339,683304,212288,187
経験年数10年249,772201,575- - 

経験年数20年321,347303,227

大 学 卒 国163,987(172,200)新潟県

給料月額

141,900区　　　分

11.1職員数

- 133,418(140,100)

給料月額135,600
- 

一般行政職技能労務職 高 校 卒 144,500高 校 卒中 学 卒
249,882

22標準的な職務内容区　　分
中 学 卒高 校 卒

178,800

一般行政職

1　　級

区　　　         分
140,100137,200小千谷市172,200

大 学 卒技能労務職
主事、技師、主事補

高 校 卒
- 

構成比 最高号給の

129,200

１号給の

129,200

人 ％ 円 円人 ％ 円 円人 ％ 円 円人 ％ 円 円人 ％ 円 円（注）1　小千谷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務です。  424,600411714 289,200320,600
309,200356,400390,100402,50020.88.6 185,800222,900261,9008.144.2係長、保育園長、主幹、主査 16

6　　級5　　級 873　　級4　　級2　　級 主任課長補佐、次長、上席副参事、副参事 7.1参事課長、局長、参事

11.2% 9.1% 5.0%

8.1%
6.1%

5.4%

44.2%
46.7% 53.0%

20.8% 24.4% 24.3%

8.6% 6.6% 5.4%

7.1% 7.1% 6.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成25年度の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比
6級
5級
4級
3級
2級
1級

3



 (2) 昇給 (2) 昇給 (2) 昇給 (2) 昇給へのへのへのへの勤務成績勤務成績勤務成績勤務成績のののの反映状況反映状況反映状況反映状況
4　4　4　4　職員職員職員職員のののの手当手当手当手当のののの状況状況状況状況 (1) 期末手当 (1) 期末手当 (1) 期末手当 (1) 期末手当・・・・勤勉手当勤勉手当勤勉手当勤勉手当千円　 千円　　　期末手当　　　　勤勉手当 　　期末手当　　　　勤勉手当 　　期末手当　　　　勤勉手当月分 月分 月分 月分 月分 月分月分 月分 月分 月分 月分 月分（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。役職加算　　 5～15％管理職加算　10～15％

国－
(1.45) (1.45) (0.65)2.60 (0.65)(1.45)

1,499
2.60

役職加算　　 5～20％管理職加算　10～25％
（24年度支給割合）

役職加算　　 5～20％管理職加算　15～25％

１人当たり平均支給額（24年度）１人当たり平均支給額（24年度） （24年度支給割合）1.35
小千谷市1,317

1.35
新潟県

1.35 2.60職制上の段階、職務の級等による加算措置(0.65)
（24年度支給割合）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

　平成21年度から人事評価制度を本格実施し、全職員に対し能力及び成績評価を実施しています。　評価結果は、毎年1月の昇給に反映します。　【人事評価の方法】　毎年10月1日、2月1日を基準日として人事評価を実施　5段階（A～E）で絶対評価し、その総合結果に基づき昇給区分（8号給～昇給なし）を決定する

職制上の段階、職務の級等による加算措置（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。【【【【参考参考参考参考】】】】勤勉手当勤勉手当勤勉手当勤勉手当へのへのへのへの勤務実績勤務実績勤務実績勤務実績のののの反映状況反映状況反映状況反映状況（（（（一般行政職一般行政職一般行政職一般行政職））））
 (2) 退職手当 (2) 退職手当 (2) 退職手当 (2) 退職手当（（（（平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在））））（支給率） （支給率）勤続20年 月分 勤続20年 月分勤続25年 月分 勤続25年 月分勤続35年 月分 勤続35年 月分最高限度額 月分 最高限度額 月分その他の加算措置 その他の加算措置（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）- ) （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）- )千円（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、24年度に退職した全職種（一般職）に係る職員に支給された平均額で　　　す。

勧奨・定年28.787538.95555.8655.86 月分

　平成21年度から人事評価制度を本格実施し、全職員に対し能力及び成績評価を実施しています。　評価結果は、毎年6月及び12月支給の勤勉手当に反映します。　【人事評価の方法】　毎年10月1日、2月1日を基準日として人事評価を実施　5段階（A～E）で絶対評価し、その総合結果に基づき勤勉手当の成績率を決定する
月分月分
月分

17,503
23.0332.83

千円
46.55定年前早期退職特例措置2％～20％

28.787538.95555.8655.86
自己都合 自己都合

55.86定年前早期退職特例措置2％～20％
月分23.0346.5532.83 55.86

小千谷市
月分月分月分

23,785
勧奨・定年 国

1人当たり平均支給額 4



 (3) 地域手当(3) 地域手当(3) 地域手当(3) 地域手当小千谷市は、国の支給対象地域に該当しないため、支給していません。 (4) 特殊勤務手当(4) 特殊勤務手当(4) 特殊勤務手当(4) 特殊勤務手当（（（（平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在　　　　普通会計分普通会計分普通会計分普通会計分）））） 千円　円　％

 (5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当 千円千円千円

1,66125,17016.54
千円

する支給単価千円891,259
（24年度決算）

0
支給実績

千円
22168,749

1件　3,500円行路死人の死体処理業務

支給実績(24年度決算)
千円39徴収業務

支給職員1人当たり平均支給年額（24年度決算）
徴収手当 消防本部

左記職員に対
1回　　250円社会福祉課

支給職員1人当たり平均支給年額（24年度決算）

支給実績（24年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（24年度）
社会福祉課行路死人取扱手当救急救助手当

77,337
生活保護世帯の調査業務

支給実績（23年度決算）

主な支給対象職員
救急救助業務

手当の名称社会福祉調査手当 日額　500円税務課
手当の種類（手当数）

日額　400円主な支給対象業務

千円千円 (6) その (6) その (6) その (6) その他他他他のののの手当手当手当手当（（（（平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在）））） 円円円円円円円円112,865189 182,431千円 64,59625,257 千円千円世帯区分に応じて11月～翌3月（月額 7,360円～17,800円） 37,800同 5,869同同同
350,870千円16,14012,838支給区分等 23,716 千円

支給実績（24年度決算）国の制度との異動
49,953同 支給職員1人当たり

11,885 千円千円41,656
68,749

270,114千円国の制度と異なる内容
195

管理職員が週休日等に勤務した場合に対して支給　日額10,000円～6,000円
同

平均支給年額（24年度決算）225,168バス,電車は運賃に応じ最高月額55,000円車は片道距離に応じ月額2,000～24,500円通勤手当
寒冷地手当管理職員特別勤務手当
住居手当手　当　名 同

休日に勤務した正規の時間に対して勤務1時間当りの給与額の135/100休日勤務手当 異
内容及び支給単価借家等　家賃に応じ最高月額27,000円

支給職員1人当たり平均支給年額（23年度決算）

行政職4級～6級職員(副参事を除く)月額22,200円～41,600円管理職手当
扶養手当 配偶者　 　         月額13,000円子供など 　月額6,500円～16,000円
夜間勤務手当 午後10時～午前5時の正規の勤務時間に対して勤務1時間当りの給与額の25/100

支給実績（23年度決算）
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5　5　5　5　特別職特別職特別職特別職のののの報酬等報酬等報酬等報酬等のののの状況状況状況状況（（（（平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在）））） 円／ 円円／ 円円／ 円円／ 円円／ 円月分月分給料月額×在職月数×45/100 円 任期毎給料月額×在職月数×25/100 円 任期毎（注）退職手当の｢1期の手当額｣は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき1期(4年＝48月）　　　勤めた場合における退職手当の見込額です。
6　6　6　6　職員数職員数職員数職員数のののの状況状況状況状況 (1) 部門別職員数 (1) 部門別職員数 (1) 部門別職員数 (1) 部門別職員数のののの状況状況状況状況とととと主主主主なななな増減理由増減理由増減理由増減理由 （各年4月1日現在）職員体制の見直し主な増減理由平成25年4

副 議 長報酬
給 料 月 額 等

職員数
副 市 長

526,500円円 234,0001,010,000円円副 市 長
退職手当

給料 641,000区 分
円 （参考）類似団体における最高／最低額市 長議 長

2.95

69

議 員

73

市 長

4

副 議 長 　　（算定方式）（24年度支給割合）
390,000320,000303,000議 員 （24年度支給割合）副 市 長市 長

1期の手当額7,692,00018,295,200
450,000期末手当 議 長
800,000

　（支給時期）
389,500274,000500,000 220,000

平成24年

2.95 420,000

0対前年増減数 4　　　　　　　　　区　　分 部　　門 議会

847,000

総務

（注）1　職員数は一般職に属する職員数です（教育長を含みます）。【定員管理調査から抜粋】　　　2　[     ]内は、条例定数の合計です。

職員体制の見直し職員体制の見直し職員体制の見直し

計 401 398 0 ＜参考＞人口1万人当たり職員数　　　　　104.71人(類似団体の人口1万人当たり職員数91.55人)
人口1万人当たり職員数　　　　　71.28人(類似団体の人口1万人当たり職員数68.63人)＜参考＞ 職員体制の見直し職員体制の見直し小　計

一般行政部門 273 270 3
21税務

0676761
228 0 △ 2

117 463 [   0］△ 2464 △ 36520639

103104 69民生 73

[ 491］63
10 19

[ 491］
406

0
合　　計

191825 1258
61

△ 121 000
ガス･水道･工水 01

4労働商工土木
消防部門教育部門

衛生普通会計部門 農林水産
下水道その他　会計部門公営企業等 計

総務

職員体制の見直し職員体制の見直し
＜参考＞人口1万人当たり職員数　　121.16人
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 (2) 年齢別職員構成 (2) 年齢別職員構成 (2) 年齢別職員構成 (2) 年齢別職員構成のののの状況状況状況状況（（（（平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在平成25年4月1日現在））））

60歳52歳
1 66職員数 ～ 人56歳区　分 未満 24歳～23歳 27歳20歳 20歳

464計4
48歳39歳 43歳 44歳 人53 以上55歳 ～59歳～ 36歳28歳 51歳40歳～31歳 35歳～32歳 83人37 35 63～ ～ ～32 人40人 ～ 人 人人 人 人 人 人47歳人18 32

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

構成比 5年前の構成比

%

 (3) 職員数 (3) 職員数 (3) 職員数 (3) 職員数のののの推移推移推移推移 （単位：人・％）

※　平成22年3月31日に小千谷地域広域事務組合が解散され、消防本部等が編入されたため　　平成22年度の職員数が大幅な増となっております。

23年22年
46469 63 (108.2%)77消　防 277

429総合計 417
270

35 (81.8%)
702 2 61

470 46347769348 4939866 65 △ 14
△ 2596140462 61 △ 840167

公営企業等会計計
67 27325年

352
275一般行政教　育普通会計計 408

20年 21年
(113.9%)75 74 (3050.0%)

24年 (89.3%)67272275 の増減数（率）(99.3%)過去5年間　　　　　 区分 部門
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