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イ　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績） （単位:人）

部　門
実　績 数 値 目 標

H17.4.1職員数 H22.4.1職員数 差 H22.4.1職員数

普
通
会
計

一般行政 4,186 3,927 △259 3,863

教　　育 1,317 1,052 △265 1,119
消　　防 886 905 19 907

公営企業等会計 1,808 1,689 △119 1,648

計 8,197 7,573 △624 7,537

※平成17年４月１日の職員数は、旧巻町等職員を含みます

⑤懲戒処分者数（平成21年４月１日～平成22年３月31日）（単位:人）
処分事由/処分の種類 戒告 減給 停職 免職 合計 訓告等

1　法令に違反した場合 4 1 1 3 9 31
2　 職務上の義務に違反し又は職務
を怠った場合 1 2 0 0 3 19

3　 全体の奉仕者たるにふさわしく
ない非行のあった場合 4 1 2 0 7 0

合　　　　計 9 4 3 3 19 50

※１　 懲戒処分とは、公務員としてふさわしくない非行がある場合に、
職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問い、公務におけ
る規律と秩序を維持することを目的とする処分をいい、戒告、
減給、停職、免職の４種類があり、地方公務員法第29条に規定
されています

　２　 訓告等とは、懲戒処分には至らないが、公務員としてふさわし
くない非行がある場合に、注意を喚起し、公務における規律と
秩序を維持することを目的として行われるものです

（２）職員の給与の状況
①人件費の状況（平成21年度普通会計決算）
　歳出総額のうち人件費は550億1,062万円となり、歳出総額に占める割
合は15.4%でした。

区分 歳出総額（A） 実質収支
（歳入総額－歳出総額） 人件費（B） 人件費率

（B/A）

21年度        千円
357,787,103

     千円
1,797,714

     千円
55,010,625

       %
15.4

※ 普通会計は水道職員や病院職員などの公営企業にかかる経費は除き
ます。なお、人件費には共済費の事業主負担が含まれています

②職員給与費の状況（平成22年度普通会計予算）
　給与総額と職員数の状況は表のとおりで、職員１人当たりの平均年
間給与総額は約623万円（前年比△16万円）です。

区分 職員数
（A）

給　　　　　与　　　　　費 １人当たり
給与費
（B/A）給　 料 職員手当 期末･勤勉

手当 計（B）

22年度 人
6,080

千円
24,393,133

千円
4,287,023

千円
9,190,229

千円
37,870,385  

千円
6,228

※ 職員手当は退職手当（7,826,112千円）を除くそのほかの手当（扶養・通
勤・住居・時間外勤務手当など）の総額です

③職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成22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
一般行政職 43.25歳 336,090円 413,851円
技能労務職 46.75歳 329,931円 362,089円
うち用務員 47.67歳 332,549円 353,460円

うち清掃作業員 47.75歳 348,640円 405,933円
うち給食調理員 45.42歳 313,099円 324,616円

※1　 「一般行政職」とは国において給料表が異なる税務職と福祉職の職
員は除きます

　2　 「平均給料月額」とは平成22年４月１日現在における各職種の職員
の基本給の平均です

　3　 「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、
住居手当、時間外勤務手当など諸手当の額を合計したものです

④職員の初任給の状況（平成22年４月１日現在）
区　　　　分 新潟市 新潟県 国

一般行政職
大 学 卒       178,800 円       178,800 円       172,200 円
高 校 卒       144,500 円       144,500 円       140,100 円

技能労務職 高 校 卒       137,200 円       141,900 円       137,200 円

※初任給は学校卒業後直ちに採用された場合の月額です　

⑤職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成22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 経験年数25年 経験年数30年

一般行政職
大学卒 254,573 円 297,887 円 360,704 円 393,644 円 418,678 円
高校卒 214,422 円 265,420 円 308,262 円 356,663 円 391,195 円

技能労務職 高校卒 197,225 円 240,843 円 279,818 円 335,417 円 361,757 円

※１　 経験年数は採用前に民間企業勤務経験などがある場合にはその
期間を換算し、採用後の年数に加算した年数をいいます。卒業
後直ちに採用され、引き続き勤務している場合は採用後の年数
です

　２　特定幹部職員（部長以上）は含まれていません

⑥一般行政職の級別職員数の状況（平成22年４月１日現在）
区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 １年前構成比 ５年前構成比
９級 部長 11人 0.4% 0.4% 0.3%
８級 部長 28人 0.9% 1.0% 0.9%
７級 次長 25人 0.8% 0.9% 1.6%
６級 参事・課長 199人 6.6% 7.3% 13.0%
５級 副参事・課長補佐 740人 24.4% 24.3% 24.7%
４級 課長補佐・主幹 675人 22.2% 20.3% 15.9%
３級 係長・主査・副主査 822人 27.1% 28.2% 26.7%
２級 主事・技師 246人 8.1% 9.3% 10.0%
１級 主事・技師 287人 9.5% 8.3% 6.9%

※1　 この表は一般行政職の職員について、俸給表の級区分別の職員数
の状況を示したものです

　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職員の手当の状況（平成21年４月１日～平成22年３月31日）
ア　期末・勤勉手当
１人当たり平均支給額　　　　1,524千円
支給割合　
　　　・期末手当　　　2.75 月分　（1.5月分）
　　　・勤勉手当　　　1.4  月分　（0.7月分）
加算措置の状況　　　職制上の段階、職務の級などによる加算措置
　　　・役職加算　　　５～20%
　　　・管理職加算　　なし

※（　）内は、再任用職員に係る支給

イ　退職手当（平成22年３月31日現在）
（支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続20年 23.5  月分 30.55 月分
勤続25年 33.5  月分 41.34 月分
勤続35年 47.5  月分 59.28 月分
最高限度額 59.28 月分 59.28 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置（２％～20%加算）
１人当たり平均支給額 2,911千円 24,922千円

ウ　特殊勤務手当（普通会計決算）
職員全体に占める手当支給職員の割合 22.6%
支給対象職員１人当たり平均支給年額 98,836円
手当の種類（全職種） 18種類

支給額の多い手当 夜間特殊業務手当、緊急出動手当、
療育指導等業務手当

支給対象職員の多い手当 夜間特殊業務手当、緊急出動手当

エ　時間外勤務手当（普通会計決算）
支給実績 1,974,883千円

職員1人当たり平均支給年額       336千円

オ　その他の手当（主なもの）
扶養
手当

配偶者 13,000円
子どもなど（年齢などの区分に応じて） 6,500円～16,000円

住居
手当

持ち家 2,500円
借家・アパートなど（家賃の額に応じて） 最高　27,000円

通勤
手当

バス・電車などの利用者（運賃の額に応じて） 最高　55,000円
自転車・自動車などの使用者（片道の使用距離に応じて） 2,000円～24,500円

⑧特別職の報酬などの状況（平成22年４月１日現在）
区　　　　　分 給料月額など

給料
市 　　　　 長 1,163,000円
副　　市　　長   939,000円

報酬
議　　　　　長   778,000円
副　　議　　長   700,000円
議　　　　　員   653,000円

期末手当

市　　　　　長
６月期　1.45月分
12月期　1.65月分

計　3.1　月分

副　　市　　長
議　　　　　長
副　　議　　長
議　　　　　員

退職手当
市 　　　　 長 給料月額（1,163,000円） × 在職月数 × 0.64（任期毎）
副　　市　　長 給料月額（  939,000円） × 在職月数 × 0.42（任期毎）
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市職員の人事・給与などのあらまし
問い合わせ

（1）職員の任免などに関する状況について 人事課（☎025-226-2489）
（2）職員の給与の状況について 職員課（☎025-226-2516）

　人事行政の透明性を一層高めることを目的として、採用、勤務
条件などを含む人事行政全般の状況を公表します。
※さらに詳しい内容は、平成22年10月15日発行の「市公報」に掲載
し、市政情報室（市役所本館１階）に配置しているほか、市ホーム
ページのトップページ｢新潟市の基本情報・新潟市公報｣のコーナー
からアクセスできます

人事行政の運営状況の概要
（１）職員の任免などに関する状況
①職員の採用状況（平成21年４月２日～平成22年４月１日）
ア　試験採用 （単位:人）

区分
大卒程度 免許

資格
職

高卒程度 身体
障が
い者

民間経験者 消　防
幼稚園
教諭 合計

事務 事務
以外 事務 事務

以外 事務 事務
以外

大卒
程度

高卒
程度

採用
者数 54 27 202 3 3 1 4 4 21 4 5 328

イ　選考採用 （単位:人）
教育 教育職員以外 合計
40 17 57

※ 選考採用としては、教育職員や医師、国・県や他の地方公共団体の
職員などを本市の職員として採用しました

②職員の退職状況（平成21年４月１日～平成22年３月31日）（単位:人）
区分 事務 事務以外 技能労務 消防 教育 合計

定年退職 62 64 46 10 1 183
普通退職 15 52 2 1 54 124
募集退職 33 34 5 8 2 82
死亡退職 5 5 3 1 0 14
その他退職 0 0 0 2 0 2

計 115 155 56 22 57 405

③部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）（単位:人）

部　門
職員数

増減数 主な増減理由
平成22年 平成21年

一
般
行
政

議　　会 24 25 △1
総　　務 887 941  △54 国民体育大会の終了など
税　　務 270 269 1
民　　生 1,244 1,216 28 生活保護業務の増など
衛　　生 650 677 △27 清掃施設管理業務の委託化など
労　　働 8 6 2 緊急雇用対策業務の増など
農林水産 202 204 △2 業務執行体制の見直しなど
商　　工 99 93 6 観光・産業業務の体制強化など
土　　木 543 560 △17 業務執行体制の見直しなど
小　　計 3,927 3,991 △64

特
別
行
政

教　　育 1,052 1,107 △55 学校用務員・調理員の配置基準見直しなど
消　　防 905 902 3 欠員の補充
小　　計 1,957 2,009 △52

公
営
企
業
な
ど

病　　院 905 805 100 医療職配置基準の見直しなど
水　　道 350 356 △6 計量業務の委託化など
下 水 道 210 214 △4 業務執行体制の見直しなど
そ の 他 224 218 6 高齢介護業務の体制強化など
小　　計 1,689 1,593 96
合　計 7,573 7,593 △20

※ 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
る休職者や一部の派遣職員などを含み、臨時・非常勤職員を除いて
います

④定員適正化計画の数値目標及び進捗
ちょく

状況
　平成17年度から21年度までの５年間で職員数の適正化を図ることを
目標とした定員適正化計画を策定し、その達成に努めました。
　公営企業等会計に含まれる病院事業において、計画策定時に想定外
であった看護体制の充実（７対１看護）にかかる大規模な増員がありま
したが、その増員分（104人）を除けば数値目標を達成しました。
ア　定員適正化目標

計 画 期 間
数 値 目 標

始　期 終　期
平成17年４月１日 平成22年３月31日 職員数660人（8.1%）の純減

みなとぴあ　たいけんプログラム
ドングリざんまい！
■□日きょう31日午前10時半～午後４時
■□内アクセサリー・クッキー作り、ほか
■□申当日直接同館（☎025-225-6111）

「市展」 11月３日から開幕
期日　前期（洋画・彫刻・工芸・版画）…
11月３日（祝）～７日（日）▷後期（日本
画・書道・写真）…11月10日（水）～14（日）
時間　午前９時半～午後６時（前後期と
も初日は午前10時から、最終日は午後
３時まで）　※会期中は常設展無料。６
日午前11時と午後２時から、13日午後
２時から作品解説会を実施
■□場新潟市美術館
■□問同運営委員会事務局（文化政策課内☎
025-226-2563）

燕喜館　越の花飾り
■□日11月５日（金）～７日（日）午前９時～
午後５時（７日は午後４時まで）
■□内新潟産の花を使ったフラワーアート展
示、呈茶（300円）、ほか
■□問同館（☎025-224-6081）
■音楽の奏

し ら

べin花模様～コンサート
■□日11月６日（土）・７日（日）①午前11時
から②午後２時から
■キッズ花遊び体験コーナー
■□日11月６日（土）・７日（日）①午前10時
半から②午後１時半から

内　容 参加費
野菜にお絵かき 300円

生花アレンジバスケット 500円

新潟地域職業訓練センター
受講生作品展
■□日11月７日（日）午前10時～午後３時
■□内ちぎり絵・水彩画・編物作品などの展示
■□問同センター（☎025-271-2535）

催 し 物 エコープラザ
■□申◇は当日直接同プラザ、◆きょう31
日と11月２日（火）に電話で同プラザ（☎
025-270-3009）
◇リサイクル品展示提供
展示期間　11月６日（土）～18日（木）午
前９時～午後５時
抽選日　11月21日（日）午後２時から
※申し込みは市内在住の小学生以上で、
本人のみ
◇サンデーリサイクル～はがき作り
■□日11月７日（日）午前10時～正午、午後
１時～３時
◆サンデーリサイクル～フリーマーケッ
ト出店者募集
■□日11月14日（日）午前10時～午後２時
募集数　20店舗（応募多数の場合抽選）

天寿園　コンサート
■□日11月７日（日）午後１時半～３時半
出演　松浜ベンチャーズ、ほか
曲目　ダイヤモンドヘッド、パイプライ
ン、キャラバン、ほか
■□問同園（☎025-286-1717）

まごころヘルプ　バザー・作品展
■□日11月７日（日）午前10時～午後２時
■□場総合福祉会館
■□内手作り品販売、喫茶、作品展、ほか
■□問市社会福祉協議会中央区まごころヘル
プ（☎025-248-7175）

水の駅「ビュー福島潟」
■□申◆は電話で同館（☎025-387-1491）、
◇は当日直接同館
◆オオヒシクイ調査協力者募集
■□日11月～来年２月毎週金曜午前９時～
正午
■□人各日先着６人
◇狩猟解禁日特別早朝開館
■□日11月15日（月）午前６時～８時
※入館料（一般400円、小学～高校生
200円）が必要

なかなか古町「子育て応援ひろば」
■□申 当日直接同ひろば（☎025-226-
7730）　※育児相談・短時間保育あり
（要予約）。毎週土曜は発育測定を実施（歩
ける子どもが対象）
11月 内　容 時　間

４（木） 育児講座
「健康について」

午前11時～同30分９（火） なんでもおしゃべり＆うたと手遊び

11（木） 絵本の読み聞かせ

14（日） 紙芝居をたのしむ 午後２時～同30分

16（火） 絵本の読み聞かせ
午前11時～同30分

18（木） 育児講座
「食育について」

28（日） わらべうたで
遊びましょう 午後２時～同30分

30（火）なんでもおしゃべり＆いいもの作り 午前11時～同30分

内モンゴル文化交流・講演会
日本人とモンゴル人との関わり
■□日11月14日（日）午後２時～５時
■□場クロスパルにいがた
■□申当日直接会場
■□問新潟内モンゴル親善交流協会（☎025-
267-4843）、国際課（☎025-226-16
71）

砂丘館　ジャズギターライブ
開演　11月14日（日）午後６時から
出演　ファビオ･ボッタッツォ
■□人先着40人
■□￥2,500円（赤ワインと焼き栗付き）
■□申電話で同館（☎025-222-2676）

鎧潟クリーンセンター
リサイクル品展示提供
展示期間　11月８日（月）～30日（火）午
前９時～午後４時半（土・日曜を除く）
抽選日　12月１日（水）
■□人小学生以上　※１人１点
■□問同センター（☎0256-76-2831）

ほんぽーと 中央図書館
大人のためのほんぽーとシネマ
■□日11月23日（祝）①午前10時半～正午②
午後１時半～３時
上映作品　邂逅（めぐりあい）
※1939年・米国
■□人各回先着80人
■□申市役所コールセンター（☎025-243-
4894）
■□問同館（☎025-246-7700）　※できる
だけ公共交通機関を利用してください

新津美術館　シーズン・アンド・
アート～新津鉄道の夜
■□日11月23日（祝）午後７時～９時
■□内宮澤賢治「銀河鉄道の夜」の世界を音楽
とともに楽しむ
出演　解説…若月忠信（文芸評論家）▷演
奏…中林恭子（フルート）、庄司愛（バイ
オリン）、貝津摩理（ピアノ）
■□人先着80人
■□￥大人1,000円、高校・大学生800円、小・
中学生300円
■□申電話で同館（☎0250-25-1301）
※参加者には同館「増田洋美展」の招待券
を差し上げます。小・中学生は保護者同伴

市消防音楽隊 発足50周年記念演奏会
□日来年２月26日（土）午後２時～４時半
□場りゅーとぴあコンサートホール
□人先着1,300人
曲目　スターウォーズ～コンサートセ
レクション、また君に恋してる、ほか
□申あす11月１日から往復はがきに住
所、氏名、電話番号、希望人数（１枚
につき２人）を記入し、〒951-8106、
中央区東大畑通１-643-２、同隊事務局
（消防局総務課内☎025-
223-3192）へ
※市ホームページのトッ
プページ「申請・届出の
総合窓口」のコーナーか
らも申し込み可

携帯電話での
申し込みは
こちらから


