
○ 総合政策課と広聴広報課を統合し、市の重要政策策定機能とその政策を情報発信する機能を
併せ持つ部署を創設し、名称を総合政策課とします

○ 市民サービスのデジタル化と市役所業務のデジタル化を強力に推進するため、総合政策課内に
DX推進室を設置します

○ 復興道路、復興支援道路の整備が完了したことから、建設課にあった高規格幹線道路対策室を
廃止します

釡石市教育センターの改修工事に合わせて、５月末をめどに執務室の移転を予定しています。

総　務
企画部

建設部

その他

現　行

現　行

４月１日以降

４月１日以降

市の組織機構の一部が変わります4月1日
から 　市は、さまざまな市政の課題に迅速かつ柔軟に対応する体制を構築し、デジタル技術を活用

した新たな市民サービスの創出と庁内業務の効率化を図るため、次のとおり組織機構の一部を
見直します。

問い合わせ　市総務課 職員係　☎27－8411

部署名 移転後 移転前

文化スポーツ部 文化振興課 釡石市民交流センター シープラザ釡石２階西側
教育センター１階

教育委員会 総務課
教育委員会 学校教育課 市役所第５庁舎２階 教育センター２階、３階

釡石大槌地区行政事務組合事務局 総務課 シープラザ釡石２階東側 教育センター５階

凡　例 ■ 変更した組織 ■ 変更後の組織

建　設　課

総　務　課 総　務　課

広聴広報課

企画調整係・統計係

管理係・道路維持係・
土木係・用地係

秘書係・企画調整係・統計係

管理係・道路維持係・
土木係・用地係

行政係・職員係・秘書係 行政係・職員係

広聴広報係・情報推進係

震災検証室

高規格幹線道路対策室

震災検証室

男女共同参画室 男女共同参画室

オープンシティ推進室 オープンシティ推進室

広聴広報室

ＤＸ推進室

建　設　課

総合政策課 総合政策課

市職員の給与の状況をお知らせします

問い合わせ　市総務課 職員係　☎27－8411

市の職員の給与、職員数などがどのようになっているか、そのあらましをお知らせします。
※端数処理のため、内訳と合計が合わない場合があります

① 人件費（普通会計決算）
区　分 住民基本台帳人口（令和２年度末） 歳出額　A 人件費　B 人件費率　B/A

令和２年度 31,840人 413億534万円 35億6,912万円 8.6％

② 職員給与費（普通会計決算）

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

令和２年度 368人 13億8,798万円 1億9,771万円 5億6,423万円 21億4,992万円 584万円
※職員手当には退職手当を含みません。職員数は、令和２年４月１日現在の人数です

③ 平均年齢、平均給料月額と平均給与月額（令和３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 44.1歳 320,925円 364,600円
技能労務職 51.9歳 334,500円 359,791円

④ 学歴別初任給・経験年数別平均給料月額（令和３年４月１現在）
区　分 決定初任給 経験年数10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 183,800円 250,500円 359,433円 378,217円 386,075円
高校卒 151,900円 - 301,700円 358,900円 360,400円

⑤ 期末手当・勤勉手当（令和２年度）
１人当たり
平均支給額 支給割合

153万円
期末手当 勤勉手当
2.60月分
（1.45）月分

1.85月分
（0.90）月分

（　）内は、再任用職員に係る支給割合です

⑥ 退職手当（令和３年4月1日現在）
支給率など 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 定年前早期退職加算措置
（2％～45％加算）

退職時特別昇給 なし
1人当たり平均支給額※１ 443万円 2,140万円
※1　前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です

⑦ その他の手当（令和３年４月１日現在）
手当名 内容と支給単価（月額）

扶養
手当

・配偶者　6,500円
・子１人につき10,000円
（満16歳から満22歳の子には5,000円加算）
・上記以外　１人につき6,500円

住居
手当

［借家・借間］
①家賃：12,000円を超えて23,000円以下
　⇒家賃－12,000円
②家賃：23,000円を超えて55,000円以下
　⇒（家賃－23,000円）×1/2＋11,000円
③家賃：55,000円を超えた場合
　⇒27,000円（最高限度額）

通勤
手当

①交通機関（バスなど）利用者
　⇒定期券の価格相当額支給（最高限度額45,000円）
②交通用具（自家用車・オートバイなど）利用者
　⇒片道2.0km以上の距離区分に応じ3,000円～31,600円

⑧ 特別職の給料など（令和２年４月１日現在）
役　職 給料・報酬 期末手当
市　長 792,000円

令和２年度支給割合
3.35月分

副市長 648,000円
議　長 392,000円
副議長 338,000円
議　員 313,000円

⑨ 職員数（各年４月１日現在） （単位：人、△はマイナス）

部門　　　
区分 職員数 対前年増減数 主な増減理由令和２年 令和３年

一般行政 324 301 △23 事務の統廃合・縮小、退職不補充、人事異動による
教　　育 44 44  0
公営企業※2 55 51 △ 4 人事異動による
合　計 ［533］423 ［533］396 △27

［　　］内は、条例定数（教育長を除く）の合計
※2　公営企業…水道、下水道、国民健康保険、介護保険の担当職員をいいます

⑩ 職員数の推移（各年４月１日現在） （単位：人、△はマイナス）
H28 H29 H30 H31 R２ R３ R３とH28の職員数の比較（増減率）

一般行政 329 327 346 344 324 301 △28（△ 8.5%）
教　　育 52 46 44 43 44 44 △ 8（△15.3%）
公営企業 54 60 57 52 55 51 △ 3（△ 5.5%）
合　計 435 433 447 439 423 396 △39（△ 8.9%）

※平均給料月額…諸手当を含まない基本給の平均月額
※ 平均給与月額…基本給と扶養手当・住居手当・時間外勤務手当
などの諸手当を合計したものの平均月額
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