
第２部

第0000号第1944号

（令和２年）2020年 
11/15号

発行 ● 町田市　編集 ● 政策経営部広報課
〒194‐8520 東京都町田市森野2－2－22
市役所の代表電話 ● 042・722・3111
市役所の窓口受付時間 ● 午前8時30分～午後5時
ホームページ ● http：//www.city.machida.tokyo.jp/

発行日／毎月2回（1日、15日）

広
報

●将来を担う人が育つまちをつくる
●安心して生活できるまちをつくる
●賑わいのあるまちをつくる
●暮らしやすいまちをつくる
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り
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町田市
ホームページ

　2022年4月に始まる
町田市の新たな計画「（仮称）まちだ
未来づくりビジョン2040」。2040年
の町田の「なりたいまちの姿」からイメ
ージするキャッチコピーを、皆さん

の投票で決定します。

町田市町内会・自治会連合会、町田商工会議所、町田青年会議所、町田市商店会連合会、町田市名産品のれん会、町田市学長懇談会構成校（青山学院大学・麻布大学・桜
美林大学・恵泉女学園大学・国士舘大学・サレジオ工業高等専門学校・昭和薬科大学・玉川大学・多摩美術大学・東京家政学院大学・東京工業大学・東京造形大学・フェリ
シアこども短期大学・法政大学・山野美容芸術短期大学・和光大学）、包括連携協定企業（三井住友海上火災保険株式会社、第一生命保険株式会社、東京海上日動火災保
険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）、株式会社東急モールズデベロップメント（南町田グランベリーパーク）、FC町田ゼルビア、ASVペスカドーラ
町田、町田・デザイン専門学校、大原簿記医療秘書公務員専門学校、都立小川高等学校、都立山崎高等学校、MSP（町田創造プロジェクト）　他

協力団体

投
票
方
法

　みんなで投票に参加して一緒に町田を盛り上げよう。次のいずれかの方法で投票してください。

この投票企画は、周知・デザイン・特典など、多くの市民・団体・事業者等の方々の協力で成り立っています。

ポスターに
シールを貼って投票

投票結果
ウェブ投票すると特典がありますウェブ投票すると特典があります

ウェブ投票

結果は１２月中旬に町田市ホームページ、（仮称）ま
ちだ未来づくりビジョン2040特設サイト（右記二
次元バーコード）で公表します。

１２月4日㈮までにインターネットから
投票フォーム（右記二次元バーコード）
にアクセスして投票してください。

投票後に表示される投票証明を、協力店舗で見せ
ると割引等が受けられます。

ここでの成長がカタチになるまちここでの成長がカタチになるまち
町田に暮らしてよかったと誰もが思えるような、みんなにとっての幸せのカタチが生まれているまちを目指します。
わたしの“ココチよさ”がかなうまちわたしの“ココチよさ”がかなうまち
住んでいてちょうどいいなぁと、私たち一人ひとりが思えるようなココチよさがかなえられているまちを目指します。
誰もがホッとできるまち誰もがホッとできるまち
誰もがホッとできる居場所を地域の中に見つけられているまちを目指します。

●●●●●●キャッチコピー候補キャッチコピー候補●●●●●●

（仮称）まちだ未来づくりビジョン2040特設サイト
計画の詳細や、キャッチコピーの投票については、こちらをご覧ください

　町田市ロゴマーク「いいことふくらむまちだ」の文言に“もっ
と”を加え、未来への可能性や期待感、そして、市民の皆さんの満
足や期待感が、“もっと”ふくらむまちのイメージを表現。

もっといいコトふくらむまちだもっといいコトふくらむまちだ

　暮らす、遊ぶのはもちろん、一人ひとりに合った、さまざまな
ことが選択できる（選べる、学べる、働ける、体験できるなど）、そ
んな万能都市、わくわくするまちのイメージを表現。

暮らす　遊ぶ　暮らす　遊ぶ　□□
えらべえらべ

る　まちだる　まちだ

　「いいことふくらむまちだ」で表した未来への可能性や期待
感、そして、市民の皆さんの満足や期待感が、“ずっと”、そして
“もっと”ふくらむまちのイメージを表現。

ずっと、もっと、ふくらむ町田ずっと、もっと、ふくらむ町田

　町田に関わるすべての人が、いつの間にか自然と町田の一員
（ファミリー）になっているような、一体感や温かみのあるまち
のイメージを表現。

気がついたら、ファミリー。気がついたら、ファミリー。

　「なんだかんだ言っても、やっぱりまちだ」。一度町田から離れ
ても、結局は町田に戻って落ち着くような、皆に愛されるオンリ
ーワンなまちのイメージを表現。

なんだ　かんだ　まちだなんだ　かんだ　まちだ

　町田で過ごすなかで、一人ひとりの物語（人生）が形作られて
いくような、それぞれにとってかけがえのない、大切な時間を送
ることができるまちのイメージを表現。

まちだでつくる　あなたの物語まちだでつくる　あなたの物語

な
り
た
い
ま
ち
の
姿

投票期間 12月4日（金）まで

１１月３０日㈪まで実施中です。
投票場所の詳細は、町田市ホームページ
または下記二次元バーコードをご覧くだ
さい。

投票方法②投票方法①

問 企画政策課☎☎７２４・２１０３

１１月６日現在
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2019年度 人事行政の運営等の状況を公表します
（５）退職手当（２０２０年４月１日現在）

区 分 町 田 市 東 京 都 国
普通退職 定年退職等 普通退職 定年退職等 普通退職 定年退職等

勤続２０年 ２3.０月分 ２3.０月分 ２3.０月分 ２3.０月分 １9.6695月分 ２４.586875月分 
勤続２5年 3０.5月分 3０.5月分 3０.5月分 3０.5月分 ２8.０395月分 33.２7０75月分 
勤続35年 ４3.０月分 ４3.０月分 ４3.０月分 ４3.０月分 39.7575月分 ４7.7０9月分 
最高限度 ４3.０月分 ４3.０月分 ４3.０月分 ４3.０月分 ４7.7０9月分 ４7.7０9月分 

加算措置 定年前早期退職特例措置
（２％～２０％加算）

定年前早期退職特例措置
（２％～２０％加算）

定年前早期退職特例措置
（２％～４5％加算）

（６）主な職種別の職員の平均年収比較表
２０１8年度 ２０１9年度

職 種 人数（人） 平均年収（円） 平均年齢 人数（人） 平均年収（円） 平均年齢
一般事務等 １338 693万 ４０.４歳 １3０7 7０7万 ４０.8歳 
土木技術 １36 7２４万 ４２.5歳 １４１ 7１5万 ４２.6歳 
建築技術 68 66１万 39.8歳 59 69２万 ４０.０歳 
機械技術 ４０ 68０万 ４5.9歳 39 686万 ４6.9歳 
電気技術 ４5 767万 ４6.6歳 ４４ 768万 ４7.8歳 
保育士 １０5 66４万 ４０.４歳 １０9 665万 ４０.6歳 

医師･歯科医師 77 １55２万 ４１.8歳 79 １533万 ４２.１歳 
保健師･看護師等 ４０9 679万 38.４歳 ４０４ 698万 39.０歳 

自動車運転 9２ 7０6万 5１.8歳 9１ 699万 5２.7歳 
一般作業 33 7１9万 5１.5歳 33 7１6万 5２.４歳 
給食調理 ４7 7１7万 5２.9歳 ４４ 7０２万 53.7歳 
一般用務 ２3 7０１万 56.０歳 ２１ 7００万 56.7歳 

（平均年齢は十進法）
※ 平均年収は、その年度の支給額をもとに算出しています。育児休業等により支給がない職員は、

算出から除いています。
※ 平均年収は、給料、諸手当（扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当等）及び期

末・勤勉手当を合計したものです。退職手当は含みません。
※平均年齢は、その年度の４月１日現在の在職職員の平均年齢です。

（参考）給与の種類とその内容

給  与

毎月決まって
支給されるも 
の

給料…給料表に定める額
扶養手当…子9０００円、配偶者6０００円、その他の親族6０００円
地域手当… 民間における賃金や物価等に関する事情を考慮して支給され

る手当で、給料、扶養手当、管理職手当の合計額の１6％
住居手当…35歳未満で借家居住の場合に限り、１万5０００円を限度に支給
通勤手当… 交通機関利用者→運賃相当額、交通用具使用者→通勤距離に応

じて支給
その他…管理職手当等

勤務した実績
に応じて支給
されるもの

特殊勤務手当… 著しく危険、不快、不健康など特殊な業務に従事した場合
に支給

その他…時間外勤務手当等
臨時に支給さ
れるもの

期末・勤勉手当…賞与に相当する手当
退職手当…退職のときに支給される一時金

３　特別職の報酬等
区 分 市長、副市長 議長、副議長、議員

報酬等の月額
（２０２０年４月１日現在)

（給料)
市　長 １０6万円
副市長 9０万円

（報酬）
議　長 6４万円
副議長 58万円
議　員 55万円

期末手当
(２０１9年度支給割合)

２０１9年 6月期 ２.１5０月分 
２０１9年１２月期 ２.１5０月分 
２０２０年 3月期 ０.35月分 
支給割合　合計 ４.65月分 

２０１9年 6月期 ２.１０月分 
２０１9年１２月期 ２.４０月分 
２０２０年 3月期 ０.４０月分 
支給割合　合計 ４.9０月分 

※市長、副市長については条例の定めにより退職手当が支給されます。

４　職員の勤務時間その他の勤務条件
（１）勤務時間・休憩時間
　職員の勤務時間については、条例等により次のように定めています。ただし、業務
上必要があると認める場合等は、異なる勤務時間を割り振ることがあります。

勤務時間 休憩時間勤務時間 始業時刻 終業時刻
１週間当たり
38時間４5分 午前8時２０分 午後5時5分 正午～午後１時までの１時間

（２）休暇制度の概要
　職員に付与される年次有給休暇は、１年度につき２０日となっています。年次有給
休暇以外の休暇等については、町田市ホームページでご覧いただけます。

５　職員の分限及び懲戒処分
　分限処分は、公務の能率の維持並びに適正な運営の確保という観点から行われる
処分で地方公務員法第２８条に規定されているものです。
　懲戒処分は、職員の非違行為に対して、職場の秩序維持・回復を目的として行われ
る処分で地方公務員法第２９条に規定されているものです。

１　職員数等
（１）職員数（２０２０年４月１日現在）

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300（人）

2018年度

2019年度

2832人 133人 49人

合計 3089人

合計 3042人

2874人 100人100人 115人115人

2020年度 合計 3014人

2850人 118人118人 74人74人

常勤職員 再任用常勤職員 再任用短時間職員

（注） 職員数には、地方自治法により東京都から町田市に派遣されている職員及び市費負担の指導
主事等を含み、南多摩斎場組合などの一部事務組合への派遣者などは除いています。

（２）職員構成（２０２０年４月１日現在）

一般行政職
1692人
56.14%

一般行政職
1692人
56.14%

企業職
655人

21.73%

税務職 157人 5.21%

福祉職 157人 5.21%

医療職
126人
4.18%

教育公務員
5人 0.17%技能労務職

222人
7.37%

（注）
①一般行政職…以下の②から⑦以外の職員（事

務、技術等）
②税 務 職…財務部の市税担当職員及びい

きいき生活部保険年金課の保
険税担当職員

③福 祉 職…保育園等の保育士及び児童厚生員
④医 療 職…市民病院以外に勤務する医師、

保健師、薬剤師等
⑤企 業 職…地方公営企業法を全部適用す

る公営企業の職員（町田市で
は、市民病院に勤務する職員）

⑥技能労務職…自動車運転手、用務員、作業員、
給食調理員等

⑦教育公務員…教育委員会に勤務する指導主事
※ 割合については、区分ごとに小数第3位を四捨

五入しているため合計が１００％にならない場
合があります。

職員数３０１４人（２０２０年４月１日現在）

２　職員の給与
　東京都及び国の給与等については東京都等の公表資料を参考にしています。
（１）人件費（２０１9年度普通会計決算）

歳出総額（A） 実 質 収 支 人件費（B） 人件費率
（B/A）

（参考）２０１8年度の
人件費率

１5４3億２４０5万円 ４４億9776万円 ２１7億7００3万円 １４.１% １４.４%
（注） ①人件費とは、一般職員に支給される給与と市長や議員など特別職の給料・報酬・手当等の経

費の合計です。
　　②普通会計とは、一般会計と特別会計を基に全国統一基準で再構成した会計です。

（２）平均給料月額（２０２０年４月１日現在）
　東京都については、２０２０年１１月5日時点で未公表のため２０１９年4月１日現在の
数値です。

31万4459円（41.7歳）31万4459円（41.7歳）

32万3634円（54.3歳）32万3634円（54.3歳）

31万5377円（41.8歳）31万5377円（41.8歳）

29万1617円（49.9歳）29万1617円（49.9歳）

20万円 25万円 30万円 35万円

技能労務職

一般行政職

※（　）内は平均年齢町田市 東京都

（３）経験年数別・学歴別平均給料月額（２０２０年４月１日現在）

区 分 経験年数
１０年 １5年 ２０年

一般行政職 大学卒 ２6万3１3１円 3１万59１6円 35万7997円
高校卒 － ２6万73００円 3１万5１００円

技能労務職 全学歴 － － －
（注） 経験年数：学校卒業後ただちに市職員に採用された者は、その在職年数をいい、その他の職員

については、それぞれ職歴等の年数を一定の基準により在職年数として換算し、市職員に採用
後の在職年数を加算したものです。

（４）期末・勤勉手当

区 分
町 田 市 東 京 都 国

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
２０１9年
6月期

１.１5０月分 
(０.6００月分） 

１.０００月分 
(０.４75月分） 

１.3００月分 
(０.7２5月分） 

１.０００月分 
(０.４75月分） 

１.3００月分 
(０.7２5月分） 

０.9２5月分 
(０.４5０月分） 

２０１9年
１２月期

１.１5０月分 
(０.6００月分） 

１.０5０月分 
(０.5２5月分） 

１.3００月分 
(０.7２5月分） 

１.０5０月分 
(０.5２5月分） 

１.3００月分 
(０.7２5月分） 

０.975月分 
(０.４5０月分） 

２０２０年
3月期

０.3００月分 
(０.２5０月分） 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

計 ２.6００月分 
(１.４5０月分） 

２.０5０月分 
(１.０００月分） 

２.6００月分 
(１.４5０月分） 

２.０5０月分 
(１.０００月分） 

２.6００月分 
(１.４5０月分） 

１.9００月分 
(０.9００月分） 

職務段階に
よる加算 有 有 有

（注）①一般職員の例です。
②（　　　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

　町田市の職員数、給与、勤務条件等の状況についてお知らせします。詳細は町田市ホームページでご覧いただけます。

（１）分限処分（２０１9年度）
種　　類 延べ件数 人 数
免　　職 ０件 ０人
降　　任 ０件 ０人
病気休職 １88件 76人
刑事休職 ０件 ０人

（２）懲戒処分（２０１9年度）
種　　類 延べ件数
免　　職 １件
停　　職 １件
減　　給 ０件
戒　　告 ０件

問職員課☎☎7２４・２１99

この特集号は、１１万2481部作成し、1部当たりの単価は6円となります（職員人件費を含みます）。


