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2020年度 人事行政の運営等の状況を公表します
（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
（202１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
(2020年度支給割合)

2020年  6月期 2.325月分 
2020年１2月期 2.225月分 
支給割合　合計 4.55月分 

2020年  6月期 2.45月分 
2020年１2月期 2.45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などは、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、市ＨＰ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� （202１年4月１日現在）

28322832 人人

28292829 人人

133 人133133133 人人人

116 人116116116 人人人

118 人118118118 人人人28502850 人人 7474 人人

4949 人人

3131人人
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（年度）

合計 3042人

合計 3014人

合計 2976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、東京都から地方自治法により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（２０２０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）20１9年度の
人件費率

2１67億899万円 4１億5284万円 2１9億6927万円 １0.１% １4.１%
（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・手当などの

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）平均給料月額及び平均給与月額（２０２１年４月１日現在）
区 分 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職 3１万8922円 43万667１円
技能労務職 32万22１6円   4１万65円

※平均給料月額とは、202１年4月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均
※平均給与月額とは、給料月額と扶養手当や地域手当などの諸手当の額を合計したもの

（３）経験年数別・学歴別平均給料月額（２０２１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 26万5329円 30万7894円 34万4324円
高校卒 － － 3１万3550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
2020年
6月期

１.300月分 
(0.725月分） 

１.025月分 
(0.500月分） 

１.300月分
(0.725月分） 

１.025月分
(0.500月分） 

１.300月分
(0.725月分） 

0.95月分
(0.45月分） 

2020年
１2月期

１.200月分 
(0.675月分） 

１.025月分 
(0.500月分） 

１.200月分
(0.675月分） 

１.025月分
(0.500月分） 

１.250月分
(0.725月分） 

0.95月分
(0.45月分） 

計 2.500月分 
(１.40月分） 

2.050月分 
(１.000月分） 

2.500月分
(１.40月分） 

2.050月分
(１.00月分） 

2.550月分
(１.45月分） 

１.90月分
(0.90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。

（５）退職手当（２０２１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）

　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。詳細は市ＨＰでご覧いただけます。

（１）分限処分（２０２０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 １70件 67人
刑事休職 0件 0人

問職員課☎☎７２４・２１９９

（２）懲戒処分（２０２０年度）
種　　類 延べ件数 人　数
免　　職 0件 0人
停　　職 0件 0人
減　　給 0件 0人
戒　　告 5件 5人

記 事 内 の 表 記 に つ い て
○イベントダイヤル＝町田市イベ
ントダイヤル（☎☎７２４・５６５６）に
電話で申し込み（電話受付時間＝
午前７時～午後７時）／番号のかけ
間違いにご注意ください
○イベシス＝町田市イベント申込
システム　インターネ
ットのイベント申込シ
ステム（右記二次元バ
ーコード）にコードを入力し、２４

時間申し込み可／イベシスで１次
受付を行う催し・講座の募集数は
定員の半数です
○市ＨＰ＝町田市ホームページ
○ＨＰ＝ホームページ
※催しや講座など、申込方法の記
載がない場合は直接会場へおいで
ください。
※新型コロナウイルス感染防止の
ため、催し・講座等に参加の際は、
検温・手洗い・マスク着用などの感
染症対策をお願いします。

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

作業療法士 若干名

１986年4月2日以降に
生まれた、作業療法士の
資格を有する、または
2022年春までに取得見
込みの方

○受け付け 
１１月26日㈮まで

（必着） 
○試験日 
１2月１8日㈯

2022年 
4月１日

※ 試験実施要項・受験申込書・適性検査受検申込書は同病院HPでダウンロードできます
（同病院でも配布）／郵送・持ち込みは同病院総務課へ／受験資格、採用条件等は実施要
項を十分に確認してください。

町田市民病院　採用 検索

町田市民病院職員募集 問同病院総務課
☎☎722・2230（内線7412）

町田市職員採用試験情報 問職員課☎☎724・2518
返050・3085・4107

　多くの方が受験しやすいよう、SPI試験を実施します。詳細は、市HPをご確認ください。
職　　　　　種 採用予定数 日程等（予定） 採用日（予定）

一般事務（民間企業等職
務経験者） １０人程度 ○電子申請受付期間

　�１１月１７日㈬午前１０時～
２２日㈪正午
○第１次試験期間（SPI試験）
　�１１月２６日㈮午前１０時～
２９日㈪正午 ２０２２年４月１日

障がい者対象一般事務 若干名

任期付職員（学芸員） １人 ○申込期間
　�１１月１５日㈪午前１０時～
２５日㈭正午

任期付職員（一般事務）
（仮称：DX推進担当係長） １人

※受験資格や試験日等の詳細は「町田市職員採用試験実施要項」（市HPでダウンロード）
をご確認ください。

Ｔｗｉｔｔｅｒで情報発信 Ｔｗｉｔｔｅｒアカウント名＝町田市職員採用試験情報（町田市公式）
＠machｉda_saｉyou


