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問職員課☎☎７２４･２１99

2021年度 人事行政の運営等の状況を公表します

１　職員数� （2022年4月1日現在）

　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。

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（2021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）2020年度の
人件費率

1916億1797万円 81億4414万円 219億4278万円 11.5% 10.1%
（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（2022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 32万1544円 43万6309円

技能労務職 32万2785円 41万33円
（注）①平均給料月額とは、基本給の平均です。
　　②�平均給与月額とは、基本給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

の平均です。

（３）経験年数別・学歴別平均給料月額（2022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 26万3142円 31万2664円 36万95円
高校卒 21万3900円 − 30万6600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については､ その在職年数をい

います。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

2021年
6月期

1.250月分�
(0.700月分）�

1.025月分�
(0.500月分）�

1.250月分�
(0.700月分）�

1.025月分�
(0.500月分）�

1.275月分�
(0.725月分）�

0.950月分�
(0.450月分）�

2021年
12月期

1.150月分�
(0.650月分）�

1.025月分�
(0.500月分）�

1.150月分�
(0.650月分）�

1.025月分�
(0.500月分）�

1.275月分�
(0.725月分）�

0.950月分�
(0.450月分）�

計 2.400月分�
(1.350月分）�

2.050月分�
(1.000月分）�

2.400月分�
(1.350月分）�

2.050月分�
(1.000月分）�

2.550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｡

（５）退職手当（2022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）

28322832人人

28292829人人

133人133133133人人人

116人116116116人人人

4949人人

3131人人

2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300

2020

2021

2022

（人）

（年度）

28192819人人 102人102102102人人人 2727人人

合計 3014人

合計 2976人

合計 2948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。

（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
（2022年4月1日現在)

（給料) （報酬）

市　長
副市長

106万円
90万円

議�����長
副�議�長
議�����員

64万円
58万円
55万円

期末手当
(2021年度支給割合)

2021年6月期
2021年12月期
支給割合　合計

2.275月分
2.175月分
4.45月分

2021年6月期
2021年12月期
支給割合　合計

2.45月分
2.45月分
4.90月分

（注）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日です。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）分限処分（2021年度）

種　類 延べ件数 人　数
免　職 0件 0人
降　任 1件 1人
休　職 221件 78人
降　給 0件 0人

（２）懲戒処分（2021年度）
種　類 延べ件数 人　数
免　職 0件 0人
停　職 1件 1人
減　給 0件 0人
戒　告 5件 5人
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YouTube「町田市公式動画チャンネル」の「町田市採用試験ちゃんねる」でも職員採用
試験についてご覧いただけます。

　詳細は市HPをご覧ください。
職　種 採用予定数 日程等（予定） 採用日（予定）

障がい者対象一般事務 若干名

○郵送申込受付期間
11月18日㈮～25日㈮（消
印有効）

○第1次試験日時(SPI試験)
12月4日㈰午前9時～午後1
時

2023年
4月1日

※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)
をご覧ください。

Ｔｗｉｔｔｅｒ・YouＴubｅ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


