
１．職員の任免及び職員の数の状況
（１）職員数（平成25年４月１日現在） 　　　　（２）職員の採用及び退職の状況（平成25年度）

採用 退職
13 人 1人 1人
3 人 1人 1人

18 人 0人 0人
34 人 2人 2人

（３）職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日）
増減数

13 人 13 人 (0
4 人 3 人 △ 1人

18 人 18 人 (0
35 人 34 人 △ 1人

（４）年齢別職員構成の状況（平成25年４月１日現在）
26歳 31歳 36歳 41歳 46歳 51歳 56歳 61歳～ 計

～25歳 ～30歳 ～35歳 ～40歳 ～45歳 ～50歳 ～55歳 ～60歳
職員数(人) 0 1 0 4 6 6 12 4 1 34
構成比(％) 0.0 2.9 0.0 11.8 17.7 17.7 35.2 11.8 2.9 100.0

（５）職員の昇任及び降任の状況（平成24年度）
●昇任の状況 ●降任の状況

　降任となった職員はいません。

２．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）勤務時間の状況（平成25年４月１日現在）

業務職
企業職

計

業務職
企業職

計

行政職

行政職
業務職
企業職

計

行政職

平成24年度区分 平成25年度 主な増減理由

区分 職員数

区分

１２時～１３時

再任用の期間満了により退職

勤務時間 休憩時間

主査

８時３０分～１７時１５分

２人

土曜日・日曜日

週休日

区分

印旛郡市広域市町村圏事務組合人事行政の運営等の状況（平成24年度）

印旛郡市広域市町村圏事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づいて、当組合の人事行政の運
営等の状況を公表します。



（２）主な休暇・休業制度の状況（平成25年４月１日現在）
　
　

（３）年次有給休暇の取得状況（平成24年4月１日～平成25年3月31日）

（４）育児休業及び部分休業の取得状況（平成24年度）

３．職員の給与の状況
（１）人件費の状況（平成24年度決算）（退職手当を除く）

一般会計 千円 千円 49.35%
企業会計 千円 千円 3.45%

計 千円 千円 5.95%

（２）職員給与費の状況（平成25年度予算） ＊給与費は、当初予算に計上された額です。

一般会計 18人 69,062 千円 14,463 千円 25,297 千円 108,822 千円 6,046 千円
企業会計 18人 82,178 千円 19,958 千円 31,888 千円 134,024 千円 7,446 千円

計 36人 151,240 千円 34,421 千円 57,185 千円 242,846 千円 6,746 千円

（３）級別職員数の状況（平成25年４月１日現在） （行政職・企業職職員）
区分 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

主事 主任主事 主査補 係長 課長補佐 課長 局長
技師 主任技師 （係長） 主査 副主幹 主幹 部長

（主査）
職員数(人) 10 8 4 6 2 31
構成比(％) 32.3% 25.8% 12.9% 19.3% 6.5% 100%

区分 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 合計
職員数(人) 11 7 5 4 2 31
構成比(％) 35.5% 22.6% 16.1% 12.9% 6.5% 100%

育児休暇介護休暇

人件費　　B

部分休業取得者数

子が３歳に達する日まで３年以内
女性職員の出産

計　　B

160,357

１人当たり平均消化率
６０．４％

０人
育児休業取得者数

１２日０時間３６分

1

連続する７日の範囲内

131,917

0.0%

１年前
の状況

１級 ２級

標準的な
業務内容

平成25年
４月１日

現在

１級 ２級

3.2% 3.2%
1

3.2%
1

292,274

１人当たり平均取得日数

給料 期末・勤勉手当

合計

267,319
4,647,936

歳出額　A

給与費
職員手当 B/A

人件比率　　B/A

１人当たりの給与費

4,915,255

年間２０日 産前産後各８週間
職員の結婚

０人

年次有給休暇

職員数　　A



（４）職員の手当の状況（平成25年４月１日現在）
支給実績（千円） １人当たり平均支給年額

（24年度決算） （24年度決算）（千円）
配偶者 １３，０００円
配偶者以外の扶養親族 １人　　６，５００円
配偶者がいない場合の１人目 １１，０００円
１６歳から２２歳までの子の加算 ５，０００円

・借家の場合 ・借家の場合
　　家賃額に応じて２７，０００円を限度 　限度額２７，０００円
　　（家賃１２，０００円を超える場合に限る。）

・電車・バスを利用する場合 ・電車・バスを利用する場合
　　定期代を全額支給 　限度額５５，０００円
・乗用車等を使用する場合 ・乗用車などを利用する場合
　　片道２．０Km以上の距離区分に応じて支給 　使用距離に応じて２，０００円
　　　自動車使用者　　　　　　　　　　　　　６，５００円～　 　～２４，５００円を支給
　　　原動機付自転車等使用者　　　　　 ２，０００円～２０，９００円
　　　自転車使用者　　　　　　　　　　　　　２，０００円～　５，０００円
事務局長・部長 88,500円
課長 66,500円
主幹 53,200円
副主幹 41,700円

期末 勤勉
２５年　６月期 １．２２５月分 ０．６７５月分
２５年１２月期 １．３７５月分 ０．６７５月分

計 ２．６００月分 １．３５０月分

自己都合 勧奨・定年
最高限度額 ５５．８６月分 ５５．８６月分
勤続２０年 ２３．０３月分 ２８．７８７５月分
勤続２５年 ３２．８３月分 ３８．９５５月分
勤続３５年 ４６．５５月分 ５５．８６月分

退職手当 同左

期末・勤
勉手当

同左 56,963 1,540

職制上の段階、職務の級等による加算措置

通勤手当 4,908 133

管理職
手当

6,757 614

俸給表別、職務の級別、俸給の
特別調整額の区分別に定められ
た額を支給

4,501 122

住居手当 18 -

区分 組合 国

扶養手当 同左



11,470 310 7 37 6 ％

23年度 5,071
（決算） 195
24年度 5,505
（決算） 212

支給実績（平成24年度決算）    （千円）

手当の種類
支給実績（平成24年度決算）    （千円）

手当の種類

（５）職員の初任給の状況（平成25年４月１日現在）

大学卒 172,200 円
高校卒 140,100 円

（６）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25年４月１日現在）
平均年齢（歳） 平均給料月額（円） 平均給与月額（円）

49.60 371,141 452,016
47.20 377,807 456,082

１　「平均給料月額」とは、職員の基本給の平均です。
２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当等の諸手当を合計したものです。
　（時間外勤務手当は含みません。）

0
土地買収等交渉手当

210
0.3
42

社会福祉業務手当
0
0

行政職

支給率（％） 支給対象職員（人）
国の制度（支給率）

佐倉市

時間外勤務手当

支給総額　　　　　　　　　　　　 　　　（千円）
職員１人当たり平均支給年額　　　（千円）
支給総額　　　　　　　　　　　　 　　　（千円）
職員１人当たり平均支給年額　　　（千円）

初任給

支給対象職員１人当たり平均支給年額（千円）

（注）

地域手当
支給実績　（千円）
（平成24年度決算）

支給対象職員１人当たり
平均支給年額（千円）
（平成24年度決算）

区分

行政・企業職

区分

企業職

特殊勤務手当

一般会計

企業会計

職員全体に占める手当支給職員の割合（％）
支給対象職員１人当たり平均支給年額（千円）

職員全体に占める手当支給職員の割合（％）



４．職員の分限処分及び懲戒処分の状況 （平成24年４月１日から平成25年３月31日）
（１） 分限処分者

１名
（２） 懲戒処分者

　該当者無

５．職員の研修の状況
研 修 区 分 対　　　　　象 期間
千葉県自治研修センター 公会計基礎研修 実務担当職員 １日 1 名

日本水道協会 水道講習会 実務担当職員 ３日 3 名

地方公営企業会計制度等の見直しに関する研修会 実務担当職員 １日 1 名
全国水道企業団協議会 関東地区協議会研修会 実務担当職員 ２日 1 名
全国簡易水道協議会 実務担当職員 １日 1 名
千葉県内広域水道連絡協議会 職員研修会 実務担当職員 ２日 4 名
千葉県土整備部技術管理課 検査監研修 実務担当職員 １日 1 名
千葉県安全運転管理協会 安全運転管理者講習会 安全運転管理者 １日 1 名

地方債協会 地方債研修会 実務担当職員 1日 1 名
千葉県防災危機管理部消防課 防災行政無線通信担当者研修会 実務担当職員 １日 1 名
千葉県危険物安全協会連合会 実務担当職員 １日 2 名
地方公務員安全衛生推進協会 実務担当職員 ２日 1 名
千葉県総務部市町村課 地方公営企業会計制度の見直しに関する研修会 実務担当職員 １日 2 名

地方財務協会 地方公営企業財務会計講習会 実務担当職員 ２日 1 名

佐倉市 放射線に関する勉強会 実務担当職員 １日 2 名
印旛保健所管内栄養士会 管内栄養士会研修会 栄養士 ２日 2 名
印旛郡市集団給食協議会 給食施設管理者及び従事者講習会 実務担当職員 １日 1 名
千葉県社会福祉協議会 介護職のための病気と薬の基礎講座 実務担当職員 １日 1 名
千葉県運営適正化委員会

福祉サービス苦情解決担当者・第三者委員会研修会 実務担当職員 ２日 1 名

６．職員の福祉等の状況
（１） 健康診断の実施状況 受診者数 （２） 公務災害補償制度の状況 災害件数

　職員健康診断 ３３人 　地方公務員災害補償基金 ０件
　乳ガン子宮ガン検診　 ３人
　胃部間接撮影 １３人

受講者数

水道事業実務講習会

危険物取扱者保安講習

研　　修　　名

安全衛生推進者養成講習会



（３） 印旛郡市広域市町村圏事務組合職員共済会による福利厚生事業

概要 共済会に対する平成24年度補助金額 185,000 円

結婚・出産祝金の給付、人間ドック・職場厚生事業の補助、スポーツ大会の実施など

事業費

元気回復事業助成 186,000

保養施設利用助成 120,000

人間ドック利用助成 80,000

リフレッシュ施設利用助成 74,250

職場厚生事業助成 226,184

入学祝金 20,000

傷病給付金 10,000

７．公平委員会に係る業務の状況（24年度）
勤務条件に関する措置の要求の状況
　該当者無し
不利益処分に関する不服申立の状況
　該当者無し

事　業　の　名　称 事　業　内　容

所属を単位にした親睦活動に対し、会員１人につき２回まで１回当
たり2,500円

会員及びその家族がリフレッシュ施設を利用した場合、4,000円を限
度として利用額の１／２

職場の福利厚生用品購入の場合、会員１人につき6,000円を限度

会員が保養施設に宿泊した場合、会員１人につき6,000円を限度

10,000円を上限とする実費

会員の子が小中高に入学した場合、１人につき5,000円

会員が同一の疾病又は負傷により７日以上療養した場合、１人につ
き5,000円


