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人事行政

 給与などの状況

八戸市職員の給与の状況
問人事課 Ｔ43-2131 Ｆ45-2077 ホ市ホームページ内で「給与・定員管理」を検索してください。

④職員の初任給（26年4月1日現在）

区分
八戸市 国

初任給 採用２年経過給料額 初任給 採用２年経過給料額

一般行政職
大学卒 172,200円 184,200円 172,200円 184,200円
高校卒 140,100円 148,500円 140,100円 148,500円

技能労務職 高校卒 137,200円 145,500円 − −

市の人事行政の運営における公正性と透明性を高めるため、「八戸市人事行政の運営などの状況の
公表に関する条例」に基づき、職員の任免、職員数、給与、勤務時間、服務などの状況を公表してい
ます。先月号に引き続き、今号では職員の給与、職員数（定員管理）の状況についてお知らせします。

①人件費（25年度普通会計決算）
住民基本台帳人口

（人口26年3月31日） 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率
（Ｂ）/（Ａ）

24年度の人件費率
（参考）

237,927人 94,966,606千円 2,044,947千円 9,632,433千円 10.1% 10.3%
※人件費には、特別職の給料、報酬などや退職手当、共済費（保険料）を含みます。

②職員給与費（25年度普通会計決算）

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）
1,146人 4,021,034千円 726,392千円 1,462,608千円 6,210,034千円 5,418千円

※職員手当には、退職手当は含みません。

③職員の平均給料月額・平均給与月額・平均年齢（26年4月1日現在）

区分
一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
八戸市 304,300円 364,704円 39.5歳 355,200円 381,934円 53.6歳

国 335,000円 408,472円 43.5歳 287,992円 326,611円 50.1歳
青森県 334,700円 402,886円 43.5歳 306,800円 343,977円 48.2歳

※「平均給料月額」とは基本給の平均を指し、「平均給与月額」は基本給に毎月支払われる手当の額を合計したものです。

⑤職員の経験年数別・学歴別平均給料月額（26年4月1日現在）
区分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

一般行政職
大学卒 255,242 円 301,294 円 362,892 円
高校卒 209,375 円 254,416 円 310,600 円

技能労務職 高校卒 − − −
※ 技能労務職の経験年数10年、15年および

20年は該当者がありません。

⑥一般行政職の級別職員数（26年4月1日現在）
区分

（標準的な職務内容）
1級

（主事）
2級

（主事）
3級

（主査）
4級

（主幹）
5級

（副参事）
6級

（課長）
7級

（次長）
8級

（部長） 計

職員数 164人 124人 280人 133人 146人 66人 32人 19人 964人
構成比 17.0% 12.9% 29.1% 13.8% 15.1% 6.8% 3.3% 2.0% 100.0%
参考：1年前の構成比 17.2% 12.3% 29.0% 15.3% 13.9% 7.5% 2.8% 2.0% 100.0%

※八戸市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
※職員数は、一般行政職のみの人数。税務職相当職、福祉職相当職、医療職、技能労務職、教育職、企業職は含みません。
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人事行政

区分 全会計（病院・交通部除く） 参考（普通会計分）

特殊勤務手当

職員全体に占める手当支給職員の割合（25年度） 13.1% 12.5%
支給職員１人当たり平均支給年額（25年度決算） 142,501円/年 36,213円/年
手当の種類（手当数）※26年4月1日現在 11種類 9種類

代表的な
手当の種類

支給額の多い手当 能率手当 清掃業務手当

多くの職員に
支給されている手当

清掃業務手当
福祉業務手当

滞納整理等業務手当

清掃業務手当
福祉業務手当

滞納整理等業務手当

⑦職員手当（25年度支給割合など）
区分 八戸市 国

期末手当
勤勉手当

区分
支給割合

区　分
支給割合

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
  ６月期 1.175 月分 0.675 月分   6 月期 1.225 月分 0.675 月分
12 月期 1.325 月分 0.675 月分 12 月期 1.375 月分 0.675 月分

計 2.500 月分 1.350 月分 計 2.600 月分 1.350 月分

職制上の段階・職務の級などによる加算措置あり 職制上の段階・職務の級などによる加算措置あり

寒冷地
手当

区分 支給額 区分 支給額
世
帯
主

扶養親族あり 17,800 円 / 月 世
帯
主

扶養親族あり 17,800 円 / 月
扶養親族なし 10,200 円 / 月 扶養親族なし 10,200 円 / 月

そのほかの職員   7,360 円 / 月 そのほかの職員   7,360 円 / 月
※毎年11月から翌年3月までの支給です。 ※青森県内は全市町村4級地の支給額です。

退職手当

区分
支給割合

区分
支給割合

自己都合 定年 自己都合 定年
勤続20年 21.62月分 27.025月分 勤続20年 21.62月分 27.025月分
勤続25年 30.82月分   36.57月分 勤続25年 30.82月分   36.57月分
勤続35年 43.70月分   52.44月分 勤続35年 43.70月分   52.44月分
最高限度額 52.44月分   52.44月分 最高限度額 52.44月分   52.44月分
そのほかの
加算措置

定年前早期退職特例措置
（2～20％加算）

そのほかの
加算措置

定年前早期退職特例措置
（2～45％加算）

1人当たり
平均支給額 23,305千円 −

※ 退職手当の支給割合は26年4月1日現在のものです。また、1人当たりの平均支給額は、25年度に退職した全職種の職員に支給された手当額
の平均額です（病院・交通除く）。

区分 内容 国の制度との異同

扶養手当

配偶者 13,000 円 / 月

同じ
配偶者以外

1 人目
配偶者がいる場合 6,500 円 / 月
配偶者がいない場合 11,000 円 / 月

2 人目以降 6,500 円 / 月
16 ～ 22 歳の子　1 人につき 5,000 円 / 月

住居手当 借家・借間 家賃に応じて 100 円～ 27,000 円 / 月 同じ

通勤手当
交通機関利用（バス・電車など） 運賃相当額（最高限度額 55,000 円 / 月）

同じ
交通用具利用（自家用車など） 距離に応じて 2,000 円～ 24,500 円 / 月

単身赴任手当 職員の住居と配偶者との住居の交通距離に応じて 23,000 円～ 68,000 円 / 月 同じ

地域手当

支給対象地域など 東京都
支給率（25年度） 18%
支給職員数（25年度） 2
国の制度（支給率）（25年度） 18%
支給職員1人当たり
平均支給年額（25年度決算） 680,045円

時間外勤務手当
（病院・交通部除く）

25年度
支給総額 381,949千円
職員1人当たり
支給年額 292千円

24年度
支給総額 346,252千円
職員1人当たり
支給年額 259千円
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区分
計画前年度 計画期間の状況 計画

最終年 増減
（B）−（A）H21 H22（A） H23 H24 H25 H26 H27（B）

計
画

計画職員数 
（4月1日現在） 1,388人 1,377人 1,355人 1,344人 1,322人 1,302人 1,286人 △91人

（△6.6%）
対前年増減数 − △11人 △22人 △11人 △22人 △20人 △16人 −

実
績

現員（4月1日現在） − 1,365人 1,347人 1,336人 1,308人 1,305人 − −
計画との差 − △12人 △8人 △8人 △14人 3人 − −

区分
職員数 対前年

増減数 主な増減理由
H25 H26

一般行政
部　　門

議　会 14人 14人 0人 −
総　務 289人 289人 0人 −
税　務 90人 91人 1人 税システム開発業務の増
民　生 127人 132人 5人 こども・子育て関係業務の増
衛　生 131人 132人 1人 総合保健センター・保健所整備業務の増
労　働 5人 5人 0人 −
農林水産 58人 57人 △1人 水産事務所の課制廃止に伴う減
商　工 43人 43人 0人 −
土　木 191人 192人 1人 道路管理体制の強化に伴う増
小　計 948人 955人 7人 −

特別行政部門 教　育 199人 189人 △10人 給食センター調理業務への臨時職員活用に伴う減

公営企業等
会計部門

病　院 763人 802人 39人 市民病院の診療体制の強化に伴う増
交　通 69人 64人 △5人 経営合理化に伴う減
下水道 68人 68人 0人 −
その他 89人 89人 0人 −
小　計 989人 1,023人 34人

合計 2,136人 2,167人 31人

※一般行政などの職員数（市民病院・交通部・後期高齢者医療広域連合派遣を除き、南郷診療所を含む）

※職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する派遣職員などを含みます。臨時または非常勤職員は含みません。
　また、表中「病院」区分の職員数は、市民病院と南郷診療所の合計人数です。

 定員管理の状況

①定員適正化計画の数値目標および実績
平成21年11月に策定した定員適正化計画では、22年度の職員数を基準に、23年度から27年度までの5年間で職員数を
91人削減（22年度比6.6%）することとしています。26年度の職員数は、4月1日現在で、1,305人であり、前年度と比較
して3人の減となりました。
今後とも住民サービスの低下を招かないことを基本としながら事務事業の見直しを進め、引き続き定員の適正化に努めます。

②職員数の状況 部門別職員数の状況と主な増減理由は、次のとおりです。（各年4月1日現在）

市では次のとおり給与の減額をしています。
▷特別職の給料を約8％～10％減額（平成18年4月～30年3月）
▷一般職の管理職手当を約5％～7％減額（平成18年4月～28年3月）

人件費の
抑制状況

区分 給料（報酬）月額 期末手当
市　長 1,021,000 円 （支給割合）

  6月期 1.35月分
12月期 1.50月分
　　 計 2.85月分

役職における加算措置あり

副市長 823,000 円
議　長 657,000 円
副議長 599,000 円
議　員 571,000 円

⑧特別職の報酬など（26年4月1日現在）

※ 市長・副市長の給料月額は、人件費抑制（特別
職給料約8％～10％減額）後の給料月額です。

※ 期末手当の支給割合は、25年度における割合
です。


