
6

特集　タイトル人事行政

①新規採用の状況
　職員の新規採用は、公平性・公正性の観点から、競争試験を原則として、大学行政などの職種区分に応じた採用試験を実施し
ています。

 職員の任免に関する状況

 職員の勤務時間・そのほかの勤務条件の状況

人事行政の運営などの状況を
公表します

問人事課　Ｔ 43-9227　Ｆ 45-2077

※�職員の退職には、定年に達した職員が退職す
る「定年退職」と、本人の自発的な意志に基づ
き退職する「普通退職」などがあります。
※�市長部局などには、市長が所管する事務部局
のほか、議会、農業委員会、選挙管理委員会、
監査委員の事務局を含みます。

①勤務時間の状況（27年4月1日現在）
勤務時間　午前8時15分〜午後5時※休憩時間を除く
休憩時間　正午〜午後1時
勤務を要しない日　土曜日、日曜日
休日　国民の祝日、12月29日〜1月3日

試験職種
区分

26年度
新採用者数

27年4月1日付
新採用者数

大学行政 15人 18人
大学土木 ３人 ４人
大学建築 ２人 ２人
大学機械 １人
大学電気 １人
大学化学 １人
大学農業 ２人
短大事務 ５人 ８人
高校事務 ５人 ７人
短大土木 １人 １人
高校土木 １人
短大電気 １人
学芸員 ２人 ２人
保健師 ２人 ４人
獣医師 ３人

②退職者の状況（26年度）
区分 定年退職者 普通退職者など 計

市長部局など 37人 6人 43人
市民病院 3人 57人 60人
交通部 1人 1人
教育委員会 10人 8人 18人

計 51人 71人 122人

試験職種
区分

26年度
新採用者数

27年4月1日付
新採用者数

薬剤師 １人
身体障がい者事務 １人 １人
大学事務（病院） １人 ２人
大学電気（病院） １人
短大事務（病院） １人 １人
高校事務（病院） １人
看護師 56人 53人
診療放射線技師 ２人 ４人
理学療法士 ２人
臨床心理士 １人
臨床検査技師 ４人 ２人
臨床工学技士 ２人
薬剤師（病院） １人 ４人
診療情報管理士 １人

計 108人 125人
※�病院の医師、公立学校などからの採用者など、
新規採用とは異なる採用者は含みません。

　市では、職員の任免、職員数、給与、勤務時間そのほかの勤務条件、服務などの情報を 
「八戸市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、市民の皆さんに公表します。
　今回は、職員の任免や勤務条件などの状況についてお知らせし、次号ではそのほかの項目
についてお知らせします。

※�勤務場所および職種により、勤務時間、勤務
を要しない日、休日が異なる場合があり、そ
れぞれ勤務時間を定めています。
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④育児休業などの取得状況（26年度）
　育児休業に関する制度は、3歳未満の子を養育するため休業することができ
る「育児休業制度」と、小学校入学までの子を養育するため、1日の勤務時間の
うち2時間を超えない範囲内で勤務しないことができる「部分休業制度」、同じ
く小学校入学までの子を養育するため、週19時間25分~24時間35分の勤務
時間を選択できる「育児短時間勤務制度」があります。

育児休業
取得者数

部分休業
取得者数

育児短時間
勤務者数

男性職員 1人 1人 0人
女性職員 87人 53人 0人
計 88人 54人 0人

 職員の分限・懲戒処分の状況
②懲戒処分者数（26年度）
　職員が一定の事由に該当する場合に、地方公務員法第
29条の規定に基づき行った懲戒処分です。

処分事由 戒告 減給 停職 免職 計
給与・任用関係 0人
一般服務違反関係 1人 2人 3人
一般非行関係 0人
収賄等関係 0人
道路交通法違反 1人 1人
監督責任 2人 2人

計 3人 1人 0人 2人 6人

①分限処分者数（26年度）
　職員が一定の事由に該当する場合に、地方公務員法第27
条および第28条の規定に基づき行った分限処分です。

処分事由 降任 免職 休職 計
勤務実績が良くない場合 0人
心身の故障の場合 11人 11人
職に必要な適格性を欠く場合 0人
職制・定数の改廃などによる場合 0人
刑事事件に起訴された場合 0人
条例で定める事由による場合 0人

計 0人 0人 11人 11人

②休暇制度の概要・種類など（27年4月1日現在）
休暇の種類 有給・無給

の別 概要

年次有給休暇 有　給 1年度につき最高20日間

病気休暇 有　給 負傷または病気のために療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合、
医師の証明に基づき、その療養に必要な期間認められる休暇

介護休暇 無　給 配偶者、子、父母、配偶者の父母などの親族で、負傷、疾病または老齢により2週間以上日常生活を営む
のに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当な場合に認められる休暇

組合休暇 無　給 職員団体の構成員として当該職員団体の業務に従事する場合または当該職員団体の加入する上部団
体の業務に従事する場合に認められる休暇

特別休暇 有　給

主な特別休暇（種類・付与日数など）
産前休暇 出産予定日以前の8週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内
産後休暇 出産日の翌日から8週間以内
結婚休暇 7日以内
忌引休暇 配偶者10日、父母7日、子7日、祖父母3日など
ボランティア
休暇

被災地における支援活動や障害者支援施設・特別養護老人ホームなどで支援活動を行
う場合、1年度につき5日以内

妻の出産 出産の日からの2週間以内に3日以内

子の看護休暇 小学校就学前の子の看護を行う場合、1年度につき5日以内（子が2人以上の場合は10
日以内）

短期介護休暇
配偶者、子、父母、配偶者の父母などの親族で、負傷、疾病または老齢により2週間以上
日常生活を営むのに支障がある者の介護をする場合、1年度につき5日以内（要介護者
が2人以上の場合は10日以内）

育児参加休暇 妻の出産予定日の6週間前（多胎妊娠の場合は14週間前）から出産後8週間までの間に、
生まれた子や小学校就学前の子を養育する場合、5日以内

夏季休暇 5日以内

③年次有給休暇の取得状況（26年度）
　年次有給休暇は、原則1年度に20日取得できますが、その年
度に取得しなかった年次有給休暇の日数は、20日を限度に翌
年度へ繰り越すことができます。

総取得可能日数（a） 77,581日
総取得日数（b） 19,476日
対象職員数（c） 2,046人
平均取得日数（b）/（c） 9.5日
消化率（b）/（a） 25.1%

※�総取得可能日数には、繰り
越し分が含まれています。
※�対象職員数は、対象期間中
の中途採用者、退職者、育
児休業や休職の事由があ
る職員などを除きます。
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　次世代育成支援対策推進法に基づき、職員の仕事と子育ての両立を支援する「特定
事業主行動計画」を策定し、行政機関として地域の子育て支援を進めていくだけでなく、
自らも事業主として、職員の子どもたちの健やかな育成を図るための支援対策に取り
組んでいます。
※計画の詳細および実施状況は、市ホームページに掲載しています。

 特定事業主行動計画

②勤務成績の評定
　職員の勤務成績について評定し、その評定結果に基づき適正な人事管理を行うため、原則として全職員に年2回（5月および
11月）、新採用職員には採用から5か月経過後に勤務評定を行っています。

①研修の実施状況（26年度）
職員の勤務能率の発揮および増進のために各種研修を行っています。

区分 主な研修 参加人数

階層別研修 新採用職員研修、主事級職員研修、主査級職員研修、
班長級職員研修、課長級職員研修など 275人

派遣研修 環境省、復興庁、弘前市、自治大学校、東北自治研修
所、青森県自治研修所など 56人

その他の研修 CS向上研修など 106人
計 437人

 職員の研修・勤務成績の評定の状況

③職員の服務の状況
　服務規律の遵守については、職員研修や文書などにより、機会あるごとに
周知徹底を図り、綱紀の粛正および服務規律の保持に努めています。

①職員の福祉
区分 主な研修

健康診断など 職員の健康診断を実施し、その結果に基づき、産業医などによ
る事後指導を行っています。

公務災害補償
公務上または通勤による災害（負傷、疾病、障がいまたは死亡）を
受けた職員には、地方公務員災害補償法に基づき、その災害に
よって生じた損害を補償しています。

福利厚生
職員相互の親睦と福利の増進を目的として八戸市職員互助会
が主体となり、お祭り事業や文化体育事業などを実施していて
います。

 職員の福祉・利益の保護の状況

②利益の保護の状況
26年度において、勤務条件に関する措置請求および不利益処分に関する不服申し立ては、いずれもありませんでした。

人事行政


