
１．職員の任免及び職員数に関する状況

(１)採用者数について (２)退職者数について

平成１９年度採用 事務職 ０人 平成１９年度退職 定年退職 ３人

技術職 ０人 勧奨・その他 ４人

　平成１９年度に採用試験は行いませんでした。

(３)職員数について

H19.4.1 H20.4.1

議会 2 2

総務 27 23 -4

税務 5 5

民生 5 5

衛生 5 5

農林水産 12 11 -1

商工 2 2

土木 6 6

小計 64 59 -5

教育 19 18 -1 退職による減

小計 19 18 -1

病院

水道 2 2

下水 5 3 -2

その他 5 6 1

小計 12 11 -1

95 88 -7

（４）職員の採用試験及び選考に関すること

職員採用試験実施状況

内定者数 採用者数

０人 ０人 ０人

０人 ０人 ０人

０人 ０人 ０人

０人 ０人 ０人

区分
職員数

増減 主な増減理由

一般行政
部門

退職による減

技術職

人事行政の運営の状況について（平成２０年度）

採用募集人員

合　計

試験区分

大学卒業程度

短大卒業程度

高校卒業程度

農林総合整備事業終了による

特別行政
部門

会計部門
公営企業等

農業集落排水事業完了による業務減



２．職員の給与の状況

（１）人件費の状況（普通会計決算）

歳出額 人件費 人件費率

Ａ Ｂ （Ｂ/Ａ）

千円 千円 ％

3,129,659 630,147 20.1

千円 千円 ％

3,085,707 648,318 21.0

　(注）人件費には特別職に支給される給料、報酬を含みます。

一人当たり

の給与費

Ａ 給料 職員手当 期末勤勉手当 　計　　　　Ｂ （Ｂ/Ａ）

人 千円 千円 千円 千円 千円

83 313,326 30,009 142,755 486,090 5,856

人 千円 千円 千円 千円 千円

83 294,213 36,160 121,926 452,299 5,449

（３）職員手当の状況

区　分 国

（１９年度支給割合）

 期末 　　　　勤勉

期末手当      ６月期 1.40月分 0.725月分

勤勉手当    １２月期 1.60月分 0.775月分 　同　左

計 3.00月分 1.50月分

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 21.0 月分 27.30月分

勤続２５年 33.75月分 42.12月分

勤続３５年 47.5 月分 59.28月分 同　左

最高限度額 59.28月分 59.28月分

扶養手当

同　左

平成１８年度

　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 ５，０００円

２人まで（配偶者非扶養）　　　 　 ６，０００円

人

職制上の段階、職務の級等による加算措置　　無 職制上の段階、職務の級等による加算措置　　有

その他　　　　　　　　　　　　 　　　 ５，０００円

配偶者・・・・・　　　 　　　 　　     １３，０００円

１人（配偶者非扶養）　　　　　　　 ６，５００円

１人（配偶者なし）　　　　　　　　 １１，０００円

特定期間（満１６歳年度初めから満２２歳年度末）

その他加算措置　定年前早期退職

　　　　　特例措置（２～２０％加算）

区　分

人

（２）職員給料費の状況（普通会計決算）

区　分
職員数 給与費

（１９年度支給割合）

5,554

平成１９年度

平成１８年度

九度山町

退職手当

平成１９年度
5,434

住民基本台帳入口

（各年度３月末現在）



区　分 国

住居手当

同　左

通勤手当 交通機関支給限度・・・・・月55,000円 交通機関支給限度・・・・・月55,000円

管理職手当

児童手当 同　左

特殊勤務手当 職員全体に占める手当支給職員の割合

支給実績職員１人当たり平均支給年額

時間外勤務手当

支給対象職員１人当たり支給年額

（４）ラスパイレス指数の状況

区　分 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度

一般行政職 93.5 92.2 91.9 90.2 92.2

借家・借間居住者

家賃２３，０００円以下の場合

家賃－１２，０００円

家賃２３，０００円を超える場合

管理又は監督の特殊性に応じ、８％～２５％

交通用具‥片道２㎞から６０㎞以上までの１３区
間を　　月額２０００円から２４５００円まで

１１，０００円＋１／２×（家賃－２３，０００円）

持家居住者

新築・購入から５年間２，５００円

交通用具‥片道２㎞から６０㎞以上までの１４区
間を　　月額２３００円から２４５００円まで

総括参事、参事………１０％
課長、室長、議会事務局長、教育次長、専門員、公民
館長（常勤）………８％
課長補佐、室長補佐、幼稚園主任………６％

第１子５，０００円（月額）
第２子５，０００円（月額）
第３子以降１０，０００円（月額）

24.2%

　２，７０４円

15,209千円

 　160千円

・町税事務に従事する職員

・結核予防事務に従事した職員

九度山町

支給総額

・感染症等防疫作業に従事する職員

・行路病死等における処置に従事した職員

・動物の死体処理（捕獲を含む）に従事した職員

宿日直手当
1回あたり　日直勤務及び宿直勤務　５，０００円
12月29日から１月３日までは１回につき３，６００
円を加算

1回あたり勤務内容に応じて　日直勤務及び宿
直勤務　４，２００円から７，２００円を支給

・火災出動業務に従事した職員

・精神衛生業務に従事した職員

・狂犬病予防事務及びゴミ処理に従事した職員

※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を表します。



３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間等について

■勤務時間：８時３０分から１７時３０分まで

　　　　　　　　休憩時間を除く、１日当たり８時間勤務。週４０時間勤務。

　　　　　　　　なお、勤務時間は勤務場所により異なることがあります。

■週　休　日：土曜日、日曜日

■休　　 　日：国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始（１２月２９日から翌年の

　　　　　　　　１月３日まで）

■休憩時間：１２時から１３時までの１時間

（２）休暇制度等について

■年次有給休暇：１年につき２０日間付与。新規採用者（４月採用）は１５日間付与

　　　　　　　　　　　平成１８年職員の平均取得日数は９．８日。

■病気休暇：負傷又は疾病のため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。

　　　　　　　　公務に該当する場合は療養に必要とする期間、　私傷病に該当する場合は6月以内。

■特別休暇：結婚、出産、忌引など特別の事由により勤務しないことが相当である場合の休暇

■介護休暇：職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、疾病又は老齢により日常生活を

　　　　　　　　営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認めら

　　　　　　　　れる場合における休暇。

■育児休暇：職員は小学校就学前の子を養育するため、小学校に就学するまで育児休業をすること

　　　　　　　　ができる。

４．職員の分限及び懲戒処分の状況

【分限処分者数】（平成１９年度）

勤務実績が良くない場合 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

心身の故障の場合 ０人 ０人 ２人 ０人 ２人

職に必要な適格性を欠く場合 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

刑事事件に関し起訴された場合 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

条例で定める事由による場合 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

０人 ０人 ２人 ０人 ２人

職制、定数の改廃、予算の
減少により職廃、過員を生じ
た場合

合計

０人 ０人 ０人

　　　　　　　　　　　　　　処分の種類

０人 ０人

降任 免職 休職 降給 合計
処分の具体的事由



【懲戒処分者数】

一般服務 信用失墜行為 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

違反関係 職務専念義務違反 ０人 ０人 １人 ０人 ０人

道路交通法 職務執行中 ０人 ０人 １人 ０人 ０人

違反 その他 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

０人 ０人 ２人 ０人 ０人

５．職員の服務の状況

　すべての職員は、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務し、職務遂行に当たっては

全力で奉仕しなければなりません。この服務の基本原則を忠実に実行するため、職員にさまざま

な義務が課せられています。

　地方公務員法の規定により、次のような職務上の義務があります。

　○法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 ○信用失墜行為の禁止

　○秘密を守る義務 ○職務に専念する義務 ○政治的行為の制限

　○争議行為等の禁止 ○営利企業等の従事制限

　昨年度、服務義務違反により処罰された事件はありませんでした。

６．職員の研修及び勤務成績の評定の状況

　「時代のニーズに対応した政策策定とその遂行能力の開発を行うための職員研修」を基本方針に

掲げ取り組みを行っています。

（１）和歌山県市町村職員研修所

一般研修 専門研修

参加者数 参加者数

１人 情報公開 ０人

０人 OA研修　（ワード入門） ０人

７人 OA研修　（アクセス入門） ０人

６人 OA研修　（アクセス応用） ０人

２人 簿記研修 ３人

０人 指定管理者制度セミナー ０人

０人

特別研修 （２）市町村職員中央研究所（市町村ｱｶﾃﾞﾐｰ）

参加者数 参加者数

２人 ０人

　合計

戒告

課程名

幹部特別研修

課程名

一般職員二次研修

一般職員一次研修

新規採用職員研修

課程名課程名

管理者研修

監督者二次研修

監督者一次研修

一般職員基礎研修

減給 停職 免職 合計
処分の具体的事由

　　　　　　　　　　　　　　処分の種類



７．職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）福利厚生制度に関する状況（１９年度）

受診者数

（２）公務災害補償制度（平成１９年度）

災害件数

８．公平委員会に係る業務に関すること（九度山町公平委員会）

（１）勤務条件に関する措置の要求の状況

　　　該当なし

（２）不利益処分に関する不服申立ての状況

　　　該当なし

地方公務員災害補償基金
和歌山県支部

１件

内容等

人間ドック

定期健康診断

　６人

７９人

医療機関等が実施する総合健診（３０歳以上の希望者）

町が実施する健診
健康診断

加入団体 災害の概要

区　分


