
（１）総職員数

区　分 手当月など 国との
比較

期
末
勤
勉
手
当

期　末 勤　勉
６月期 1.225月分 0.90月分

同じ12月期 1.375月分 0.90月分
計 2.6月分 1.80月分

退
職
手
当

自己都合 定年など
最高限度 ４7.70900月分 ４7.709000月分

同じ
勤続35年 39.75750月分 ４7.709000月分
勤続25年 28.03950月分 33.270750月分
勤続20年 19.66950月分 2４.586875月分
その他の
加算措置

定年前早期退職特例措置
（2～20％加算） 同じ

区　分 一般行政職 消防職 合　計

職員数 296人 63人 359人
（▲3人）

給　　料 職員手当 給与費計 共済費 人件費計 一般会計予算総額
13億0,019万円 7億5,910万円 20億5,929万円 ４億5,16４万円 25億1,09４万円 157億0,000万円

区分 手　当　額 国との
比較

扶養
手当

配偶者　     6,500円
子　　　  10,000円
その他の扶養親族　6,500円

同じ

住居
手当

借家　27,000円以内
　（家賃によって支給額が異なる） 同じ

通勤
手当

交通機関利用者　55,000円以内
自家用車などの利用者
　片道2㎞から支給し、最高額31,600円

同じ

地域
手当

給料+管理職手当及び扶養手当の7.30％
　（県庁などへの派遣中の期間に支給）

国
10.0％

特殊勤
務手当

防疫等作業従事職員の特殊勤務手当
　　　　・・・１日につき1,500円
このほか職務に応じて15種類の手当あり

異なる

（２）級別職員数（一般行政職・消防職の 359 人）

●人件費の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●職員数など　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１）職員の初任給（初級）
区　　分 高校卒 大学卒

一般行政職 1４7,100円 179,200円

消 防 職 151,500円 185,800円

国の制度
行政職（一） 1４7,100円 179,200円

●職員給与の状況　　　　　　　　　　

区 分 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級
合 計

標準職務 主　事 主任主事・主任 係 長 課長補佐 主幹・課長 部 長
職員数 52人 31人 76人 99人 50人 ４1人 10人 　359人

構成比 1４.5％ 8.6％ 21.2％ 27.6％ 13.9％ 11.４％ 2.8％ 100％

�　職員の給与などは、地方自治法や地方公務員法に基づき、市の条例・
規則により定められています。その実態を市民の皆さんにご理解いただ
くため、平成 30 年 4 月 1 日現在の給与などのあらましを公表します。

問総務課　☎（４３）１１１１㈹

市職員の給与状況をお知らせします

給与は、職務や責任の程度などに応じ、級ごとに区分されています。

●職員手当の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●ラスパイレス指数※の状況 　　　　

●特別職の給与などの状況　　　　　　　　　　　

区 分 平成27年 平成28年 平成29年
江田島市 96.9 97.8 97.9

県内市平均 99.3 99.7 99.6

区 分 給与・報酬月額 期末手当

特別職
市長 820,000円 6月期 2.125月分

副市長 700,000円 12月期 2.275月分
教育長 620,000円 合計 4.400月分

議員
議長 410,000円 6月期 2.075月分

副議長 355,000円 12月期 2.225月分
議員 325,000円 合計 4.300月分

ラスパイレス指数は、県内 14市中 13番目です。

※ ラスパイレス指数…国家公務員の給与を１００として、県や市の給与水準がいくらになるかを示した指数。給与
水準を比較するための指標の一つ。

� 　　　　　　　　　　　　　　　

区　　分 平均給料月額 平均年齢
江田島市 316,800円 ４2.0歳

（２）職員の平均給料月額と平均年齢

（１）期末勤勉手当と退職手当 （２）その他の手当

シリーズ連載　その33

　facebookで情報を発信しています。「江田島市地域おこし協力隊」で検索!!　facebookで情報を発信しています。「江田島市地域おこし協力隊」で検索!!　facebookで情報を発信しています。「江田島市地域おこし協力隊」で検索!!

今月は

西村 京子さん

　「つむぐ通信」では、６人の地域おこし協力隊員が、月
替わりで活動内容やイベントなどのお知らせ、地域おこし
に関する企画や提案を紹介していきます。
【江田島市地域おこし協力隊（写真左から）】
オリーブ栽培技術指導員　峰尾 亮平
移住促進支援員　後藤 　峻
オリーブ栽培技術指導員　小山内紘介
オリーブ普及員　西村 京子
ブランド請負人　永田 秀平
観光仕掛人　　　小林 由佳

　こんにちは。オリーブ普及員の西村京子です。
　３年の任期も残り２カ月を残すのみとなりました。
　振り返ると、あっという間の３年間。江田島市の
皆さんには、ただただ感謝の言葉しかありません。
　活動を応援してくださった皆さん、助言をくだ

さった皆さん、叱咤激励してくださった皆さん、見
守ってくださった皆さん、一緒に笑ってくれた皆さ
ん…多くの方々に支えられた３年間でした。本当に
ありがとうございました。
　心から感謝を込めてー。

写真で振り返る、京子の３年間。

2016年７月に創
刊したオリーブだ
より。オリーブの
今を伝えようと第
11号まで発行して
います。

ほぼ毎月開催した
オリーブオイル講
座。オイルテイス
ティング、ドレッ
シングづくり、ハ
ンドクリームづく
り、花の観察会な
ど多岐にわたる内容で行いました！

世界へ羽ばたいた「オリーブ冠」。202
0東京オリン

ピック・パラリンピックでの採用が実現し
ますように！

秋に募った収穫体験隊。毎年、島内外から多くの皆さん
に参加していただきました！

民泊の受け入れ
も思い出の一つ。
海に沈む夕日に
子どもたちも大
感動！島内の小
中学校でのオ
リーブ授業もうれしい思い出です。

パン講座やイベ
ントでのパンの
販売も行いまし
た。卒業後もオ
リーブだよりの
発行や講座など

江田島市のオリーブ振興をサポートをし
つつ、江田島市内でパン屋カフェ開業を
目指しています。早くオープンのお知ら
せができるようがんばります！

「えたじまぐるっとオリー

ブラリー」の実施やオリー

ブオイルソムリエの取得も

喜びの一つです。
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