
お知らせワイド

広報えたじま　平成28年2月⑯

マイナンバー等が記載された身分証明書
個人番号カードは無料で取得可能

問政策推進課☎（４０）２７７８

個人番号カードとは

個人番号カードの受け取り

個人番号カードの申請方法

問市民生活課☎（４０）２７６４

　本人の顔写真・住所・氏名・生年月日・性別・マイナンバー等が記載されたプラスチック製のICカード
です。身分証明書として利用できるほか、e-Tax（国税電子申告・納税システム）などの電子申請が行える
電子証明書も搭載されます。
　なお、個人番号カードは希望者のみへの交付となります。
　また、代理人による受け取りについては、厳格な要件が定められています。

申請書を確認
　個人番号カードの申請書は、簡易書留で届くマイナンバー通知の封筒に同封されています。申請書は通知
カードと一体になっているので、切り離してご使用ください。
（申請書に記載されている氏名、住所等に誤りや変更がある場合には、申請に使用できませんので市民生活
課にご連絡ください）

　案内ハガキ（交付通知書）に記載された窓口で、本人確認と暗証番号の入力が終わり次第、個人番号カード
を交付します。※通知カードは個人番号カードと引換に返納していただきますので、必ず持って来てください。
持参書類（本人が受け取る場合）
交付通知書（案内ハガキ）、通知カード、認印、住基カード（持っている方のみ）
本人確認書類
①　次のうち1点
　住民基本台帳カード（写真付きに限る）、運転免許証、運転経歴証明書（平成24年4月1日以降の交付年
月日に限る）、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明
書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
②　①をお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市長が適当と認める2
点
（例）健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証

▶個人番号カードの取得は義務ではありません。
▶有効期間は発効日から10回目の誕生日（20歳未満は５回目）までです。
▶交付手数料は初回のみ無料になります。
▶スマートホンやデジカメで撮影してWeb申請もできます。
　詳しくはマイナンバー通知の封筒に同封されている説明文書をご覧ください。

　注意事項

申請書を送付
　申請書に必要事項を記入の上、顔写真を貼り、返信用封筒に入れてポストへ投函してください。

受け取りについてのお知らせ
　平成28年１月以降、交付の準備が整い次第、市から受け取り場所等の案内ハガキ（交付通知書）が届き
ます。

　平成28年１月から、マイナンバーの利用が始まったよ。
　市役所の窓口でも福祉関係の手続き（後期高齢者医療制度や介護保
険制度など）でマイナンバーが必要なことがあるので、手続きをする
ときは通知カードを持って来てね！
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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
１３億２,１９0万円 ７億２,１３２万円 ２0億４,３２２万円 ４億４,２４９万円 ２４億８,５７１万円 １４９億6,５00万円

（１）総職員数

区　分 一般行政職 消防職

合　計職員数 301人 64人

区　分 技能職 船　員

職員数 0人 12人 377人

（１）職員の初任給（初級）
区　　分 高校卒 大学卒
一般行政職 142,100円 174,200円

消�防�職 146,500円 180,800円

技�能�職 142,100円 ─

国の制度
行政職（一） 142,100円 174,200円

（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

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 0.75月分

同じ12月期 1.375月分 0.75月分
計 2.6月分 1.50月分

退
職
手
当

自己都合 定年等
最高限度 49.59月分 49.59月分

同じ
勤続35年 41.325月分 49.59月分
勤続25年 29.145月分 34.5825月分
勤続20年 20.445月分 25.55625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

平均給料月額 平均年齢
江田島市 331,000円 44.0歳

区分 手　当　額 国との
比較

扶養
手当

配偶者　13,000円
扶養親族
○配偶者（有）の場合　○配偶者（無）の場合
１人目　　　6,500円　　１人目　　���11,000円
２人目以降　6,500円　　２人目以降　��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6.0％
　（県庁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11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 365 人）

●人件費の状況�

●職員数など�

●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 課�長 部�長
職員数 36人 26人 126人 71人 53人 43人 10人 365人

構成比 9.9％ 7.1％ 34.5％ 19.5％ 14.5％ 11.8％ 2.7％ 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 27年 4月 1日現在の給与などのあらましを公表します。
　なお、平成 27 年度の人件費予算の割合は、一般会計予算総額の 16.6%です。

問総務課　☎（４０）２２１１㈹
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25年 平成26年 平成27年

江田島市 104.1
（96.1） 96.6 96.9

県内市平均 107.5
（99.6） 99.6 99.3

区 分 給与・報酬月額 期末手当

特別職
市長 758,000円 6月期　 1.5月分
副市長 620,000円 12月期　 1.65月分
教育長 585,000円 合計　 3.15月分

議員
議長 410,000円 6月期　 1.675月分
副議長 355,000円 12月期　 1.875月分
議員 325,000円 合計　 3.55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、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。

広報えたじま　平成28年2月⑰


