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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
13億２,471万円 7億4,573万円 ２0億7,045万円 5億8,９86万円 ２6億6,031万円 157億5,000万円

（１）総職員数

区　分 一般行政職 消防職

合　計職員数 305人 65人

区　分 技能職 船　員

職員数 0人 0人 370人

（１）職員の初任給（初級）
区　　分 高校卒 大学卒

一般行政職 146,100円 178,２00円

消 防 職 150,500円 184,800円

国の制度
行政職（一） 146,100円 178,２00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 0.80月分

同じ1２月期 1.375月分 0.９0月分
計 ２.6月分 1.70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 3２９,500円 43.8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7.04％
　（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 370 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 主幹・課長 部 長
職員数 4２人 ２6人 ９4人 ９6人 54人 47人 11人 　370人

構成比 11.4％ 7.0％ ２5.4％ ２5.９％ 14.6％ 1２.7％ 3.0％ 100％

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26年 平成27年 平成28年
江田島市 96.6 96.9 97.8

県内市平均 99.6 99.3 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　 2.025月分

副市長 700,000円 12月期　 2.275月分
教育長 620,000円 合計　 4.30月分

議員
議長 410,000円 6月期　 2.025月分

副議長 355,000円 12月期　 2.275月分
議員 325,000円 合計　 4.30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。

 　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 28 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 28 年度の人件費予算の割合は、一般会計予算総額の 16.８% です。

お知らせワイド
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にぎわい創出のための工事を行います
中町桟橋駐車場について 問建設課☎（４３）１６４６

　中町港周辺のにぎわい創出のため、中町港駐車場の一部を活用することとして、事業者を公募したところ、
株式会社ローソンが事業者として決定しました。
　４月（予定）から工事に着手しますので、駐車場の一部が使用できなくなります。代替の駐車場は、能美
支所東側駐車場等を予定しています。
　ご利用されている方には不便をおかけしますが、主旨をご理解の上、ご協力をお願いします。

ひろしまＵＩＪターン就活応援サイト
「ＧＯ！ひろしま」のご案内 問広島県産業人材課☎０８２（５１３）３４２２

　広島県では、高校卒業後、大学等に進学した学生の方などの県内就職を後押しするため、「ひろしまＵＩ
Ｊターン就活応援サイト『Ｇｏ！ひろしま』」を開設しています。サイトには、県内企業の採用情報や広島
で働く魅力など、就職活動に役立つ情報が掲載されています。
　また、希望者には、県内の企業説明会の開催案内などを定期的にお届けするメールマガジンの配信も行っ
ています。県外の大学等に通う学生の皆さんにも広島の旬な情報や就職関連情報がタイムリーに配信されま
すので、是非ご活用ください。
　ひろしまＵＩＪターン就活応援サイト「Ｇｏ！ひろしま」　http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshima-uij/
　メールマガジンの登録を希望される方は、次の登録方法で登録してください。
▶上記のサイト内から、「メールマガジン登録」をクリックして、登録フォームを開き、必要事項を入力してください。
対象
　県内・県外の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の学生（１年生から登録可能です）
　学生の保護者（高校生の保護者の方も登録可能です）
問い合わせ
広島県　産業人材課　人材確保グループ
〒７３０－８５１１　広島市中区基町１０－５２
  ☎ ０８２（５１３）３４２２　
Fax０８２（２２２）５５２１
ｅ-mail　syojinzai@pref.hiroshima.lg.jp

代替駐車場

代替駐車場

対象地

QRコード

GO！ひろしま


