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（11）退職手当（2014年4月1日現在 千葉県市町村総合事務組合）
区分 自己都合（市）自己都合（国） 勧奨・定年（市） 勧奨・定年（国） その他の加算措置 

勤続20年 21.62月分 同じ 27.025月分 同じ ・定年前早期退職特例措置
（2％～20％加算）

・自己都合・勧奨・定年の
全てを含めた1人あたりの
平均支給額 23,831千円

勤続25年 30.82月分 同じ 36.57月分 同じ
勤続35年 43.7月分 同じ 52.44月分 同じ
最高限度額 52.44月分 同じ 52.44月分 同じ
※1人あたりの平均支給額は、前年度に退職した全職種の職員に支給された平均額です。
※退職手当は、千葉県市町村総合事務組合の退職手当条例で支給率が定められています。

（12）特別職の報酬など（2014年4月1日現在） （単位：円）

区分
給料月額等 

我孫子市 柏市 流山市 鎌ケ谷市 野田市

給料 市長
副市長

837,000
716,000

955,000
785,000

923,700
797,600

900,000
780,000

972,000
831,000

地域手当 二役の支給率 無 6% 7% 無 3%

報酬
議長
副議長
議員

530,000
470,000
440,000

663,000
593,000
573,000

546,250
486,650
456,900

505,000
455,000
430,000

547,000
492,000
450,000

期末手当
市長、副市長 3.90月分 3.85月分 3.90月分 3.95月分 3.95月分
議長、副議長、議員 3.90月分 3.85月分 3.90月分 3.95月分 3.95月分

退職手当
市長
副市長

14,061,600
8,592,000

16,502,400
7,536,000

15,518,160
9,571,200

15,120,000
9,360,000

20,995,200
9,972,000

支給時期 任期ごとに支給 任期ごとに支給 任期ごとに支給 任期ごとに支給 退職時（通算）
※野田市は、条例により、現市長の現任期における退職手当を不支給としています。
※野田市の退職手当額は、比較のため、我孫子市と同様4年の任期ごとに支給した場

合の金額を記載しています。
（13）特別職の給料月額などの推移  （単位：円） 

区分 2011年4月1日現在 2012年4月1日現在 2013年4月1日現在 2014年4月1日現在

給料 市長
副市長

842,000
720,000

837,000
716,000

837,000
716,000

837,000
716,000

地域手当 二役の支給率 無 無 無 無

３ 職員の服務などに関する状況 
（1）勤務時間（2014年4月1日現在）
 職員の勤務時間は、休日を除き午前8時30分から午後5時までを基本とし、1
日の勤務時間は7時間45分、1週間の勤務時間は38時間45分です。 

（2）休暇（2014年4月1日現在） 
 有給休暇として、年次有給休暇が1年度につき20日、病気休暇が90日以内、
その他産前産後、結婚、忌引などの特別休暇があります。無給休暇として、介護
休暇、3歳未満の子どもを養育するための育児休業などがあります。

（3）分限処分者数 
 心身の病気などのため、職員が職責を十分果たすことができない場合に、職
員の意に反して行う分限処分があります。2013年度は、延べ16人を休職処分
としました。 

（4）懲戒処分者数 
 懲戒処分は、職員が法令に違反した場合などに戒告、減給、停職、免職の処分
を行うものです。2013年度は、1人を停職処分とし、1人を免職処分としました。

（5）職員の研修状況 
 経験年数や職階に応じた階層別研修、専門的な知識､ 技能を修得するための
専門・特別研修、研修機関で学ぶ派遣研修など、さまざまな研修を実施し人材
育成に努めています。2013年度の職員研修実施状況は下表のとおりです。 

区分 受講者数 区分 受講者数 受講者合計 
階層別研修 254人 派遣研修 94人

693人
専門研修 302人 特別研修 43人

（6）人事考課の実施状況
 職員が持っている能力、職務上の業績などを客観的に把握したうえで評価を
行い、その結果を職員の人材育成に生かし、組織全体の能力の向上と活性化を
進めるため、人事考課を実施しています。評定は、業績・能力・意識の3項目を
5段階で評価し、勤勉手当に反映させています。 

▼2013年度評定結果

職 評点 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 75～79 合計

部長・次長職 0人 0人 0人 6人 26人 2人 0人 34人
課長職 0人 0人 0人 10人 53人 1人 0人 64人
課長補佐職 0人 0人 0人 19人 72人 3人 0人 94人
係長職以下 0人 2人 4人 222人 377人 24人 1人 630人

（7）2013年度の職員採用試験の実施状況 

区分 申込者数 第一次
受験者数

第一次
合格者数 

最終
合格者数 

一般行政職（上級）ほか9職種 356人 307人 147人 25人

（8）職員の福利厚生 
 市職員が加入している千葉県市町村職員共済組合では、主に短期給付事業（健
康保険）、長期給付事業（年金）、福祉事業（健診など）の3事業を行っています。
 職員の互助会組織である我孫子市職員福利厚生会は、市からの負担金と職員
からの会費により運営されています。2013年度の決算額は21,348,885円で、
市からの負担金は7,645,000円でした。

（9）公平委員会からの報告事項
 2013年度中に、職員から公平委員会に提出された勤務条件に関する措置の要
求や不利益処分に関する不服申し立てはありませんでした。 

４ 臨時職員と非常勤の一般職の状況 

区分 職種 人数 賃金または報酬

臨時職員 

事務補佐員 55人 時給830円
臨時保育士 61人 時給970円
保育補助員 47人 時給880円
時間外保育士 47人 時給990円
臨時給食調理員 44人 時給880円
放課後対策事業
スタッフアシスタント 85人 時給880円

臨時図書整理員 47人 時給830円
安全管理員 39人 時給780円
学級支援員 74人 時給950円

その他の臨時職員 180人 用務員時給830円、看護師時給1,340
円、生活支援員時給970円ほか

非常勤の 
一般職の職員

嘱託職員（事務職） 199人 時間報酬1,170円～1,420円 
放課後対策事業スタッフ 66人 時間報酬1,240円～1,550円 
嘱託司書 23人 時間報酬1,210円～1,610円 
その他専門職 85人 言語聴覚士時間報酬2,840円ほか 

※金額と人数は2014年4月1日現在です。 

日時・場所 右表参照
内容 確定申告の留意点、家事費・
家事関連費と必要経費の区分の仕方、
青色申告決算書の書き方、消費税等
の決算方法、「確定申告書等作成コー
ナー」・「e-Tax」の概要ほか

 柏税務署☎7146−2321・内線321

記帳・帳簿等の保存制度の対象者を拡大します 平成26年１月から事業
や不動産貸付等を行う全ての方に記帳と帳簿書類の保存が必要となりま
した。所得税の申告の必要のない方も記帳帳簿の保存制度の対象となり
ます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

市役所の代表電話番号☎ 7185 − 1111  市ホームページアドレス http://www.city.abiko.chiba.jp/

善意（寄付）をありがとうございます

青色決算説明会・消費税等説明会

 次の皆さんからあたたかい善意が寄せられました。ご厚意は趣旨に沿っ
て大切に使わせていただきます。

【個人】 飯田和行様、石川茜様、今村賢之助様、古登正子様、笹原克之様、
鈴木迪子様、田代靖尚様、辻己徳様、中丸敏郎様、七尾忠様、匿名12件

【団体】 ㈲アキタ印刷様、あびこ編物手芸研究所様、（一社）我孫子ゴルフ倶
楽部様、我孫子市北地区つくし野中央自治会つくし野夏祭り実行委員会様、
我孫子市書道連盟様、我孫子吹奏楽団真夏のコンサート2014様、我孫子市
水道局様、我孫子市スポーツ少年団様、我孫子市文化講座連合会様、我孫
子市防災協会様、我孫子市民フィルハーモニー管弦楽団様、我孫子市立布
佐中学校吹奏楽部様、我孫子市緑化推進協力会様、イトーヨーカドー労働
組合我孫子南口支部様、NPO住み良いまちづくり研究所様、NPO法人我
孫子市手をつなぐ育成会様、オフィスSS佐藤繁子様、キリンビバレッジ㈱
様、混声合唱団「響」様、七宝川添グループ湖北台近隣センター春まつり参
加者一同代表村山真理様、市民の防災意識向上を願い消極的な啓発活動を
実施する男たちの溢れる熱き魂の会様、太子会我孫子支部様、大正琴和み
会様、タキロン㈱東京住設資材営業部様、誕生日ありがとうの会様、津軽
三味線“孝人会”中野孝人様、天王台市民まつり（夏まつり）様、並木四町合
同親子夏祭り実行委員会様、日本郵便㈱様、ふれあい塾あびこ様、香江木
蘭大極様、松戸市原爆被爆者の会様、㈱モックもっくの仲間たち様、早稲
田大学校友会稲門会様 ※災害対策基金（東日本大震災）へ寄付いただいた
方もこちらでご紹介しています。

日にち 時間 場所

12月2日㈫

13時30分
～16時

あびこ市民
プラザホール

12月4日㈭ アミュゼ柏
プラザ

12月5日㈮ 野田市役所
大会議室
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