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職員数や職員の給与をお知らせします
HPで
詳しく

人事係／4階　
☎（3228）8894  
（3228）5649

「中野区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、職員数や職
員の給与などを公表します。公表内容の全文は、右記区HPか、区民活動センター、
図書館、区役所4階区政資料センターにある冊子をご覧ください。

職員数の状況
❶職層ごとの職員数（令和2年4月1日現在）

❸職員採用者数・退職者数（令和2年4月1日現在）

給与の状況

区分
職員数

増減
令和2年度 平成31年度

議会 18人 19人 1減
総務 456人 444人 12増
税務 71人 69人 2増
民生 694人 712人 18減
衛生 315人 318人 3減
労働 3人 3人 0
商工 20人 24人 4減
土木 265人 258人 7増
教育 129人 128人 1増

国保・介護 105人 102人 3増
合計 2,076人 2,077人 1減

❷部門別職員数（各年4月1日現在）

☆一般職の職員の数であり、①とは数値が異なります

❷職員の平均年齢、平均給料・給与月額
　（令和2年4月1日現在）

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
中野区 41.2歳 301,381円 412,173円
東京都 41.8歳 314,885円 457,097円
国 43.2歳 327,564円 （公表なし）

一般行政職

平均給料月額とは「職種ごとの職員の基本給の平均」、平均給与月
額とは「給料月額と扶養・地域･住居・通勤・時間外勤務手当などの諸
手当の合計額」のことです。

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
中野区 54.3歳 298,665円 398,508円
東京都 50.3歳 291,521円 397,001円
国 50.9歳 287,283円 （公表なし）

技能労務職

❸職員の初任給、経験年数・学歴別平均給料月額
　（令和2年4月1日現在）

区分
一般行政職 技能労務職

高校卒業程度 大学卒業程度 高校卒業程度
初任給 147,100円 183,700円 142,500円

経験
年数

10年 217,950円 257,278円 （該当者なし）
20年 （該当者なし） 360,767円 （該当者なし）

❶人件費・職員給与費（平成31年度普通会計決算）

❹職員の各種手当 勤務時間その他の勤務条件の状況

　職員一人当たりの取得日数　14.7日

☆部分休業とは、育児・介護休業法に基づいた、小学校入学前の子ど
もの育児のために1日2時間以内で休業できる制度

種類 取得人数 種類 取得人数

病気休暇 149人 育児休業 男性 8人
女性 49人

介護休暇 4人 部分休業 男性 2人
女性 46人

❷その他休暇等の取得状況（平成31年度）

❶年次有給休暇の取得状況（平成31年中）

分限処分及び懲戒処分の状況
懲戒処分（平成31年度）

職員が法令違反などの一定
の義務違反を行った場合に、
公務の規律と秩序の維持を目
的として行う処分です。

種類 人数

免職 0人

停職 1人

減給 0人

戒告 2人
職員が一定の事由により

その職務を果たせない場合
に、公務能率上の維持・向上
を図るために行う処分です。

種類 人数

免職 0人

降任 0人

休職 41人

降給 0人

分限処分（平成31年度）

期末・勤勉手当（平成31年度）

区分
支給割合 一人当たり

平均支給額期末手当 勤勉手当

中
野
区

一般職員 2.60月分
（1.45月分）

2.05月分
（1.00月分） 159万

5千円管理職 2.20月分
（1.25月分）

2.45月分
（1.20月分）

国 2.60月分
（1.45月分）

1.90月分
（0.87月分）（公表なし）

☆カッコ内は再任用職員。勤勉手当は、勤務成績の評価に応じた支給
率により支給。職務上の段階に応じた加算措置あり

令和3年度の会計年度任用職員
（登録者）を募集します

人事係／4階　☎（3228）8915  （3228）5649

職種　一般事務補助、福祉、栄養士、保育士、児童指
導、保健師、看護師、清掃作業など
勤務時間　原則1日7時間45分かつ週31時間以内
勤務場所　区役所、地域事務所、すこやか福祉セン
ターなど
時給　1,041円～1,558円　☆交通費支給。期末手
当や社会保険の対象となる場合あり
申込み　電子申請か、区HP、区役所4階3番窓口で配
布中の申込書を郵送または直接、人事係へ。随時受け
付け
☆欠員などの状況に応じて随時採用。今年度登録し
ている方も、改めて登録が必要

☆表の支給割合は最高限度支給率。早期退職者への加算措置あり

退職手当（平成31年度）
区分 支給割合 一人当たり平均支給額

中
野
区

自己都合 39.75月分 514万9千円
勧奨・定年 47.70月分 2,054万5千円
国 47.709月分 （公表なし）

区分 給料月額 区分 報酬月額
区長 1,242,400円 議長 892,400円
副区長 997,300円 副議長 756,100円
教育長 874,200円 委員長 647,900円

常勤監査
委員 799,700円

副委員長 618,600円
議員 589,000円

❺特別職の報酬等（令和2年4月1日現在）

中野区特別職報酬等審議会の答申を受け、区議会の議決を
経て条例で決定しています。
☆表左側の給料月額は、地域手当相当分を含んだ額です

人件費　199億9,000万円

14.1％

歳出額　1,415億500万円

うち職員給与費　139億9,300万円

（参考）職員一人当たりの給与費　708万5千円
☆職員数1,975人（平成31年4月1日現在）

給料　75億2,400万円
期末・勤勉手当　36億4,000万円
職員手当　28億2,900万円

給料給料期末・勤勉期末・勤勉
手当手当

職員手当職員手当

☆決算額は百万円（一人当たり給与費は千円）未満四捨五入

部長級 20人

課長級 70人

係長・主査 559人

主任 754人

係員 671人

幼稚園教諭 10人

令和2年度
採用者
92人

平成31年度
退職者
105人

その他

経験者

勧奨・定年Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ類
（大学・短大・高校

卒業程度）

31人31人

15人15人

61人61人
90人90人

職員の給与の決まり方
地方公務員の給与は、地方公務員法により、一般家庭

の生計費、国や他の地方公共団体職員、民間企業従業員
の給与などを考慮して定めることとされています。
中野区では、特別区人事委員会の勧告に基づき、条例

により給与を決定しています。

特別区人事委員会
①民間企業の
　給与実態を調査

②給与勧告

中野区
③ 区議会で条例の
審議・議決

④給与改定


