
人事行政の運営等の状況の公表(令和３年度）

１　職員の任免及び職員数に関する状況について
（１）職員の任免及び職員数について（各年4月1日現在） 　江南丹羽環境管理組合は派遣3人を含みます。

事務職 352 (9) 人 10 (3) 人 4 (5) 人 346 (11) 人
消防職 105 (3) 5 6 (4) 106 (7)
保育職 153 (5) 9 (2) 16 (1) 160 (4)
保健・看護職 21 3 2 20
技能労務職 27 (10) 2 (4) 2 (2) 27 (8)

658 (27) 29 (9) 30 (12) 659 (30)
愛北広域事務組合 11 0 0 11

22 1 0 21
（　）内は、再任用短時間勤務職員の数であり、外書きしています。

（２）障害者任免状況について（令和3年6月1日現在）

２　職員の人事評価の状況
（１）江南市職員人事評価

合理的な人事管理と職員の能力の開発、育成及び活用を図るため、全職員を対象に人事評価を実施
評価区分は、実績（業務の達成度、進行管理）、能力・態度（思考力、経営能力、意欲等）を５段階評価

３　職員の給与の状況について
（１）人件費の状況（令和2年度普通会計決算）

住民基本台帳人口 歳出額 A 人件費 B 人件費率
（R3.3.31現在） （B/A）

江南市 人 千円 千円 ％
愛北広域事務組合 　　　　　―
江南丹羽環境管理組合 　　　　　―

（２）職員給与費の状況（令和3年度普通会計予算）

江南市 609 人 千円 千円 千円 千円 千円
愛北広域事務組合 8
江南丹羽環境管理組合 18

（３）職員の平均給料月額、平均給与月額および平均年齢の状況（令和3年4月1日現在）

平均年齢
江南市 円 円 円 円
愛北広域事務組合
江南丹羽環境管理組合
愛知県

（４）一般行政職の初任給の状況（令和3年4月1日現在） （５）ラスパイレス指数の状況

円 円 円
※ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与を１００
　とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

（６）職員手当の状況（令和3年4月1日現在）

期末・
勤勉手当

職制上の段階、職務の級等による加算措置　有
※(　)内は、再任用短時間勤務職員の支給率です。

退職手当

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 （1年に付き2％加算）
1人当たり平均支給額 自己都合 2,195千円 21,404千円
※退職手当の1人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。

扶養手当 配偶者、父母等 （部長級） 3,500円
（課長級以下） 6,500円

子 10,000円
満16歳の年度始めから満22歳の年度末までの子 1人に付き5,000円加算

住居手当 市内居住者 借家・借間　16,000円を超える家賃の額に応じ最高28,000円
市外居住者 市内居住者と同じ方法により算出される額の2分の1の額

通勤手当 交通機関利用者　 55,000円までは運賃相当額　最高55,000円
交通用具使用者等 距離に応じ最高31,600円

地域手当 支給率 6 ％

　市の人事行政運営における公正性、透明性を高めるため、職員の任用、職員数、給与、勤務時間、その他の勤務条件などの状況を
公表します。なお、愛北広域事務組合及び江南丹羽環境管理組合の詳細については、各ホームページを参考にしてください。

※愛北広域事務組合は派遣3人を含みます。

区分 令和２年度職員数 令和２年度退職者数 令和３年度採用者数 令和３年度職員数

江
南
市

計

江南丹羽環境管理組合

法定雇用障害者数の算定の
基礎となる職員の数A

障害者数B 実雇用率（B/A)
法定雇用障害者数を達成す
るために採用しなければな
らない障害者数

641人 14人 2.18% 2人

区分

99,948 41,559,076 5,683,262 13.7
511,064 70,016 13.7

1,232,237 151,745 12.3

区分 職員数A
給与費 1人当たりの

給料 職員手当 期末勤勉手当 計　B 給与費（B/A)
2,080,720 506,281 878,636 3,465,637 5,691

35,125 4,643 14,779 54,547 6,818
70,460 23,521 29,569 123,550 6,864

区分
一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平均給与月額 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢
307,179 360,313 38歳9月 314,304 336,617 52歳8月
365,875 407,042 54歳11月 ― ― ―
332,950 375,772 44歳3月 324,271 360,583 48歳4月
327,545 381,369 41歳2月 ― ― ―

区分 江南市 国（Ⅱ種） 愛知県 区分
江南市 愛知県

平成27年 令和2年 平成27年 令和2年
大学卒 182,200 182,200 193,200 ラスパイレス指数 99.7 99.7 100.9 102.5
高校卒 150,600 150,600 158,600

区分 江南市 国の制度との異同
（支給率） 6月期 12月期 計

同じ
期末手当 1.275(0.725)月分 1.275(0.725)月分 2.55(1.45)月分
勤勉手当 0.95(0.45)月分 0.95(0.45)月分 1.90(0.90)月分

（支給率） 勤続20年 勤続25年 勤続35年 最高限度額
自己都合 19.6695月分 28.0395月分 39.7575月分 47.709月分 定年前早期退職

定年･定年前早期 24.586875月分 33.27075月分 47.709月分 47.709月分 特例措置
（1年に付き

定年･定年前早期 3％加算）

同じ

借家・借間　16,000円
を超える家賃の額に応
じ最高28,000円

同じ

同じ



　
特殊勤務手当の状況（令和2年度） 時間外勤務手当の状況（令和2年度）
職員全体に占める手当支給職員の割合 ％ 支給総額 千円
支給対象職員1人当たり平均支給月額 円 職員1人当たり支給年額 224 千円
手当の種類 7 種
代表的な手当の名称 消防手当、道路補修作業手当など

（７）江南市特別職の報酬等の状況（令和3年4月1日現在）

円 円 円
計 計
加算措置　有 加算措置　有

４　職員の勤務時間その他の勤務条件
（１）江南市職員の勤務時間の状況

（変則勤務職場等は除く一般的な職場におけるもの）

（２）江南市の主な休暇の種類
年次有給休暇、病気休暇、特別休暇（結婚、出産など）、介護休暇など

５　職員の休業に関する状況

男 女
子が3歳に達するまで 1 39
子の小学校就学前まで 0 1
子の小学校就学前まで 1 31
６月以内 0 0
３年以内 0 1

６　職員の分限及び懲戒の状況
（１）分限処分の状況（令和2年度）

分限処分とは、公務能率の維持向上に欠けるものなどに対して行う処分です。
懲戒処分とは、法令違反・信用失墜行為に対して行う処分です。

分限処分 6 人 0 人 0 人
懲戒処分 0 0 0

７　職員の服務の状況
（１）営利企業等従事許可の状況（令和2年度）

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社
その他の団体役員等で定める地位を兼ねる場合
自ら営利を目的とする私企業を営む場合 9 0 0
報酬を得て事業または事務に従事する場合 121 0 0

８　職員の退職管理の状況
（１）江南市職員の退職管理に関する条例に基づく再就職の届出の状況（令和2年度）

外郭団体 1 人
民間企業 0
その他法人等 0

計 1
９　職員の研修の状況
（１）江南市職員研修

集合研修 人事評価者研修、メンタルヘルス研修など
派遣研修 尾張五市二町研修協議会、愛知県自治研修所などへ派遣

１０　職員の福祉及び利益の保護の状況
（１）安全衛生管理体制

労働安全衛生法に基づき、安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するため、
安全衛生委員会を開催し、職員の安全及び衛生に関する重要な事項を調査審議している。

（２）江南市職員の健康診断実施状況（令和2年度） （３）江南市職員の保健指導（令和2年度）

定期健康診断 358 人 行う。
定期健康診断（深夜業） 76
人間ドック 287 定期健康診断 77 人
胃検診 39 人間ドック 0
VDT検診 59

（４）公務（通勤）災害の状況（令和2年度）

8 件 0 件 0 件
0 0 0

（５）江南市職員厚生事業交付金（令和2年度）
江南市職員組合が実施する地方公務員法第42条の規定に基づいた福利厚生事業に対し交付金を補助している。

保養施設等の利用助成、人間ドックの補助

（６）江南市公平委員会開催状況（令和2年度）
勤務条件に関する措置の要求件数 0 件
不利益処分に関する審査請求件数 0

問合せ  市役所秘書政策課 （内線297）
 愛北広域事務組合（℡37-0840） （http://www.aihoku-kouiki.jp/）
 江南丹羽環境管理組合（℡95-3200） （http://www.konanniwa-seisou.jp/）

10.5 110,772
3,434

区分 市長 副市長 教育長 区分 議長 副議長 議員
給料月額 961,000円 816,000円 727,000円 報酬月額 532,000 485,000 450,000

期末手当
6月 1.675月分 3.35月分

期末手当
6月 1.675月分 3.35月分

12月 1.675月分 12月 1.675月分
退職手当 給料月額×在職年数×支給率
支給率 450/100 260/100 210/100

正規の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間
7時間45分 8:30 17:15 60分

区分 期間
取得人数

育児休業
育児短時間

部分休業
介護休暇

配偶者同行休業

※令和2年度中の取得職員数　（新規・継続を含む）

区分 江南市 愛北広域事務組合 江南丹羽環境管理組合

内容 江南市 愛北広域事務組合 江南丹羽環境管理組合

0 件 0 件 0 件

区分 人数

区分 受診者数 定期健康診断及び人間ドックの受診結果を基に医師等による個別指導を

区分 対象者

区分 江南市 愛北広域事務組合 江南丹羽環境管理組合
公務災害
通勤災害

区分 内容
主な補助対象

交付金 3,716千円


