
　　 子育て支援センター　　利用時間　午前9時30分〜正午　午後1時〜4時30分 休館日：土・日・祝☎ 71 − 6811
ogawa108@town.ogawa.saitama.jp

子育て支援センターは、未就学のお子さんと保護者の方が楽しく過ごせる施設です。
　対　象　小川町在住の０～６歳児（未就学児）と保護者
　登　録　初回利用時に同センターで登録し、利用者証を発行します。
　費　用　無料
　時　間　月～金  午前９時３０分～正午、 午後１時～４時３０分
　　　　　＊土・日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）は休館
　●月曜日　おはなし広場　手遊び・絵本・紙芝居・パネルシアター等
　●木曜日　のびのび広場　手遊び・リズム・体操等
育児についての相談　保育士が随時お話を伺います。
　管理栄養士による栄養相談、保健師による発育測定や発達相談もあります。
子育て講座　ベビーマッサージ・離乳食講座・リトミック・３Ｂ体操
　ママのリフレッシュ講座として、エアロビやヨガの体験・ストレッチ・パートナー
　マッサージ等もあります。その他にも、お楽しみ会等さまざまな企画で皆さんを 
　お待ちしています。詳細は、毎月発行の「子育て支援センターつうしん」や町Ｈ 
　Ｐをご覧ください。

定　員　町在住で、平成２５年４月２日～９月３０日生まれの幼児とその
　　　　保護者１５組（先着）
時　間　午前１０時３０分～１１時３０分
　　　　※都合により、内容・時間等を変更することがあります。
費　用　全１０回分の教材費５００円
申込み　４月２日（土）～９日（土）児童館で受付けます。

問合せ　児童館　☎７４－２３５９

５月
６日 お友達になろう

２０日 お散歩

６月
　３日 ３Ｂ体操

１７日 リトミック

７月
１日 七夕飾り作り

１５日 プール遊び

９月
　２日 みんなであそぼう

１６日 ミニ運動会

１０月
　７日 遠足

２１日 ミニパーティー

日　程　いずれも金曜日児童館「親子であそぼう」前期　募 集 ！

家からの一歩、入園前の集

団生活の一歩として、お友

達と一緒に遊びましょう！

職員の給与は、国、県及び他の地方公共団体、民間企業の給与等を考慮して、町議会
の議決を経て条例で定められています。　問合せ　総務課 人事給与担当 ☎ 内 ２１０

毎
月
決
ま
っ
て

支
給

扶養手当 配偶者 13,000 円、配偶者以外 6,500 円、満 16 ～ 22 歳の子等（加算）5,000 円
住居手当 借家等居住者 → 家賃に応じて支給（最高 27,000 円）
通勤手当 交通機関利用者 → 運賃相当額　　自動車等利用者 → 距離に応じた額

管理職手当 管理職員に対して定率で支給される手当
給料表の 7 級（給料月額の 12％）、6 級（給料月額の 8％）

実
績
に
応

じ
て
支
給

時間外勤務手当 正規の勤務時間外に勤務したときに支給される手当

特殊勤務手当 感染症防疫作業・行路死亡人等の処置作業・災害その他応急復旧工事のため、現場におい
て復旧工事作業に従事した時等に支給される手当

その他 日直手当等

臨
時
に

支
　
給

期末・勤勉手当 民間のボーナスに相当する手当 年間 4．10 月分

退職手当 自己都合最高限度 （勤続 43 年以上）49．59 月分
勧奨・定年最高限度（勤続 35 年以上）49．59 月分

職員手当の概要

人件費の状況 平成26年度一般会計決算　※人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含んでいます。

一般行政職の級別職員数の状況

一般行政職の級別職員数の状況

定員管理について

職員給与費の状況（一般会計予算） ※以下の表は、平成27年12月現在の状況です。

職員の平均給料月額・平均年齢の状況 職員の初任給の状況　(単位：円) 

特別職の報酬等の状況
　(単位：円) 

※平成27年12月31日現在、平成27年度人事院勧告等による給与改定は実施されていません（以下同様です）。
※職員手当（扶養手当、住居手当、通勤手当等）には、退職手当は含まれていません。

区　分 年度末住民基本
台帳人口（人）

歳出額 Ａ
（千円）

実質収支
（千円）

人件費 Ｂ
（千円）

人件費率
Ｂ / Ａ (％）

参考：25 年度の
人件費率 (％ )

26 年度 31,998 10,598,154 390,507 2,060,700 19.4 21.7

区分（級） 7 6 5 4 3 2 1 合計
標準的な
職務内容

課長・
参事 主幹 主席主査

・主査 主査 主任 主事・
技師

主事・
技師 180

職員数（人） 15 26 40 46 12 25 16 
構成比（％） 8.3 14.4 22.2 25.6 6.7 13.9 8.9 100

部　門
職員数（人） 対前年

増減数 主な増減理由
27 年 26 年

一般行政

議　会 3 3
総　務 52 51 1 職員配置の見直しによる増

税　務 22 24 △ 2 職員配置の見直し、公営企業
等会計部門への算定による減

民　生 52 51 1 職員配置の見直しによる増
衛　生 15 16 △ 1 職員の派遣による減
労　働 1 1
農　水 9 9
商　工 5 5

土　木 23 22 1 権限移譲に伴う組織の再編に
よる増

小　計 182 182

特別行政
教　育 51 54 △ 3 教育長（特別職へ）、職員配置

の見直しによる減
小　計 51 54 △ 3 職員配置の見直しによる減

公営企業
等会計

水　道 13 13
下水道 7 7
その他 14 14
小 計 34 34

合　　計 267 270 △ 3

区　分 職員数（人） 給  料（千円） 職員手当（千円）
（期末・勤勉手当を除く）

期末 ･ 勤勉手当
（千円）

合計（給与費）
（千円）

27 年度 248 954,275 130,538 341,094 1,425,907

平均給料月額
（円）

平均給与月額
（円）

平均年齢
（歳）

一般行政職 324,352 350,484 41.88 
技能労務職 364,623 377,183 52.26 

一般行政職
大学卒 174,200 
短大卒 154,800 
高校卒 142,100 

技能労務職 高校卒 142,100 

町　長 712,000 
副町長 612,000
教育長 590,000
議　長 320,000 
副議長 263,000
議　員 242,000 

　

町職員 給与のあらまし
※町給与条例に基づく給料表の級区分 
　による職員数です。任期付職員は 1 
　級の内数としています。
※標準的な職務内容とは、それぞれの 
　級に該当する代表的職務です。

　人員配置の適正化、事務事業の
合理化等を図るとともに、職員１
人１人の能力の向上に努め、定員
管理の適正化を推進します。

※一般職員に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者・派
　遣職員等を含み、臨時・非常勤職員は含まれません。

お　知　ら　せ お　知　ら　せ小川町役場  ☎72-1221 FAX74-2920 小川町役場  ☎72-1221 FAX74-2920
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