
非常勤嘱託（一般職）雇用条件一覧表＜平成13年9月1日現在＞

ガイド：新条例施行前の少し古いデータになりますが、私が非常勤問題を考え始めた基礎データです。みなさんは、どのようにお思いになるでしょうか？

所属 勤務内容 人数 勤務形態 １週当たり勤務時間 報酬月額 時間単価 平成12年度決算額
左の内訳 平成12年度

職員数
平成12年度決算
額の時間単価報酬額 報償金

総務課 本庁舎宿日直代行員 3 閉庁時交代制 39.68 \300,900 \1,750 \11,858,115 \7,385,280 \4,472,835 3人 \1,916

法制文書課 文書搬送員 2 隔日 18.75 \153,100 \1,884 \5,243,364 \3,731,120 \1,512,244 2人 \2,689

市民課

枚方市駅市民課サー
ビスセンター従事員 6 交代制（月15日程度） 23.1 \124,200 \1,241 \14,765,088 \9,557,120 \5,207,968 6人 \2,049

蹉だ市民課サービス
コーナー従事員 3

交代制（月7日程度） 11.92 \54,700 \1,059 \8,838,051 \6,166,200 \2,671,851 9人 \1,584
牧野市民課サービス
コーナー従事員 3

菅原市民課サービス
コーナー従事員 3

国民健康保険課
国民健康保険推進員 11 週2日以上 随時 \228,624～\279,271 \49,178,175 \34,253,572 \14,924,603 11人
診療報酬明細書点検
員 3 週4日 30 \161,000～\168,300 \1,238～\1,295 \8,661,265 \6,224,260 \2,437,005 3人 \1,851

医療助成課
診療報酬明細書点検
員 2 週4日 30 \154,800～\168,300 \1,191～\1,295 \5,459,405 \3,890,560 \1,568,845 2人 \1,750

保健センター
訪問指導員 1 週4日 29 \216,500 \1,723 \7,085,481 \5,023,100 \2,062,381 2人 \2,349

親子教室母子指導員 2 週5日 35 \215,600 \1,422 \7,744,504 \5,206,400 \2,538,104 2人 \2,128

高齢社会室 要介護認定調査員 3 週4日 29 \216,500～\220,500 \1,723～\1,755 \11,250,596 \8,024,240 \3,226,356 3人 \2,487

菊花寮 菊花寮夜間勤務員 6
交代制（2人ずつ3日
ごとに1回勤務）

16.33 \109,000 \1,540 \11,481,099 \7,942,258 \3,538,841 6人 \2,253

保育課

短時間保育従事員 92 週6日（月～土） 22 \106,200～\175,500 \1,114～\1,841 \227,732,862 \151,602,862 \76,130,000 92人 \2,164

病児保育従事員 3
交代制（月～土勤務
で時間帯が毎日変わ

る）
11.5 \62,400～\67,400 \1,252～\1,353 \4,261,303 \2,588,040 \1,673,263 3人 \2,375

衛生総務課 清掃手数料徴収員 2 週2日以上 随時 \226,060～\226,219 \8,259,812 \5,751,044 \2,508,768 2人

小計 16種 145 \381,819,120 \257,346,056 \124,473,064 146人

看護局 看護婦（准看） 1 週5日 32.75 \270,900 \1,909 \4,898,055 \3,469,200 \1,428,855 3人 \2,661

事務局総務課
庶務係　用務員 1 週5日 35.08 \223,600 \1,471 \3,979,615 \2,806,080 \1,173,535 1人 \2,182

施設係　用務員 1 週4日 24.83 \181,200 \1,684 \3,291,527 \2,338,410 \953,117 1人 \2,549

小計 3種 3 \12,169,197 \8,613,690 \3,555,507 5人

教育総務課 宿日直代行員 100 隔日 34 \215,400 \1,462 \441,306,573 \306,608,866 \134,697,707 116人 \2,152

指導課 肢体不自由児介助員 19 週6日 28.7 \147,600～\293,100 \1,187～\2,357 \65,738,119 \50,863,900 \14,874,219 20人 \2,202

青少年課
留守家庭児童会室指
導員 99 週6日 29.5 \148,700～\306,100 \1,163～\2,395 \455,368,926 \283,281,303 \172,087,623 103人 \2,882

社会教育施設 社会教育施設管理人 29 週2～4日 11.875～19.25 \74,800～\122,300 \1,454～\1,466 \52,215,624 \37,241,210 \14,974,414 26人 \2,006

図書館

図書館分室勤務者 27 週4～5日 26.923 \119,600～\208,800 \1,025～\1,790 \102,046,143 \71,791,830 \30,254,313 33人 \2,209

図書館勤務者A 35 週3～5日 20.25 \101,300～\104,200 \1,154～\1,187 \64,487,303 \46,272,290 \18,215,013 36人 \1,701

図書館勤務者B 7 週2日 11 \56,600 \1,187 \7,023,045 \5,096,400 \1,926,645 7人 \1,754

小計 7種 316 - \1,188,185,733 \801,155,799 \387,029,934 341人

営業課 料金徴収員 1 週2日以上 随時 \184,530 \3,270,900 \2,302,180 \968,720 1人

小計 1種 1 \3,270,900 \2,302,180 \968,720 1人

18課 28種 465 \1,585,444,950 \1,069,417,752 \516,027,225 493人
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