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５　特別職の報酬等の状況（平成３０年４月１日現在）

区　分 給　料　月　額　な　ど

給　　料

（参考）類似団体における最高／最低額
（平成29年4月1日現在）

町　　　長
副　町　長

780,000円
650,000円

920,000円／585,600円
760,000円／539,400円

報　　酬
議　　　長
副　議　長
議　　　員

305,000円
237,000円
214,000円

499,000円／227,000円
430,000円／182,000円
400,000円／157,000円

期末手当

町　　　長
副　町　長

（平成29年度支給割合）
2.6月分

議　　　長
副　議　長
議　　　員

（平成29年度支給割合）
2.6月分

退職手当
町　　　長
副　町　長

　　（算定方式）　　　　　　（１期の手当額）　　　（支給時期）
 給料月額×5×在職年数 15,600千円 任期毎
 給料月額×3×在職年数 7,800千円 任期毎

（注） 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額です。

６　職員数の状況

（１） 部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年4月1日現在）（人）

区　分
部　門

職　員　数 対前年
増減数

主な増減理由
平成29年 平成30年

普 　 　 通 
会 計 部 門

一 般 
行 政 
部 門

議 会 2　 2　

総 務 49　 57　 8 人員配置見直し

税 務 13　 14　 1 業務増

民 生 71　 70　 △1 人員配置見直し

衛 生 24　 24　

農 水 20　 18　 △2 人員配置見直し

商 工 7　 8　 1 人員配置見直し

土 木 24　 24　

計 210　 217　 7

教 育 部 門 53　 53　

小　　計 263　 270　 7

公営企業等
会 計 部 門

病 院 114　 115　 1 欠員補充

水 道 3　 3　

下 水 道 5　 5　

そ の 他 97　 97　

小　　計 219　 220　 1

合　　　　　　　　計
482　

［572］
490　

［572］
8

（注）　１．職員数は、一般職に属する職員数です。　　２．［　 ］内は、条例定数の合計です。

（２） 年齢別職員構成の状況
　　（平成３０年４月１日現在）（人）

区　分 職　員　数

23歳以下 22

24歳～27歳 41

28歳～31歳 55

32歳～35歳 32

36歳～39歳 51

40歳～43歳 70

44歳～47歳 68

48歳～51歳 47

52歳～55歳 42

56歳～59歳 45

60歳以上 17

計 490

入札結果のお知らせ（平成30年10月～平成30年12月）      

入札日 入札方法 工　　事　　名 工事場所 工事担当課 落札金額 落札業者

10月  4日 指名競争入札 平成30年度　町道大橋脇ノ山線本川大橋補修工事 脇ノ山 本川産業建設課 11,232,000 有限会社　手箱建設

10月  4日 指名競争入札 平成30年度 町道王子岡ノ鼻線（他1路線）道路改良工事 大　内 土木課 17,928,000 株式会社 近澤建設

10月  4日 指名競争入札 平成30年度 林道中追西線舗装工事 中　追 土木課 12,306,600 大旺新洋 株式会社 高知土木本店

10月12日 指名競争入札 平成30年度　長沢立橋地区地盤対策工事 長　沢 本川住民福祉課 30,369,600 有限会社　手箱建設

10月19日 指名競争入札 平成30年度　十田地区集会所整備事業 下八川十田 吾北住民福祉課 16,848,000 有限会社　大榮工務店

11月  1日 指名競争入札 平成30年度　林業専用道程野敷槙線開設工事 清水上分 吾北建設課 23,004,000 大洋建設　株式会社

11月  1日 指名競争入札 平成30年度　林道須別当線1号箇所災害復旧工事 上八川下分 吾北建設課 22,356,000 有限会社　伊東組

11月12日 指名競争入札 平成30年度　林道寒風大座礼西線舗装工事 足　谷 本川産業建設課 17,820,000 泉建設工業　株式会社

11月12日 指名競争入札 平成30年度　林道寒風大座礼西線法面改良工事 桑　瀬 本川産業建設課 21,589,200 有限会社　手箱建設

11月12日 指名競争入札 平成30年度　寺野地区ヘリポート整備事業 上八川寺野 吾北住民福祉課 10,638,000 有限会社　伊東組

11月12日 指名競争入札 平成30年度 八代団地配水管布設替工事（2工区） 枝　川 上下水道課 26,460,000 有限会社 エイトテック

12月11日 指名競争入札 平成30年度　吾北山村開発センター改修工事（建築主体工事） 小川東津賀才 吾北産業課 28,436,400 有限会社　大榮工務店

12月13日 指名競争入札 平成30年度 いの上水道北山・大国山配水池統合事業 北山地区配水管布設替工事 北　山 上下水道課 27,253,800 有限会社 テックイン・ヤマナカ


