
 (1) 職員給与費の状況（決算）（平成２６年度）

（注） 資本勘定支弁職員に係る職員給与費  82,031千円を含まない。

（注） １　職員手当には退職給付金を含みません。

２　職員数は、平成２７年３月３１日現在の人数です。

３　 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、

   職員数には当該職員を含んでいません。

 (2)  職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２７年４月１日現在）

ア　医師

歳 円 円

歳 円 円

イ　看護師

歳 円 円

歳 円 円

ウ　事務職員

歳 円 円

歳 円 円

（注）　１　基本給は、給料、扶養手当及び地域手当の合算額です。 

（注）　２　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

 (3)  職員の手当の状況

　①期末手当・勤勉手当

千円

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

2-2 職員の給与の状況【市立病院】

2.60月分　　　　　　　1.5月分

（1.45）月分　　　　　　（0.7）月分

(加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　５％～２０％

市立病院

１人当たり平均支給額（平成26年度）

1,388

（平成26年度支給割合）

期末手当　　　　　　　勤勉手当

鹿 児 島 市 41.4 385,335 592,598

団 体 平 均 43.1 328,980 502,010

団 体 平 均 38.8 288,414 456,203

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

鹿 児 島 市 37.1 285,651 449,239

鹿 児 島 市 44.0 553,448 1,235,157

団 体 平 均 44.6 564,750 1,389,096

7,000 6,378
平成２
６年度

人 千円 千円 千円 千円

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

区分
職員数 給　　与　　費 一人当たり

給与費Ｂ／Ａ

（参考）中核市
平均1人当たり

給与費Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当
計
Ｂ

％

19,048,170 ▲ 4,516,177 8,311,208 43.6% 61.0

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ 占める職員給与費比率

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

千円 千円

839 3,089,224 1,682,178 1,151,261 5,922,663

区分

総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める （参考）

実質収支 職員給与費比率 平成25年度の総費用に

平成２６
年度

　　　　千円 千円　 千円　 ％
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　②退職手当（平成２７年４月１日現在）

（支給率）
勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分
その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

　③地域手当（平成２７年４月１日現在）

千円
千円

％ 人

　④特殊勤務手当（平成２７年４月１日現在）
千円
　円
　％

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（注）　ドクターヘリ等業務従事手当は、平成２７年４月１日より開始。

医療業務従
事手当

企業職給料表の適用を
受ける職員(放射線技師
を除く。)のうち感染危険
のある医療業務に従事
した職員

感染危険のある医療
業務

3,037
従事1日　160円、210円又
は250円

ドクターヘリ
等業務従事
手当

ドクターヘリ又はドクター
カーに搭乗した医師、
看護師その他の医療従
事者

ドクターヘリ、ドクターカー
に搭乗し、救急の医療又
は患者の介助、搬送等の
業務

0

ドクターヘリ搭乗１回につき
医師：3,000円　医師以外1,000円
ドクターカー搭乗１回につき
医師：1,500円　医師以外：500円

感染症病床
従事手当

感染症病床に入院した
患者の看護等に従事し
た看護職員

感染症病床に入院し
た患者の看護等業務

0 従事1日　280円

局所解剖手
当

局所解剖に従事した医
師及び解剖助手不在の
場合において、局所解
剖業務に従事した医師
以外の職員

死体の局所解剖業務 61 1体　1,450円又は2,900円

夜間看護手
当

深夜に正規の勤務と
して従事する看護職
員

正規の勤務として午後１０
時から翌朝午前５時まで
の間に行われる看護等の
業務

170,738

2時間未満：2,000円
2時間～4時間：2,900円
4時間～7時間：3,300円
7時間以上：6,740円

放射線取扱手
当

エックス線その他の放射
線取扱業務に従事した
医師、放射線技師、看
護師その他の職員（た
だし、放射線技師以外
の職員については、月
の初日から末日までの
放射線被曝量が100マ
イクロシーベルト以上の
場合）

エックス線その他の放
射線取扱業務

2,236
従事1日290円
又は1月6,050円

不規則勤務
従事手当

宿日直の勤務に服
する職員

宿日直勤務 30,435
１時間当たりの給与額×
125/100×４時間

医師診療手
当

医師 診療業務 398,456

月額として毎月の診療収入の
29/1000を原資として管理者が
別に定める方法により算定した
額

手当の種類（手当数） 7

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

左記職員に対する支給単価
（２６年度決算）

支給実績（平成２６年度決算） 604,963
支給職員１人当たり平均支給年額（平成２６年度決算） 804,471
職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２６年度） 89.6%

支給対象 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度
医療職給料表(1) 15.5 116 15.5 ％

支給実績（２６年度決算） 89,658
支給職員１人当たり平均支給年額（２６年度決算） 851

定年前早期退職者特例
（2％～20％加算）

3,760 21,149

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成26年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

41.325 49.59
49.59 49.59

自己都合 勧奨・定年
20.445 25.55625

29.145 34.5825

市立病院

12



　⑤時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

　⑥その他の手当（平成２７年４月１日現在）

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

千円 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

部長待遇

部長 85,000

部長参事

93,500

科長 81,000

35㎞以上～40㎞未満 22,400円

10㎞以上～15㎞未満 9,700円 40㎞以上～45km未満 24,000円

15㎞以上～20㎞未満 13,400円 45km以上

　支給職員１人当たり平均支給年額（平成２5年度決算） 600

宿日直手当
宿日直を命ぜられた
職員に支給

勤務1回　５時間以下3,600円又は10,000円

勤務1回　５時間以上７,200円又は20,000円

自宅待機1回につき2,600円又は5,200円

管理
職手
当

下記
以外
の職
員 課長 65,000

主幹 55,000
医療職
給料表
（１）の
適用を
受ける
職員

副院長 150,000

部長 106,000

局長 105,000

局長参事 95,000

75,000

 住居手当 借家借間 月額12,000円を超える家賃を支払っている職員 100円～27,000円

通勤手当

交通機関
利用者

最高支給限度額  1か月あたり55,000円

交通用
具利用

者

　　　　　　 　2km未満 3,300円 25㎞以上～30㎞未満 18,700円

 2㎞以上 ～ 5㎞未満 4,300円 30㎞以上～35㎞未満 20,600円

24,500円

20㎞以上～25㎞未満 16,600円

 5㎞以上 ～ 10㎞未満 7,200円

区　分 内　容     

扶養手当

扶養親族である配偶者 13,000円

その他の扶養親族（1人につき） 6,500円

配偶者のない扶養親族のうち１人 11,000円

扶養親族のうち特定期間にある子(1人につき･加算額) 5,000円

宿日直手当 下表のとおり 異なる 支給額 141,018 124,428

夜間勤務手当

午後10時～午前5時
の間が正規の勤務
時間の職員に支給
勤務1時間単価の
25/100

同じ 78,972 138,791

管理職手当 下表のとおり 同じ 81,617 974,535

通勤手当 下表のとおり 同じ 47,679 144,775

住居手当 下表のとおり 同じ 103,443 319,349

扶養手当 下表のとおり 同じ 69,414 231,187

内容 （平成26年度決算）

手　当　名 内容及び支給単価 との異同 と異なる (平成26年度決算) 平均支給年額

一般行政職 一般行政職 支給実績 支給職員１人当たり

　支給実績（平成２６年度決算） 465,186

　支給職員１人当たり平均支給年額（平成２６年度決算） 612

　支給実績（平成２5年度決算） 422,621
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