
（２）交通事業

 ① 職員給与費の状況（平成２７年度）

ア 決算

（注） 資本勘定支弁職員に係る職員給与費15,927千円を含みません。

（注）　１　職員手当には退職手当を含みません。

　　　　２　職員数は、平成２８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 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成２８年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　１　基本給は、給料及び扶養手当の合算額です。

　　　　２　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

人 歳 円 (A) 円 (C)

人 歳 円 (B) 円 (D)

人 歳 円 円

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26年度の総費用に

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ 占める職員給与費比率

平成27年度
　　　　千円 千円　 千円　 ％　　　　 ％　

4,341,413 434,227 2,096,194 48.3 33.4

区分

職員数 給与費
一人当たり

職員給与費B/A給料 職員手当
期末・勤勉

手当
計　B

Ａ  

平成27年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

266 819,977 336,533 209,902 1,366,412 5,137

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

C/D

企 業 職 43.2 266,312 452,385

団 体 平 均 46.6 323,035 519,383

416,502 4,998,024
1.58

バス事業運転手 職員数 平均年齢
平均月収額

(期末勤勉等含む）

（参考）

平均年収額 A/B

1.58
民 間 - 52.6 264,000 3,168,100

公 務 員 94 44.4

団体平均 49 48.1 519,120 6,229,440



③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　

（平成27年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分

月分 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％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（平成２8年４月１日現在）

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

（定年前早期退職特例措置　2％～20％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成27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。

ウ　特殊勤務手当（平成２８年４月１日現在）

千円

　円

　％

運転間の待機業務 千 円

エ　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。

鹿児島市交通局

１人当たり平均支給額（平成27年度）

1,106

2.60 1.60

（1.45） （0.75）

鹿児島市交通局

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年

20.445 25.55625

29.145 34.5825

41.325 49.59

49.59 49.59

- 19,510

支給実績（平成２７年度決算） 2,939

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） 16,605

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２７年度） 64.1

手当の種類（手当数） 1種類

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
（２７年度決算）

中休手当
軌道事業　　 運転士
自動車事業　運転士

2,939
１時間につき60円
１時間につき200円(貸切）

支給実績（平成２７年度決算） 229,043

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２７年度決算） 888

支給実績（平成２６年度決算） 191,699

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２６年度決算） 726



オ　その他の手当（平成２８年４月１日現在）  

円

円

円

円

円

円

1か月あたり55,000円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円主幹 5,000 7,500 2,500

4,500

8,000 12,000 4,000

6,000 9,000 3,000

一般行政職 一般行政職 支給実績 支給職員１人当たり

内容 （平成２７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２７年度決算） 平均支給年額

扶養手当 下表のとおり 同じ 50,893 千円 259,657

住居手当 下表のとおり 同じ 25,754 千円

千円 588,100

283,009

通勤手当 下表のとおり 異なる
距離毎
の支給額

17,919 千円 73,437

異なる
勤務1時間
の単価

41,856 千円

管理職手当 下表のとおり 異なる
職種毎の
支給額

7,057

162,233

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 4,197 千円 20,881

休日勤務手当
休日に勤務を命じられた職員
に支給
勤務1時間単価の125/100

区　分 内　容     

扶養手当

扶養親族である配偶者 13,000円

配偶者以外の扶養親族 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

 住居手当
借　  家 月額12,000円を超える

100円～27,000円
借　  間 家賃を支払っている職員

管理職手当

局長相当の職にある参事 76,000

次長 68,000

次長相当の職にある参事 60,000

課長 52,000

主幹 44,000

次長

勤務に従事した時間が
1時間以上6時間以下

の場合

勤務に従事した時間が
6時間を超える場合

9,000 13,500
管理職員特別勤務手当

局長相当の職にある参事

週休日等
週休日等以外の日の

午前0時から午前5時まで

次長相当の職にある参事

課長

7,000 10,500 3,500

通勤手当

交通機関利用者 最高支給限度額

交通用具利用者

2～5ｋｍ 2,800

10～15ｋｍ 8,400

20～25ｋｍ

5～10ｋｍ 5,700

15～20ｋｍ 11,300

11,900

25～30ｋｍ 12,400

40ｋｍ以上 14,000

30～35ｋｍ 13,000

35～40ｋｍ 13,500


