
 (1) 職員給与費の状況（決算）（平成３０年度）

（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３１年３月３１日現在の人数です。

３　 給与費については、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３１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。

（注）　３  看護師の項目には、助産師も含みます。

 (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　　　　　　　1.85月分

（1.45）月分　　　　　　（0.9）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30年度）

1,468

（平成30年度支給割合）

期末手当　　　　　　　勤勉手当

鹿 児 島 市 39.9 330,051 519,844

団 体 平 均 42.9 322,930 497,596

団 体 平 均 39.5 294,102 470,977

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

鹿 児 島 市 37.6 295,338 482,234

鹿 児 島 市 46.2 581,366 1,317,562

団 体 平 均 45.0 570,145 1,415,659

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

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

千円 千円

912 3,395,063 1,996,089 1,348,882 6,740,034 7,390 6,405
平成３０

年度

人 千円 千円 千円 千円

平成３０
年度

　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

21,063,796 270,060 9,920,194 47.1 49.4

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29年度の総費用に

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ 占める職員給与費比率



　②退職手当（平成31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３１年４月１日現在）

千円
千円

％ 人

　④特殊勤務手当（平成３１年４月１日現在）
千円
　円
　％

千円

千円

千円

千円

千円

千円

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

5,207

臨床検査技師、理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士、視能訓練士及び
歯科衛生士：日額250円
薬剤師、臨床工学技士、栄養士及び
医療ソーシャルワーカー：日額210円
その他：日額160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

4,968

ドクターヘリ搭乗１回につき
医師：3,000円　医師以外1,500円
ドクターカー搭乗１回につき
医師：1,500円　医師以外：750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 従事した日１日につき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 22
死体1体につき
医師：2,900円
医師以外：1,450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
時から翌日午前５時まで
の間に行われる看護等の
業務

193,138

2時間未満：2,150円
2時間～4時間：3,100円
4時間～7時間：3,550円
7時間以上：7,240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

2,781
放射線技師：日額290円
放射線技師以外の職員：
月額6,050円

医師診療手
当

医師 診療業務 494,447

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
（３０年度決算）

支給実績（平成３０年度決算） 700,563
支給職員１人当たり平均支給年額（平成３０年度決算） 840,004
職員全体に占める手当支給職員の割合（平成３０年度） 91.4

支給対象 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

医療職給料表(1) 16.0 125 16.0 ％

支給実績（３０年度決算） 112,626
支給職員１人当たり平均支給年額（３０年度決算） 944

定年前早期退職者特例
（2％～20％加算）

1,363 20,843

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、平成30年度に退職した職員に支給された平均額です。

39.7575 47.709
47.709 47.709

自己都合 勧奨・定年
19.6695 24.586875

28.0395 33.27075

市立病院

千円

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



　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３１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

35㎞以上～40㎞未満 22,400円

93,500

科長 81,000

15㎞以上～20㎞未満 13,400円 45km以上

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

宿日直手当
宿日直を命ぜられた
職員に支給

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

勤務1回　７,４00円又は2１,000円（５時間以下3,７00円又は10,５00
円。救命救急センターのトリアージ業務・初期治療には各10,000円
を加算）

85,000

部長参事

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

 住居手当 借家借間

区　分 内　容     

扶養手当

扶養親族である配偶者 6,500円

扶養親族である子 10,000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

扶養親族である父母等 6,500円

宿日直手当 下表のとおり 異なる 支給額 138,872 614,480

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 88,104 148,573

管理職手当 下表のとおり 同じ 103,662 995,159

通勤手当 下表のとおり 同じ 52,606 137,144

住居手当 下表のとおり 同じ 121,303 314,596

扶養手当 下表のとおり 同じ 81,233 241,586

内容 （平成30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30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３０年度決算） 589,828

　支給職員１人当たり平均支給年額（平成３０年度決算） 729

　支給実績（平成２９年度決算） 524,680

　支給職員１人当たり平均支給年額（平成２９年度決算） 673


