
7777　　　　公営企業職員公営企業職員公営企業職員公営企業職員のののの状況状況状況状況 ( ( ( (1111))))　　　　ガスガスガスガス事業事業事業事業  　① ① ① ① 職員給与費職員給与費職員給与費職員給与費のののの状況状況状況状況　　決算 （参考） ％
（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24年3月31日現在の人数です。② ② ② ② 職員職員職員職員のののの基本給基本給基本給基本給、、、、平均月収額及平均月収額及平均月収額及平均月収額及びびびび平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢のののの状況状況状況状況（（（（平成平成平成平成24242424年年年年4444月月月月1111日現在日現在日現在日現在））））歳 円 円歳 円 円（注）1　基本給は給料月額に扶養手当を加えた額の平均です。  　　　2　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。   ③ ③ ③ ③ 職員職員職員職員のののの手当手当手当手当のののの状況状況状況状況 ア　期末手当・勤勉手当 千円　 千円　（23年度支給割合） （23年度支給割合）　　　　　期末手当　　　　　勤勉手当 　　　　　期末手当　　　　　勤勉手当月分 月分 月分 月分月分 月分 月分 月分（加算措置の状況） （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 職制上の段階、職務の級等による加算措置（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。イ　退職手当（平成24年4月1日現在）（支給率） （支給率）勤続20年 月分 勤続20年 月分 月分勤続25年 月分 勤続25年 月分 月分勤続35年 月分 勤続35年 月分 月分最高限度額 月分 最高限度額 月分 月分その他の加算措置 その他の加算措置（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）- ) （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）- )千円（注）　退職手当の1人当たり平均支給額は、23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。

（　-　）（　-　） （　-　） （　-　）役職加算　　 5～15％管理職加算　10～15％

23年度区分 一人当たり給与費職員数 給  与  費 一人当たり給与費A 給　 料

定年前早期退職特例措置2％～20％

団 体 平 均小 千 谷 市区　　分

　　　　千円区分 総費用 純損益又は

定年前早期退職特例措置2％～20％- 千円 -1人当たり平均支給額 59.2859.28 月分 59.28 59.28 59.2847.50 月分 59.28 47.50 30.5533.50 月分 41.34 33.50 41.3423.50 月分 30.55 23.50小千谷市 国自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

1,304 1,4802.60 1.35
小千谷市 一般行政職・団体平均等1人当たり平均支給額（23年度） 1人当たり平均支給額（23年度）

320,824 530,82043.6 357,670 540,23348.3
5,717

平　均　年　齢 基本給 平均月収額
　　　　　　　　千円 千円 千円計　　B B/A 6,495　　　　　人　　　　　　　　　千円　　　　　　千円　　　　　　千円18 65,120 14,319 23,463 102,902職員手当 期末・勤勉手当 類似団体平均23年度 ％1,473,755 △ 8,037 139,899 9.5千円 千円 10.222年度の総費用に占A B B/A める職員給与費比率実質収支 職員給与費比率職員給与費 総費用に占める

- -
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ウ　特殊勤務手当（平成24年4月1日現在） 千円　円　％1
エ　時間外勤務手当 千円千円千円千円オ　その他の手当（平成24年4月1日現在） 円円円円円円円

配偶者　 　　　         13,000円子供など　　　 6,500円～16,000円
行政職4級～6級職員(副参事を除く)月額22,200円～41,600円休日に勤務した正規の時間に対して勤務1時間当りの給与額の135/100午後10時～午前5時の正規の勤務時間に対して勤務1時間当りの給与額の25/100世帯区分に応じて11月～翌3月（月額 7,360円～17,800円）

内容及び支給単価借家等　家賃に応じ最高27,000円バス,電車は運賃に応じ最高55,000円車は片道距離に応じ2,000～24,500円扶養手当手　当　名
支給実績（22年度決算）

徴収手当 ガス水道局
支給実績（23年度決算）

住居手当
寒冷地手当 861 千円 172,196同 1,331 千円 73,967夜間勤務手当 同
通勤手当管理職手当休日勤務手当 266,400同 1,818 千円 227,245同 266 千円 304,500同 558 千円 46,500同 千円1,218 254,500支給職員1人当たり平均支給年額（23年度決算）（23年度決算）同 3,054支給実績一般行政職の制度との異動 一般行政職の制度と異なる内容 千円

5,006支給職員1人当たり平均支給年額（22年度決算） 294支給実績（23年度決算） 5,196支給職員1人当たり平均支給年額（23年度決算） 306
料金徴収業務 日額　400円職員全体に占める手当支給職員の割合（23年度） 22.2手当の種類（手当数）手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

16支給職員1人当たり平均支給年額（23年度決算） 4,100
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　((((2222))))　　　　水道事業水道事業水道事業水道事業  　① ① ① ① 職員給与費職員給与費職員給与費職員給与費のののの状況状況状況状況　　決算 （参考） ％
（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24年3月31日現在の人数です。② ② ② ② 職員職員職員職員のののの基本給基本給基本給基本給、、、、平均月収額及平均月収額及平均月収額及平均月収額及びびびび平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢のののの状況状況状況状況（（（（平成平成平成平成24242424年年年年4444月月月月1111日現在日現在日現在日現在））））歳 円 円歳 円 円（注）1　基本給は給料月額に扶養手当を加えた額の平均です。  　　　2　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。   ③ ③ ③ ③ 職員職員職員職員のののの手当手当手当手当のののの状況状況状況状況 ア　期末手当・勤勉手当 千円　 千円　（23年度支給割合） （23年度支給割合）　　　　　期末手当　　　　　勤勉手当 　　　　　期末手当　　　　　勤勉手当月分 月分 月分 月分月分 月分 月分 月分（加算措置の状況） （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 職制上の段階、職務の級等による加算措置（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。イ　退職手当（平成24年4月1日現在）（支給率） （支給率）勤続20年 月分 勤続20年 月分 月分勤続25年 月分 勤続25年 月分 月分勤続35年 月分 勤続35年 月分 月分最高限度額 月分 最高限度額 月分 月分その他の加算措置 その他の加算措置（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）- ) （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）- )千円（注）　退職手当の1人当たり平均支給額は、23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。

30.55

-
自己都合

（　-　） （　-　） （　-　） （　-　）

区分23年度

定年前早期退職特例措置2％～20％月分 59.28小千谷市

小千谷市 一般行政職・団体平均等１人当たり平均支給額（23年度） -
勧奨・定年

5,172
％

59.28 59.2847.50 47.5041.34 33.50
- 千円 18,576 定年前早期退職特例措置2％～20％59.2859.28 月分 59.28

2.60 1.35役職加算　　 5～15％管理職加算　10～15％
41.3423.50 月分 30.55 23.5033.50 月分自己都合 勧奨・定年

１人当たり平均支給額（23年度）
団 体 平 均 45.4 358,043 528,316

国

1,267 1,492
小 千 谷 市 44.8 315,988 471,266

6,350
区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

18 60,543 11,026 21,532 93,101 一人当たり給与費　　　　　人　　　　　　　　　千円　　　　　　千円　　　　　　千円　　　　　　　　千円 千円 千円A 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 21.6職員数 給  与  費 一人当たり給与費B/A計　　B21.7 類似団体平均668,394 146,896 144,91823年度 　　　　千円 千円 千円 22年度の総費用に占A B B/A める職員給与費比率総費用に占める実質収支 職員給与費比率区分 総費用 純損益又は 職員給与費

1人当たり平均支給額 10



ウ　特殊勤務手当（平成24年4月１日現在） 千円　円　％1
エ　時間外勤務手当 千円千円千円千円オ　その他の手当（平成24年4月1日現在） 円円円円円円円夜間勤務手当 世帯区分に応じて11月～翌3月（月額 7,360円～17,800円）寒冷地手当休日勤務手当 午後10時～午前5時の正規の勤務時間に対して勤務1時間当りの給与額の25/100

手　当　名 （23年度決算）支給実績内容及び支給単価配偶者　 　　  　       13,000円子供など　　　 6,500円～16,000円
147,75764,706同 千円同 1,100 千円887

千円住居手当 借家等　家賃に応じ最高27,000円バス,電車は運賃に応じ最高55,000円車は片道距離に応じ2,000～24,500円扶養手当通勤手当 休日に勤務した正規の時間に対して勤務1時間当りの給与額の135/100管理職手当 行政職4級～6級職員(副参事を除く)月額22,200円～41,600円 491,712同 1,997 千円 249,564同 千円492
平均支給年額324,000同 662 千円 55,200同

一般行政職の制度と異なる内容 324
280

千円 200,250支給職員１人当たり同 1,602 （23年度決算）一般行政職の制度との異動
支給実績（22年度決算） 4,753支給職員1人当たり平均支給年額（22年度決算）

徴収手当 ガス水道局 料金徴収業務支給実績（23年度決算） 3,953支給職員1人当たり平均支給年額（23年度決算） 247
日額　400円職員全体に占める手当支給職員の割合（23年度） 11.1手当の種類（手当数）手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

支給実績（23年度決算） 10支給職員1人当たり平均支給年額（23年度決算） 4,800
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　((((3333))))　　　　工業用水道事業工業用水道事業工業用水道事業工業用水道事業  　① ① ① ① 職員給与費職員給与費職員給与費職員給与費のののの状況状況状況状況　　決算 （参考） ％
（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24年3月31日現在の人数です。② ② ② ② 職員職員職員職員のののの基本給基本給基本給基本給、、、、平均月収額及平均月収額及平均月収額及平均月収額及びびびび平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢のののの状況状況状況状況（（（（平成平成平成平成24242424年年年年4444月月月月1111日現在日現在日現在日現在））））歳 円 円歳 円 円（注）1　基本給は給料月額に扶養手当を加えた額の平均です。  　　　2　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。   ③ ③ ③ ③ 職員職員職員職員のののの手当手当手当手当のののの状況状況状況状況 ア　期末手当・勤勉手当 千円　 千円　（23年度支給割合） （23年度支給割合）　　　　　期末手当　　　　　勤勉手当 　　　　　期末手当　　　　　勤勉手当月分 月分 月分 月分月分 月分 月分 月分（加算措置の状況） （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 職制上の段階、職務の級等による加算措置（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。イ　退職手当（平成24年4月1日現在）（支給率） （支給率）勤続20年 月分 勤続20年 月分 月分勤続25年 月分 勤続25年 月分 月分勤続35年 月分 勤続35年 月分 月分最高限度額 月分 最高限度額 月分 月分その他の加算措置 その他の加算措置（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）- ) （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）- )千円（注）　退職手当の1人当たり平均支給額は、23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。

6,453
19.0

一般行政職・団体平均等１人当たり平均支給額（23年度）

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

平均月収額

（　-　） （　-　） （　-　） （　-　）

定年前早期退職特例措置2％～20％

団 体 平 均小 千 谷 市

A
区分23年度

1,533 1,492
役職加算　　 5～15％管理職加算　10～15％

-

22年度の総費用に占める職員給与費比率総費用に占める職員給与費比率

573,348

定年前早期退職特例措置2％～20％- 千円 - 59.2859.28 月分 59.28 59.28 59.2847.50 月分 59.28 47.50 30.5533.50 月分 41.34 33.50 41.3423.50 月分 30.55 23.50小千谷市 国

45.2 355,206 532,507

2.60 1.35
小千谷市１人当たり平均支給額（23年度） -

56.6区　　分 平　均　年　齢 基本給361,344
一人当たり給与費　　　　　　　　千円 千円 千円計　　B B/A 6,33225,813　　　　　人　　　　　　　　　千円　　　　　　千円　　　　　　千円4 17,006 2,676 6,131A 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当職員数 給  与  費 一人当たり給与費 類似団体平均23年度 ％221,847 53,131 35,530 16.0　　　　千円 千円 千円B B/A区分 総費用 純損益又は 職員給与費実質収支

1人当たり平均支給額
12



ウ　特殊勤務手当（平成24年4月1日現在） 千円　円　％0エ　時間外勤務手当 千円千円千円千円オ　その他の手当（平成24年4月1日現在） 円円円円円円円280 千円 70,000
97 358,168175,165

32,400
夜間勤務手当管理職手当住居手当

716休日勤務手当 バス,電車は運賃に応じ最高55,000円車は片道距離に応じ2,000～24,500円行政職4級～6級職員(副参事を除く)月額22,200円～41,600円休日に勤務した正規の時間に対して勤務1時間当りの給与額の135/100午後10時～午前5時の正規の勤務時間に対して勤務1時間当りの給与額の25/100
通勤手当
寒冷地手当 同世帯区分に応じて11月～翌3月（月額 7,360円～17,800円）

借家等　家賃に応じ最高27,000円
千円同 千円同 286 千円同 350 千円 285,600同 294 千円 147,000同 0 千円 0配偶者　 　　　         13,000円子供など　　　 6,500円～16,000円扶養手当 同 一般行政職の制度と異なる内容 （23年度決算） （23年度決算）

支給職員1人当たり平均支給年額（22年度決算） 212 支給職員1人当たり内容及び支給単価手　当　名 支給実績 平均支給年額一般行政職の制度との異動
支給職員1人当たり平均支給年額（23年度決算） 218支給実績（22年度決算） 848
職員全体に占める手当支給職員の割合（23年度） 0.0手当の種類（手当数）支給実績（23年度決算） 653
支給実績（23年度決算） 0支給職員1人当たり平均支給年額（23年度決算） 0
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　((((4444))))　　　　下水道事業下水道事業下水道事業下水道事業  　① ① ① ① 職員給与費職員給与費職員給与費職員給与費のののの状況状況状況状況　　決算 （参考） ％
（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24年3月31日現在の人数です。② ② ② ② 職員職員職員職員のののの基本給基本給基本給基本給、、、、平均月収額及平均月収額及平均月収額及平均月収額及びびびび平均年齢平均年齢平均年齢平均年齢のののの状況状況状況状況（（（（平成平成平成平成24242424年年年年4444月月月月1111日現在日現在日現在日現在））））歳 円 円歳 円 円（注）1　基本給は給料月額に扶養手当を加えた額の平均です。  　　　2　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。   ③ ③ ③ ③ 職員職員職員職員のののの手当手当手当手当のののの状況状況状況状況 ア　期末手当・勤勉手当 千円　 千円　（23年度支給割合） （23年度支給割合）　　　　　期末手当　　　　　勤勉手当 　　　　　期末手当　　　　　勤勉手当月分 月分 月分 月分月分 月分 月分 月分（加算措置の状況） （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 職制上の段階、職務の級等による加算措置（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。イ　退職手当（平成24年4月1日現在）（支給率） （支給率）勤続20年 月分 勤続20年 月分 月分勤続25年 月分 勤続25年 月分 月分勤続35年 月分 勤続35年 月分 月分最高限度額 月分 最高限度額 月分 月分その他の加算措置 その他の加算措置（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）- ) （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）- )千円（注）　退職手当の1人当たり平均支給額は、23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。定年前早期退職特例措置2％～20％ 定年前早期退職特例措置2％～20％1人当たり平均支給額 2,668 千円 - 59.2859.28 月分 59.28 59.28 59.2847.50 月分 59.28 47.50 30.5533.50 月分 41.34 33.50 41.3423.50 月分 30.55 23.50
役職加算　　 5～15％管理職加算　10～15％小千谷市 国自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

（　-　） （　-　） （　-　） （　-　）1,168 1,4692.60 1.35 - -
小千谷市 一般行政職・団体平均等１人当たり平均支給額（23年度） １人当たり平均支給額（23年度）

団 体 平 均 44.5 355,276 525,167小 千 谷 市 41.7 303,057 484,966区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額
7,008 30,624 5,104 6,311　　　　　　千円　　　　　　　　千円 千円 千円23年度　　　　　人　　　　　　　　　千円　　　　　　千円6 20,157 3,459 類似団体平均A 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　B B/A 一人当たり給与費3.5区分 職員数 給  与  費 一人当たり給与費23年度 ％1,461,117 132,020 42,156 2.9　　　　千円 千円 千円 22年度の総費用に占A B B/A める職員給与費比率区分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める実質収支 職員給与費比率
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ウ　特殊勤務手当（平成24年4月1日現在） 千円　円　％1
エ　時間外勤務手当 千円千円千円千円オ　その他の手当（平成24年4月1日現在） 円円円円円円円0 千円 0寒冷地手当 世帯区分に応じて11月～翌3月（月額 7,360円～17,800円） 同 392 千円 65,267夜間勤務手当 午後10時～午前5時の正規の勤務時間に対して勤務1時間当りの給与額の25/100 同 0 千円 0休日勤務手当 休日に勤務した正規の時間に対して勤務1時間当りの給与額の135/100 同 21 千円 4,273管理職手当 行政職4級～6級職員(副参事を除く)月額22,200円～41,600円 同 0 千円 0通勤手当 バス,電車は運賃に応じ最高55,000円車は片道距離に応じ2,000～24,500円 同 72 千円 24,000住居手当 借家等　家賃に応じ最高27,000円 同 （23年度決算） （23年度決算）扶養手当 配偶者　 　　　         13,000円子供など　　　 6,500円～16,000円 同 809 千円 269,667支給職員1人当たり手　当　名 支給実績 平均支給年額支給職員1人当たり平均支給年額（22年度決算） 314内容及び支給単価 一般行政職の制度との異動 一般行政職の制度と異なる内容

支給職員1人当たり平均支給年額（23年度決算） 359支給実績（22年度決算） 1,887
職員全体に占める手当支給職員の割合（23年度） 16.6手当の種類（手当数）
支給実績（23年度決算） 2,156

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価徴収手当
支給実績（23年度決算） 9支給職員1人当たり平均支給年額（23年度決算） 9,200

ガス水道局 料金徴収業務 日額　400円
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