
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20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（（（（20202020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　基本給は給与に扶養手当を加えた額です。  

　　　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　

（20年度支給割合） （20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（20年4月1日現在）

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　）- )

1人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）　退職手当の1人当たり平均支給額は、19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％

- 千円 26,371

59.28

59.28 月分 59.28 59.28 59.28

47.50 月分 59.28 47.50

30.55

33.50 月分 41.34 33.50 41.34

23.50 月分 30.55 23.50

小千谷市 国

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　自己都合　     勧奨・定年

1,529 1,738

3.00 1.50 - -

小千谷市 一般行政職・団体平均等

1人当たり平均支給額（19年度） 1人当たり平均支給額（19年度）

327,755 490,733

団 体 平 均 44.0 363,579 571,152

小 千 谷 市 44.6

5,914

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

一人当たり給与費

　　　　　　　　千円 千円 千円

計　　　Ｂ 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

6,882

　　　　　人　　　　　　　　　千円 　　　　　　千円 　　　　　　千円

20 74,525 13,187 30,577 118,289

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

12.3

職員数 給  与  費 一人当たり給与費 類似団体平均

19年度
％

1,213,413 220,371 150,064 12.4

　　　　千円 千円 千円

18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

9



ウ　特殊勤務手当（20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

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

オ　その他の手当（20年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

円

④ ④ ④ ④ 定員適正化計画定員適正化計画定員適正化計画定員適正化計画のののの数値目標及数値目標及数値目標及数値目標及びびびび進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要
     →別紙「小千谷市職員の給与・定員管理などについて」6を参照

619 千円 154,739

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 1,412 千円 70,610

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

412 千円 412,032

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 1,320 千円 77,667

管理職手当
行(一)4級～6級職員(副参事を除く)
月額22,200円～41,600円 異 支給区分等

738 千円 147,600

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 551 千円 45,900

住居手当
持ち家　　　　　　　  　　　　2,500円
借家は家賃に応じ　最高27,000円 同

（19年度決算） （19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 3,119 千円 259,917

内容及び支給単価
支給職員1人当たり

支給実績 平均支給年額
国の制度
との異動

国の制度と
異なる内容

支給実績（18年度決算） 8,201

支給職員1人当たり平均支給年額（18年度決算） 432

手　当　名

支給実績（19年度決算） 4,048

支給職員1人当たり平均支給年額（19年度決算） 213

徴収手当 ガス水道局 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（19年度） 35.0

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（19年度決算） 18

支給職員1人当たり平均支給年額（19年度決算） 2,571

10



　((((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20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（（（（20202020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　基本給は給与に扶養手当を加えた額です。  

　　　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　

（20年度支給割合） （20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（20年4月1日現在）

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　）- )

１人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）　退職手当の1人当たり平均支給額は、19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。

　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

％

22.1

（　-　） （　-　）

115,580 5,779

計　　　Ｂ

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％

- 千円 20,635

59.28

59.28 月分 59.28 59.28 59.28

47.50 月分 59.28 47.50

30.55

33.50 月分 41.34 33.50 41.34

23.50 月分 30.55 23.50

小千谷市 国

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　自己都合　     勧奨・定年

1,466 1,792

3.00 1.50 - -

小千谷市 一般行政職・団体平均等

１人当たり平均支給額（19年度） １人当たり平均支給額（19年度）

団 体 平 均 45.5 374,552 571,242

小 千 谷 市 44.6 305,275 466,296

6,874

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

20 72,123 14,145 29,312

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

21.4

職員数 給  与  費 一人当たり給与費 類似団体平均

691,998 105,597 152,855
19年度

　　　　千円 千円 千円

18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
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ウ　特殊勤務手当（20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

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

オ　その他の手当（20年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

円

④ ④ ④ ④ 定員適正化計画定員適正化計画定員適正化計画定員適正化計画のののの数値目標及数値目標及数値目標及数値目標及びびびび進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要
     →別紙「小千谷市職員の給与・定員管理などについて」6を参照

1,336 千円 148,398

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 1,484 千円 74,213

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

297 千円 296,568

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 2,985 千円 165,808

管理職手当
行(一)4級～6級職員(副参事を除く)
月額22,200円～41,600円 異 支給区分等

708 千円 177,000

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 418 千円 34,800

住居手当
持ち家　　　　　　　  　　　　2,500円
借家は家賃に応じ　最高27,000円 同

（19年度決算） （19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 3,006 千円 214,714

内容及び支給単価
支給職員１人当たり

支給実績 平均支給年額
国の制度
との異動

国の制度と
異なる内容

支給実績（18年度決算） 9,305

支給職員1人当たり平均支給年額（18年度決算） 465

手　当　名

支給実績（19年度決算） 3,089

支給職員1人当たり平均支給年額（19年度決算） 172

徴収手当 ガス水道局 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（19年度） 20.0

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（19年度決算） 13

支給職員1人当たり平均支給年額（19年度決算） 3,300
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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20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（（（（20202020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　基本給は給与に扶養手当を加えた額です。  

　　　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　

（19年度支給割合） （19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（20年4月1日現在）

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　）- )

１人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）　退職手当の1人当たり平均支給額は、19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。

1,853 1,774

3.00 1.50 - -

（　-　） （　-　）

7,147

13.9

18年度の総費用に占

める職員給与費比率

総費用に占める

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％

- 千円 -

59.28

59.28 月分 59.28 59.28 59.28

47.50 月分 59.28 47.50

30.55

33.50 月分 41.34 33.50 41.34

23.50 月分 30.55 23.50

小千谷市 国

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　自己都合　     勧奨・定年

小千谷市 一般行政職・団体平均等

１人当たり平均支給額（19年度） １人当たり平均支給額（19年度）

375,650 567,695

団 体 平 均 45.2 369,079 567,700

小 千 谷 市 53.2

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

一人当たり給与費

　　　　　　　　千円 千円 千円

計　　　Ｂ 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

6,783

　　　　　人　　　　　　　　　千円 　　　　　　千円 　　　　　　千円

4 17,541 3,637 7,411 28,589

　　　　　　Ａ 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

19年度
％

251,001 55,283 36,368 14.5

　　　　千円 千円 千円

職員給与費比率

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ

区分

総費用 純損益又は 職員給与費

実質収支

13



ウ　特殊勤務手当（20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

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

オ　その他の手当（20年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

円

④ ④ ④ ④ 定員適正化計画定員適正化計画定員適正化計画定員適正化計画のののの数値目標及数値目標及数値目標及数値目標及びびびび進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況

　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要
     →別紙「小千谷市職員の給与・定員管理などについて」6を参照

356 千円 89,000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

877 千円 292,465

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 347 千円 173,307

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

78 千円 78,000

管理職手当
行(一)4級～6級職員(副参事を除く)
月額22,200円～41,600円 異 支給区分等 535 千円 535,200

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

582 千円 145,500

住居手当
持ち家　　　　　　　  　　　　2,500円
借家は家賃に応じ　最高27,000円 同 187 千円 93,250

扶養手当
配偶者　 　　　   　         13,000円
子供など　　　 6,500円～16,000円 同

手　当　名 支給実績 平均支給年額内容及び支給単価
国の制度
との異動

国の制度と
異なる内容

（19年度決算） （19年度決算）

支給職員1人当たり平均支給年額（18年度決算） 260

支給職員1人当たり

支給職員1人当たり平均支給年額（19年度決算） 225

支給実績（18年度決算） 1,560

職員全体に占める手当支給職員の割合（19年度） 0.0

手当の種類（手当数）

支給実績（19年度決算） 675

支給実績（19年度決算） 0

支給職員1人当たり平均支給年額（19年度決算） 0
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