
7　公営企業職員の状況 (1)　ガス事業① 職員給与費の状況　　決算 （参考）
（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費14,782千円を含まない。
（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ない。② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成27年4月1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 職員の手当の状況 ア　期末手当・勤勉手当 千円　 千円　（26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（注）（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。イ　退職手当（平成27年4月1日現在）（支給率）勤続20年 月分勤続25年 月分勤続35年 月分最高限度額 月分その他の加算措置（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）- )定年前早期退職特例措置2～20％41.325 月分 49.5949.59 月分 34.55825月分 49.59自己都合 応募認定・定年月分 25.5562520.445

（1.45） （0.70）役職加算　　 5～15％管理職加算　10～15％ 小千谷市 一般行政職・団体平均等

1人当たり平均支給額（26年度） 1人当たり平均支給額（26年度）1,314 1,5082.60 1.50

団 体 平 均 44.0 355,591 536,750
小千谷市 一般行政職・団体平均等

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額小 千 谷 市 45.3 328,656 471,014
千円16 58,761 10,540 21,026 90,327 5,645 6,485　　　　　人　　　　　　　　　千円　　　　　　千円　　　　　　千円　　　　　　　　千円 千円 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8.0 7.8区分 職員数 給  与  費 一人当たり給与費

B/A める職員給与費比率26年度 　　　　千円 千円 千円 ％ ％1,690,127 △ 20,810
総費用に占める実質収支 職員給与費比率 25年度の総費用に占

29.145

区分 総費用 純損益又は 職員給与費A B134,694
26年度
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千円（注）退職手当の1人当たり平均支給額は、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。ウ　地域手当小千谷市は、国の支給対象地域に該当しないため、支給していません。エ　特殊勤務手当（平成27年4月1日現在） 千円　円　％
オ　時間外勤務手当 千円千円千円千円（注）1　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。　　　2　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月　　　　１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を　　　　除く。）であり、短時間勤務職員を含む。カ　その他の手当（平成27年4月1日現在） 円円円円円円円181,281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 1,191 千円 74,463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 906 千円管理職手当 行政職4級～6級職員(副参事を除く)月額22,200円～41,600円 同 777 137,275千円同 2,059 千円 49,057324,000扶養手当 配偶者　 　　　         13,000円子供など　　　 6,500円～16,000円

千円 388,656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2,000～31,600円 同 343住居手当 借家等　家賃に応じ最高27,000円 同 324 千円同 2,479 千円 支給職員1人当たり平均支給年額（26年度決算）225,318支給実績（26年度決算）
支給職員1人当たり平均支給年額（25年度決算） 255
手　当　名 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

支給実績（26年度決算） 4,789支給職員1人当たり平均支給年額（26年度決算） 319支給実績（25年度決算） 4,399
（26年度決算） する支給単価徴収手当 0 千円 日額　400円ガス水道局 料金徴収業務手当の種類（手当数）手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 左記職員に対1支給実績（26年度決算）支給職員1人当たり平均支給年額（26年度決算）職員全体に占める手当支給職員の割合（26年度） 000.0

1人当たり平均支給額 16,974 千円 - 1人当たり平均支給額 6,270 千円
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　(2)　水道事業① 職員給与費の状況　　決算 （参考） ％（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費22,543千円を含まない。
（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27年3月31日現在の人数です。② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成27年4月1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 職員の手当の状況 ア　期末手当・勤勉手当 千円　 千円　（26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（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。イ　退職手当（平成27年4月1日現在）（支給率）勤続20年 月分勤続25年 月分勤続35年 月分最高限度額 月分その他の加算措置（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、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。千円1人当たり平均支給額 - 千円 20,074 1人当たり平均支給額 15,286月分 49.59定年前早期退職特例措置2～20％月分 34.55825月分 49.59自己都合 応募認定・定年月分 25.55625

（　-　） （　-　）役職加算　　 5～15％管理職加算　10～15％ 小千谷市 一般行政職・団体平均等

１人当たり平均支給額（26年度） １人当たり平均支給額（26年度）1,325 1,4842.60 1.50

団 体 平 均 44.9 348,021 517,229
小千谷市 一般行政職・団体平均等

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額小 千 谷 市 40.2 274,144 419,778
千円18 64,511 11,744 23,854 100,109 5,562 6,219計　　B B/A 一人当たり給与費26年度　　　　　人　　　　　　　　　千円　　　　　　千円　　　　　　千円　　　　　　　　千円 千円

23.6区分 職員数 給  与  費 一人当たり給与費 類似団体平均A 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当
26年度 　　　　千円 千円 千円 ％812,036 56,185 164,904 20.3 25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

20.44529.14541.32549.59
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ウ　地域手当小千谷市は、国の支給対象地域に該当しないため、支給していません。エ　特殊勤務手当（平成27年4月１日現在） 千円　円　％
オ　時間外勤務手当 千円千円千円千円（注）1　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。　　　2　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月　　　　１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を　　　　除く。）であり、短時間勤務職員を含む。カ　その他の手当（平成27年4月1日現在） 円円円円円円円175,267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 1,255 千円 69,744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 1,402 千円管理職手当 行政職4級～6級職員(副参事を除く)月額22,200円～41,600円 同 286 185,939千円同 3,161 千円 44,4000扶養手当 配偶者　 　　  　       13,000円子供など　　　 6,500円～16,000円

千円 285,600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2,000～31,600円 同 533住居手当 借家等　家賃に応じ最高27,000円 同 0 千円同 2,453 千円 支給職員1人当たり平均支給年額（26年度決算）245,300支給実績（26年度決算）
支給職員1人当たり平均支給年額（25年度決算） 399
手　当　名 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

支給実績（26年度決算） 5,809支給職員1人当たり平均支給年額（26年度決算） 342支給実績（25年度決算） 6,402
（26年度決算） する支給単価徴収手当 6 千円 日額　400円ガス水道局 料金徴収業務手当の種類（手当数）手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 左記職員に対1支給実績（26年度決算）支給職員1人当たり平均支給年額（26年度決算）職員全体に占める手当支給職員の割合（26年度） 63,00011.1
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　(3)　工業用水道事業① 職員給与費の状況　　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27年3月31日現在の人数です。② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成27年4月1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 職員の手当の状況 ア　期末手当・勤勉手当 千円　 千円　（26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（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。イ　退職手当（平成27年4月1日現在）（支給率）勤続20年 月分勤続25年 月分勤続35年 月分最高限度額 月分その他の加算措置（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、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。定年前早期退職特例措置2～20％1人当たり平均支給額 - 千円 - 1人当たり平均支給額 5,979 千円41.325 月分 49.5949.59 月分 34.55825月分 49.59自己都合 応募認定・定年月分 25.55625

（　-　） （　-　）役職加算　　 5～15％管理職加算　10～15％ 小千谷市 一般行政職・団体平均等

１人当たり平均支給額（26年度） １人当たり平均支給額（26年度）1,033 1,4582.60 1.50

団 体 平 均 43.4 345,522 519,450
小千谷市 一般行政職・団体平均等

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額小 千 谷 市 48.8 302,075 407,317
千円4 11,752 2,073 4,133 17,958 4,490 6,194計　　B B/A 一人当たり給与費26年度　　　　　人　　　　　　　　　千円　　　　　　千円　　　　　　千円　　　　　　　　千円 千円13.5区分 職員数 給  与  費 一人当たり給与費 類似団体平均A 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当26年度 　　　　千円 千円 千円 ％239,777 37,835 25,389 10.6 25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

20.44529.145
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ウ　地域手当小千谷市は、国の支給対象地域に該当しないため、支給していません。エ　特殊勤務手当（平成27年4月1日現在） 千円　円　％
オ　時間外勤務手当 千円千円千円千円（注）1　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。　　　2　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月　　　　１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を　　　　除く。）であり、短時間勤務職員を含む。カ　その他の手当（平成27年4月1日現在） 円円円円円円円53,400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 214 千円 179,245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 317 千円 158,733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 717 千円 78,000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2,000～31,600円 同 234 千円 156,000住居手当 借家等　家賃に応じ最高27,000円 同 324 千円 324,000配偶者　 　　　         13,000円子供など　　　 6,500円～16,000円 平均支給年額（26年度決算）同 156 千円扶養手当 支給実績（26年度決算） 支給職員1人当たり

支給職員1人当たり平均支給年額（25年度決算） 189
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手　当　名

支給実績（26年度決算） 828支給職員1人当たり平均支給年額（26年度決算） 207支給実績（25年度決算） 756
（26年度決算） する支給単価徴収手当 0 千円 日額　400円ガス水道局 料金徴収業務手当の種類（手当数）手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 左記職員に対1支給実績（26年度決算）支給職員1人当たり平均支給年額（26年度決算）職員全体に占める手当支給職員の割合（26年度） 0.000
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　(4)　下水道事業① 職員給与費の状況　　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27年3月31日現在の人数です。② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成27年4月1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 職員の手当の状況 ア　期末手当・勤勉手当 千円　 千円　（26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（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。イ　退職手当（平成27年4月1日現在）（支給率）勤続20年 月分勤続25年 月分勤続35年 月分最高限度額 月分その他の加算措置（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、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。千円1人当たり平均支給額 - 千円 19,692 1人当たり平均支給額 9,151月分 49.59定年前早期退職特例措置2～20％月分 34.55825月分 49.59自己都合 応募認定・定年月分 25.55625

（　-　） （　-　）役職加算　　 5～15％管理職加算　10～15％ 小千谷市 一般行政職・団体平均等

１人当たり平均支給額（26年度） １人当たり平均支給額（26年度）1,288 1,4682.60 1.50

団 体 平 均 43.9 346,189 515,436
小千谷市 一般行政職・団体平均等

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額小 千 谷 市 39.8 300,250 452,045
千円6 21,585 3,879 7,726 33,190 5,532 6,190計　　B B/A 一人当たり給与費26年度　　　　　人　　　　　　　　　千円　　　　　　千円　　　　　　千円　　　　　　　　千円 千円4.5区分 職員数 給  与  費 一人当たり給与費 類似団体平均A 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当26年度 　　　　千円 千円 千円 ％1,381,409 505,933 65,947 4.8 25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

20.44529.14541.32549.59
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ウ　地域手当小千谷市は、国の支給対象地域に該当しないため、支給していません。エ　特殊勤務手当（平成27年4月1日現在） 千円　円　％
オ　時間外勤務手当 千円千円千円千円（注）1　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。　　　2　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月　　　　１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を　　　　除く。）であり、短時間勤務職員を含む。カ　その他の手当（平成27年4月1日現在） 円円円円円円円73,967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 444 千円 0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 12 千円 20,500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 266 千円 266,400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2,000～31,600円 同 82 千円 190,500住居手当 借家等　家賃に応じ最高27,000円 同 135 千円 135,000配偶者　 　　　         13,000円子供など　　　 6,500円～16,000円 平均支給年額（26年度決算）同 762 千円扶養手当 支給実績（26年度決算） 支給職員1人当たり

支給職員1人当たり平均支給年額（25年度決算） 652
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手　当　名

支給実績（26年度決算） 2,154支給職員1人当たり平均支給年額（26年度決算） 431支給実績（25年度決算） 3,259
（26年度決算） する支給単価徴収手当 36 千円 日額　400円ガス水道局 料金徴収業務手当の種類（手当数）手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 左記職員に対1支給実績（26年度決算）支給職員1人当たり平均支給年額（26年度決算）職員全体に占める手当支給職員の割合（26年度） 33.318,20036
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