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４ 職員の手当の状況 

（１）期末手当・勤勉手当 

 民間企業のボーナスに当たるもので，職員の給料や勤務成績などに応じて支給されます。 

仙台市 宮城県  国  

１人当たり平均支給額（28年度） 

1,641千円 

１人当たり平均支給額（28年度） 

1,735千円 
－ 

（28年度支給割合） 

期末手当 勤勉手当 

2.60月分 1.70月分 

(1.45)月分 (0.80)月分 
 

（28年度支給割合） 

 

仙台市と同じ 

（28年度支給割合） 

 

仙台市と同じ 

（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％ 

・管理職加算 8～25％ 

（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％ 

・管理職加算 15～25％ 

（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％ 

・管理職加算 10～25％ 

（注） （ ）内は，再任用職員に係る支給割合です。 

 

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（仙台市） 

平成 29年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ．人事評価を活用している ○  

 

活用している成績率 
支給可能な

成績率 

支給実績が

ある成績率 

支給可能な

成績率 

支給実績が

ある成績率 

上位、標準、下位の成績率 ○      

上位、標準の成績率 
 

○     

標準、下位の成績率       

標準の成績率のみ（一律）     

ロ．人事評価を活用していない  ○ 

 活用予定時期  平成 31年度６月期 
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（２）退職手当（平成 29年 4月 1日現在） 

退職日の給料月額に，退職事由と勤続年数に応じた支給率を乗じて計算されます。 

仙台市 国 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年 

勤続 20年 20.445月分 25.55625月分 勤続 20年 20.445月分 25.55625月分 

勤続 25年 29.145月分 34.5825月分 勤続 25年 29.145月分 34.5825月分 

勤続 35年 41.325月分 49.59月分 勤続 35年 41.325月分 49.59月分 

最高限度額 49.59月分 49.59月分 最高限度額 49.59月分 49.59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） 

（その他の加算措置） 

・定年前早期退職特例措置（2～45％加算） 

（１人当たり平均支給額）  

－  自己都合 勧奨・定年 

 2,521千円 22,793千円 

（注） 退職手当の 1人当たり平均支給額は，前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。 

  

 

（３）地域手当（平成 29年 4月 1日現在） 

 地域の民間賃金水準をより的確に反映するために，勤務地により異なる割合で支給されます。 

支給実績（28年度決算） 1,827,306千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 261,305円 

 

支給対象地域 支給率 
支給対象 

職員数 

国の制度 

（支給率） 

医療職給料表（一）の適用を受ける職員 16％ 11人 16％ 

特別区の区域に在勤する職員 18％ 12人 20％ 

特別区の区域以外の東京都の区域に在勤する職員 12％ 0人 3～16％ 

京都市および神戸市の区域に在勤する職員  10％ 0人 10％ 

上記以外の職員  6％ 11,758人 6％ 

 

地域手当補正後のラスパイレス指数 102.9 

ラスパイレス指数 102.9 

 （注）１ 地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を

比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。 

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給

率）により算出。） 

２ 支給対象地域を仙台市とした場合で算出。 
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（４）特殊勤務手当（平成 29年 4月 1日現在） 

著しく危険，不快，不健康又は困難な勤務等，給与上特別の考慮を必要とするものについて支給されます。 

区分 全職種 

支給実績（28年度決算） 159,136千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額（28年度決算） 97,749円 

職員全体に占める手当支給職員の割合 28年度   23.3％ 

手当の種類（手当数） 15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 

（28年度決算） 

左記職員に対する支給

割合 

高圧電気取扱手当 
職員が自家用電気工作物の点検業務に従事し

たとき 
67千円  日額 200円 

用地取得等折衝業務手当 職員が，用地の取得交渉等について最初の説

明から一月を経過した日以後に行われる用地

買収交渉等のため外勤業務に従事したとき 

59千円 日額 400円 

滞納処分等業務手当 職員が，市税等に係る滞納処分，相談等のた

め外勤業務に従事したとき 
54千円 日額 400円 

職員が，市民税等に係る申告を行わなかった

者等に対する調査，指導等のため外勤業務に

従事したとき 

0千円 日額 400円 

保健福祉業務手当 職員が，保健若しくは福祉に関する相談・指

導のための外勤業務又は措置入院等の立会

い，移送等の業務に従事したとき 

7,625千円 日額 400円・800円 

児童相談所保護支援課一時保護係に勤務する

職員が，児童の生活指導・学習指導業務等に

従事したとき 

1,655千円 日額 500円 

職員が，児童等の虐待防止，配偶者等に対す

る暴力的行為等の相談のため外勤業務に従事

したとき 

818千円 日額 500円 

職員が，行旅死亡人等に係る死体取扱業務又

は行旅病人取扱業務に従事したとき 
15千円 

1回につき 1,500円・

800円 

動物管理センターに勤務する職員が，野犬等

捕獲業務・野犬等処分業務に従事したとき 
16千円 日額 400円・200円 

食肉衛生検査所に勤務する職員が，と畜検査

業務に従事したとき 
3,045千円 日額 800円 

職員が，悪臭検査等で現場における業務に従

事したとき 
13千円 日額 400円 

職員が，感染症等が発生し，又は発生するお

それがある場合に，感染症の患者等の現地調

査業務等に従事したとき 

602千円 日額 500円・300円 
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衛生研究所に勤務する職員等が，結核等の検

査のうち，安全実験室を使用する検査等に従

事したとき 

617千円 日額 400円・200円 

環境業務手当 職員が，ごみ収集自動車運転業務等のための

外勤業務に従事したとき 
1,453千円 日額 400円・200円 

環境局施設課に勤務する職員が，焼却炉等に

おいて，検査のための検体採集等の業務に従

事したとき 

159千円 日額 500円 

職員が，焼却炉等の炉室内の業務等に従事し

たとき 
4,951千円 日額 200円～600円 

職員が，野生鳥獣の捕獲業務又は運搬業務に

従事したとき 
25千円 日額 300円 

食肉市場手当 食肉市場に勤務する職員が，施設の点検管理

等の業務に従事したとき 
59千円 日額 300円 

下水道業務手当 職員が，汚水の採水業務等に従事したとき 5,429千円 日額 300円・500円 

動物公園手当 八木山動物公園に勤務する職員が，動物飼育

業務に従事したとき 
4,966千円 日額 600円 

消防手当 消防局に勤務する職員（消防士等） 59,595千円 日額 200円～5,500円 

特別支援学校手当 鶴谷特別支援学校に勤務する職員が，介助業

務に従事したとき 
114千円 日額 300円 

教員特殊業務手当 市立高等学校，市立中等教育学校及び市立幼

稚園に勤務する教諭等が，修学旅行等に伴う

引率・指導業務，休日の部活動指導業務，入

学者選抜業務等に従事したとき 

50,789千円 
日額 200円～4,800円 

１時間につき 2,800円 

断続的業務手当 児童相談所に勤務する職員が，宿泊して行う

定期的な巡視，非常事態の発生に対処するた

めの準備等を目的とする業務に従事したとき 

3,445千円 1回につき 5,300円 

強制執行手当 職員が，土地又は建物に対する代執行その他

の強制執行に係る外勤業務に従事したとき 
2千円 日額 300円 

高所・深所業務手当 職員が，地上 10メートル以上又は地下２メー

トル以上における業務に従事したとき 
46千円 日額 300円 

被災地派遣救援活動にかか

る特殊勤務手当 

平成 28年熊本地震被災地及び平成 28年台風

10号被災地に救援活動のために派遣されたと

き 

13,878千円 
現地での活動日数に応

じ 30,000～50,000円 
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（５）時間外勤務手当 

 正規の勤務時間以外に勤務した職員に対し，1時間当たりの給与額の 125／100～135／100の割合で，勤務時間数に応じて

支給されます。 

支給実績（28年度決算） 3,508,641千円 

職員 1人当たり平均支給年額（28年度決算） 587千円 

支給実績（27年度決算） 3,877,977千円 

職員 1人当たり平均支給年額（27年度決算） 644千円 

（注） 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みます。 

 

 

（６）その他の手当（平成 29年 4月 1日現在） 

手当名 内容及び支給単価 
国の制度

との同異 

国の制度と 

異なる内容 

支給実績 

（28年度決算） 

支給職員 1人当

たり平均支給年

額（28年度決算） 

給料の特別調整

額 

管理又は監督の地位にある職員に対し

て，43,600 円～146,400 円を支給（月

額） 

異なる 支給対象及

び支給額が

異なる。 

713,198千円 962,480円 

初任給調整手当 医師・歯科医師，保健師に対して，一定

期間1,000円～216,000円を支給（月額） 

異なる 支給対象及

び支給額が

異なる。 

17,341千円 304,228円 

扶養手当 扶養親族 1 人につき 5,000 円～13,500

円を支給（月額） 

異なる 支給額が異

なる。 
739,907千円 238,372円 

住居手当 借家等に居住する職員に対して，27,600

円を限度に支給（月額） 

異なる 支給要件及

び支給額が

異なる。 

564,364千円 315,287円 

通勤手当 通勤のため交通機関等を利用する職員

に対して，1ヶ月に要する運賃等の額に

応じて 55,000円を限度に支給（月額） 

通勤のため交通用具を使用する職員に

対して，距離に応じて 5,000円～25,500

円を支給（月額） 

異なる 支給要件及

び支給額が

異なる。 
823,943千円 126,333円 

単身赴任手当 遠隔地への異動に伴い単身赴任する職

員に対して，30,000 円～100,000 円を

支給（月額） 

同じ 

 5,232千円 475,636円 

休日給 休日に正規の勤務時間中に勤務する場

合に，1 時間あたりの給与額の 135／

100を勤務時間数に応じて支給 

同じ 

 439,234千円 73,450円 



13 

夜勤手当 正規の勤務時間として 22時から翌 5時

までの間に勤務する場合に，1時間あた

りの給与額の 25／100 を勤務時間数に

応じて支給 

同じ 

 88.987千円 14,233円 

管理職員特別勤

務手当 

管理職員が週休日又は休日に 2 時間以

上勤務した場合もしくは深夜帯（0時~2

時）に勤務した場合に，1 勤務当たり

2,000円～18,000円を支給 

異なる 支給額が異

なる。 
8,626千円 11,641円 

義務教育等教員

特別手当 

市立学校に勤務する教諭等に対して，

1,000円～8,000円を支給（月額） 

 
19,005千円 68,118円 

産業教育手当 工業に係る実習科目を主として担任す

る教員に対して，8,000円～31,000円を

支給（月額） 

15,273千円 299,471円 

定時制通信教育

手当 

本務として定時制教育に従事する教諭

等に対して，12,000円～26,000円を支

給（月額） 

18,726千円 312,100円 

 

 


