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７ 公営企業職員の状況 

（１）水道事業会計（水道局） 

①職員給与費の状況 

決算 

区分 
総費用 

A 

純損益 

又は実質収支 

職員給与費 

B 

総費用に占める職

員給与費比率 

B／A 

（参考）27 年度の総

費用に占める職員給

与費比率 

28 年度 25,941,254 千円 1,988,903 千円 3,321,860 千円 12.8％ 12.0％ 

（注）B には資本勘定支弁職員に係る職員給与費 549,758 千円を含みません。 

 

区分 
職員数 

A 

給与費 １人当たり 

給与費B／A 

 

 

 

（参考）政令市平均 

一人当たり給与費 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

28 年度 408 

人 

1,684,720 

千円 

527,173 

千円 

736,355 

千円 

2,948,248 

千円 

7,227 

千円 

6,758 千円 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。 

２ 職員数は，平成 29 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 29 年 4 月 1 日現在） 

区分 平均年齢 基本給 平均月収額 

仙台市（水道局） 44.1 歳 371,653 円 593,364 円 

政令市平均（水道事業） 45.2 歳 370,063 円 562,487 円 

（注） 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 

仙台市（水道局） 仙台市（一般行政職） 

１人当たり平均支給額（28 年度） 

1,711 千円 

１人当たり平均支給額（28 年度） 

1,641 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） 

 

左記に同じ 

（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 8～20％ 

（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％ 

（注） （ ）内は，再任用職員に係る支給割合です。 
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イ 退職手当（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

仙台市（水道局） 仙台市（一般行政職） 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 

 

左記に同じ 

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 35 年 41.325 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） 

左記に同じ 

（１人当たり平均支給額）  （１人当たり平均支給額）  

   自己都合 勧奨・定年  自己都合 勧奨・定年 

  0 千円 22,269 千円  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，28 年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

ウ 地域手当（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（28 年度決算） 106,200 千円 

支給対象職員１人当たり平均支給年額（28 年度決算） 260,934 円 

 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 
一般行政職の制度 

（支給率） 

特別区の区域に在勤する職員 18％ 0 人 18％ 

埼玉県和光市に在勤する職員 15％ 1 人 － 

上記以外の職員 6％ 406 人 6％ 

 

エ 特殊勤務手当（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

区分 全職種 

支給実績（28 年度決算） 6,892 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（28 年度決算） 30,228 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（28 年度） 56.02 ％ 

手当の種類（手当数） 8 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

単価 

交替制勤務手当 浄水場において交替制の夜間勤務（午後 4 時 30 分～

午前 9 時）に従事したとき 

4,458 千円 1 回につき 1,500 円 
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交渉等外勤業務

手当 

 

 

 

水道料金等の徴収，滞納整理若しくは給水停水処分の

外勤業務又は用地買収交渉若しくは移転補償交渉のた

め外勤業務（用地の取得等又は損失の補償に関する計

画についてその権利者等に対して最初の説明を行った

日以後継続的に行われ，当該説明を行った日から起算

して一月を経過した日においてなお終了していない一

連の交渉業務のうち当該一月を経過した日以後に行わ

れるものに限る。）に従事したとき 

12 千円 日額 400 円 

特殊清掃等業務

手当 

浄水場の沈殿池，ろ過池，排水池，排泥池及び濃縮槽

において汚泥等の排出を伴う清掃作業に直接従事した

とき 

105 千円 日額 300 円 

取水口に堆積した土砂，竹木その他の流下物を排除す

るため，水中において行う作業に従事したとき 

2 千円 日額 200 円 

危険作業手当 地表面から作業面までの距離が 2 メートル以上のマン

ホール内等での業務（酸欠の恐れがあり，強制換気を

しながら作業を行う場合に限る。）又は地上 10 メート

ル以上における次の業務（転落防止の柵が設置されて

いない等，作業中に落下の危険がある場合に限る。）に

従事したとき 

ア 水道施設又は無線通信設備の工事又は維持管理に

係る業務 

イ 高置水槽の点検又は清掃の業務 

0 千円 日額 300 円 

高圧電気設備（電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）

第 38 条第 4 項に規定する自家用電気工作物に限る。）

の点検業務（点検立会い及び目視点検を除く。）又は七

北田ダムの湖岸における採水業務に従事したとき 

15 千円 日額 200 円 

残留塩素測定作

業手当 

残留塩素測定業務に毎日従事する職員 360 千円 月額 3,000 円 

活性炭投入手当 粉末活性炭の投入業務に従事したとき 0 千円 日額 400 円 

出動手当 正規の勤務時間以外の時間に水道施設に関わる突発事

故へ対応のため，自宅（帰宅している状態をいう。）か

ら出動し業務に従事したとき及び緊急出動に係る連絡

調整を行ったとき 

368 千円 

 

1 回につき 1,500 円 

待機手当 

 

午後 10 時から午前 6 時までの間の深夜作業に従事す

る際に，勤務時間終了時から深夜作業を命ぜられてい

る時間までの間，待機していた場合(ただし，午後 5 時

から午後 9 時までの間に 2 時間を超える超過勤務を行

った場合は支給しない) 

1,575 千円 1 回 1,500 円(ただし，

午後 5 時から午後 9 時

までの間に 2 時間以下

の超過勤務を行った場

合は 1 回 750 円) 
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オ 時間外勤務手当 

支給実績（28 年度決算） 227,909 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（28 年度決算） 598 千円 

支給実績（27 年度決算） 233,800 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（27 年度決算） 612 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（28 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

務職員を含みます。 

 

カ 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 

一般行政

職の制度

との同異 

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， 70,800

円～115,000 円を支給（月額） 

同じ 26,357 千円 976,185 円 

扶養手当 扶養親族 1 人につき 6,000 円～17,000 円を支給（月

額） 

同じ 62,182 千円 252,772 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） 

同じ 31,726 千円 317,260 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） 

同じ 50,779 千円 130,537 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，

26,000 円～84,000 円を支給（月額） 

同じ 1,368 千円 456,000 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 19,395 千円 103,165 円 

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 12,166 千円 178,912 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~5 時）に勤務した場合に，

1 勤務あたり 2,000 円～18,000 円を支給 

同じ 169 千円 28,167 円 
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（２）自動車運送事業会計（交通局） 

①職員給与費の状況 

決算 

区分 
総費用 

A 

純損益 

又は実質収支 

職員給与費 

B 

総費用に占める職

員給与費比率 

B／A 

（参考）27 年度の総

費用に占める職員給

与費比率 

28 年度 10,747,012 千円 ▲860,399 千円 4,003,022 千円 37.2％ 38.5％ 

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費はありません。 

 

区分 
職員数 

A 

給与費 １人当たり 

給与費B／A 

 

 

 

（参考）政令市平均 

一人当たり給与費 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

28 年度 365 

人 

1,541,131 

千円 

555,706 

千円 

615,388 

千円 

2,712,225 

千円 

7,431 

千円 

7,277 

千円 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。 

２ 職員数は，平成 29 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 29 年 4 月 1 日現在） 

区分 平均年齢 基本給 平均月収額 

仙台市（交通局 自動車運送事業） 52.3 歳 358,071 円 589,200 円 

政令市平均（バス事業） 48.0 歳 352,112 円 597,040 円 

（注） 平均月収額には，期末・勤勉手当等を含みます。 

 

 （うちバス事業運転手） 

区分 

公務員 民 間 参考 

平均年齢 職員数 基本給 
平均月収額 

（A） 

対応する民間 

の類似職種 
平均年齢 

平均月収額 

（B） 
A／B 

仙台市交通局 53.4 歳 255 人 349,023 円 542,595 円 
営業用バス 

運転手 
48.0 歳 304,800 円 1.78 

（注）１ 平均月収額には，期末・勤勉手当（民間は年間賞与）等を含みます。 

   ２ 民間の類似職種との比較にあたり，年齢，業務内容，雇用形態等の点において完全に一致しているものではあり

ません。 

３ 民間データは，賃金構造基本統計調査において公表されている宮城県の平均値のデータを使用しています。（平成

26 年～28 年の３ヵ年平均） 

    

区分 

参考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員 

（C） 

民 間 

（D） 
C／D 

仙台市交通局 6,511,140 円 3,657,600 円 1.78 

（注） 年収ベースの「仙台市（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは，それぞれ平均月収額を 12 倍した試算値です。 
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③職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

仙台市（交通局 自動車運送事業） 仙台市（一般行政職） 

１人当たり平均支給額（28 年度） 

1,434 千円 

１人当たり平均支給額（28 年度） 

1,641 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） 

 

左記に同じ 

（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 8～20％ 

（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％ 

（注） （ ）内は，再任用職員に係る支給割合です。 

 

イ 退職手当（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

仙台市（交通局 自動車運送事業） 仙台市（一般行政職） 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 

 

左記に同じ 

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 35 年 41.325 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） 

左記に同じ 

（１人当たり平均支給額）  （１人当たり平均支給額）  

 自己都合 勧奨・定年  自己都合 勧奨・定年 

 11,437 千円 19,403 千円  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，28 年度に退職した職員に支給された平均額です。
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ウ 地域手当（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（28 年度決算） 96,608 千円 

支給対象職員１人当たり平均支給年額（28 年度決算） 225,824 円 

 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 
一般行政職の制度 

（支給率） 

特別区の区域に在勤する職員 18％ 0 人 18％ 

上記以外の職員 6％ 356 人 6％ 

 

エ 特殊勤務手当（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

区分 全職種 

支給実績（28 年度決算） 3,837 円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（28 年度決算） 12,604 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（28 年度） 70.9％ 

手当の種類（手当数） 3 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

給単価 

第一種 事故示談交渉

担当職員 

自動車事故において，１月を経過し

た以後の示談の交渉及び見舞いのた

めに外勤したとき 

0 千円 １日につき 350 円 

中休手当 自動車運転手 中休勤務に従事したとき 3,181 千円 １回につき 300 円 

自宅待機手当 自動車運転手 除雪等の緊急対応のため自宅待機を

命じられたとき 

656 千円 １回につき 1,000 円 

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（28 年度決算） 277,338 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（28 年度決算） 674 千円 

支給実績（27 年度決算） 397,545 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（27 年度決算） 898 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（28 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。 
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カ 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 

一般行政

職の制度

との同異 

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，66,300

円～115,000 円を支給（月額） 

同じ 15,924 千円 915,200 円 

扶養手当 扶養親族 1 人につき 6,000 円～17,000 円を支給

（月額） 

同じ 59,033 千円 226,352 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） 

同じ 11,498 千円 283,211 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） 

同じ 45,822 千円 109,622 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 0 千円 0 円 

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 8,664 千円 26,256 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~5 時）に勤務した場合

に，1 勤務あたり 2,000 円～18,000 円を支給 

同じ 165 千円 17,957 円 
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（３）高速鉄道事業会計（交通局） 

①職員給与費の状況 

決算 

区分 
総費用 

A 

純損益 

又は実質収支 

職員給与費 

B 

総費用に占める職

員給与費比率 

B／A 

（参考）26 年度の総

費用に占める職員給

与費比率 

28 年度 27,235,104 千円 ▲2,952,324 千円 3,664,070 千円 13.5％ 18.7％ 

（注）B には資本勘定支弁職員に係る職員給与費 117,736 千円を含みません。 

 

区分 
職員数 

A 

給与費 １人当たり 

給与費B／A 

 

 

 

（参考）政令市平均 

一人当たり給与費 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

28 年度 442 

人 

1,652,389 

千円 

669,090 

千円 

676,666 

千円 

2,998,145

千円 

6,783 

千円 

 

7,439 千円 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。 

２ 職員数は，平成 29 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 29 年 4 月 1 日現在） 

区分 平均年齢 基本給 平均月収額 

仙台市（交通局 高速鉄道事業） 42.9 歳 331,847 円 555,715 円 

政令市平均（鉄道事業） 45.6 歳 369,707 円 617,508 円 

（注） 平均月収額には，期末・勤勉手当等を含みます。 

 

（うち鉄軌道事業運転手） 

区分 

公務員 民 間 参考 

平均年齢 職員数 基本給 
平均月収額 

（A） 

対応する民間 

の類似職種 
平均年齢 

平均月収額 

（B） 
A／B 

仙台市交通局 36.8 歳 90 人 263,001 円 446,081 円 電車運転士 39.5 歳 544,900 円 0.82 

（注）１ 平均月収額には，期末・勤勉手当（民間は年間賞与）等を含みます。 

   ２ 民間の類似職種との比較にあたり，年齢，業務内容，雇用形態等の点において完全に一致しているものではあり

ません。 

   ３ 民間データは，賃金構造基本統計調査において公表されている全国の平均値のデータを使用しています。（平成

26 年～28 年の３ヵ年平均） 

 

区分 

参考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員 

（C） 

民 間 

（D） 
C／D 

仙台市交通局 5,352,972 円 6,538,800 円 0.82 

（注） 年収ベースの「仙台市（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは，それぞれ平均月収額を 12 倍した試算値です。 
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③職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

仙台市（交通局 高速鉄道事業） 仙台市（一般行政職） 

１人当たり平均支給額（28 年度） 

1,464 千円 

１人当たり平均支給額（28 年度） 

1,641 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） 

 

左記に同じ 

（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 8～20％ 

（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％ 

（注） （ ）内は，再任用職員に係る支給割合です。 

 

イ 退職手当（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

仙台市（交通局 高速鉄道事業） 仙台市（一般行政職） 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 

 

左記に同じ 

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 35 年 41.325 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） 

左記に同じ 

（１人当たり平均支給額）  （１人当たり平均支給額）  

 自己都合 勧奨・定年  自己都合 勧奨・定年 

 0 千円 21,861 千円  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，28 年度に退職した職員に支給された平均額です。 
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ウ 地域手当（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（28 年度決算） 105,077 千円 

支給対象職員１人当たり平均支給年額（28 年度決算） 227,340 円 

 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 
一般行政職の制度 

（支給率） 

特別区の区域に在勤する職員 18％ 0 人 18％ 

上記以外の職員 6％ 444 人 6％ 

 

エ 特殊勤務手当（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

区分 全職種 

支給実績（28 年度決算） 577 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（28 年度決算） 6,010 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（28 年度） 20.8％ 

手当の種類（手当数） 4 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

給単価 

第一種 用地交渉担当職員 用地の取得等又は損失の補償に関す

る計画について継続的に説明を行

い，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 

0 千円 １日につき 350 円 

駅務員，運転指令，運

転士 

列車事故により，救護が極めて困難

な状況にある乗客を救護したとき 

0 千円 １回につき 1,000 円 

駅務員，運転指令，施

設・車両・電気保守担

当職員 

１ トンネル内において，著しい騒

音等の作業環境の中業務を行った

とき 

２ 高速鉄道に対するテロ予告によ

り，不審物探索に従事したとき 

３ 不審物を取り扱ったとき 

４ 百二十ガル以上の地震によりト

ンネル内の徒歩巡視に従事したと

き 

0 千円 １日につき 300 円 

第二種 建設現場監督担当職

員 

高所・地下等における建設現場監督

業務に従事したとき 

0 千円 １日につき 300 円 

自宅待機手

当 

施設・車両・電気保守

担当職員 

地下鉄運転士 

除雪等の緊急対応のため自宅待機を

命じられたとき 

577 千円 １回につき 1,000 円 

電気主任技 電気保守担当職員 電気事業法の規定に基づき主任技術 0 千円 月額 5,000 円 
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術者手当 者に選任された場合 

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（28 年度決算） 344,181 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（28 年度決算） 796 千円 

支給実績（27 年度決算） 365,526 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（27 年度決算） 769 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（28 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。 

 

カ 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 

一般行政

職の制度

との同異 

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， 66,300

円～115,000 円を支給（月額） 

同じ 27,504 千円 929,193 円 

扶養手当 扶養親族 1 人につき 6,000 円～17,000 円を支給

（月額） 

同じ 61,665 千円 231,649 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） 

同じ 39,037 千円 294,839 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） 

同じ 53,863 千円 121,586 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 円円を支給（月額） 

同じ 0 千円 0 円 

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 28,914 千円 95,113 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~5 時）に勤務した場合

に，1 勤務あたり 2,000 円～18,000 円を支給 

同じ 143 千円 24,621 円 
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（４）ガス事業会計（ガス局） 

①職員給与費の状況 

決算 

区分 

総費用 

A 

純損益 

又は実質収支 

職員給与費 

B 

総費用に占める職

員給与費比率 

B／A 

（参考）27 年度の総

費用に占める職員給

与費比率 

28 年度 32,282,151 千円 1,777,328 千円 3,718,400 千円 11.5％ 9.4％ 

（注）B には資本勘定支弁職員に係る職員給与費 202,078 千円を含みません。 

 

区分 
職員数 

A 

給与費 １人当たり 

給与費B／A 

 

 

 

 

給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

28 年度 320 

人 

1,378,691 

千円 

561,598 

千円 

567,861 

千円 

2,508,150 

千円 

7,838 

千円 

 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。 

２ 職員数は，平成 29 年 3 月 31 日現在の人数です。 

３ 政令市で該当する団体は本市のみであるため，政令市平均は掲載しておりません。 

 

②職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

区分 平均年齢 基本給 平均月収額 

仙台市（ガス局） 43.2 歳 378,066 円 631,314 円 

（注）１ 平均月収額には，期末・勤勉手当等を含みます。 

２ 政令市で該当する団体は本市のみであるため，政令市平均は掲載しておりません。 

 

③職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

仙台市（ガス局） 仙台市（一般行政職） 

１人当たり平均支給額（28 年度） 

1,627 千円 

１人当たり平均支給額（28 年度） 

1,641 千円 

（28 年度支給割合） 

期末手当 勤勉手当 

2.60 月分 1.7 月分 

(1.45)月分 (0.8)月分 
 

（27 年度支給割合） 

 

左記に同じ 

（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 8～20％ 

（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％ 

（注） （ ）内は，再任用職員に係る支給割合です。 
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イ 退職手当（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

仙台市（ガス局） 仙台市（一般行政職） 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 

 

左記に同じ 

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 35 年 41.325 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） 

左記に同じ 

（１人当たり平均支給額）  （１人当たり平均支給額）  

 自己都合 勧奨・定年  自己都合 応募認定・定年 

 0 千円 23,512 千円  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，28 年度に退職した職員に支給された平均額です。（管理者除く） 

  

ウ 地域手当（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（28 年度決算） 87,323 千円 

支給対象職員１人当たり平均支給年額（28 年度決算） 252,380 円 

  

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 
一般行政職の制度 

（支給率） 

特別区の区域に在勤する職員 18％ 0 人 18％ 

上記以外の職員 6％ 343 人 6％ 

 

エ 特殊勤務手当（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

区分 全職種 

支給実績（28 年度決算） 10,557 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（28 年度決算） 51,496 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（28 年度） 59.2％ 

手当の種類（手当数） 4 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

給単価 

第一種特殊勤

務手当 

製造業務に係る深夜勤

務 

港工場の交替制オペレータ

ー業務（24 時間体制）で深

夜業務に従事した場合 

846 千円 

深夜勤務 

１回につき 1,100 円 
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第二種特殊勤

務手当 

需要家開拓業務（外勤） 業務用および家庭用需要家

の開拓および折衝業務 

8,898 千円 日額 350 円 

事故処理業務（外勤） 保安事故処理業務 

供給設備の巡視および

点検業務（外勤） 

保安のための巡視および点

検業務 

料金徴収関係業務（外

勤） 

ガス料金滞納整理に関する

業務 

製造業務 製造設備の運転業務 

第三種特殊勤

務手当 

製造および供給設備の

維持管理業務 

製造・供給設備の維持管理

業務 
601 千円 日額 250 円 

資格手当 ガス主任技術者，電気主任技術者，天然ガススタンド

の保安技術管理者に選任されている職員 
300 千円 月額 2,500 円 

  

オ 時間外勤務手当 

支給実績（28 年度決算） 313,188 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（28 年度決算） 1,001 千円 

支給実績（27 年度決算） 308,664 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（27 年度決算） 974 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（28 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

務職員を含みます。 

  

カ 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 

一般行政

職の制度

との同異 

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，50,700

円～115,000 円を支給（月額） 

同じ 32,423 千円 982,509 円 

扶養手当 扶養親族 1 名につき 6,000 円～17,000 円を支給

（月額） 

同じ 53,693 千円 268,467 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） 

同じ 24,392 千円 304,896 円 

通勤手当 通勤のために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） 

同じ 37,181 千円 111,655 円 
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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 0 千円 0 円 

休日給 休日に正規の勤務時間中に勤務をする場合に，1

時間あたりの給与額の 135／100 を勤務時間に応

じて支給 

同じ 5,069 千円 61,070 円 

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 2,139 千円 194,459 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~5 時）に勤務した場合

に，1 勤務あたり 2,000 円～18,000 円を支給 

同じ 103 千円 20,600 円 
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（５）病院事業会計（市立病院） 

①職員給与費の状況 

決算 

区分 
総費用 

A 

純損益 

又は実質収支 

職員給与費 

B 

総費用に占める職

員給与費比率 

B／A 

（参考）27 年度の総

費用に占める職員給

与費比率 

28 年度 17,472,881 千円 1,127,168 千円 8,940,603 千円 51.2％ 52.3％ 

（注）B には資本勘定支弁職員に係る職員給与費 0 千円を含みません。 

 

区分 
職員数 

A 

給与費 １人当たり 

給与費B／A 

 

 

 

（参考）政令市平均 

一人当たり給与費 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 B 

28 年度 877 

人 

3,299,237 

千円 

1,414,063 

千円 

1,354,547 

千円 

6,067,847 

千円 

6,919 

千円 

7,307 

千円 

（注）１ 職員手当には退職給与金を含みません。 

２ 職員数は，平成 29 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 29 年 4 月 1 日現在） 

区分 平均年齢 基本給 平均月収額 

仙台市（市立病院） 39.7 歳 361,976 円 599,087 円 

 医師 44.2 歳 569,689 円 1,193,105 円 

看護師 38.6 歳 326,135 円 492,421 円 

事務職 42.1 歳 353,358 円 573,932 円 

政令市平均（病院事業） 39.2 歳 336,992 円 601,298 円 

 医師 44.9 歳 550,961 円 1,389,367 円 

看護師 37.6 歳 296,745 円 475,643 円 

事務職 42.7 歳 366,223 円 582,576 円 

（注） 平均月収額には，期末・勤勉手当等を含みます。 
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③職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

仙台市（市立病院） 仙台市（一般行政職） 

１人当たり平均支給額（28 年度） 

1,545 千円 

１人当たり平均支給額（28 年度） 

1,641 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） 

 

左記に同じ 

（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 8～25％ 

（注） （ ）内は，再任用職員に係る支給割合です。 

 

イ 退職手当（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

仙台市（市立病院） 仙台市（一般行政職） 

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 

 

左記に同じ 

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 35 年 41.325 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） 

左記に同じ 

（１人当たり平均支給額）  （１人当たり平均支給額）  

 自己都合 勧奨・定年  自己都合 勧奨・定年 

 1,197 円 23,950 千円  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，28 年度に退職した職員に支給された平均額です。 
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ウ 地域手当（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

支給実績（28 年度決算） 277,770 千円 

支給対象職員１人当たり平均支給年額（28 年度決算） 316,727 円 

 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 
一般行政職の制度 

（支給率） 

特別区の区域 18％ 0 人 18％ 

特別区以外の区域以外の区域に在勤する企業職給料表

（二）の適用を受ける職員 

16％ 106 人 16％ 

上記以外の職員 6％ 771 人 6％ 

 

エ 特殊勤務手当（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

区分 全職種 

支給実績（28 年度決算） 441,518 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（28 年度決算） 596,645 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（28 年度） 84.4％ 

手当の種類（手当数） 13 種類 

 

 

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単価 

交替制勤務職場でない外来等の看護師 772 千円 月額 2,000 円 

看護師が深夜業務に従事したとき 

 
132,611 千円 

1 回につき 3,200 円 

1 月に 8 回を超える場合は 9 回

目から 500 円を加算する。 

 1,710 千円 

勤務の交替に伴う通勤の事情に

ついて特別の考慮を必要とする

と管理者が認める場合。通勤の

距離の区分に応じ 550 円～930

円を支給。 

職員が臓器廃棄業務に従事したとき 6 千円 日額 1,500 円 

コレラ、ペスト、腸チフス、パラチフス等の防疫又

は看護業務に従事したとき 
4 千円 日額 500 円 

職員が病理解剖処理業務に従事したとき 23 千円 1 体につき 2,500 円 

医長以上の職にある医師が時間外に業務に従事し

たとき 
157,211 千円 

勤務 1 時間当たりの単価×勤務

時間数 

医師が救命救急センターの夜間当番医師として従

事したとき 
43,848 千円 1 回につき 42,000 円 

医師が救命救急センターの夜間当番医師として週

休日又は休日の前日に従事したとき 
22,984 千円 1 回につき 52,000 円 
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医師が週休日又は休日に救命救急センターの当番

医師として従事したとき 
17,920 千円 1 回につき 35,000 円 

医師が週休日又は休日に救命救急ステーションド

クターカーの当番医師として従事したとき 
1,892 千円 1 回につき 22,000 円 

医師が夜間に救命救急ステーションﾄﾞｸﾀｰｶｰの当番

医師として従事したとき 
8,320 千円 1 回につき 32,000 円 

薬剤科・放射線技術科・臨床検査科勤務者が救命救

急センターの夜間当番として従事したとき 
23,725 千円 1 回につき 13,000 円 

看護職員が当直業務に従事したとき 1,705 千円 1 回につき 3,500 円 

 

オ 時間外勤務手当 

支給実績（28 年度決算） 393,933 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（28 年度決算） 467 千円 

支給実績（27 年度決算） 398,233 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（27 年度決算） 519 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（28 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

務職員を含みます。 
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カ 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 

一般行政

職の制度

との同異 

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， 70,800

円～115,000 円を支給（月額） 

同じ 107,774 千円 979,759 円 

初任給調整手当 医師・歯科医師に対して，一定期間 47,500 円～

216,000 円を支給（月額） 

同じ 204,694 千円 1,895,306 円 

扶養手当 扶養親族 1 人につき 6,000 円～17,000 円を支給

（月額） 

同じ 57,611 千円 194,629 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） 

同じ 96,692 千円 297,514 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） 

同じ 114,976 千円 114,404 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，26,000 円～84,000 円を支給（月額） 

同じ 0 千円 0 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 107,484 千円 169,266 円 

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 69,839 千円 132,773 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~5 時）に勤務した場合

に，1 勤務あたり 2,000 円～18,000 円を支給 

同じ 246 千円 35,143 円 

 

 


