
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）　１．職員手当には退職手当を含まない。

２．職員数は、平成２３年４月１日の人数である。

(3) 特記事項

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

    （注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の

　　　　　　給与水準を示す指数である。

　　　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を

　　　　　　単純平均したものである。

　　　　　３　「参考値」は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定特例法による措置が無いと

　　　　　　した場合の値である。

5,631千円 5,808千円

・平成２０年４月１日から平成２１年１１月３０日まで　1・２級職員２％、３・４・５級職員３％、
６・７級職員４％減額して支給。

職員手当 期末・勤勉手当 計　　　　Ｂ 　　　Ｂ／Ａ　　

23年度 483 1,806,493千円 201,160千円 712,165千円 2,719,818千円

15.60% 15.95%

区分 職員数 給　　　　　　与　　　　　　費 一人当たり給与費 （参考）類似団
体平均一人当

たり給与費　　　　　　Ａ 給　 料

22年度の人件費率

23年度 30,474 人 27,595,693 千円 889,437 千円 4,306,035 千円

　　　　　（23年度末） 　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ 　　　　　Ｂ／Ａ　　　

別紙３

三好市の給与・定員管理等について

区　　分 住民基本台帳人口 歳 出 額 実質収支 人 件 費 人件費率 （参考）

(H19) 

94.9 

(H19) 

97.9 

(H24) 

105.5 
(H24) 

104.7 

(H24) 

106.9 

90

95

100

105

110

三好市 類似団体平均 全国市平均 

  (H24) 
※参考値 
   97.4 

   (H24) 
※参考値 
  98.8   (H24) 

※参考値 
   96.2 (H19) 

94.4 
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(５)　給与改定の状況
①月例給 （人事委員会を設置している団体のみ）

A B A - B
円 円 円 ％ ％ ％

②特別給

A B A - B
円 円 円 ％ 月 月

２　一般行政職給料表の状況（平成２４年４月１日現在）

（単位 ： 円）

（注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２４年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

類似団体 49.2歳 25人 307,716円 331,694円 320,458円

国 49.7歳 人
（285,030円）
270,465円 -

（323,181円）
307,506円

徳島県 50.8歳 139人 352,722円 386,690円 369,006円

209,100円 1.85
その他 51.2歳 27人 334,261円 348,000円 343,313円

214,400円 1.67
うち自動車運転手 49.7歳 7人 377,732円 386,000円 384,000円 自家用乗用自動車運転手 49.9歳

288,200円 1.32
うち学校給食員 52.1歳 23人 352,215円 359,000円 358,600円 調理師 44.4歳

うち清掃職員 51.3歳 9人 368,814円 381,900円 381,900円 廃棄物処理業従業員 44.7歳

平均給与
月額（Ｂ）

Ａ/Ｂ

三好市 51.4歳 66人 349,840円 362,363円 361,308円

区分

公務員 民間

平均
年齢

職員数
平均給料

月額
平均給与
月額（A)

平均給与月
額

（国ベース）

対応する
民間の

類似職種

平均
年齢

類　似
団　体

43.0 323,756 373,941 349,806

国
42.8 (329,917) - (401,789)

304,944 372,906

徳島県
44.2 339,244 418,375 365,507

三好市
45.6 345,111 390,587 376,181

- - -

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

(国ベース)

- -

最高号給の給料月額 243,700 309,200 356,400 390,100 402,500 424,600 458,400

10級

1号給の給料月額 135,600 185,800 222,900 261,900 289,200 320,600 366,200 -

(注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は期末
手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級

3.95

公務員の支
給月数

較差 勧告 国の年間支給
月数(改定率）

H23年度

(注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均給
与月額である。

区分
人事委員会の勧告

年間支給月数
(参考）

民間の支
給割合

国の改定率
(改定率）

H23年度 改定なし

区分 民間給与 公務員給与 較差 勧告 給与改定率
人事委員会の勧告 (参考）
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（注）１．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データを使用している。

　　　　　

　　　　③教育職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、２４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均で
 　　　　 ある。                                                                          
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 

　　　　　３　国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国ベース）」の括弧書きは、給与改定特例法



　　　　による措置がないとした場合の値（減額前）である。

(2) 職員の初任給の状況（２４年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２４年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

205,400 260,100 314,200

技能労務職 高　校　卒 - - -

区　　　         分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

一般行政職
大　学　卒 250,400 288,400 338,500

高　校　卒

教　育　職
大　学　卒 172,200 ― ―

短　大　卒 152,800 ― ―

技能労務職
高　校　卒 140,100 141,900 ―

中　学　卒  ― 133,100 ―

一般行政職

大　学　卒 172,200 178,800
(172,200)
163,987

高　校　卒 140,100 144,500
(140,100)
133,418

外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
いて明らかにされているものである。　　　　　 

また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、
特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

計算したものである。

区　　　分 三　好　市 徳島県 国

類　似
団　体

42.8 314,537 334,068 -

徳島県
46.6 382,239 415,856 -

三好市
49.4 371,745 389,189 383,339

２．技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致
しているものではない。

３．年収ベースの「公務員(C)」及び「民間（D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員に
おいては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値
である。

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額
（国ベース）

5,737 2,835 2.02
その他 5,075

うち清掃職員 5,627 3,989 1.41
うち学校給食員 5,297 2,910 1.82
うち自動車運転手

区分

参考

年収ベース（試算値）の比較　千円

三好市
（Ｃ）

民間
（Ｄ）

Ｃ/Ｄ
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４　一般行政職の級別職員数等の状況
　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（２４年４月１日現在）

（注）１　三好市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

(2) 昇給への勤務成績の反映状況
　 検討中

７　　級 部長の職務 0 0.0

６　　級 部長等の職務 57 18.3

５　　級

１　主幹及び副園長の職務

106 34.1

２  困難な業務を処理する課長補佐、室長
補佐、所長補佐、施設長補佐及び園長補
佐の職務

３　困難な業務を処理する主査の職務

４　　級

１　課長補佐、室長補佐、所長補佐、施
設長補佐及び園長補佐の職務

64 20.6２　主査の職務

３　困難な業務を処理する係長の職務

３　　級
１　主任の職務

68 21.9
２　係長の職務

２　　級
高度の知識又は経験を必要とする主事
又は技師等の職務

7 2.3

区　　分 標準的な職務内容 職員数（人） 構成比（％）

１　　級 主事又は技師等の職務 9 2.9

１級 

2.9% 
１級 

2.4% 

１級 

4.4% 

２級 

2.3% 

２級 

3.4% 

２級 

9.4% 

３級 

21.9% 

３級 

23.6% 

３級 

25.1% 

４級 

20.6% 

４級 

19.9% 

４級 

12.7% 

５級 

34.1%  

５級 

32.7%  ５級 

25.3%  

６級 

18.3%  
６級 

18.0% 
６級 

23.1% 

７級 

0.0% 

７級 

0.0% 
７級 

0.0% 

0%

10%

20%

30%
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平成24年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比 
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５　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）
　

（2）退職手当（２４年４月１日現在）

月分 月分

月分 月分

月分 月分

月分 月分

千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成23年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当（２４年４月１日現在）（該当なし）

％ 人 ％

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

支給実績（２３年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算） 千円

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2％～30％加算） （2％～20％加算）

１人当たり平均支給額　　　　23,349

59.28 月分

最高限度額 59.28 59.28 最高限度額 59.28 月分 59.28 月分

勤続３５年 47.5 59.28 勤続３５年 47.5 月分

30.55 月分

勤続２５年 33.5 41.34 勤続２５年 33.5 月分 41.34 月分

三　　好　　市 国

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

勤続２０年 23.5 30.55 勤続２０年 23.5 月分

・役職加算　５～１５％ ・役職加算　５～２０％ ・役職加算　５～２０％

・管理職加算　２３～２５％ ・管理職加算　１０～２５％

検討中

（加算措置の状況） （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 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（0.65） 月分 （1.45） 月分 （0.65） 月分（1.45） 月分 （0.65） 月分 （1.45） 月分

1.35 月分 2.60 月分 1.35 月分2.60 月分 1.35 月分 2.60 月分

（23年度支給割合） （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 期末手当 勤勉手当

1,447 千円　 1,605 千円　 ― 千円　

三　好　市 徳島県 国

１人当たり平均支給額（24年度） １人当たり平均支給額（24年度） １人当たり平均支給額（24年度）
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 (4) 特殊勤務手当（２４年４月１日現在）

※普通会計分

 (5) 時間外勤務手当

(6) その他の手当（２４年４月１日現在）

221 千円

通勤手当

交通機関等を利用する職
員（実費、1か月当たり
55,000円まで）
自動車等を使用する職員
（自動車等の使用距離が
片道2キロメートル～60キ
ロメートル以上＝距離に
応じて1,600～27,100円）

異
距離区分
が異なる

31,149 千円 76 千円

住居手当

自ら居住するための住宅
を借り受け、現に当該住
宅に居住し、月額12,000
円を超える家賃を支払っ
ている職員。（限度額
27,000円）

同 14,775 千円

支給職員１人当たり
平均支給年額
（２３年度決算）

扶養手当

扶養親族のある職員に対
して支給する。
配偶者13,000円、配偶者
以外の親族1人につき
6,500円(職員に配偶者が
ない場合はそのうち1人
につき11,000 円)、特定
期間の子1 人につき
5,000円加算する。

同 54,410 千円 200 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算） 162 千円

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（２３年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算） 129 千円

支給実績（22年度決算） 78,114 千円

看護師手当 看護師 看護師の職務にある職員 月額　3,000円

支給実績（23年度決算） 45,853 千円

ケースワーカー業務手当 ケースワーカー
福祉事務所に勤務する
ケースワーカー業務に従
事するもの

月額　5,000円

葬祭作業手当 老人ホーム介護職員
老人ホームの入所者死亡
時、納棺等の作業に従事
した職員

一体　2,000円

死獣処理作業手当 環境課職員
死獣の処理作業に従事し
た職員

一匹　500円

精神保健移送業務手当 障害福祉関係職員
精神障害者の移送業務
に従事した職員

日額　5,000円

感染症防疫作業手当 保健衛生関係職員
感染症防疫作業に従事し
た職員

日額　1,000円

行旅死亡人取扱手当 保健衛生関係職員
行旅死亡人、変死人の取
扱業務に従事した職員

一体　5,000円

職員全体に占める手当支給職員の割合（23年度） 7.2 　％

手当の種類（手当数） 7

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） 768 　千円

支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算） 22 　千円
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６　特別職の報酬等の状況（２４年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

議　　　　員

退
職
手
当

　　　　　　（算定方式）　　　　　　　　　　　　　（一期の手当額）　　　　　　（支給時期）

市　　　　長 給料月額×43.50×12÷１００×勤続年数　　　　　　17,685,360円　　　　　　　　任期毎

副　市　長 給料月額×25.75×12÷１００×勤続年数　　　　　　　8,380,080円　　　　　　　　任期毎

議　　　　長 　　（23年度支給割合）

副　議　長 2.90 月分

205,000 450,000 180,000

期
末
手
当

市　　　　長 　　（23年度支給割合）

副　市　長 2.90 月分

収　入　役

報
酬

議　　　　長 312,000 545,000 230,000

副　議　長 256,000 474,000 200,000

議　　　　員

989,000 259,000

副　市　長 678,000 816,000 483,000

0 千円

区　　　分 給　　料　　月　　額　　等

給
料

（参考）類似団体における最高／最低額

市　　　　長 847,000

管理職員特別勤務手当

管理職手当の支給を受
ける職員が、緊急等の必
要により休日等に勤務し
た場合（勤務1回、7,000
～10,500円）

同 0 千円

宿日直手当
宿日直勤務を命ぜられた
職員（1回4,200円）

同 13,108 千円 34 千円

456 千円

単身赴任手当

異動等に伴い、住居を移
転し同居していた配偶者
と別居することとなった職
員で、通勤することが通
勤距離等を考慮して困難
であると認められるものの
うち、単身で生活すること
を常況とする職員（月額
23,000円）

同 0 千円 0 千円

管理職手当

管理又は監督の地位に
ある職員の職のうち、その
職務の特殊性に基づい
て支給する。
（30,300～61,100円）

異 36,036 千円
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７　職員数の状況
　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

議会

総務

税務

民生

衛生

農林水産

商工

土木

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

(2) 年齢別職員構成の状況（２４年４月１日現在）

　

0 54169 73 65 60 109 80

人 人 人 人 人

1 4 16 23 41
職員数

人 人 人 人 人 人 人 人

43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

～ ～

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

[　　684　　］ [　　684　　］

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳

小　計 79 80 1

合　　計
562 541 △ 21 ＜参考＞

人口10,000人当り職員数     177.86人

下水道 0 0 0

その他 15 14 △ 1 派遣職員の減

診療所の新設、医療技師の新規採用

水道 15 14 △ 1 業務見直しによる配置人員の減

小　計 483 461 △ 22
<参考>
人口10,000人当り職員数　　　　151.28人
（類似団体の人口10,000人当り職員数94.66人）

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　　 門

病院 49 52 3

小　計 405 392 △ 13

＜参考＞
人口10,000人当り職員数                   128.63
人
（類似団体の人口10,000人当り職員数 71.7人）

教育部門 78 69 △ 9 退職不補充、幼稚園休園に伴う減

19 19 0

27 26 △ 1 職員配置の見直し

40 37 △ 3 退職不補充、配置人員の減

29 29 0

25 25 0

143 139 △ 4 退職不補充

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

4 4 0

118 113 △ 5 退職不補充、配置人員の減

　　　　　　　　区　　分
　部　　門

職　　　　員　　　　数 対前年
増減数

主　な　増　減　理　由
平成23年 平成24年

0

5

10

15

20

25

20 20-23 24-27 28-31 32-35 36-39 40-43 44-47 48-51 52-55 56-59 60

H24構成比 

H19構成比 

% 
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(3) 職員数の推移

 （単位 ： 人 ・ ％）

（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

▲ 106 （▲16.5％）

80 ▲ 8 （▲10.2％）

総合計 647 624 614 581 562 541

公営企業等会計計 88 86 87 78 79

（　　　　％）

普通会計計 559 538 527 503 483 461 ▲ 98 （▲17.5％）

▲ 36 （▲34.3％）

消防 0 0 0 0 0 0 0

392 ▲ 62 （▲13.7％）

教育 105 96 91 80 78 69

一般行政 454 442 436 423 405

　　　　　　　　　　年度
　部門別

１９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 ２４年
過去５年間

の増減数（率）
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８　公営企業職員の状況

　(1)　水道事業

  　① 職員給与費の状況

     ア　決算

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、２４年４月１日現在の人数である。

イ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２４年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

月分 月分

月分 月分

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（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

・役職加算　５～１５％ ・役職加算　５～１５％

(1.45) （0.65） 月分 (1.45) （0.65） 月分

2.60 1.35 月分 2.60 1.35 月分

（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

三好市(水道事業） 団体平均

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）

1,422 千円　 1,492 千円　

団 体 平 均 45.4 358,043 528,316

事　　業　　者

・平成１８年３月１日町村合併（旧三野町・旧井川町・旧池田町・旧山城町・旧西祖谷山村・旧東祖谷
山村）により、三好市となる。
・平成２３年度の職員数は８名なので、実質の一人当たり給与費は　６，３８５千円となる。

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

三　好　市 44.4 347,020 532,000

千円 千円

23年度 7 31,983 7,722 11,376 51,081 7,297 6,350

計　Ｂ

人 千円 千円 千円 千円

区分 職員数 給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費 一人当たり
給与費　Ｂ／Ａ

（参考）団体平均
一人当たり給与

費　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

23年度 329,575 △ 16,642 68,375 20.7 21.5

千円 千円　 千円　 % 　％　

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

質収支 職員給与費比率 22年度の総費用に占

区分 総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める （参考）
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 イ　退職手当（２４年４月１日現在）

月分 月分

月分 月分

月分 月分

月分 月分

（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

　　　された平均額である。

ウ　地域手当（２４年４月１日現在）（該当なし）

千円

千円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２４年４月１日現在）（該当なし）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（２４年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円342,571宿日直手当 5500円/回 異 4,796 千円

488,000

児童・子ども手当 普通会計職員と同じ 同 930 千円 310,000

管理職手当 普通会計職員と同じ 異 488 千円

264,000

通勤手当 普通会計職員と同じ 異 距離区分 182 千円 30,333

住居手当 普通会計職員と同じ 同 264 千円

支給職員１人当たり
平均支給年額
（２３年度決算）

扶養手当 普通会計職員と同じ 同 1,331 千円 221,833

支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算） 83

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（２３年度決算）

○○手当 １件当たり○○円

支給実績（23年度決算） 661

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

○○手当 日額○○円

支給職員１人当たり平均支給年額（○年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（○年度）

手当の種類（手当数）

支給実績（○年度決算）

支給実績（１8年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（１8年度決算）

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

１人当たり平均支給額　　　　23,349 千円 １人当たり平均支給額　　　　15,252 千円

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2％～30％加算） （2％～20％加算）

59.28 月分

最高限度額 59.28 59.28 月分 最高限度額 59.28 59.28 月分

勤続３５年 47.50 59.28 月分 勤続３５年 47.50

30.55 月分

勤続２５年 33.50 41.34 月分 勤続２５年 33.50 41.34 月分

三好市(水道事業） 団体平均

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

勤続２０年 23.50 30.55 月分 勤続２０年 23.50
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　(２)　病院事業

  　① 職員給与費の状況

     ア　決算

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、２４年３月３１日現在の人数である。

ウ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２４年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

月分 月分

月分 月分

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（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

(1.45) （0.65） 月分 (1.45) （0.65） 月分

2.60 1.35 月分 2.60 1.35 月分

（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

三　　好　　市 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）

1,271 千円　 1,326 千円　

団 体 平 均 43.7 336,355 508,794

医療技術職他 36.3 279,089 401,288

団 体 平 均 38.2 286,872 451,054

事　　務　　職 47.3 350,610 555,049

団 体 平 均 44.1 566,896 1,374,783

看　　護　　職 39.3 275,847 435,135

・平成１８年３月１日町村合併（旧三野町・旧井川町・旧池田町・旧山城町・旧西祖谷山村・旧東祖谷山
村）により、三好市となる。

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

医　　　　　師 51.1 534,967 1,500,866

千円

43 161,843 51,672 55,911 269,426 6,266 6,747

期末・勤勉手当　　　　　計　　B　　　Ｂ　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

23年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

46.4

区分 職員数 給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費 一人当たり給与費 （参考）団体平均
一人当たり給与
費　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

23年度
千円　 千円　 千円　 % %

876,956 △ 125,659 382,732 43.6

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

質収支 職員給与費比率 22年度の総費用に占

区分 総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める （参考）
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イ　退職手当（２４年４月１日現在）

月分

月分

月分

月分

（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ある。

ウ　地域手当（24年４月１日現在）（該当なし）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２４年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（２４年４月１日現在）

円

円

円

円

円

721,886

宿日直手当 職員の当直手当 同 6,948 千円 257,319

管理職手当 市に準じる 同 5,053 千円

236,498

通勤手当 市に準じる 異 距離区分が異なる 2,045 千円 61,970

住居手当 市に準じる 同 1,892 千円

支給職員１人当たり
平均支給年額
（２３年度決算）

扶養手当 市に準じる 同 3,185 千円 212,345

支給実績（23年度決算） 9,850

支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算） 259

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（２３年度決算）

危険手当 医師、看護師 感染症汚染区域従事業務 200円/日

夜間看護手当 看護師 夜間看護業務 2,500～3,000円/回

医務手当 医師 医師業務 150,000～270,000円/月

危険手当 X線技師、検査技師、薬剤師 左記業務 3,000～4,500円/月

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

看護師手当 看護師 看護業務 ３，０００円/月

支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算） 260,692

職員全体に占める手当支給職員の割合（23年度） 88.6

手当の種類（手当数） 5

支給実績（23年度決算） 10,167

支給職員１人当たり平均支給年額（○年度決算）

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）

（2％～30％加算） （2％～20％加算）

１人当たり平均支給額　　　　23,349 千円 １人当たり平均支給額　　　　6,020 千円

59.28 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

47.50 59.28 月分

最高限度額 59.28 月分 59.28 月分 最高限度額 59.28

勤続３５年 47.50 月分 59.28 月分 勤続３５年

月分

勤続２５年 33.50 月分 42.12 月分 勤続２５年 33.50 42.12 月分

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

勤続２０年 21.00 月分 32.76 月分 勤続２０年 21.00 32.76

三　　好　　市 団体平均等
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