
 

平成28年度豊中市給与・定員管理等について 
 

 

 「平成 28年度職員の給与・定員管理等」を公表します。  

 他団体との比較は、総務省の地方公共団体給与情報等公表システム（ http://www.soum

u.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/j-k_system/index.html）よりご覧頂け

ます。  

 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/j-k_system/index.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/j-k_system/index.html


Ⅰ  職員の給与の状況  

Ⅰ 総括 
(1) 人件費の状況（普通会計決算）  

区分 住民基本台帳人口  

(27年度末) 

歳出額  

Ａ 

実質収支 人件費  

Ｂ 

人件費率  

Ｂ／Ａ 

(参考)  

26年度の人件費率 

27年度 402,453 人 143,121,964

千円 

2,001,060 

千円 

26,646,980

千円 

18.6％ 18.9％ 

 
(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）  

区分 職員数  

Ａ 

給与費 短時間勤

務職員を

除く給与

費 B 

一人当たり 

給与費 

B/A 

(参考)類似団体 

平均一人当たり 

給与費 給料 職員手当 期末・勤勉手当  計  

27年度 2,528 

(474）人 

10,332,134 

千円 

3,251,984 

千円 

4,336,972 

千円 

17,921,090 

千円 

16,506,449

千円 

6,529千円 6,422千円 

 

（注）１   職員手当には、退職手当を含んでいません。 

２   職員数は平成２７年４月１日現在の人数です。 

３  職員数の（）内は短時間勤務職員数を外書きしたものです。 

 

 (3) ラスパイレス指数の状況  

 

 

 

 

  

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国

の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用

職員の俸給月額を 100 として計算した指数。 

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 平成 25 年は、国家公務員の時限的な（2 年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がない

とした場合の値である。 



(4) 給与制度の総合的見直しの実施状況について 

 

 

 

①給料表の見直し 

［ 実施 ］ 

実施内容 

 

 

 

 

 

②地域手当の見直し 

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合） 

 

③その他の見直し内容 

 

 

 

(5)特記事項 

  なし 

 

 

（給料表の改定実施時期） 平成２７年４月１日 

（内容） 一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。 

他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手

当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。 

＊高齢層職員の１．５％減額措置を廃止。退職手当、管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当につ

いて、国と同様に見直しを実施。（平成２７年４月１日実施） 

（支給割合） 国基準１２％に対し、豊中市においても１２％を支給。 

（実施時期） 平成２７年４月１日より実施。 

 

（参考） 

 平成２６年度

の支給割合 

平成２７年度の支給割合 平成２８年度

の支給割合 
４月１日時点 遡及改定後 

国基準による支

給割合 
１０％ １０．５％ １２％ １２％ 

豊中市の支給割

合 
１０％ １２％ １２％ １２％ 

 



Ⅱ 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（平成 28 年 4 月 1 日現在）  

  ① 一般行政職 

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） 

豊中市 41.3歳 317,400 円 429,954円 384,633円 

大阪府 42.3歳 324,565 円 435,770円 381,136円 

国 43.6歳 331,816 円 － 410,984円 

類似団体 41.8歳 321,769 円 412,395円 367,696円 
 

 

 
 ② 

 

 
技能労務職   

区分 

公務員 民間 参考 

平均年齢 職員数 平均給料月額 
平均給与月額 平均給与月額 対応する民間

の類似職種 
平均年齢 

平均給与月額 
Ａ／Ｂ 

（Ａ） （国ベース） （B） 

豊中市 46.2歳 366人 325,600円 416,143 円 382,208円 － － － － 

  

うち清掃職員 44.8歳 142人 327,400円 435,676 円 389,255円 廃棄物処理業従業員  45.3歳 290,300円  1.50 

うち自動車運転手 48.1歳 33 人 351,200円 443,758 円 419,394円 自家用乗用自動車運転者 57.6歳 263,300円  1.69 

うち学校給食員 44.5歳 38 人 306,800円 377,850 円 352,832円 調理士 41.5歳 267,800円  1.41 

うち用務員 51.2歳 38 人 335,800円 401,837 円 388,824円 用務員 55.2歳 199,900円 2.01 

大阪府 51.6歳 584人 318,692円 400,068 円 371,338円 － － － － 

国 50.4歳 2,876 人 287,447円 － 329,358円 － － － － 

類似団体 48.6歳 263人 331,379円 394,461円 365,038円 － － － － 

※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ます。（平成 25～27年の 3 ヶ年平均） 

※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ありません。 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

技能労務職員等の給与等について 

  

 基本的な考え方 
国、周辺自治体との均衡に配慮しつつ、市民の視点に立った公正な制度の確立と、職務・職責、勤務実績に応

じた適切な運用が図られるような給与制度を確立します。 

 
 具体的な取組内容 
  豊中市技能職のあり方指針に基づき、平成 28年 4月より、職制の見直しを行うとともに、国の行政俸給表（二）

に準拠した給料表を適用しています。 

 

③ 税務職  

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） 

豊中市 39.1歳 299,200円 402,903円 357,086円 

国 43.6歳 366,926円 － 442,569円 

類似団体 38.3歳 293,614円 384,425円 327,715円 
 

 

④ 

 

福祉職  

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） 

豊中市 43.8歳 315,700円 395,434円 368,058円 

国 42.4歳 330,211円 － 379,832円 

類似団体 38.8歳 289,115円 342,165円 319,276円 
 

⑤ 消防職  

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） 

豊中市 36.4歳 303,600円 428,065円 367,334円 

国 － － － － 

類似団体 38.5歳 303,457円 404,850円 348,080円 
 

 

 ⑥ 

 

看護・保健職  

区分 平均年齢 平給料月額 平均給与月額 平均給与月額 

（国ベース） 

豊中市 42.6歳 319,300円 400,382円 370,875円 

国 46.9歳 314,264円 － 346,820円 

類似団体 38.7歳 299,616円 377,320円 330,910円 
 

 

 
（注）１  「平均給料月額」とは、平成２８年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 

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、時間外勤務手当などの 

全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す。 

 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す 

 



 
(2) 職員の初任給の状況（平成２８年４月１日現在）  

区分 豊中市 大阪府 国 

一般行政職 
大学卒 190,200 円 180,800円 

総合職（大卒） 181,200 円  

一般職（大卒）176,700円 

高校卒 160,200 円 146,500円 一般職（高卒）144,600円 

技能労務職 高校卒 － 151,067円 － 

なし 160,400 円 － － 

 

 
(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２８年４月１日現在） 

区分 経験年数 10年 経験年数 20年 経験年数 25年 経験年数 30年 

一般行政職 大学卒 255,225円 343,382 円 381,453 円 396,527円 

高校卒 230,950円 317,614 円 351,000 円 392,056円 

技能労務職 高校卒 － 円 329,450 円 343,600 円 － 円 

中学卒  － 円 289,300 円 326,423 円 357,756円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ 一般行政職の等級別職員数等の状況 
(1) 一般行政職の等級別職員数の状況（平成２８年４月１日現在）  

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 1号給の給

料月額 

最高号給の

給料月額 

１ 等 級 
 部長・理事 16人  1.5％  457,200円 526,300円 

２ 等 級 
 次長・参事・課長・主幹 163人  15.2％  360,300円 447,600円 

特 ３ 等 級 
 課長補佐・副主幹 144人  13.4％  317,000円 411,000円 

３ 等 級 
 係長・主任・主査 394人  36.7％  259,900円 387,500円 

４ 等 級 
 主事 157人  14.6％  226,400円 348,800円 

５ 等 級 
 １等級～４等級に該当しない高度の知識又は経験

を必要とする事務職員・技術職員 

186人  17.3％  185,100円 303,000円 

６ 等 級 
 １等級～５等級に該当しない事務職員・技術職員 15人  1.4％  140,100円 246,100円 

 
（注）１．給与条例に基づく給料表の等級区分による職員数です。 

    ２．標準的な職務内容とは、それぞれの等級に該当する代表的な職務です。 

 

 

 

 



(2) 昇給への勤務成績の反映状況   

平成 28年 4月 2日から平成 29年 4月 1日までに

おける運用 

豊中市 国 

管理職員 一般職員 特定管理職員 一般職員 

イ 人事評価を実施した ○ ○ ○ ○ 

 標準に加え、上位及び下位の区分も適用 ○ ○ ○ ○ 

標準に加え、上位の区分も適用     

標準に加え、下位の区分も適用     

標準の区分のみ適用     

ロ 人事評価を実施しない     

 

Ⅳ 職員の手当の状況 
(1) 期末手当・勤勉手当  

豊中市 大阪府 国 

１人当たり平均支給額 

（平成 27年度）  

1,443 千円 

１人当たり平均支給額 

（平成 27年度）  

1,671 千円 

－ 

（平成 27年度支給割合） 

期末手当      勤勉手当      

2.60月分 1.60月分 

(  1.45)月分  ( 0.75)月分 
 

（平成 27年度支給割合） 

期末手当      勤勉手当      

2.60月分 1.60月分 

(  1.45)月分 ( 0.75)月分 
 

（平成 27年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当      

2.60月分 1.60月分 

(  1.45)月分 (0.75)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 

・役職加算   5～20% 

（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 10～25% 

（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ある。 

 
○勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職） 

平成28年度中における運用 
豊中市 国 

管理職員 一般職員 特定管理職員 一般職員 

イ 人事評価を実施した ○ ○ ○ ○ 

 

標準に加え、上位及び下位の区分も適用 ○ ○ ○ ○ 

標準に加え、上位の区分も適用     

標準に加え、下位の区分も適用     

標準の区分のみ適用     

ロ 人事評価を実施していない     

 



(2) 退職手当（平成２８年４月１日現在）  

豊中市 国 

（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 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  応募認定退職特例措置 

                （2～20%加算） 

   

1人当たり平均支給額 3,443千円 22,094千円 
 

（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 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 

               （2～45%加算） 

（注）  退職手当の１人当たり平均支給額は、平成 27年度に退職した職員に支給された退職手当の平均額です。 

 

 
(3) 地域手当（平成２８年４月１日現在）  

 

支給実績（平成 27年度決算） 54,010千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成 27年度決算） 68,715円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成 27年度） 25.3％ 

手当の種類（手当数） 12 

 

手当の名称 支給要件 支給額 

１．市税等賦課徴収業務従

事手当 

市税(個人の市民税を含む)、又は国民健康保険料

の賦課(固定資産の評価を含む)、介護保険料、後

期高齢者保険料、保育料、及び放課後子どもクラブ

負担金の賦課・徴収に関し、実地に調査・督励（評

価・現況調査を含む）、徴収業務等にそれぞれ従事

したとき 

調査業務 日額 250円 

納入督励業務 日額 250円 

納入された額の 1/100 

滞納処分業務 1件 500円 

上記手当支給限度額 

        月額 10,000円 

２．現場作業等従事手当 1)ごみの収集処理作業、水路等若しくは公園内の

池のしゅんせつ作業、死獣の廃棄作業又は捕獲し

た鳥獣の搬送作業に従事したとき  

1)日額 600円 

2)道路上の現場作業のうち、道路の維持若しくは補

修作業又は道路（歩道を除く）上から行う公園の補

修作業 

2)日額 470円 

3)高木の剪定等の高所作業 3)日額 400円 

３．病原菌・感染症取扱手当 鼠族,昆虫等駆除作業に従事したとき 

感染症患者等の救護または診療等の業務に従事

したとき 

狂犬病に関する予防注射等の業務に従事したとき 

日額 290円 

４．放射線取扱手当 放射線取扱業務に従事したとき 日額 230円 

支給実績（平成 27年度決算） 1,338,817千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成 27年度決算） 431,737円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

 全地域（医師除く） 12％ 3,099人 10.5％ 

 医師 16％ 2人 16％ 

  

                        

 

(4) 特殊勤務手当（平成２８年４月１日現在）  



５．深夜業務従事手当 

 

正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深

夜（午後 10時から翌日の午前 5時までの間を言う）

において行われる看護又は消防・救急業務等に従

事したとき 

消防職員 

 勤務 1回につき 980円 

 深夜の勤務時間が 

 2時間以上～5時間未満 

 680円 

 2時間未満 480円 

 

 

６．社会福祉業務従事手当 1)法令に基づく公の保護その他の措置の実施に関

して、家庭訪問による調査又は指導業務に従事し

たとき 

1)日額 250円 

 

 

2) 身体障害者や知的障害者等の指導業務や介助

業務に従事したとき 

2)日額 200円 

 

3) 法令に基づく児童虐待、その他の措置の実施に

際し、家庭訪問による調査や指導業務に従事したと

き 

3)日額 250円 

 

７．用地交渉業務従事手当 用地の取得交渉の業務に従事したとき 日額 470円  

８．防災・災害緊急援助業務

従事手当 

1)屋外において市規則で定める防災業務に従事し

たとき 

1)日額 1,500円 

 但し、午前6時～午後6時ま

での間(以下「昼間」）のみの

従事にあっては 900 円、午後

6 時から午後 10 時までの間

(以下「夜間」)のみの従事又

は昼間と夜間にまたがる従事

にあっては 1,200円 

2) 国際緊急援助活動に従事したとき 2)日額 4,000円 

 但し、心身に著しい負担を

与える時は 6,000円  

９．消防業務従事手当 1)火災原因を調査する為、火災家屋内で原因調査

業務に従事したとき 

出動 1回 600円 

2)緊急車両である消防用大型機動車、消防ポンプ

自動車、水槽付消防ポンプ自動車、化学消防ポン

プ自動車、はしご付消防ポンプ自動車、はしご付消

防自動車、小型動力ポンプ付水槽車、救助工作

車、救急自動車の運転に従事したとき 

勤務 1回 300円 

3)救急救命に係る業務に従事したとき 勤務 1回 1,000円 

4)高速道路上や水中等において救助・救急活動業

務に従事したとき 

出勤 1回 600円 

１０．大型・特殊自動車運転

業務従事手当 

大型自動車、中型自動車又は大型特殊自動車の

運転業務に従事したとき 

日額 150円 

（大型自動車又は中型自動車

については日額 100円） 

１１．教員特殊業務手当 1) 小学校又は中学校の管理下において行う非常

災害時等の緊急の業務で次に掲げるものに従事し

たとき 

ｱ)非常災害時における児童若しくは生徒の保護又

は緊急の防災若しくは復旧の業務に従事したとき 

ｲ)児童又は生徒の負傷，疾病等に伴う救急の業務

に従事したとき 

ｳ)児童又は生徒に対する緊急の補導の業務に従

事したとき 

 

 

ｱ) 

日額     4,000～8,000円 

 

ｲ)  

日額     3,750～7,500円 

 

ｳ) 

日額     3,750～7,500円 

2)修学旅行，林間学校，臨海学校等において，児

童又は生徒を引率して行う指導の業務で宿泊を伴

うものに従事したとき 

 

日額          4,250円 

(従事した時間が 7時間 45分

以上である日に限る) 



3）対外運動競技等において，児童又は生徒を引率

して行う指導の業務で宿泊を伴うものに従事したと

き 

日額     4,250円 

(従事した時間が 7時間 45分

以上である日に限る) 

4)小学校又は中学校の管理下において行われる部

活動又は補習若しくは講習における児童又は生徒

に対する指導の業務に従事したとき 

日額     3,000～3,700円 

 

 

 

 

 (5) 時間外勤務手当  

支給実績（平成 27年度決算） 980,612 千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成 27年度決算） 346千円 

支給実績（平成 26年度決算） 940,438 千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成 26年度決算） 328千円 

 



(6) その他の手当（平成２８年４月１日現在）  

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  

（平成27年度  

決算） 

支給職員１人

当たり 

平均支給年額 

扶養 

手当 

配偶者                      13,000円 

扶養親族                  6,500円 

     満16歳の年度初めから 

     満22歳の年度末までの子 

          1人につき           5,000円加算 

     配偶者のない扶養親族   11,000円 

同じ   

 

 

274,680千円  231,797円  

住居 

手当 

借家・借間（最高支給額）      30,000円 

 

 

異なる 借家・借間（最高支給額） 

  27,000円 

 

208,489千円  337,362円  

通勤 

手当 

交通機関等利用者（最高支給額） 55,000円 

交通用具利用者 

                  5,000～11,300円 

異なる  

交通用具利用者 

2,000～31,600円 

284,622千円  112,543円  

管理職

手 当 

支給額 部長（85,000円） 

      次長（72,000円） 

      課長（62,000円）  (行政職) 

異なる 46,300～139,300円 

（行政職(一)） 

210,288千円  751,029円  

休日給 

祝日に勤務  

勤務1時間あたり給与額の135/100 

年末年始の休日に勤務 

勤務1時間あたりの給与額の185/100 

異なる 年末年始135/100 （時間外勤務手当に含む） 

初任給

調整 

手当 

4種地域 最高限度額    250,400円 同じ  7,478千円  3,738,900円  

単身赴

任手当 

基礎額            30,000円 

加算額（交通距離に応じて）   

8,000～70,000円 

同じ  0円  0円  

管理職

員特別

勤務手

当 

災害等により週休日等に勤務 

部長（10,000円/回）、次長・課長（8,000円/回） 

勤務日の深夜の場合は 

部長（5,000円/回）、次長課長（4,000円/回） 

それぞれ勤務が6時間超であれば上記額に150/1

00を乗じる 

異なる 特別調整額の区分 

一種12,000円 

二種10,000円 

三種 8,500円 

四種 7,000円 

五種 6,000円 

87千円  10,875円  

義務教

育等教

員特別

手当 

任期付常勤講師に対して支給 

最高限度月額  4,800円 

 182千円  45,600 



Ⅴ 特別職の報酬等の状況（平成２８年４月１日現在） 

  区      分   給 料 月 額 等 

給

料  

 

 市      長  

 
 副  市  長 

 
 

 

1,035,000円  
 

895,000円  

（参考）中核市における最高／最低額  
 

1,180,000円／722,400 円  
 

960,000円／717,600 円  

 報  

酬  

 議      長  
 副   議   長  
 議      員  

730,000 円  
690,000 円  
635,000 円  

827,000 円／625,000 円  
748,000 円／555,000 円  
710,000 円／510,000 円  

  期  

  末  

  手  

市       長  

副  市  長 

  （27年度支給割合） 

                       4.20月分  

 議      長    （27年度支給割合） 

   当   副   議   長  

 議      員  

                       4.20月分  

  退  

  職  

  手  

  当  

 市       長  

 副  市  長 

  （算定方式）               （1期の手当額）   （支給時期） 

給与月額×在籍月数×50／100   24,840,000円   任期ごと 

給与月額×在籍月数×35／100   15,036,000円   任期ごと 

 （注）  退職手当の「 1期の手当額」は 4月 1日現在の給料月額及び支給率に基づき、 1期（ 4年＝ 48月）

勤めた場合における退職手当の見込み額です。  

 



Ⅵ 職員の任免及び職員数に関する状況 

(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 ) 

 区  分  
部  門  

   職   員   数   対  前  年  
 増  減  数  

主 な 増 減 理 由  
  平成27年 平成28年 

  

 
普  
通  
会  
計  
部  

門  
   

一
般
行
政
部
門 

議会 13 13 0  

総務 366 361 ▲5 職員の適正配置 

税務 129 129 0  

民生 717 717 0  

衛生 341 325 ▲16 職員の適正配置 

労働 6 6 0  

農林水産 3 3 0  

商工 10 10 0  

土木 258 259 1 職員の適正配置 

小計  1,843 1,823 ▲20 〈参考〉人口1万人あたり職員数45.3人 

教育部門 289 275 ▲14 職員の適正配置 

消防部門 396 400 4 職員の適正配置 

小 計 2,528 2,498 ▲30 〈参考〉人口1万人あたり職員数62.1人 

  

公  
 営  

 企会  
 業計  

 等部  
  門  
 
  
   

病院 810 804 ▲6 職員の適正配置 

水道 133 134 1 職員の適正配置 

下水道 127 130 3 職員の適正配置 

その他 80 83 3 職員の適正配置 

小 計 1,150 1,151 1 職員の適正配置 

合   計  3,678 3,649 ▲29 〈参考〉人口1万人あたり職員数90.7人 

（注）１  職員数は、一般職に属する常勤職員の実数であり、定数外の派遣職員を含み、短時間勤務・臨時・

非常勤職員を除いています。  

   ２  平成27年の条例定数は 3,672人、平成28年の条例定数は 3,650人です。  

    ３  再任用短時間勤務職員（定年退職後に引続き短時間勤務の職員として勤務する者）の数は、平成27年4月1日

現在で290人、平成28年4月1日現在で229人です。また、任期付短時間勤務職員（任期を定めて短時間勤務の 

職員として勤務する者）の数は、平成27年4月1日現在で263人、平成28年4月1日現在で260人です。 

 

※(1)(2)には教職員を含まない。 



 

(2) 年齢別職員構成の状況  

（平成２８年４月１日現在）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                

 

 

 

 

 

 

実線：平成28年の構成比 

  点線：平成23年の構成比 

区分 

20 歳 

 

未満 

20 歳

～ 

23 歳 

24 歳

～ 

27 歳 

28 歳

～ 

31 歳 

32 歳

～ 

35 歳 

36 歳

～ 

39 歳 

40 歳

～ 

43 歳 

44 歳

～ 

47 歳 

48 歳

～ 

51 歳 

52 歳

～ 

55 歳 

56 歳

～ 

59 歳 

60 歳 

 

以上 

計 

職員数 6 人 
200

人 
367

人 
392

人 
371

人 
349

人 
473

人 
494

人 
382

人 
306

人 
277

人 
32人 3649 人 

 

 

構

成

比 



 

Ⅶ  公営企業職員の状況 

  （１） 水道事業費用 

    １） 職員給与費の状況 

     ア  決算 

     （注）1 資本勘定支弁職員に係る職員給与費 102,798千円を含まない。 
区分 職員数 

    Ａ  
         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 給  料 職員手当 期末・勤勉手当 計  Ｂ 

27年度 
   人 

116 

 千円 

450,081 

   千円 

151,995 

   千円 

199,298 

   千円 

801,374 

   千円 

6,908 

   千円 

6,190 

    （注）1 職員手当には退職給与金を含まない。 

       2 職員数は、平成 28年 3月 31日現在の人数である。 

 

 

     イ  特記事項 

        なし 

 

 

  ２） 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況 （平成 28年 4月 1日現在） 

区  分 平均年齢 基本給 平均月収額 

豊中市 

（水道事業） 
44.5歳 384,089円 570,816円 

団体平均 44.7歳 346,797円 514,785円 

      （注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

職員給与比率 

         Ｂ／Ａ 

（参考） 

26年度の総費用に占め

る職員給与費比率 

27年度    千円 

7,128,060 

      千円 

720,794 

       千円 

  801,374 

             ％ 

     11.2 

               ％ 

       11.1 



    ３） 職員の手当の状況 

     ア  期末手当・勤勉手当 

豊中市（水道事業） 豊中市 

１人当たり平均支給額（27年度） 

                           1,589  千円 

1人当たり平均支給額（27年度） 

                          1,443  千円 

（27年度支給割合） 

             期末手当     勤勉手当 

              2.6 月分       1.6 月分 

            （1.45）月分      （0.75）月分  

（27年度支給割合） 

             期末手当     勤勉手当 

              2.6 月分       1.6 月分 

            （1.45）月分      （0.75）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 

          役職加算 5％～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％ 

       (注)  （  ）内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

      イ  退職手当（平成 28年 4月 1日現在） 

豊中市（水道事業） 豊中市 

（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  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％） 

1 人あたり平均支給額  - 千円   23,672千円 

（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  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％） 

1 人あたり平均支給額  3,443千円   22,094千円         

    （注）退職手当の 1人当たりの平均支給額は、平成 27年度に退職した職員に支給された平均額である。  

 

      ウ  地域手当 

（平成 28年 4月 1日現在） 

支給実績（27年度決算）                        67,589  千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額（27年度決算） 469,369    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） 

全 地 域                12   ％         144    人             12      ％ 

                 ％              人                   ％ 

                 ％              人                   ％ 

 

 

 



 

エ  特殊勤務手当（平成 28年 4月 1日現在） 

支給実績（27年度決算）                             3,003  千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額（27年度決算）     61,287    円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（27年度）                                  34.0    ％ 

手当の種類（手当数） 6      

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 

滞納等整理手当 
お客さまセンターに

所属する者 

外勤の滞納整理業務

に従事した職員 

日額…470円 

検針手当 
窓口課に所属する

者 

メーター検針業務に

従事した職員 

日額…470円 

夜間浄水作業従事手当 浄水課交替制職員 
深夜において浄水作 

業に従事した職員 

日額…650円 

現場作業等従事手当 配管工 
道路上作業等に従事 

した職員 

日額…470円 

大型特殊自動車運転業務従事手当  配管工 

大型自動車または特

殊自動車の運転業務

に従事した職員 

日額…100円 

（特殊自動車は 150円） 

防災・災害緊急援助業務従事手当  全職員 
屋外において防災業

務に従事した場合 

日額…1,500円 

(昼間のみの場合は 900

円、夜間のみ又は昼間と

夜間にまたがる場合は 

1,200円) 

 

 

 

 

 

オ  時間外勤務手当 

支給実績（27年度決算）                           43,176  千円  

職員 1人当たり平均支給年額（27年度決算）  322  千円  

支給実績（26年度決算）                           42,209  千円  

職員 1人当たり平均支給年額（26年度決算）  327  千円  

    （注）１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。 

   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（27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む。 

 

 

 

 



 

    カ  その他の手当（平成 28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

との異同 

一般行政職

の制度と異

なる内容 

支給実績 

（27年度決

算） 

支給職員 1人

あたり平均 

支給年額 

扶養 

手当 

配偶者                     13,000 円 

扶養家族                 6,500円 

         満 16 歳の年度始めから 

満 22 歳の年度末までの子 

1 人につき       5,000円加算 

配偶者のない扶養親族 11,000 円 

同じ  21,088千円 245,207円 

住居 

手当 

借家・借間（最高支給額）      30,000 円 

持家                        3,000円 

 （新築・購入 5 年間）加算      2,500円 

同じ  10,303千円 321,971円 

通勤 

手当 

交通機関等利用者（最高支給額） 55,000円 

交通用具利用者 

                  5,000～11,300円  

同じ  12,526千円 108,919円 

管理職

手当 

支給額        部長 （85,000円） 

              次長 （72,000円） 

              課長 （62,000円） 

同じ  7,956千円 795,600円 

休日給  
祝日、年末年始の休日に勤務 

勤務 1 時間あたりの給与額の 135/100 

同じ  （時間外勤務時間に含む） 

夜勤 

手当 

正規の勤務時間として午後 10 時～

午前 5時の間に勤務 

勤務 1 時間あたり給与額の 25/100 

同じ  3,328千円 278,155円 

宿日直

手当 
1回につき 8,000円 

異なる 1回につき 

5,100円 

5,856千円 234,240円 

管理

職員 

特別

勤務 

手当 

管理職員が臨時又は緊急の必要その他

の公務の運営の必要により、週休日又は

休日又は週休日等以外の日の午前0時か

ら午前 5 時までの間で正規の勤務時間以

外での勤務 

        部長級 5,000～15,000 円 

     その他管理職員  4,000～12,000 円 

同じ  4千円 

   

   4,000円 

 

 



  （２） 下水道事業費用 

１） 職員給与費の状況 

     ア  決算 

（注）1 資本勘定支弁職員に係る職員給与費 113,710千円を含まない。 

 
区分 職員数 

    Ａ  
         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 給  料 職員手当 期末・勤勉手当 計  Ｂ 

27年度 
   人 

107 

 千円 

382,862 

   千円 

104,379 

   千円 

163,876 

   千円 

651,117 

   千円 

6,085 

   千円 

6,129 

    （注）1 職員手当には退職給与金を含まない。 

       2 職員数は、平成 28年 3月 31日現在の人数である。 

 

 

     イ  特記事項 

        なし 

 

 

  ２） 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況 （平成 28年 4月 1日現在） 

区  分 平均年齢 基本給 平均月収額 

豊中市 

（下水道事業） 
 40.7歳 343,884円 505,838円 

団体平均  43.6歳 343,506円 511,273円 

      （注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

員給与比率 

         Ｂ／Ａ 

（参考） 

26 年度の総費用に占

める職員給与比率 

27年度    千円 

11,295,376 

      千円 

900,240 

       千円 

   651,117 

             ％ 

5.8 

％ 

5.1 



 

    ３） 職員の手当の状況 

     ア  期末手当・勤勉手当 

豊中市（下水道事業） 豊中市 

１人当たり平均支給額（27年度） 

                           1,343  千円 

1人当たり平均支給額（27年度） 

                          1,443  千円 

（27年度支給割合） 

             期末手当     勤勉手当 

              2.6 月分       1.6 月分 

            （1.45）月分      （0.75）月分 

（27年度支給割合） 

             期末手当     勤勉手当 

              2.6 月分       1.6 月分 

            （1.45）月分      （0.75）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 

          役職加算 5％～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％ 

       (注)  （  ）内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

      イ  退職手当（平成 28年 4月 1日現在） 

豊中市（下水道事業） 豊中市 

（支給率）        自己都合   応募認定・定年 

勤続  20年    20.445月分   25.55635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％） 

1 人あたり平均支給額  333千円  22,231千円 

（支給率）         自己都合   応募認定・定年 

勤続  20年     20.445月分   25.55635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％） 

1 人あたり平均支給額 3,443千円  22,094千円      

    （注）退職手当の 1人当たりの平均支給額は、平成 27年度に退職した職員に支給された平均額である。  

 

      ウ  地域手当 

（平成 28年 4月 1日現在） 

支給実績（27年度決算）                        62,626  千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額（27年度決算） 414,741    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） 

全 地 域                12   ％         151    人             12      ％ 

                 ％              人                   ％ 

                 ％              人                   ％ 

 

 

 

 

 

 



 

エ  特殊勤務手当（平成 28年 4月 1日現在） 

支給実績（27年度決算）                              269  千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額（27年度決算）     5,721    円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（27年度）                                  31.1    ％ 

手当の種類（手当数） 3      

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 

大型特殊自動車運転業務従事手当 
猪名川流域下水道

事務所技能職員 

大型自動車または特

殊自動車の運転業務

に従事した職員 

日額…100円 

（特殊自動車は 150円） 

現場作業等従事手当 

庄内下水処理場及

び猪名川流域下水

道事務所に所属す

る者 

下水道のしゅんせつ

作業、高木の剪定等

の高所作業に従事し

た職員 

しゅんせつ作業 

日額…600円 

 

高所作業 

日額・・・400円 

防災・災害緊急援助業務従事手当 全職員 
屋外において防災業

務に従事した場合 

日額…1,500円 

(昼間のみの場合は 900

円、夜間のみ又は昼間と

夜間にまたがる場合は 

1,200円) 

 

 

 

 

 

オ  時間外勤務手当 

支給実績（27年度決算）                           16,376  千円 

職員 1人当たり平均支給年額（27年度決算）     115  千円 

支給実績（26年度決算）                           19,376  千円 

職員 1人当たり平均支給年額（26年度決算）     133  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（平成 28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

との異同 

一般行政職

の制度と異

なる内容 

支給実績 

（27年度決

算） 

支給職員 1人

あたり平均 

支給年額 

扶養 

手当 

配偶者                     13,000 円 

扶養家族                 6,500円 

         満 16 歳の年度始めから 

満 22 歳の年度末までの子 

1 人につき       5,000円加算 

配偶者のない扶養親族 11,000 円 

同じ  14,291千円 216,537円 

住居 

手当 

借家・借間（最高支給額）      30,000 円 

持家                        3,000円 

 （新築・購入 5 年間）加算      2,500円 

同じ  12,484千円 297,238円 

通勤 

手当 

交通機関等利用者（最高支給額） 55,000円 

交通用具利用者 

                  5,000～11,300円  

同じ  21,549千円 148,617円 

管理職

手当 

支給額        部長 （85,000円） 

              次長 （72,000円） 

              課長 （62,000円） 

同じ  7,032千円 781,333円 

休日給  
祝日、年末年始の休日に勤務 

勤務 1 時間あたりの給与額の 135/100 

同じ  （時間外勤務時間に含む） 

管理

職員 

特別

勤務 

手当 

管理職員が臨時又は緊急の必要その他

の公務の運営の必要により、週休日又は

休日又は週休日等以外の日の午前0時か

ら午前 5 時までの間で正規の勤務時間以

外で勤務した場合 

        部長級 5,000～15,000 円 

     その他管理職員  4,000～12,000 円 

同じ  20千円   10,000円 

 



  （３） 病院事業費用 

    １） 職員給与費の状況 

     ア  決算 

        
区分 職員数 

    Ａ  
         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 給  料 職員手当 期末・勤勉手当 計  Ｂ 

27年度 
   人 

791 

千円 

2,905,268 

千円 

1,932,085 

千円 

1,220,910 

千円 

6,058,263 

   千円 

7,658 

   千円 

－ 

    （注）1 職員手当には退職給与金を含まない。 

       2 職員数は、平成 28年 3月 31日現在の人数である。 

 

 

     イ  特記事項 

        なし 

 

 

 

 

 

  ２） 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況 （平成 28年 4月 1日現在） 

区  分 平均年齢 基本給 平均月収額 

豊中市 

（病院事業） 
36.0歳  304,919円  635,838円  

団体平均 -  歳  -   円  -   円  

事業者    -  歳  -   円  -   円  

      （注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

職員給与比率 

         Ｂ／Ａ 

（参考） 

26年度の総費用に占め

る職員給与費比率 

27年度    千円 

18,228,893 

      千円 

231,599 

       千円 

  6,058,263 

             ％ 

    33.2 

               ％ 

      32.9 



 

    ３） 職員の手当の状況 

     ア  期末手当・勤勉手当 

豊中市（病院事業） 豊   中   市 

１人当たり平均支給額（27年度） 

1,516千円       

1人当たり平均支給額（27年度） 

1,443  千円       

（27年度支給割合） 

             期末手当     勤勉手当 

              2.6 月分       1.5 月分 

            （1.45）月分      （0.7）月分  

（27年度支給割合） 

             期末手当     勤勉手当 

              2.6 月分       1.5 月分 

            （1.45）月分      （0.7）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 

          役職加算 5％～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％ 

       (注)  （  ）内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

      イ  退職手当（平成 28年 4月 1日現在） 

豊中市（病院事業） 豊   中   市 

（支給率）       自己都合  応募認定・定年 

勤続  20年    20.445月分   25.55635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％） 

1 人あたり平均支給額  1,379千円  25,335千円 

（支給率）       自己都合    応募認定・定年 

勤続  20年    20.445月分    25.55635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％） 

1 人あたり平均支給額   3,443千円  22,094 千円 

    （注）退職手当の 1人当たりの平均支給額は、平成 27年度に退職した職員に支給された平均額である。  

 

      ウ  地域手当 

（平成 28年 4月 1日現在） 

支給実績（27年度決算） 388,901  千円     

支給職員 1人当たり平均支給年額（27年度決算） 483,708    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） 

全 地 域                10   ％ 699  人 10   ％ 

全 地 域            15   ％ 105  人 15   ％ 

                 ％ 人 ％ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

エ  特殊勤務手当（平成 28年 4月 1日現在） 
支給実績（27年度決算） 170,030  千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額（27年度決算） 313,468    円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（27年度） 67.4    ％ 

手当の種類（手当数） 5       

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 

病原菌・感染症取扱手当 ① 中央診療局に臨

床検査部に勤務

する検査技師 

② 医師・看護師・准

看護師・助産師 

① 病原菌の検査業務

に従事した場合 

② 感染症患者または感

染症の疑いがある患

者の診療に従事した

場合 

日額…290円 

放射線取扱手当 放射線を人体に対して

照射（撮影を含む。）す

る業務に従事する職員 

左記業務に従事した場

合 

日額…230円 

ハイリスク分べん管理業務従

事手当 

医師 診療報酬の算定方法に

規定するハイリスク分娩

管理加算の対象患者に

係る分べん業務又は術

後の管理業務に従事し

た場合 

１件につき…40,000円 

深夜業務従事手当 看護師・准看護師・助

産師 

正規の勤務時間による勤

務の一部又は全部が深

夜（午後 10時から翌日の

午前 5 時までの間）にお

いて行なわれる看護等の

業務に従事した場合 

勤務 1 回につき…8,200

円 

（ただし、その勤務に含ま

れる深夜における勤務時

間が４時間以上 7時間未

満の場合 4,400円、 

２時間以上４時間未満の

場合にあっては 3,900

円、2時間未満の場合2，

400円) 

緊急医療業務従事手当 医師又は歯科医師 ①正規の勤務時間を超

えて勤務しているとき

及び当直勤務をしてい

るときに緊急を要する

手術又は処置を行った

場合 

②勤務時間以外に臨時

又は緊急の必要により、

病棟等の職員から要請

を受けて出勤し、手術又

は処置を行った場合 

手術又は１人の医師等

が１患者につき診療報

酬の算定方法に基づく

診療報酬点数が1,000点

以上の処置を行った場

合にあっては１日につ

き7,500円（ただし、点

数が1，000点未満の処置

を行った場合にあって

は3,750円）  

 

 



 

オ  時間外勤務手当 

支給実績（27年度決算） 697,222  千円  

職員 1人当たり平均支給年額（27年度決算） 867  千円  

支給実績（26年度決算）                         692,779  千円  

職員 1人当たり平均支給年額（26年度決算）  872  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（平成 28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

との異同 

一般行政職

の制度と異

なる内容 

支給実績 

（27年度決

算） 

支給職員 1人

あたり平均 

支給年額 

扶養 

手当 

配偶者                     13,000 円 

扶養家族                 6,500円 

         満 16 歳の年度始めから 

満 22 歳の年度末までの子 

1 人につき       5,000円加算 

配偶者のない扶養親族 11,000 円 

同じ  52,219 

千円 

200,974 

円 

住居 

手当 

自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を

支払っている職員に支給する月額上限 

27,000 円 

ただし、豊中市内の住宅に居住する職員

に対しては月額上限 30,000円 

同じ  90,953 

千円 

343,004 

円 

通勤 

手当 

交通機関等利用者（最高支給額） 55,000円 

交通用具利用者 

                  5,000～11,300円  

同じ  88,110 

千円 

242,895 

円 

管理職

手当 

支給額        部長級 （85,000円） 

              次長級 （72,000円） 

              課長級 （62,000円） 

同じ  62,648 

千円 

900,331 

円 

初任給

調整 

手当 

医師、歯科医師に対し、在職期間に応じ

300,400 円までの範囲内で支給（最長支

給期間 35年） 

異なる 在職期間に

応じ 300,400

円の範囲内で

支給 

315,140 

千円 

3,020,515 

円 

休日給  
祝日、年末年始の休日に勤務 

勤務 1 時間あたりの給与額の 135/100 

同じ  （時間外勤務時間に含む） 

夜勤 

手当 

正規の勤務時間として午後 10 時～

午前 5時の間に勤務 

勤務 1 時間あたり給与額の 25/100 

同じ  66,859 

千円 

147,593 

円 

 

 


