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７ 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 

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） 

元年度の総費用に占 

める職員給与費比率 

令 和 

２年度 

千円 

944,256 

千円 

65,586 

千円 

112,927 

％ 

12.0 

％ 

11.1 

 （注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費を含まない。 

 

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 

令和 

２年度 

人 

11 

千円 

42,837 

千円 

8,368 

千円 

16,880 

千円 

68,085 

千円 

6,190 

 千円 

6,046 

（注）１ 職員手当には退職給付金を含まない。 

   ２ 職員数については、令和３年３月 31 日現在の人数である。また、任期付短時間勤務

職員（再任用職員（短時間勤務）を含み、会計年度任用職員を含まない。 

     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

まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。 

 

②職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和３年４月１日現在） 

区 分 平均年齢 基本給 平均月収額 

伊 達 市 43.0歳 293,083 円 427,487円 

団体平均 45.3歳 335,096 円 502,816円 

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当を含む。 
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③職員の手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

伊 達 市 団体平均 

１人当たり平均支給額（令和２年度決算） 

1,535千円 

１人当たり平均支給額（令和２年度） 

1,481千円 

（令和２年度支給割合） 

期末手当     勤勉手当 

2.55 月分    1.90 月分 

（1.45 月分）  （0.90 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５～15％ 

 

（注） （  ）内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

イ 退職手当（令和２年４月１日現在） 

伊 達 市 団体平均 

（支給率）   自己都合   勧奨・定年  

勤続20年    19.6695月分 24.586875月分 

勤続25年    28.0395月分  33.27075月分 

勤続35年    39.7575月分    47.709月分 

最高限度額   47.709月分      47.709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） 

１人当たり平均支給額         23,839 千円 

 

１人当たり平均支給額  9,878 千円 

（注） 退職手当の１人当たりの平均支給額は、平成 26～令和元年度に支給対象者がいなかっ

たため、平成 25 年度に退職した職員に支給された平均額を記載している。 

 

ウ 地域手当（令和３年４月１日現在） 

支給実績（令和２年度決算） ― 

支給職員１人当たりの平均支給年額（令和２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） 

伊達市 ０％ － ０％ 

札幌市 ３％ － ３％ 
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エ 特殊勤務手当（令和３年４月１日現在） 

支給実績（令和２年度決算） 52 千円 

支給対象職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算） 10,400 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和２年度） 45 ％ 

手当の種類（手当数）                      2 

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 

(令和元年度決算) 
支給単価 

出張徴収手当 水道課職員 
水道料金、給水装置工事の工事費、 

手数料の出張徴収 
2 千円 日額200円 

給水停止作業手当 水道課職員 給水の停止作業 50 千円 １件300円 

 

オ 時間外勤務手当（令和２年 4月 1日現在)  

 

 

 

 

 

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。 

 

カ その他の手当（令和２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 

（令和２年度決算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（令和２年度決算） 

扶養手当 

１ 配偶者   10,000 円 

２ 配偶者以外  8,000 円 

３ 配偶者なし  9,000 円 

４ 特定期間の加算 

（高校生世代～大学生世代） 

5,000 円 

異なる 

１～３ 

子 10,000 

子以外 6,500 

1,974 千円 329,000円 

支給実績（令和２年度決算）   1,437 千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算）   102,639 円 

支給実績（令和元年度決算）   3,610 千円 

職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算）   180,461 円 
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通勤手当 

１ 交通機関等の利用 

（片道 2km以上） 

運賃相当額 

（限度額 55,000円） 

２ 自動車等の利用 

（片道 2km以上） 

2～ 5km   2,000円 

5～10km   4,200円 

10～15km   7,100円 

15～20km   10,000円 

20～25km  12,900円 

25～30km  15,800円 

30～35km  18,700円 

35～40km  21,600円 

40～45km  24,400円 

45～50km  26,200円 

50～55km  28,000円 

55～60km  29,800円 

60km～   31,600円 

３ 次に該当する場合は２に加

えて加算支給あり 

 【加算額】 

   ～ 5km   1,000円 

   5～10km   1,500円 

  10～20km   2,500円 

  20km～    3,000円 

 【対象者】 

 ・通勤が困難な職員 

・特定の障がいを有する職員 

同じ  383 千円 76,560 円 

寒冷地手当 

毎年 11月から翌年３月まで 

５ヶ月間支給 

（１）大滝区内居住職員 

世帯主（扶養あり）26,380円 

世帯主（扶養なし）14,580円 

その他       10,340円 

（２）（１）以外の市内居住職員 

世帯主（扶養あり）23,360円 

世帯主（扶養なし）13,060円 

その他       8,800円 

（３）市外居住職員 

 国の規準に準ずる 

同じ  978 千円 97,710 円 

住居手当 

１ 借家、貸間居住者 

控除額       7,200円 

全額支給限度額  11,000円 

２分の１加算額  16,000円 

最高支給限度額  27,000円 

２ 持ち家居住者   7,200円 

新築又は購入後５年未満の加

算額        1,000 円 

同じ  2,030 千円 202,920 円 
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管理職手当 

課長職以上の職員に定額支給 

（１）部長職    55,000円 

（２）次長職    49,000円 

（３）課長職    43,000円 

（４）課長補佐職   37,000円 

同じ  516 千円 516,000 円 

単身赴任手当 
26,000 円＋交通距離に応じた

加算額（58,000円限度） 
同じ  0 千円 0 円 

 


