
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）

Ｂ

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、平成29年４月１日現在の人数である。

      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おり、職員数には

　　　　当該職員を含んでいない。

 (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。

　　　　　※　平成30年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３

　　　　　　年連続で上昇している場合、③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

千円 千円

294 1,041,082 200,994 405,316 1,647,392 5,603 5,863

　計

29年度 人 千円 千円 千円 千円

区　分 職員数 給　　与　　費 (参考)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Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

　　　　　　　　　　　％

　　　　　（30年１月１日）

34,834 26,941 188,226 2,402,103 8.9 9.6

実質収支 人件費 人件費率 （参考）

29年度 人　　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ 28年度の人件費率

稚内市の給与・定員管理等について（平成３０年度）

区　分 住民基本台帳人口 歳出額　
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 (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（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には、その理由））

②その他の見直し内容

２　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30年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

円 円

稚内市 － － －

うち用務員 5,082,944 2,808,700 1.81

－ － － －

区　　分

参考

年収ベース（試算値）の比較

公務員
(Ｃ)

民間
(Ｄ)

Ｃ/Ｄ

－ － － －

類似団体 51.1 17 317,101 343,418 330,171

－ － － －

国 50.7 2,553 286,817 － 328,637

用務員 55.6 207,200 1.60

北海道 54.0 208 335,946 364,815 355,305

－ － － －

うち用務員 46.8 * 323,700 331,600 327,366

稚内市 46.8 * 323,700 331,600 327,366

参考

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

（国比較ベース）

対応する
民間の
類似職種

平均年齢
平均給与月額

（Ｂ）
Ａ/Ｂ

円 343,315 円

区　　分

公務員 民間

類似団体 42.3 歳 316,612 円 371,978

369,693 円

国 43.5 歳 329,845 円 － 410,940 円

円 323,453 円

北海道 44.2 歳 326,697 円 392,780 円

稚内市 39.8 歳 294,838 円 344,794

【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。

（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。
　　　　　１級（全号俸）及び２級の初任給に係る号俸については、人材確保への影響等を考慮して、引下げを行わないが、
　　　　　３級以上の級の高位号俸については、50歳台後半層における官民の給与差を考慮して、最大で４％程度引下げる。
　　　　　激変緩和のため、３年間（平成30年３月31日まで）の経過措置（現給保障）を実施。
　　　　　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。

 管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（平成27年４月１日実施）

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）
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※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（平成27~29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ない。

※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。

    （注）１  「平均給料月額」とは、平成28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（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外

　　　　　　　勤務手当等を除いたもの）で算出している。

 (2)職員の初任給の状況（平成30年４月１日現在）

 (3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成30年４月１日現在）

３　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及び給料表の状況（平成30年４月１日現在）

（注）１　稚内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。

７　　級 部長
人 ％ 円 円

4 1.6 362,300 444,500

６　　級 室長・参事
人 ％ 円 円

1 0.4 318,500 409,800

５　　級 課長・主幹
人 ％ 円 円

33 13.6 288,000 392,600

４　　級 主査・主任
人 ％ 円 円

75 30.5 262,000 380,600

３　　級 主任
人 ％ 円 円

57 23.2 228,900 349,600

２　　級 主事・技師
人 ％ 円 円

39 15.9 192,700 303,800

１　　級 主事・技師
人 ％ 円 円

38 15.4 142,600 247,100

－

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

353,600 円 365,600 円

技能労務職 高　校　卒 － 323,700 円 －

380,100 円 375,900 円

高　校　卒 243,700 円 326,600 円

一般行政職 大　学　卒 274,900 円 360,000 円

－

区　　　　分
経験年数

10年以上15年未満
経験年数

20年以上25年未満
経験年数

25年以上30年未満
経験年数

30年以上35年未満

技能労務職 高　校　卒 147,100 円 147,100 円

179,200 円

高　校　卒 147,100 円 147,100 円 147,100 円

区　　　　分 稚　内　市 北　海　道 国

一般行政職 大　学　卒 179,200 円 179,200 円
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 (2)昇給への人事評価の活用状況

平成30年4月2日から

平成31年4月1日までにおける運用

イ．人事評価を活用している

ロ．人事評価を活用していない

活用予定時期

４　職員の手当の状況
 (1)期末手当・勤勉手当

（29年度支給割合） （29年度支給割合） （29年度支給割合）

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

主査・主任 5%

課長・主幹 10% 管理職加算 10%～25% 管理職加算 10%～25%

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

部長・副部長職 15% 役職加算  5%～20% 役職加算  5%～20%

(0.85) 月分 (1.45) 月分 (0.85) 月分

2.60 月分 1.80 月分

(1.45) 月分 (0.85) 月分 (1.45) 月分

期末手当 勤勉手当

2.60 月分 1.80 月分 2.60 月分 1.80 月分

1,673 千円

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

未定 未定

稚　　内　　市 北　　海　　道 国

１人当たり平均支給額（29年度） １人当たり平均支給額（29年度）
－

1,377 千円

上位、標準、下位の区分

上位、標準の区分

標準、下位の区分

標準の区分のみ（一律）

〇 〇

管理職 一般職

活用している昇給区分
昇給可能な

区分
昇給実績が
ある区分

昇給可能な
区分

昇給実績が
ある区分
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○勤勉手当への人事評価の活用状況

イ．人事評価を活用している

ロ．人事評価を活用していない

活用予定時期

 (2)退職手当（平成30年４月１日現在）

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、29年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3)特殊勤務手当（平成30年４月１日現在）

有害鳥獣駆除業務手当 有害鳥獣の駆除に従事する職員 164 千円 日額450円

家畜防疫業務手当 牛、馬又は豚の家畜伝染病の予防業務に従事する職員 11 千円 日額300円

危険物取扱業務手当 危険物の取扱業務に従事する職員 216 千円 月額2,000円

索道業務手当 索道施設の技術上の事項を管理する職員 30 千円 月額2,500円

飼育業務手当 水族館において魚類等の飼育業務に従事する職員 0 千円 月額3,000円

ボイラー営繕業務手当 ボイラーの保守又は営繕業務に従事する職員 25 千円 日額120円

公害業務手当 公害の測定、立入検査等に従事する職員 0 千円 日額300円

海上業務手当 水産に関する調査等の業務を海上において従事する職員 5 千円 日額300円

海外事務所勤務手当 海外事務所に勤務する職員 2,180 千円 日額10,000円

税外徴収業務手当 外勤により税外収入の徴収業務に従事する職員 0 千円 日額200円

感染症消毒業務手当 感染症消毒業務に従事する職員 0 千円 日額250円

蜂の巣駆除業務手当 蜂の巣の駆除に従事する職員 4 千円 日額450円

野犬掃とう手当 野犬掃とう業務に従事する職員 2 千円 日額450円

保健指導業務手当
障害者又は感染症患者の家庭を訪問し、指導業務に従事
した保健師

3 千円 日額200円

福祉手当 生活保護に係る相談、指導等の現業に従事する職員等 271 千円 日額200円・300円

行路死亡人取扱手当 行路死亡人の収容処理に従事する職員 20 千円 １件5,000円

手当の名称 支給対象職員・支給対象業務 支給実績（29年度決算） 支給単価

税等徴収業務手当 市税等の徴収、督励又は滞納処分に従事する職員 210 千円 月額2,500円

職員全体に占める手当支給職員の割合（29年度） 21.3 　％

手当の種類（手当数） 17

支給実績（29年度決算） 3,141 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（29年度決算） 46,195 　円

 定年前早期退職特例措置（２%～20%加算）  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　　　　1,980 千円 20,666 千円

47.709 月分 47.709 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

39.7575 月分 47.709 月分

最高限度額 44.7795 月分 47.709 月分 最高限度額

28.0395 月分 33.27075 月分

勤続３５年 39.7575 月分 47.709 月分 勤続３５年

19.6695 月分 24.586875 月分

勤続２５年 28.0395 月分 33.27075 月分 勤続２５年

稚　　　内　　　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 19.6695 月分 24.586875 月分 勤続２０年

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）

〇 〇

未定 未定

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

平成30年度中における運用 管理職 一般職
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 (4)時間外勤務手当

（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（29(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む。

 (5)その他の手当（平成30年４月１日現在）

千円 円

５　特別職の報酬等の状況（平成30年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

（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）勤めた場合における

　　　　退職手当の見込額である。

任期毎

任期毎

退
職
手
当

（１期の手当額）

副　 市 　長 707,000円×在職年数×370/100 10,464 千円

　（支給時期）

市　　　　長 852,000円×在職年数×444/100 15,132 千円

（算定方式）

期
末
手
当

市　　　　長

月分 （加算15%）

議　　　　長

副　 議 　長

474,000

副　 市　 長 4.40

議　　　　員

442,000 180,000

　　（29年度支給割合）

　　（29年度支給割合）

4.40 月分 （加算15%）

報
酬

議　　　　長 409,000 545,000 230,000

副　 議 　長 371,000 200,000

議　　　　員 339,000

（参考）類似団体における最高／最低額

市　　　　長 852,000 950,000 259,000

副　 市　 長 707,000 772,000 483,000

千円 79,299 円
扶養親族なし　　 13,060円／月

その他　　　　　  8,800円／月

11月から３月までの５ヶ月間支給

千円 549,364 円副部長職　　49,000円（定額）

課長職　　　44,000円（定額）

寒冷地手当

扶養親族あり　 　23,360円／月

同 － 23,948

円
交通
用具

使用距離に応じて3,000円～
33,900円を支給

異 支給額

管理職手当

部長職　　　55,000円（定額）

異 支給額 24,172

166,843

通勤手当

交通
機関

55,000円を限度に運賃相当額
を支給

同 －

14,629 千円 60,200

子　　　10,000円

父母等 　6,500円

同 －
借家

31,533

（29年度決算）

扶養手当

配偶者　 6,500円

同 － 28,832 千円 227,021 円

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（29年度決算）

支給職員１人当たり

手当名 内容及び支給単価 平均支給年額

支給実績（28年度決算） 79,487 千円

職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 298 千円

支給実績（29年度決算） 80,939 千円

職員１人当たり平均支給年額（29年度決算） 293 千円

住居手当
家賃の額に応じて27,000円を
限度に支給

区　　　分 給料月額等

給
料
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６　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）

（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（平成30年４月１日現在）

　

714777 93 81 77 62 69

人 人 人人

60 1583 43 47

以上

職員数
人 人 人 人 人

31歳

人

計

人

39歳 43歳 47歳 51歳 55歳

人 人

60歳40歳 44歳 48歳 52歳

59歳
～ ～

56歳
～～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

36歳
区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳

未満 23歳 27歳 35歳

合　　計
715 714 △ 1 <参考>

[943］ [943］ [0］ 人口１万人当たり職員数　204.97人

その他 19 19 0

小　計 423 420 △ 3

水道部門のスタッフ拡充による増

下水道 3 3 0

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　　門

病院 388 384 △ 4 看護師及び事務職の退職に伴う欠員

水道 13 14 1

小　計 292 294 2

<参考>

人口１万人当たり職員数　84.40人

(類似団体の人口１万人当たりの職員数  100.63人)

人口１万人当たり職員数　68.04人

(類似団体の人口１万人当たりの職員数  77.60人)

教育部門 62 57 △ 5 教育一般部門及び義務教育部門の職員退職に伴う欠員

土木 26 26 0

計 230 237 7

<参考>

農林水産 13 13 0

商工 16 18 2 商工部門のスタッフ拡充による増

衛生 21 22 1 保健センター部門の欠員補充

労働 2 2 0

民生 51 48 △ 3 福祉事務所及び保育所の職員退職に伴う欠員

職員の退職に伴う欠員

総務 76 84 8 新採用職員の仮配置に伴う増

普
　
通
　
会
　
計
　
部
　
門

一
　
般
　
行
　
政
　
部
　
門

議会 6 5 △ 1

税務 19 19 0

　　　　　　区　　分

　部　　門

職員数 対前年
増減数

主　な　増　減　理　由
平成29年 平成30年

0

2

4

6

8

10

12

14

20歳未

満

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

上

構成比

５年前の構成比

%
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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。

総合計 708 703 706 708 715

△ 3.9

420 18 4.5

714 6 0.8

公営企業等会計 計 402 397 407 413 423

△ 11 △ 16.2

普通会計 計 306 306 299 295 292 294 △ 12

237 △ 1 △ 0.4

教育 68 67 58 59 62 57

一般行政 238 239 241 236 230

部門別　　　　　　　　年度 25年 26年 27年 28年 29年 30年 過去５年間の増減数（率）
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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

（注）　資本勘定支弁職員に係る職員給与費を含まない。

Ｂ

（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30年３月31日現在の人数である。

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成30年４月１日現在）

（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

（29年度支給割合） （29年度支給割合）

－

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

－

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　特殊勤務手当（平成30年４月１日現在）

料金徴収等手当 本務として水道料金の徴収等に従事する職員 120 千円 月額2,500円

現場手当
深夜又は著しく困難な条件下において漏水調査、排泥作
業及びこれらに類する作業に直接従事した職員

71 千円 日額500円・750円

手当の種類（手当数） 2

手当の名称 支給対象職員・支給対象業務 支給実績（29年度決算） 支給単価

千円

支給職員１人当たり平均支給年額（29年度決算） 21,167 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（29年度） 69.2 　％

課長・主幹 10%

主査・主任 5%

支給実績（29年度決算） 191

(1.45) 月分 (0.85) 月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置

部長・参事 15%

期末手当 勤勉手当

2.60 月分 1.80 月分

稚内市企業職員 団体平均

１人当たり平均支給額（29年度） １人当たり平均支給額（29年度）

1,022 千円 1,505 千円

円

団体平均 44.2 歳 341,066 円 511,425 円

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

稚内市 44.6 歳 329,158 円 508,097

千円

13 49,477 10,396 13,284 73,157 5,627 6,148

　計 Ｂ／Ａ

29年度 人 千円 千円 千円 千円 千円

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 期末・勤勉手当

1,169,584 66,348 89,566 7.7 7.8

29年度 　千円 千円 千円 ％ ％

職員給与費比率 28年度の総費用に占

Ａ Ｂ　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

実質収支

区　分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める （参考）
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ウ　時間外勤務手当

（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（29(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

　　　　む。

エ　その他の手当（平成30年４月１日現在）

 (2)下水道事業

① 職員給与費の状況

ア　決算

（注）　資本勘定支弁職員に係る職員給与費を含まない。

Ｂ

（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30年３月31日現在の人数である。

千円

3 8,719 1,671 2,255 12,645 4,215 6,128

　計 Ｂ／Ａ

29年度 人 千円 千円 千円 千円 千円

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 期末・勤勉手当

1,101,646 13,424 15,965 1.5 1.7

29年度 　千円 千円 千円 ％ ％

Ａ Ｂ　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

実質収支 職員給与費比率 28年度の総費用に占

区　分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める （参考）

千円 93,567 円
扶養親族なし　　 13,060円／月

その他　　　　　  8,800円／月

11月から３月までの５ヶ月間支給

千円 572,000 円参事職　　49,000円（定額）

課長職　　44,000円（定額）

寒冷地手当

扶養親族あり　 　23,360円／月

同 － 1,123

千円 51,577 円
交通
用具

使用距離に応じて3,000円～
33,900円を支給

管理職手当

部長職　　55,000円（定額）

同 － 1,716

通勤手当

交通
機関

55,000円を限度に運賃相当額
を支給

同 － 567

267,429 円子　　　 10,000円

父母等  　6,500円

借家 家賃の額に応じて27,000円を
限度に支給

千円 226,909 円

扶養手当

配偶者　　6,500円

同 － 1,872 千円

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
（29年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（29年度決算）

手当名 内容及び支給単価

支給実績（28年度決算） 3,088 千円

職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 281 千円

支給実績（29年度決算） 2,377 千円

職員１人当たり平均支給年額（29年度決算） 238 千円

住居手当 同 － 2,496
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② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成30年４月１日現在）

（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

（29年度支給割合） （28年度支給割合）

－

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

－

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　特殊勤務手当（平成30年４月１日現在）

ウ　時間外勤務手当

（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（29(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

　　　　む。

支給実績（28年度決算） 722 千円

職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 241 千円

支給実績（29年度決算） 505 千円

職員１人当たり平均支給年額（29年度決算） 168 千円

料金徴収等手当 本務として水道料金の徴収等に従事する職員 － 千円 月額2,500円

現場手当
深夜又は著しく困難な条件下において漏水調査、排泥作
業及びこれらに類する作業に直接従事した職員

－ 千円 日額500円・750円

手当の種類（手当数） 2

手当の名称 支給対象職員・支給対象業務 支給実績（29年度決算） 支給単価

千円

支給職員１人当たり平均支給年額（29年度決算） － 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合（29年度） － 　％

課長・主幹 10%

主査・主任 5%

支給実績（29年度決算） －

(1.45) 月分 (0.85) 月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置

部長・参事 15%

期末手当 勤勉手当

2.60 月分 1.80 月分

稚内市企業職員 団体平均

１人当たり平均支給額（29年度） １人当たり平均支給額（29年度）

752 千円 1,502 千円

510,928 円

円

団体平均 43.2 歳 339,266 円

稚内市 30.4 歳 245,533 円 377,180

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額
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エ　その他の手当（平成30年４月１日現在）

千円 75,367 円
扶養親族なし　　 13,060円／月

その他　　　　　  8,800円／月

11月から３月までの５ヶ月間支給

千円 ― 円参事職　　49,000円（定額）

課長職　　44,000円（定額）

寒冷地手当

扶養親族あり　 　23,360円／月

同 － 226

千円 87,786 円
交通
用具

使用距離に応じて3,000円～
33,900円を支給

管理職手当

部長職　　55,000円（定額）

同 － ―

通勤手当

交通
機関

55,000円を限度に運賃相当額
を支給

同 － 176

120,000 円子　　  10,000円

父母等 　6,500円

借家 家賃の額に応じて27,000円を
限度に支給

円

扶養手当

配偶者 　6,500円

同 － 120 千円

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
（29年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（29年度決算）

手当名 内容及び支給単価

住居手当 同 － 630 千円 315,000
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 (3)病院事業（本院）

① 職員給与費の状況

ア　決算

（注）　資本勘定支弁職員に係る職員給与費を含まない。

Ｂ

（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30年３月31日現在の人数である。

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成30年４月１日現在）

（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

（29年度支給割合） （28年度支給割合）

－

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

－

（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30年４月１日現在）

－

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、29年度に退職した職員に支給された平均額である。

 定年前早期退職特例措置（２%～20%加算）

１人当たり平均支給額　　　　908 千円 19,916 千円

最高限度額 44.7795 月分 47.709 月分

その他の加算措置

勤続２５年 28.0395 月分 33.27075 月分

勤続３５年 39.7575 月分 47.709 月分

（支給率）　　　　　　自己都合 　　　勧奨・定年

勤続２０年 19.6695 月分 24.586875 月分

看護副部長・科長・主幹 10%

係長・主任・副主任 5%

稚内市企業職員 団体平均

(1.45) 月分 (0.85) 月分

職制上の段階、職務の級等による加算措置

看護部長・薬局長 15%

期末手当 勤勉手当

2.60 月分 1.08 月分

円

稚内市企業職員 団体平均

１人当たり平均支給額（29年度） １人当たり平均支給額（29年度）

1,001 千円 1,403 千円

事務職員 42.9 歳 324,084 円 497,283

39.3 歳 292,417 円 467,031 円

円

団
体
平
均

医　　師 45.0 歳 570,599 円 1,413,587 円

看 護 師

事務職員 37.9 歳 286,142 円 435,107

1,520,293 円

看 護 師 36.2 歳 293,784 円 461,412 円

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

稚
内
市

医　　師 35.6 歳 493,926 円

千円

361 1,329,299 577,715 512,090 2,419,104 6,701 6,890

　計 Ｂ／Ａ

29年度 人 千円 千円 千円 千円 千円

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 期末・勤勉手当

6,402,173 △ 690,464 3,273,447 51.1 51.0

29年度 　千円 千円 千円 ％ ％

Ａ Ｂ　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

実質収支 職員給与費比率 28年度の総費用に占

区　分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める （参考）
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ウ　特殊勤務手当（平成30年４月１日現在）

エ　時間外勤務手当

（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（29(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

　　　　む。

支給実績（28年度決算） 107,862 千円

職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 360 千円

支給実績（29年度決算） 118,137 千円

職員１人当たり平均支給年額（29年度決算） 368 千円

泌尿器科手当 泌尿器科業務を行う医師 7,538 千円 月額50,000円・20,000円

手術手当
重症度、医療・看護必要度Ｃ項目に該当する手技点数
1,000点以上の手術を行う医師

13,870 千円 1回5,000円・10,000円

専門医手当 学会が認定する専門資格を有する医師 2,460 千円 月額20,000円

剖検手当 剖検を実施する医師 ― 千円 1回100,000円

看取り手当 死亡診断書、死体検案書を作成した医師 3,200 千円 1回10,000円・20,000円

耳鼻科手当 耳鼻科業務を行う内科医 2,520 千円 月額30,000円

指導医手当 臨床研修指導医 1,830 千円 月額10,000円

循環器手当 循環器業務を行う内科医 6,720 千円 月額80,000円

心臓カテーテル手当 心臓カテーテル手技を行う循環器科の医師 ― 千円 月額150,000円

透析手当 透析を行う医師 11,520 千円
日額10,000円
月額240,000円・480,000円

救急勤務手当
時間外に救急外来からの要請に応じ、救急業務に従事し
た当直医以外の医師

7,650 千円 １回10,000円

心臓ペースメーカー装置
摘出業務手当

遺族の依頼を受け遺族宅に出向き遺体から心臓ペース
メーカー装置を摘出する業務に従事する医師

― 千円 １件5,000円

学校検診業務手当 学校における検診業務に従事する医師 710 千円 １回10,000円・20,000円

認定看護師手当
日本看護協会認定看護師制度による認定を受け、業務に
従事する認定看護師

480 千円 月額20,000円

精神衛生相談業務手当
精神衛生相談並びに受診及び受療の援助業務に従事する
職員

197 千円 日額200円

搬送手当 高次医療機関等への緊急搬送業務に従事する職員 6,507 千円 １回10,000円～50,000円

派遣手当
公益的法人等への稚内市職員の派遣等に関する条例の規
定に基づき、他の医療機関において勤務する職員

― 千円 月額20,000円

待機手当
救急医療業務に従事するため、勤務時間外に待機を命ぜ
られた医師以外の職員

13,732 千円
１回2,000円～
　　　　　5,000円

巡回診療業務手当 巡回診療業務に従事する職員 159 千円 １回1,500円・6,000円

派遣診療業務手当
他の医療機関からの派遣診療の要請に応じて、当該医療機関に
おいて診療業務に従事する医師及び医療従事者

870 千円
１回5,000円～
　　　　 30,000円

助産師手当 助産師 2,600 千円 月額20,000円

医務手当 医師 142,552 千円
月額180,000円～
　　　　582,000円

緊急出動手当 時間外に出勤し、診療等に従事する医師（管理職） 13,104 千円 １時間3,000円

周産期業務手当 医師及び助産師 4,915 千円 １件5,000円・10,000円

夜間看護手当
正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において行わ
れる看護又は助産の業務に従事する医師以外の職員

49,812 千円
１回3,100円～
　　　　　7,300円

診療手当 手術又はこれに類する診療業務に従事する医師 12,551 千円 －

細菌検査防疫作業手当 細菌検査又は滅菌消毒作業に従事する医師以外の職員 975 千円 日額290円

手術室・透析室勤務手当 手術室又は透析室に勤務する医師以外の職員 2,573 千円 日額290円

放射線取扱作業手当 放射線取扱作業に従事する医師以外の職員 875 千円 日額290円

西病棟勤務手当
西病棟に勤務する医師以外の職員
（外来、デイケア、作業療法に従事する職員を除く。）

2,166 千円 日額290円

手当の名称 支給対象職員・支給対象業務 支給実績（29年度決算） 支給単価

感染症病床患者看護手当 感染症病床の患者を看護する医師以外の職員 ― 千円 日額290円

職員全体に占める手当支給職員の割合（29年度） 80.8 　％

手当の種類（手当数） 31

支給実績（29年度決算） 312,086 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（29年度決算） 1,076,519 　円
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オ　その他の手当（平成30年４月１日現在）

千円

 (4)病院事業（分院）

① 職員給与費の状況

ア　決算

（注）　資本勘定支弁職員に係る職員給与費を含まない。

Ｂ

（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30年３月31日現在の人数である。

② 職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成30年４月１日現在）

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

住居手当 同 － 37,662 215,213

円

団体平均 ※本院と同様

事務職員 54.4 歳 320,638 円 468,451

－ 円

看 護 師 54.3 歳 335,762 円 512,873 円

区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

稚
内
市

医　　師 － 歳 － 円

千円

23 95,505 23,329 35,954 154,788 6,730 ※本院と同様

　計 Ｂ／Ａ

29年度 人 千円 千円 千円 千円 千円

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 期末・勤勉手当

347,207 8,827 215,198 62.0 63.8

29年度 　千円 千円 千円 ％ ％

Ａ Ｂ　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

（参考）

実質収支 職員給与費比率 28年度の総費用に占

74,335 円
扶養親族なし　　 13,060円／月

その他　　　　　  8,800円／月

11月から３月までの５ヶ月間支給

区　分 総費用 純損益又は 職員給与費 総費用に占める

546,947 円副部長職　49,000円（定額）

科長職　　44,000円（定額）

寒冷地手当

扶養親族あり　 　23,360円／月

同 － 26,314 千円

54,544 円
交通
用具

使用距離に応じて3,000円～
33,900円を支給

管理職手当

部長職　　55,000円（定額）

同 － 20,784 千円

円
借家 家賃の額に応じて27,000円を

限度に支給

通勤手当

交通
機関

55,000円を限度に運賃相当額
を支給

同 － 14,672 千円

193,595 円子　　  10,000円

父母等 　6,500円

扶養手当

配偶者 　6,500円

同 － 22,844 千円

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
（29年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額
（29年度決算）

手当名 内容及び支給単価
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③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（29年度支給割合）

（加算措置の状況）

（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30年４月１日現在）

－

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、29年度に退職した職員に支給された平均額である。

 定年前早期退職特例措置（２%～20%加算）

１人当たり平均支給額　　　　― 千円 － 千円

最高限度額 44.7795 月分 47.709 月分

その他の加算措置

勤続２５年 28.0395 月分 33.27075 月分

勤続３５年 39.7575 月分 47.709 月分

稚内市企業職員 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

職制上の段階、職務の級等による加算措置

看護部長・薬局長 15%

看護副部長・科長・主幹 10%

係長・主任・副主任 5%

勤勉手当

2.60 月分 1.80 月分

(1.45) 月分 (0.85) 月分

稚内市企業職員 団体平均

１人当たり平均支給額（29年度）

※本院と同様

1,073 千円

期末手当
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ウ　特殊勤務手当（平成30年４月１日現在）

エ　時間外勤務手当

（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（29(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

　　　　む。

支給実績（28年度決算） 4,089 千円

職員１人当たり平均支給年額（28年度決算） 215 千円

支給実績（29年度決算） 3,804 千円

職員１人当たり平均支給年額（29年度決算） 190 千円

専門医手当 学会が認定する専門資格を有する医師 － 千円 月額20,000円

剖検手当 剖検を実施する医師 － 千円 1回100,000円

看取り手当 死亡診断書、死体検案書を作成した医師 － 千円 1回10,000円・20,000円

耳鼻科手当 耳鼻科業務を行う内科医 － 千円 月額30,000円

指導医手当 臨床研修指導医 － 千円 月額10,000円

循環器手当 循環器業務を行う内科医 － 千円 月額40,000円

心臓カテーテル手当 心臓カテーテル手技を行う循環器科の医師 － 千円 月額150,000円

透析手当 透析を行う医師 － 千円
日額10,000円
月額240,000円・480,000円

救急勤務手当
時間外に救急外来からの要請に応じ、救急業務に従事し
た当直医以外の医師

－ 千円 １回10,000円

心臓ペースメーカー装置
摘出業務手当

遺族の依頼を受け遺族宅に出向き遺体から心臓ペース
メーカー装置を摘出する業務に従事する医師

－ 千円 １件5,000円

学校検診業務手当 学校における検診業務に従事する医師 － 千円 １回10,000円・20,000円

認定看護師手当
日本看護協会認定看護師制度による認定を受け、業務に
従事する認定看護師

－ 千円 月額20,000円

精神衛生相談業務手当
精神衛生相談並びに受診及び受療の援助業務に従事する
職員

－ 千円 日額200円

搬送手当 高次医療機関等への緊急搬送業務に従事する職員 － 千円 １回14,000円・16,000円

派遣手当
公益的法人等への稚内市職員の派遣等に関する条例の規
定に基づき、他の医療機関において勤務する職員

－ 千円 月額20,000円

待機手当
救急医療業務に従事するため、勤務時間外に待機を命ぜ
られた医師以外の職員

－ 千円
１回2,000円～
　　　　　5,000円

巡回診療業務手当 巡回診療業務に従事する職員 － 千円 １回1,500円・6,000円

派遣診療業務手当
他の医療機関からの派遣診療の要請に応じて、当該医療機関に
おいて診療業務に従事する医師及び医療従事者

－ 千円
１回5,000円～
　　　　 30,000円

助産師手当 助産師 － 千円 月額20,000円

医務手当 医師 － 千円
月額180,000円～
　　　　582,000円

緊急出動手当 時間外に出勤し、診療等に従事する医師（管理職） － 千円 １時間3,000円

周産期業務手当 医師及び助産師 － 千円 １件5,000円・10,000円

夜間看護手当
正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において行わ
れる看護又は助産の業務に従事する医師以外の職員

4,386 千円
１回3,100円～
　　　　　7,300円

診療手当 手術又はこれに類する診療業務に従事する医師 － 千円 －

細菌検査防疫作業手当 細菌検査又は滅菌消毒作業に従事する医師以外の職員 － 千円 日額290円

手術室・透析室勤務手当 手術室又は透析室に勤務する医師以外の職員 － 千円 日額290円

放射線取扱作業手当 放射線取扱作業に従事する医師以外の職員 － 千円 日額290円

西病棟勤務手当
西病棟に勤務する医師以外の職員
（外来、デイケア、作業療法に従事する職員を除く。）

－ 千円 日額290円

手当の名称 支給対象職員・支給対象業務 支給実績（29年度決算） 支給単価

感染症病床患者看護手当 感染症病床の患者を看護する医師以外の職員 － 千円 日額290円

職員全体に占める手当支給職員の割合（29年度） 73.9 　％

手当の種類（手当数） 31

支給実績（29年度決算） 4,386 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（29年度決算） 258,000 　円
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オ　その他の手当（平成30年４月１日現在）

円

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

76,550 円
扶養親族なし　　 13,060円／月

その他　　　　　  8,800円／月

11月から３月までの５ヶ月間支給

円

572,000 円副部長職　49,000円（定額）

科長職　　44,000円（定額）

寒冷地手当

扶養親族あり　 　23,360円／月

同 － 1,378

円
交通
用具

使用距離に応じて3,000円～
33,900円を支給

千円

管理職手当

部長職　　55,000円（定額）

同 － 1,716 千円

千円

借家 家賃の額に応じて27,000円を
限度に支給

701 千円 50,053通勤手当

交通
機関

55,000円を限度に運賃相当額
を支給

同 －

1,392

配偶者　　6,500円

同 －

支給実績
（29年度決算）

子　　 　10,000円

父母等 　 6,500円

扶養手当

支給職員１人当たり
平均支給年額
（29年度決算）

手当名 内容及び支給単価

198,857

住居手当 同 － 2,202 千円 169,385
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