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○　公営企業職員の状況

　　1　水道事業

① 職員給与費の状況

総費用に占める （参考）

職員給与費比率

給　 料 職員手当 期末・奨励手当

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数は平成27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27年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）1　基本給は給料、扶養手当及び地域手当の合算額です。  

　  　2  平均月収額は基本給、管理職手当、住居手当、通勤手当、期末・奨励手当等の合算額です。  

③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（26年度決算）

千円　

（26年度支給割合） （26年度支給割合）

期末手当 奨励手当 期末手当 奨励手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（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

・職務段階別加算1.5%～20% ・職務段階別加算1.5%～20%

・管理職加算6%～25% ・管理職加算6%～25%

2.2（1.25） 1.75（0.85）

2.6（1.45） 1.5（0.7） 1.5（0.7）

(注）上段は課長級以上の職員、下段は係長以下の職員、（　）内は再任用職員の支給割合です。

名　古　屋　市　上　下　水　道　局 名　古　屋　市

１人当たり平均支給額（26年度決算）

1,510 千円　

名古屋市上下水道局 44.2 358,037 531,278

政令指定都市平均 43.9 372,901 559,202

6,723,861

　　　３　資本勘定支弁職員に係る職員給与費1,107,959千円を含みません。

区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

1,310 4,873,570 1,544,040 1,947,357 8,364,967

24.2

6,385,471

　　　計　　Ｂ

給 与 費
区分

Ａ

（決算）

26年度

（参考）
政令指定都市平均
一人当たりの給与

千円 千円 千円 千円 円 円

Ｂ／Ａ

職員給与費

（決算） 45,809,013 △36,282 9,642,079

26年度

Ａ  Ｂ　

1,611

2.2（1.25） 1.75（0.85）

2.6（1.45）

千円 千円 千円 ％ ％

21.0

Ｂ／Ａ める職員給与費比率

25年度の総費用に占区分
総費用 純利益

職員数 一人当たり給与費

人
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イ　退職手当（平成27年4月1日現在）

（支給率） （支給率）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

調整額 調整額

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、26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27年4月1日現在）

千円

円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成27年4月1日現在）

千円

　円

　％

種類

千円

千円

千円

オ　超過勤務手当

千円

円

千円

円

（注）１　超過勤務手当には、休日勤務手当及び夜勤手当を含みます。

　　　２　職員１人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」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、制度上超過勤務手当の支給対象とならない職員

　　　　　を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

51.3

1回1,000円

支給職員１人当たり平均支給月額（26年度決算） 30,293

30,372

支給実績（25年度決算） 449,019

支給職員１人当たり平均支給月額（25年度決算）

460,936

1回60円～900円

非常災害等業務手当 職員
正規の勤務時間外又は休日に呼出を
受け緊急事態に対応する等の業務

312 1回260円～1,500円

59.1

手当の種類（手当数） 3

特別作業手当 職員
有害薬品を使用する水質検査等の業
務

2,726

支給実績
（26年度決算）

主な支給対象職員 主な支給対象業務

支給実績（26年度決算） 617,815

支給職員１人当たり平均支給月額（26年度決算） 39,634

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）

51.3 51.3

定年前早期退職特例措置として、年齢55歳以上かつ勤
続25年以上で退職する者には、退職手当の加算基礎と
なる給料月額に退職の時の年齢に応じて4～20%加算し
ています。

定年前早期退職特例措置として、年齢55歳以上かつ勤
続25年以上で退職する者には、退職手当の加算基礎と
なる給料月額に退職の時の年齢に応じて4～20%加算し
ています。

6,717 24,832 3,391

51.3

23,437

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

30.168 35.784 30.168

26.46

35.784

名　古　屋　市　上　下　水　道　局 名　古　屋　市

14,971

名古屋市 10 1,299

支給実績（26年度決算）

10

支給職員１人当たり平均支給月額（26年度決算） 1,610

職員全体に占める手当支給職員の割合（26年度）

21.168

42.768 51.3 42.768

51.3

左記職員に対する支給単価手当の名称

支給実績（26年度決算）

夜間勤務手当
管路センター、浄水場の職
員

交替制等の夜間業務 11,932

在職期間における任用段階等に応じた調整月額(0円～
50,000円)のうち、その額が最も多いものから60月分
の合計額です。

21.168 26.46

在職期間における任用段階等に応じた調整月額(0円～
50,000円)のうち、その額が最も多いものから60月分の
合計額です。
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カ　その他の手当（平成27年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

0

管理職員特別勤務手当 市長部局に同じ 174 千円 806

支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名 （26年度決算） 平均支給月額

（26年度決算）

管理職手当

市長部局に同じ

13,406通勤手当

千円

市長部局に同じ 55,272 千円 86,906

単身赴任手当 市長部局に同じ 0

内容及び支給単価

145,915 千円 19,804扶養手当

住居手当 市長部局に同じ 26,906 千円 2,480

市長部局に同じ 207,047 千円
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　2　工業用水道事業

  　① 職員給与費の状況

　　　計　　Ｂ

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数は平成27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27年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）1　基本給は給料、扶養手当及び地域手当の合算額です。  

　  　2  平均月収額は基本給、管理職手当、住居手当、通勤手当、期末・奨励手当等の合算額です。  

 ③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（26年度決算）

千円　

（26年度支給割合） （26年度支給割合）

期末手当 奨励手当 期末手当 奨励手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（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

・職務段階別加算1.5%～20% ・職務段階別加算1.5%～20%

・管理職加算6%～25% ・管理職加算6%～25%

2.6（1.45） 1.5（0.7）

(注）上段は課長級以上の職員、下段は係長以下の職員、（　）内は再任用職員の支給割合です。

１人当たり平均支給額（26年度決算）

2,235 千円　

2.2（1.25） 1.75（0.85）

1,611

政令指定都市平均 45.3 380,346 555,916

名　古　屋　市　上　下　水　道　局 名　古　屋　市

6,678,612

区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

名古屋市上下水道局 50.0 497,458 750,292

円 円

（決算）

2 9,925 3,611 4,471 18,007 9,003,500

26年度 人 千円 千円 千円 千円

2.8 2.9

区分
給 与 費 （参考）

政令指定都市平均
一人当たりの給与Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 Ｂ／Ａ

区分
総費用 純利益

896,578 35,259 24,746

26年度 千円　  千円　 千円　 ％　 ％　

職員給与費
職員給与費比率 25年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 Ｂ／Ａ める職員給与費比率

（決算）

2.2（1.25） 1.75（0.85）

2.6（1.45） 1.5（0.7）

総費用に占める （参考）

職員数 一人当たり給与費
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イ　退職手当（平成27年4月1日現在）

（支給率） （支給率）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

調整額 調整額

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、26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27年4月1日現在）

千円

円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成27年4月1日現在）

千円

　円

　％

種類

オ　超過勤務手当

千円

円

千円

円

（注）１　超過勤務手当には、休日勤務手当及び夜勤手当を含みます。

　　　２　職員１人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」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、制度上超過勤務手当の支給対象とならない職員

　　　　　を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

支給職員１人当たり平均支給月額（26年度決算）

51.3

51.3

16,101

支給実績（25年度決算） 184

支給職員１人当たり平均支給月額（25年度決算） 15,341

非常災害等業務手当 職員
正規の勤務時間外又は休日に呼出を
受け緊急事態に対応する等の業務

0 1回260円～1,500円

支給実績（26年度決算） 193

左記職員に対する支給単価

特別作業手当 職員
有害薬品を使用する水質検査等の業
務

0 1回60円～900円

支給実績（26年度決算） 0

0.0

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
（26年度決算）

0

支給実績（26年度決算） 1,367

支給職員１人当たり平均支給月額（26年度決算） 56,944

23,437

名古屋市 10 2 10

51.3 51.3 51.3

0 0 3,391

30.168 35.784 30.168

26.46

35.784

42.768 51.3 42.768

21.168 26.46 21.168

勧奨・定年

一般行政職の制度（支給率）

在職期間における任用段階等に応じた調整月額(0円～
50,000円)のうち、その額が最も多いものから60月分の
合計額です。

在職期間における任用段階等に応じた調整月額(0円～
50,000円)のうち、その額が最も多いものから60月分
の合計額です。

支給職員１人当たり平均支給月額（26年度決算）

自己都合

職員全体に占める手当支給職員の割合（26年度）

名　古　屋　市　上　下　水　道　局 名　古　屋　市

自己都合 勧奨・定年

定年前早期退職特例措置として、年齢55歳以上かつ勤
続25年以上で退職する者には、退職手当の加算基礎と
なる給料月額に退職の時の年齢に応じて4～20%加算し
ています。

定年前早期退職特例措置として、年齢55歳以上かつ勤
続25年以上で退職する者には、退職手当の加算基礎と
なる給料月額に退職の時の年齢に応じて4～20%加算し
ています。

支給対象地域 支給率 支給対象職員数
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カ　その他の手当（平成27年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

単身赴任手当 市長部局に同じ 0 千円 0

管理職員特別勤務手当 市長部局に同じ 0 千円 0

24,492

管理職手当 市長部局に同じ 800 千円 66,667

支給実績 支給職員１人当たり

（26年度決算） 平均支給月額

（26年度決算）

市長部局に同じ 60

647 千円

住居手当 千円

通勤手当 市長部局に同じ 588 千円

26,950

2,500

扶養手当 市長部局に同じ

手　当　名 内容及び支給単価
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　3　下水道事業

　　①職員給与費の状況

（参考）

人

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数は平成27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27年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）1　基本給は給料、扶養手当及び地域手当の合算額です。  

　  　2  平均月収額は基本給、管理職手当、住居手当、通勤手当、期末・奨励手当等の合算額です。  

 ③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（26年度決算）

千円　

（26年度支給割合） （26年度支給割合）

期末手当 奨励手当 期末手当 奨励手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（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

・職務段階別加算1.5%～20% ・職務段階別加算1.5%～20%

・管理職加算6%～25% ・管理職加算6%～25%

1.5（0.7）

(注）上段は課長級以上の職員、下段は係長以下の職員、（　）内は再任用職員の支給割合です。

2.2（1.25） 1.75（0.85）

１人当たり平均支給額（26年度決算）

1,524

（決算）

1.5（0.7）

千円　

2.6（1.45）

名古屋市上下水道局 43.8 361,354 543,674

政令指定都市平均 44.6 375,161 572,245

6,874,293

　　　３　資本勘定支弁職員に係る職員給与費1,758,595千円を含みません。

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

994 3,718,631 1,278,974 1,500,931

千円 千円 千円 千円 円 円

区分
職員数 給 与 費 一人当たり給与費 （参考）

政令指定都市平均
一人当たりの給与Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

区分
総費用 純利益 職員給与費

総費用に占める

職員給与費比率

Ａ  Ｂ　

　　　計　　Ｂ

25年度の総費用に占

める職員給与費比率

％　

1.75（0.85）

2.6（1.45）

11.9

6,498,536 6,537,763

名　古　屋　市

Ｂ／Ａ

Ｂ／Ａ

千円

2.2（1.25）

6,846,987 9.5

名　古　屋　市　上　下　水　道　局

26年度 千円 千円 ％　

1,611

72,112,503 1,380,257（決算）

26年度
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イ　退職手当（平成27年4月1日現在）

（支給率） （支給率）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

調整額 調整額

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、26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27年4月1日現在）

千円

円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成27年4月1日現在）

千円

　円

　％

種類

千円

千円

千円

オ　超過勤務手当

千円

円

千円

円

（注）１　超過勤務手当には、休日勤務手当及び夜勤手当を含みます。

　　　２　職員１人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」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、制度上超過勤務手当の支給対象とならない職員

　　　　　を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

1回260円～1,500円

夜間勤務手当
水処理センター、汚泥処理
場の職員

交替制等の夜間業務 16,399 1回1,000円

822

左記職員に対する支給単価

特別作業手当 職員
有害薬品を使用する水質検査等の業
務

27,717 1回60円～900円

主な支給対象職員

5,744

職員全体に占める手当支給職員の割合（26年度） 65.5

手当の種類（手当数） 3

手当の名称 主な支給対象業務 支給実績
（26年度決算）

名古屋市 10 989 10

支給実績（26年度決算） 44,938

支給実績（26年度決算） 473,437

支給職員１人当たり平均支給月額（26年度決算） 39,892

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）

在職期間における任用段階等に応じた調整月額(0円～
50,000円)のうち、その額が最も多いものから60月分の
合計額です。

在職期間における任用段階等に応じた調整月額(0円～
50,000円)のうち、その額が最も多いものから60月分
の合計額です。

定年前早期退職特例措置として、年齢55歳以上かつ勤
続25年以上で退職する者には、退職手当の加算基礎と
なる給料月額に退職の時の年齢に応じて4～20%加算し
ています。

定年前早期退職特例措置として、年齢55歳以上かつ勤
続25年以上で退職する者には、退職手当の加算基礎と
なる給料月額に退職の時の年齢に応じて4～20%加算し
ています。

4,288 24,454 3,391

35.784 30.168

42.768 51.3 42.768

51.3 51.3 51.3

30.168

名　古　屋　市　上　下　水　道　局 名　古　屋　市

自己都合 勧奨・定年 自己都合

21.168 26.46 21.168

勧奨・定年

51.3

26.46

35.784

51.3

正規の勤務時間外又は休日に呼出を
受け緊急事態に対応する等の業務

支給職員１人当たり平均支給月額（26年度決算）

非常災害等業務手当 職員

23,437

支給実績（26年度決算） 390,926

支給職員１人当たり平均支給月額（26年度決算） 34,328

支給実績（25年度決算） 411,599

支給職員１人当たり平均支給月額（25年度決算） 35,581
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カ　その他の手当（平成27年4月1日現在）

円

円

円

円

円

　4　自動車運送事業 円782

千円 0

158,638 千円 13,517

83,306

単身赴任手当 市長部局に同じ 0

22,566 千円 2,491

通勤手当 市長部局に同じ

千円 20,306

（26年度決算） 平均支給月額

（26年度決算）

扶養手当 市長部局に同じ 127,196

支給実績 支給職員１人当たり

市長部局に同じ

内容及び支給単価

管理職手当

住居手当 市長部局に同じ

47,984 千円

手　当　名

管理職員特別勤務手当 市長部局に同じ 169 千円
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　4　自動車運送事業

  　① 職員給与費の状況

（参考）

（注）職員給与費には、給料、職員手当、期末・奨励手当のほか、退職給与金及び法定福利費を含みます。

人

（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27年3月31日現在の人数（非常勤職員を含む全職員数）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27年4月1日現在）

  

歳 円 円

歳

（注）１　平均月収額は基本給、管理職手当、住居手当、通勤手当、期末・奨励手当等の合算額です。  

　　　2　名古屋市交通局については、非常勤職員を含む全職員の平均年齢及び平均額です。  

（うちバス事業運転手）

　　　　の平成24年～26年の3ヶ年平均）を使用しています。

　　　　※

（決算）

1,603 5,044,168 2,653,252 1,950,522 9,647,942 6,018,679

26年度 千円 千円 千円 千円 円

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　計　　Ｂ

52.0 54.0

区分
職員数 給 与 費

区　　分

Ａ

千円　 ％　

312,283

一人当たり給与費

Ｂ／Ａ

総費用に占める

Ｂ　 Ｂ／Ａ

％　

22,830,722

職員給与費比率 25年度の総費用に占

める職員給与費比率

平均月収額

区分

302,426円 498,458円

区分

公　務　員

平均年齢 職員数 基本給

Ａ  

千円　 千円　

1,120,303 11,869,955

平　均　年　齢 基本給

名古屋市交通局 44.5

44.3歳 1,166人名古屋市

(参考)
政令指定都市平均
一人当たりの給与

円

7,014,039

政令指定都市平均 353,585円 579,271円

508,452

政令指定都市平均 47.7歳 439人 344,624円 569,947円

総費用 純利益 職員給与費

平均月収額

（Ａ）

26年度

（決算）

営業用バス運転手 51.5歳 339,600円 1.47

A／B

年収ベース（試算値）の比較
平均月収額

（B）

参   考

　　  2  名古屋市については、非常勤職員を含む全職員の平均年齢及び平均月収額であり、民間はアルバイト等非正規

民間 C／D
（C）

名古屋市
（D）

1.47 5,981,496 4,075,200

（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（毎年6月にきまって支給する現金給与額

　　　　員を含んだ状況であり、業務内容、経験年数、雇用形態等の点において完全に一致するものではありません。

対応する民間の類似
職種

平均年齢

47.3

　 　 3  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。

　　  4　年収ベースの「名古屋市(Ｃ)」及び「民間(Ｄ)」のデータは、それぞれの平均月収額を12倍したものです。

区　分

名古屋市

民   間
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 ③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円　

（26年度支給割合） （26年度支給割合）

期末手当 奨励手当 期末手当 奨励手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（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

・職務段階別加算1.5%～20% ・職務段階別加算1.5%～20%

・管理職加算6%～25% ・管理職加算6%～25%

イ　退職手当（平成27年4月1日現在）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

調整額 調整額

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、26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27年4月1日現在）

千円

円

％ 人 ％

2.2（1.25） 1.75（0.85）

2.6（1.45） 1.5（0.7）

(注）上段は課長級以上の職員、下段は係長以下の職員、（　）内は再任用職員の支給割合です。

名　古　屋　市　交　通　局 名　古　屋　市

名　古　屋　市　交　通　局 名　古　屋　市

1,437 1,611

１人当たり平均支給額（26年度決算） １人当たり平均支給額（26年度決算）

21.168 26.46 21.168 26.46

51.3 51.3

30.168 35.784 30.168 35.784

42.768 51.3 42.768 51.3

3,368 19,138 3,391 23,437

支給実績（26年度決算） 589,722

支給職員１人当たり平均支給月額（26年度決算） 36,135

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）

名古屋市 10 1,348 10

1.75（0.85）

千円　

定年前早期退職特例措置として、年齢55歳以上かつ勤
続25年以上で退職する者には、退職手当の加算基礎と
なる給料月額に退職の時の年齢に応じて4～20%加算し
ています。

在職期間における任用段階等に応じた調整月額(0円～
50,000円)のうち、その額が最も多いものから60月分
の合計額です。

定年前早期退職特例措置として、年齢55歳以上かつ勤
続25年以上で退職する者には、退職手当の加算基礎と
なる給料月額に退職の時の年齢に応じて4～20%加算し
ています。

2.2（1.25）

2.6（1.45）

在職期間における任用段階等に応じた調整月額(0円～
50,000円)のうち、その額が最も多いものから60月分の
合計額です。

51.3 51.3

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

1.5（0.7）
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エ　特殊勤務手当（平成27年4月1日現在）

千円

　円

　％

種類

千円

千円

千円

オ　超過勤務手当

千円

円

千円

円

（注）１　超過勤務手当には、休日勤務手当及び夜勤手当を含みます。

　　　２　職員１人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」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、制度上超過勤務手当の支給対象とならない職員

　　　　　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27年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

支給実績（26年度決算） 92,621

支給職員１人当たり平均支給月額（26年度決算） 6,741

職員全体に占める手当支給職員の割合（26年度） 84.1

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 支給実績
(26年度決算)

左記職員に対する支給単価

隔日勤務手当 バス助役 隔日交替制勤務 11,696 1回当たり1,200円

中休手当 バス乗務員 中休勤務 80,879 中休時間10分当たり30円

業務手当 保守職員 技術直接業務 46
特殊健康診断対象業務
従事日1日当たり100円

支給実績（26年度決算） 1,413,894

支給職員１人当たり平均支給月額（26年度決算） 87,084

支給実績（25年度決算） 1,511,995

支給職員１人当たり平均支給月額（25年度決算） 95,022

支給実績

2,485

手　当　名 内容及び支給単価 （26年度決算）

扶養手当 市長部局に同じ 258,945 千円

管理職手当 市長部局に同じ 20,472 千円 89,789

22,572

住居手当 市長部局に同じ 37,388 千円

通勤手当 市長部局に同じ 95,867 千円 6,691

単身赴任手当 市長部局に同じ 0 千円 0

超過勤務手当に含む

管理職特別勤務手当 市長部局に同じ 241 千円 1,256

休日勤務手当 市長部局に同じ 超過勤務手当に含む

夜勤手当 市長部局に同じ

（26年度決算）

支給職員１人当たり

平均支給月額
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　5　高速度鉄道事業

  　① 職員給与費の状況

    ア　決算

（参考）

（注）職員給与費には、給料、職員手当、期末・奨励手当のほか、退職給与金及び法定福利費を含みます。

人

（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27年3月31日現在の人数（非常勤職員を含む全職員数）です。

　　　３　資本勘定支弁職員に係る職員給与費917,995千円を含みません。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成27年4月1日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）1　政令指定都市平均は、鉄道事業（運転手以外の職種を含む。）に係る値です。

　　  2　平均月収額には、期末・奨励手当等を含みます。

  　　3  名古屋市交通局については、非常勤職員を含む全職員の平均年齢及び平均額です。  

　　　　※

7,349,213

円

(参考)
政令指定都市平均
一人当たりの給与

純利益 職員給与費
総費用に占める

職員給与費比率

Ａ  

25年度の総費用に占

める職員給与費比率

26年度 千円 千円 千円 ％　 ％　

区分

　　　計　　Ｂ

総費用

（決算） 81,677,036 4,006,708 24,224,525 29.7

Ｂ　 Ｂ／Ａ

円

31.3

区分
職員数 給 与 費 一人当たり給与費

Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

19,301,303

26年度 千円 千円 千円

6,412,393

　       区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

3,010 10,237,163 4,991,053 4,073,087

千円

政令指定都市平均

（決算）

42.8 331,250

　 　 3  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。

　　  4　年収ベースの「名古屋市(Ｃ)」及び「民間(Ｄ)」のデータは、それぞれの平均月収額を12倍したものです。

名古屋市交通局 532,977

Ｂ／Ａ

　　  2  名古屋市については、非常勤職員を含む全職員の平均年齢及び平均月収額であり、民間はアルバイト等非正規

民間 C／D
（C） （D）

区　分

民   間 参   考

対応する民間の類似
職種

平均年齢

367,199 610,256

平均月収額

（Ａ）

名古屋市 38.5歳 397人 336,923円 555,047円

平均年齢 職員数 基本給

（うち高速度鉄道事業運転手）

44.7

名古屋市 電車運転士 39.6歳 531,100円

 (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（毎年6月にきまって支給する現金給与額

区分

公　務　員

　　　　の平成24年～26年の3ヶ年平均）を使用しています。

平均月収額
（B）

A／B

年収ベース（試算値）の比較

名古屋市

　　　　員を含んだ状況であり、業務内容、経験年数、雇用形態等の点において完全に一致するものではありません。

1.05 6,660,564 6,373,200 1.05
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 ③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・奨励手当

千円　

（26年度支給割合） （26年度支給割合）

期末手当 奨励手当 期末手当 奨励手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（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

・職務段階別加算1.5%～20% ・職務段階別加算1.5%～20%

・管理職加算6%～25% ・管理職加算6%～25%

イ　退職手当（平成27年4月1日現在）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

調整額 調整額

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、26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27年4月1日現在）

％ 人 ％

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成27年4月1日現在）

千円

　円

　％

種類

千円

千円

千円

2.2（1.25） 1.75（0.85）

2.6（1.45） 1.5（0.7）

(注）上段は課長級以上の職員、下段は係長以下の職員、（　）内は再任用職員の支給割合です。

１人当たり平均支給額（26年度決算） １人当たり平均支給額（26年度決算）

1,554 1,611

名　古　屋　市　交　通　局 名　古　屋　市

名　古　屋　市　交　通　局 名　古　屋　市

42.768 51.3

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

21.168 26.46 21.168 26.46

51.3 51.3 51.3 51.3

30.168 35.784 30.168 35.784

42.768 51.3

6,672 21,404 3,391 23,437

1,272,705 千円支給実績（26年度決算）

支給職員１人当たり平均支給月額（26年度決算） 38,553 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）

名古屋市 10 2,723 10

東京都特別区 18 1 18

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
(26年度決算)

左記職員に対する支給単価

支給実績（26年度決算） 240,751

支給職員１人当たり平均支給月額（26年度決算） 8,965

隔日勤務手当 駅務員、乗務員、助役 隔日交替制勤務 200,884

駅務員、乗務員、助役

職員全体に占める手当支給職員の割合（26年度） 81.1

手当の種類（手当数） 3

技術直接業務 3,331

定年前早期退職特例措置として、年齢55歳以上かつ勤
続25年以上で退職する者には、退職手当の加算基礎と
なる給料月額に退職の時の年齢に応じて4～20%加算し
ています。

1回当たり1,200円

中休手当

千円　

1.75（0.85）

特殊健康診断対象業務
従事日1日当たり100円

中休勤務 36,536

在職期間における任用段階等に応じた調整月額(0円～
50,000円)のうち、その額が最も多いものから60月分
の合計額です。

中休時間10分当たり30円

業務手当 保守職員

在職期間における任用段階等に応じた調整月額(0円～
50,000円)のうち、その額が最も多いものから60月分の
合計額です。

定年前早期退職特例措置として、年齢55歳以上かつ勤
続25年以上で退職する者には、退職手当の加算基礎と
なる給料月額に退職の時の年齢に応じて4～20%加算し
ています。

2.2（1.25）

2.6（1.45） 1.5（0.7）
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オ　超過勤務手当

千円

円

千円

円

（注）１　超過勤務手当には、休日勤務手当及び夜勤手当を含みます。

　　　２　職員１人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」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、制度上超過勤務手当の支給対象とならない職員

　　　　　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27年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

2,404,421

（26年度決算）

支給職員１人当たり

支給実績（26年度決算）

支給職員１人当たり平均支給月額（25年度決算） 74,321

手　当　名 内容及び支給単価 （26年度決算） 平均支給月額

支給実績

扶養手当 市長部局に同じ 429,978 千円 21,729

2,490,539

支給職員１人当たり平均支給月額（26年度決算）

住居手当 市長部局に同じ 66,701 千円 2,458

76,191

   支給実績（25年度決算）

94,760

単身赴任手当 市長部局に同じ 0

通勤手当 市長部局に同じ 404,560 千円 12,622

千円

休日勤務手当 市長部局に同じ 超過勤務手当に含む

管理職手当 市長部局に同じ 56,856 千円

管理職特別勤務手当 市長部局に同じ 535 千円 1,143

0

夜勤手当 市長部局に同じ 超過勤務手当に含む
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　6　病院事業

  　① 職員給与費の状況

総費用に占める （参考）

職員給与費比率

給　　与　　費

給　 料 職員手当 期末・奨励手当

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数は平成27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27年4月1日現在）

ア　医師

歳 円 円

歳 円 円

イ　看護師

歳 円 円

歳 円 円

ウ　事務職員

歳 円 円

歳 円 円

（注）　基本給は給料、扶養手当及び地域手当の合算額です。  

　　　　平均月収額は基本給、管理職手当、住居手当、通勤手当、期末・奨励手当等の合算額です。  

政令指定都市平均

政令指定都市平均

政令指定都市平均

区分

（参考）
政令指定都市平均
一人当たりの給与

円

6,962,711

527,419 1,262,420名古屋市病院局

名古屋市病院局

平均月収額

306,967

円

区分

4,852,090 3,243,626

平　均　年　齢 基本給

44.0

540,993 1,415,398

37.8

484,976

357,529 576,780

平均月収額

44.3

平　均　年　齢

区分 平　均　年　齢 基本給

千円 千円

純利益 職員給与費

36,022,315

7,343,946

千円 千円

　　　計　　Ｂ

める職員給与費比率

10,075,894

％

（決算）

1,372

区分
職員数

Ａ

26年度 人

（決算） △ 4,832,833 13,508,025 37.5 41.5

26年度 千円 千円 千円 ％

区分
総費用

25年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 Ｂ／Ａ

296,400

369,200 603,59542.2

37.4

名古屋市病院局 36.3

Ｂ／Ａ

平均月収額

1,980,178

481,078

基本給

一人当たり給与費
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 ③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・奨励手当

千円　

（26年度支給割合） （26年度支給割合）

期末手当 奨励手当 期末手当 奨励手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（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1.5%～20% ・役職加算1.5%～20%

・管理職加算6%～25% ・管理職加算6%～25%

イ　退職手当（平成27年4月1日現在）

（支給率） （支給率）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

調整額 調整額

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、26年度に退職した職員に支給された平均額です。

2.2（1.25） 1.75（0.85）

2.6（1.45） 1.5（0.7）

在職期間における任用段階等に応じた調整月額(0円～
50,000円)のうち、その額が最も多いものから60月分
の合計額です。

定年前早期退職特例措置として、年齢55歳以上かつ勤
続25年以上で退職する者には退職手当の加算基礎とな
る給料月額に退職の時の年齢に応じて4～20%加算して
います。

在職期間における任用段階等に応じた調整月額(0円～
50,000円)のうち、その額が最も多いものから60月分の
合計額です。

51.3 51.3 51.3 51.3

定年前早期退職特例措置として、年齢55歳以上かつ勤
続25年以上で退職する者には、退職手当の加算基礎と
なる給料月額に退職の時の年齢に応じて4～20%加算し
ています。

1,696 23,991

30.168 35.784 30.168 35.784

3,391 23,437

42.768 51.3 42.768 51.3

(注）上段は課長級以上の職員、下段は係長以下の職員、（　）内は再任用職員の支給割合です。

21.168 26.46 21.168 26.46

自己都合 勧奨・定年 自己都合

名　古　屋　市

１人当たり平均支給額（26年度決算）

名　古　屋　市　病　院　局

勧奨・定年

名　古　屋　市　病　院　局

名　古　屋　市

1,468 1,611

2.6（1.45） 1.5（0.7）

千円　

2.2（1.25） 1.75（0.85）

１人当たり平均支給額（26年度決算）
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ウ　地域手当（平成27年4月1日現在）

千円

円

％ 人 ％

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（平成27年4月1日現在）

千円

　円

　％

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

オ　超過勤務手当
千円

円

千円

円

（注）１　超過勤務手当には、休日勤務手当及び夜勤手当を含みます。
　　　２　職員１人当たりの平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績」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、制度上超過勤務手当の支給対象とならない職員
　　　　　を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

支給実績（25年度決算） 1,057,556

支給職員１人当たり平均支給月額（25年度決算） 74,750

勤務 1回につき10,000円
（2時間未満は7,000円）

支給実績（26年度決算） 1,068,232

医師研究手当 医師、歯科医師
医師又は歯科医師の医療及び保健指導の
業務並びに医学に関する調査研究の業務

医師等呼出手当 医師、歯科医師
正規の勤務時間外に緊急の呼出に応じて
行う患者の診療業務

4,976

55,678 日額　1,190円

医師診療手当 医師、歯科医師 医師又は歯科医師の患者の診療業務 224,036
月額　15,000円＋実績評
価額（診療収入月額の約
1%を配分）

日額　410円

夜間業務手当 看護師、助産師

病棟に勤務する看護師等の正規の勤務時
間による勤務の一部又は全部として午後
10時から翌日の午前5時までの間におけ
る業務

296,879
1回4,500円(業務に従事し
た時間が2時間に満たない
ときは3,200円)

死体処理手当 看護師、臨床検査技師
人の死体の解剖の補助業務又は解剖室の
清掃業務等

263

災害時応急作業手当 職員

河川の増水若しくははん濫、家屋の倒壊
又は土砂崩れの現場における被災者若し
くは要救助者の人命救助活動又は人命検
索活動の業務等

0
1時間　260円（局長が特
に必要と認める場合に
あっては 330円）

洗濯清掃業務手当 業務士
病院における患者の使用した寝具の洗濯
業務又は病室等の清掃業務

77 日額　150円

医師、看護師、助産師
感染症の患者の診療若しくは看護業務又
は感染症の病原体に汚染されたものの消
毒若しくは処理業務等

1,885 日額　160円

放射線取扱手当
医師、診療放射線技
師、看護師

自ら放射線の発生装置又は機器等を操作
して行う医療用の診療、撮影若しくは検
査の業務

4,889 日額　240円

感染症予防作業手当

職員全体に占める手当支給職員の割合（26年度） 78.8

手当の種類（手当数） 9 種類

支給実績（26年度決算） 588,683

上記以外

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
（26年度決算）

左記職員に対する支給単価

10 1,191 10

支給職員１人当たり平均支給月額（26年度決算） 47,444

支給実績（26年度決算）

支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給職員１人当たり平均支給月額（26年度決算）

支給率

38,239

支給対象地域・職種

支給職員１人当たり平均支給月額（26年度決算） 70,315

12 181 10医療職給料表(1)適用者

638,743
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カ　その他の手当（平成27年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

宿日直手当

日直勤務又は宿直勤務を命
ぜられた職員に対して、勤
務1回につき4,400～47,000
円の範囲内で支給する手当

171,821 千円 34,011

管理職員特別勤務手当市長部局に同じ 8,056 千円

単身赴任手当 市長部局に同じ 0 千円 0

16,374

通勤手当 市長部局に同じ 118,189 千円

市長部局に同じ 121,394 千円管理職手当 97,271

初任給調整手当 市長部局に同じ 412,818 千円 46,805

9,171

扶養手当 市長部局に同じ 90,743 千円 16,993

住居手当 市長部局に同じ 24,947 千円 2,328

手　当　名 内容及び支給単価 （26年度決算） 平均支給月額

（26年度決算）

支給実績 支給職員１人当たり
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