
  

名　称 常勤役員の
報酬・手当

報酬額等の算定 報酬額等の一覧

静岡市立静岡病院
・月額報酬
・業績手当
・通勤手当

○基本報酬月額
　理事長　　　　　　　　月額1,250,000円
　副理事長（医師）　　　月額1,125,000円
　副理事長（医師以外）　月額  650,000円
　理事　　　　　　　　　月額  600,000円
○業績手当
　基本報酬月額×200／100（6月及び12月の年2回）
○通勤手当は職員の例

＜業績手当＞
・20/100の範囲内で増減できる。

＜非常勤役員＞
〇非常勤役員報酬
　役員：日額30,000円

理事長　　報酬等年額：2,000万円（＝1,500＋500）
　125万円…報酬月額　　125×200／100×2＝500万円…業績報酬
　なし…退職手当
副理事長（医師）　　報酬等年額：1,800万円（＝1,350＋450）
　112.5万円…報酬月額　　112.5×200／100×2＝450万円…業績報酬
　なし…退職手当
副理事長（医師以外）　　報酬等年額：1,040万円（＝780＋260）
　65万円…報酬月額　　65×200／100×2＝260万円…業績報酬
　なし…退職手当
理事　　報酬等年額：960万円（＝720＋240）
　60万円…報酬月額　　60×200／100×2＝240万円…業績報酬
　なし…退職手当

　　　　　　　　　   月額報酬　地域手当　業績手当　退職手当　報酬等額計
理事長　                   125万円　   －     　 500万円　   －　       2,000万円
副理事長（医師）     112.5万円　   －         450万円　   －　       1,800万円
副理事長（医師以外）   65万円　   －         260万円　   －　       1,040万円
理事　　　　　　　　   60万円　　－　　   240万円　   －　         960万円
   ※業績手当は年間計、報酬等額計は年間計とする。

神戸市民病院機構
・月額報酬
・業績手当
・通勤手当

〇給料の額は月額1,142千円以下
〇賞与の額は職員の例
〇通勤手当の額は職員の例

　＜賞与＞
・90/100から110/100の範囲内で
増減できる。

　＜非常勤役員＞
〇手当　役員：日額30,000円

理事長、副理事長、理事　　報酬等年額：1,818万円（＝1,368＋450）
　114万円 … 報酬月額　　114×3.95≒450万円 … 業績報酬
　なし … 退職手当

　　　　　　　　月額報酬　地域手当　業績手当　退職手当　報酬等額計
理事長                114万円　    －        450万円　    －　      1,818万円
副理事長　  　　 上記以内       －       上記以内        －　 　  上記以内
理事                  上記以内  　  －       上記以内        －    　  上記以内
   ※業績手当は年間計、報酬等額計は年間計とする。

福岡市立病院機構

・月額報酬
・業績手当
・通勤手当
・地域手当
・退職手当

〇給料月額
　理事長　　 月額850,000円
　副理事長　 月額765,000円
　理事　　　 月額620,000円以内
〇業績手当
　業績手当基礎額×160/100（６月分）
　業績手当基礎額×160/100（12月分）
　※業績手当基礎額＝（給料月額＋地域手当）＋（給料月額×25/100）＋（給料月
額＋地域手当）×25/100
〇通勤手当は職員の例
〇地域手当　給料月額×10/100
〇退職手当　給料月額×在職月数×27/100

＜業績手当＞
・20/100の範囲内で増減できる。

＜非常勤役員＞
〇手当　役員：日額30,000円

理事長　　報酬等年額：1,833万円（＝1,020＋108＋430＋275）
　85万円 … 報酬月額　　85×10/100≒9万円 … 地域手当
　｛(85＋9)＋(85×25/100)＋(85＋9)×20/100｝×3.2≒430万円 … 業績報酬
　85×12×27/100=275万円 … 退職手当
副理事長　　報酬等年額：1,657万円（＝924＋96＋388＋249）
　77万円 … 報酬月額　　77×10/100≒8万円 … 地域手当
　｛(77＋8)＋(77×25/100)＋(77＋8)×20/100｝×3.2≒388万円 … 業績報酬
　77×12×27/100≒249万円 … 退職手当
理事　　報酬等年額：1,328万円（＝744＋72＋311＋201）
　62万円 … 報酬月額　　62×10/100≒6万円 … 地域手当
　｛(62＋6)＋(62×25/100)＋(62＋6)×20/100｝×3.2≒311万円 … 業績報酬
　62×12×27/100≒201万円 … 退職手当

　　　　　　　　月額報酬　地域手当　業績手当　退職手当　報酬等額計
理事長                    85万円      9万円 　430万円　  249万円   1,833万円
副理事長　  　　      77万円      8万円    388万円　  249万円   1,657万円
理事                       62万円　   6万円    311万円　  201万円   1,328万円
   ※業績手当は年間計、退職手当は1年分、報酬等額計は年間計とする。

京都市立病院機構

・月額報酬
・業績手当
・通勤手当
・退職手当

〇基本報酬及び業績報酬合計は次の額を超えない範囲内
　理事長　             年額19,000千円
　理事（医師）        年額18,000千円
　理事（医師以外）  年額14,000千円
〇業績報酬の額は基本報酬及び業績報酬の合計額の３割相当額を超えない額
〇通勤手当は職員の例
〇退職手当  基本報酬月額×在職年数×1.5

＜業績報酬・退職手当＞
・２割の範囲内で増減できる。

＜非常勤役員＞
〇基本報酬　理事：日額30,000円
　　　　　　監事：月額50,000円

理事長　　報酬等年額：2,067万円（＝1,900＋167）
　1,900×0.3=570万円 … 業績報酬　　（1,900-570）÷12≒111万円 … 報酬月額
　111×１×1.5≒167万円 … 退職手当
理事（医師）　　報酬等年額：1,958万円（＝1,800＋158）
　1,800×0.3=540万円 … 業績報酬　　（1,800-540）÷12=105万円 … 報酬月額
　105×１×1.5≒158万円 … 退職手当
理事（医師以外）　　報酬等年額：1,523万円（＝1,400＋123）
　1,400×0.3=420万円 … 業績報酬　　（1,400-420）÷12≒82万円 … 報酬月額
　82×１×1.5=123万円 … 退職手当

　　　　　　　　月額報酬　地域手当　業績手当　退職手当　報酬等額計
理事長                 111万円　     －     　570万円　167万円　 2,067万円
理事（医師）   　  105万円　     －        540万円　158万円　 1,958万円
理事（医師以外）    82万円　     －        420万円　123万円　 1,523万円
   ※業績手当は年間計、退職手当は1年分、報酬等額計は年間計とする。

堺市立病院機構
・月額報酬
・業績手当
・通勤手当

〇年俸の額は次の額の範囲内
　理事長　　月例年俸12,180千円、業績年俸 5,820千円
　副理事長　　〃　   11,160千円、     〃　   5,340千円
　理事　　　   〃        8,100千円、     〃      3,900千円
〇通勤手当は職員の例

　＜業績年俸＞
・80/100から120/100の範囲内で
増減できる。

　＜非常勤役員＞
〇基本報酬　理事：日額30,000円
　　　　　　監事：日額50,000円

理事長　　報酬等年額：1,800万円（＝1,218＋582）
　1,218÷12≒102万円 … 報酬月額　　582万円 … 業績報酬　　なし … 退職手当
副理事長　　報酬等年額：1,650万円（＝1,116＋534）
　1,116÷12=93万円 … 報酬月額　　534万円 … 業績報酬　　なし … 退職手当
理事　　報酬等年額：1,200万円（＝810＋390）
　810万円÷12≒68万円 … 報酬月額　     390万円 … 業績報酬　　なし … 退職手当

　　　　　　　　月額報酬　地域手当　業績手当　退職手当　報酬等額計
理事長               102万円　   －         582万円　  　－　　   1,800万円
副理事長　           93万円　   －         534万円　 　 －　　   1,650万円
理事                  685万円　   －         390万円　 　 －　　   1,200万円
   ※業績手当は年間計、報酬等額計は年間計とする。

岡山市立総合
医療センター

・月額報酬
・業績手当
・地域手当
・通勤手当
・退職手当

〇給料月額
　理事長　　月額851,300円
　副理事長　月額723,600円
　理事　　　月額596,900円以内
〇業績手当
　業績手当基礎額×190/100（６月分）
　業績手当基礎額×205/100（12月分）
　※業績手当基礎額＝（給料月額＋地域手当）＋（給料月額＋地域手当）×20/100
〇地域手当
　給料月額×2.9/100（医師15/100）
〇通勤手当は職員の例
〇退職手当　給料月額×在職年数

＜業績手当＞
・20/100の範囲内で増減できる。

＜非常勤役員＞
〇手当　役員：日額30,000円

理事長　　報酬等年額：1,726万円（＝1,020＋156＋465＋85）
　85万円 … 報酬月額　　85×15/100≒13万円 … 地域手当
　｛(85＋13)＋(85＋13)×20/100｝×3.95≒465万円 … 業績報酬
　85×１=85万円 … 退職手当
副理事長　　報酬等年額：1,311万円（＝864＋24＋351＋72）
　72万円 … 報酬月額　　72×2.9/100≒2万円 … 地域手当
　｛(72＋2)＋(72＋2)×20/100｝×3.95≒351万円 … 業績報酬
　72×１=72万円 … 退職手当
理事　　報酬等年額：1,098万円（＝720＋24＋294＋60）
　60万円 … 報酬月額　　60×2.9/100≒2万円 … 地域手当
　｛(60＋2)＋(60＋2)×20/100｝×3.95≒294万円 … 業績報酬
　60×１=60万円 … 退職手当

　　　　　　　　月額報酬　地域手当　業績手当　退職手当　報酬等額計
理事長                   85万円      13万円   465万円　    85万円   1,726万円
副理事長　 　　      72万円　     2万円   351万円       72万円   1,311万円
理事                      60万円　     2万円   294万円       60万円   1,098万円
    ※業績手当は年間計、退職手当は1年分、報酬等額計は年間計とする。

広島市立病院機構

・月額報酬
・業績手当
・地域手当
・通勤手当
・退職手当

〇報酬（通勤手当を除く）の合計額は年額19,000千円を超えない範囲内
〇期末手当
　期末手当基礎額× 40/100（３月分）
　期末手当基礎額×170/100（６月分）
　期末手当基礎額×185/100（12月分）
　※期末手当基礎額＝（給料月額＋地域手当）＋（給料月額＋地域手当）×20/100
〇地域手当は職員の例
〇通勤手当は職員の例
〇退職手当　給料月額×在職年数

＜期末手当＞
・10/100の範囲内で増減できる。

＜非常勤役員＞
〇手当　役員：日額30,000円

理事長、副理事長、理事　　報酬等年額：2,007万円（＝1,188＋180＋540＋99）
　99万円 … 報酬月額　　99×15/100≒15万円 … 地域手当
　｛(99＋15)＋(99×15)×20/100｝×3.95≒540万円 … 業績報酬
　99×１=99万円 … 退職手当

　　　　　　　　月額報酬　地域手当　業績手当　退職手当　報酬等額計
理事長                  99万円　   15万円    540万円     99万円     2,007万円
副理事長　  　　 上記以内    上記以内   上記以内   上記以内　　上記以内
理事                  上記以内    上記以内   上記以内   上記以内　　上記以内
   ※業績手当は年間計、退職手当は1年分、報酬等額計は年間計とする。

大阪市民病院機構

・月額報酬
・業績手当
・通勤手当
・退職手当

〇年俸の額は次の額の範囲内
　理事長　　月例年俸13,920千円、業績年俸6,080千円
　副理事長　　〃　    10,500千円、      〃　4,500千円
　理事　　　   〃         8,400千円、　   〃   3,600千円
〇通勤手当は職員の例
〇退職手当
　月例給（定められた月例年俸の1/12）×10/100×84/100×（在職月数）

＜業績年俸＞
・80/100から120/100の範囲内で
増減できる。

　＜非常勤役員＞
〇基本報酬　役員：日額40,000円

理事長　　報酬等年額：2,117万円（＝1,392＋608＋117）
　1,392÷12=116万円 … 報酬月額　　608万円 … 業績報酬
　116×10/100×84/100×12≒117万円 … 退職手当
副理事長　　報酬等年額：1,589万円（＝1,050＋450＋89）
　1,050÷12≒88万円 … 報酬月額　　450万円 … 業績報酬
　88×10/100×84/100×12≒89万円 … 退職手当
理事　　報酬等年額：1,271万円（＝840＋360＋71）
　840万円÷12=70万円 … 報酬月額　      　360万円 … 業績報酬
　70×10/100×84/100×12≒71万円 … 退職手当

　　　　　　　　月額報酬　地域手当　業績手当　退職手当　報酬等額計
理事長                  116万円　   －         608万円　 117万円    2,117万円
副理事長　       　  885万円　   －         450万円      89万円    1,589万円
理事                       70万円　   －         360万円 　  71万円    1,271万円
   ※業績手当は年間計、退職手当は1年分、報酬等額計は年間計とする。

≪参考≫

 静岡県立病院機構
・月額報酬
・業績手当
・通勤手当

〇基本報酬
　理事長　　月額942,000円
　副理事長　月額615,000円
　理事　　　月額491,000円
〇賞与
　賞与基礎額×140/100（６月分）
　賞与基礎額×155/100（12月分）
　※賞与基礎額＝（基本報酬月額）＋（基本報酬月額×45/100）
〇通勤手当は職員の例

＜理事長特例＞
・理事長は別に基本報酬を定めるこ
とができる。
＜賞与＞
・20/100の範囲内で増減できる。
＜非常勤役員＞
〇基本報酬
　理事・監事：日額35,100円

理事長　　報酬等年額：1,530万円（＝1,128＋402）
　94万円 … 報酬月額｛(94)＋(94×45/100)｝×2.95≒402万円 … 業績報酬
副理事長　　報酬等年額：1,009万円（＝744＋265）
　62万円 … 報酬月額｛(62)＋(62×45/100)｝×2.95≒265万円 … 業績報酬
理事　　報酬等年額：798万円（＝588＋210）
　49万円 … 報酬月額｛(49)＋(49×45/100)｝×2.95≒210万円 … 業績報酬

　　　　　　　　月額報酬　地域手当　業績手当　退職手当　報酬等額計
理事長                   94万円　   －     　 402万円　 　 －　 　  1,530万円
副理事長　  　  　   62万円　   －　　   265万円　     －　 　  1,009万円
理事                      49万円　   －    　  210万円　     －    　     798万円
   ※業績手当は年間計、報酬等額計は年間計とする。

役員の報酬額等事例表＜政令指定都市・静岡県＞

報酬額等

報酬等額計の平均

理事長 １,910万円（下記7団体）

副理事長 1,552万円（下記4団体）

理事 1,284万円（下記5団体）

参考資料５-２


