
  
平成29年２月14日 

神奈川県立病院機構理事会 

資料１ 

人事部 

第21号議案 
             

 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構役員報酬規程の一部改正について 

 

 

１ 概要 

○ 役員の報酬については、平成22年４月神奈川県立病院機構の設立に際し定めたものであ

り、相応の年数が経過している。 

○ 将来に亘って、本機構の役員として優秀な人材を確保するために相応しい規程内容とす

るため、役員報酬規程について所要の改正を行う。 

 

２ 改正の内容 

(1) 給料の月額（第４条第１項） 

ア 理事長  月額 1,090,000円 

イ 副理事長 月額  870,000円 

(2) 前歴等の勘案による給料月額の増減（第４条第２項） 

新たに常勤の役員となった者の給料の月額は、その者の前歴等を勘案し、100分の５の

範囲内でこれを増額し、又は減額することができるものとする。 

 

３ 施行期日 

平成29年４月１日 

ただし、平成29年４月１日以降、新たに任命された者から適用する。 

 

 

 以上 



1 

 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構役員報酬規程新旧対照表 

新 旧 

第１条～第３条(略) 

 

（給料の月額） 

第４条 常勤の役員の給料は、次に掲げる額とする。 

(1) 理事長   月額 1,090,000円 

(2) 副理事長  月額   870,000円 

２ 新たに常勤の役員となった者の給料の月額は、その者の前歴等を

勘案し、100分の５の範囲内でこれを増額し、又は減額することが

できるものとする。 

 

第５条～第14条(略) 

 

附 則 

この規程は、平成29年４月１日から施行する。ただし、平成29年４

月１日以降、新たに任命された者から適用する。 

 

第１条～第３条(略) 

 

（給料の月額） 

第４条 常勤の役員の給料は、次に掲げる額とする。 

(1) 理事長   月額 950,000円 

(2) 副理事長  月額 770,000円 

 

 

 

 

第５条～第14条(略) 
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