
 
議案第６９号 
 
 
 
 

幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上記の議案を提出する。 
 

令和元年１２月１０日 
 
 
 

（提出者）              
世田谷区教育委員会     

教育長  渡部 理枝 
 

 
 
 
 
（提案説明） 
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関す

る法律」の一部施行による地方公務員法改正に伴い、成年被後見人及び被保佐人の欠格条項

による失職についての記載を削除するため、本案を提出する。 
 



   幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則（平成１２年３月世田谷区教育委員会規則 

第１８号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第１号中「次項第５号」を「次項第４号」に改め、同条第２項第１号 

中「、若しくは失職し」を削り、同項中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号 

から第７号までを１号ずつ繰り上げる。 

 第９条の２第１項第２号、第１０条第１項第２号、第１１条及び第１２条第１項第 

２号中「、若しくは失職し」を削る。 

 附則中第２項及び第３項を削り、第４項を第２項とし、第５項を第３項とする。 

  附 則 

この規則は、令和元年１２月１４日から施行する。ただし、附則中第２項及び第３ 

項を削り、第４項を第２項とし、第５項を第３項とする改正規定は、公布の日から施 

行する。 
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幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

（支給対象外職員） （支給対象外職員） 

第２条 条例第30条第１項前段の教育委員会規則で定める職員（同条

第５項において準用する条例第28条各号のいずれかに該当する者を

除く。）は、次に掲げる者とする。 

第２条 条例第30条第１項前段の教育委員会規則で定める職員（同条

第５項において準用する条例第28条各号のいずれかに該当する者を

除く。）は、次に掲げる者とする。 

(１) 条例第30条第１項に規定する基準日（以下「基準日」という。）

に新たに条例の適用を受けることとなった職員（次項第４号又は

第８条の規定の適用を受ける者を除く。） 

(１) 条例第30条第１項に規定する基準日（以下「基準日」という。）

に新たに条例の適用を受けることとなった職員（次項第５号又は

第８条の規定の適用を受ける者を除く。） 

(２)～（１２） （略） (２)～（１２） （略） 

２ 条例第30条第１項後段の教育委員会規則で定める職員は、次に掲

げる者とする。 

２ 条例第30条第１項後段の教育委員会規則で定める職員は、次に掲

げる者とする。 

(１) 退職し、又は死亡した日において前項第２号から第12号まで

の規定のいずれかに該当した職員 

(１) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項第２

号から第12号までの規定のいずれかに該当した職員 

(２)  (略) (２)  (略) 

 (３) 法第28条第４項の規定により職を失った職員（法第16条第１

号に該当して職を失った職員を除く。） 

(３)～(６) (略) (４)～(７) (略)  

  

（勤勉手当基礎額の意義） （勤勉手当基礎額の意義） 

第９条の２ 条例第30条第２項及びこの規則において、職員の勤勉手

当基礎額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における

給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額をいう。 

第９条の２ 条例第30条第２項及びこの規則において、職員の勤勉手

当基礎額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における

給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額をいう。 

(１)  （略） (１)  （略） 

(２) 基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員については、

退職し、又は死亡した日の前日における給料及びこれに対する地

域手当の月額の合計額 

(２) 基準日前１箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡し

た職員については、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の

前日における給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額 

(３)～(６)  (略) (３)～(６)  (略) 
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改正後 改正前 

２ （略） ２ （略） 

  

（給与月額の意義） （給与月額の意義） 

第10条 条例第30条第２項及びこの規則において、職員の給与月額と

は、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における給料及び扶

養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。 

第10条 条例第30条第２項及びこの規則において、職員の給与月額と

は、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日における給料及び扶

養手当並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。 

(１)  （略） (１)  （略） 

(２) 基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員については、

退職し、又は死亡した日の前日における給料及び扶養手当並びに

これらに対する地域手当の月額の合計額 

(２) 基準日前１箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡し

た職員については、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の

前日における給料及び扶養手当並びにこれらに対する地域手当の

月額の合計額 

(３)～(６) （略）  (３)～(６) （略）   

２ (略) ２ (略) 

  

（職務段階等に応じた加算の対象職員及び加算割合） （職務段階等に応じた加算の対象職員及び加算割合） 

第11条 条例第30条第４項の教育委員会規則で定める職員の区分は、

基準日（基準日前１月以内に退職し、又は死亡した職員については、

退職し、又は死亡した日の前日）における別表第３左欄に掲げる職

員の区分とし、同項の教育委員会規則で定める割合は、同欄に掲げ

る職員の区分に応じ、同表右欄に定める割合とする。 

第11条 条例第30条第４項の教育委員会規則で定める職員の区分は、

基準日（基準日前１月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡し

た職員については、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前

日）における別表第３左欄に掲げる職員の区分とし、同項の教育委

員会規則で定める割合は、同欄に掲げる職員の区分に応じ、同表右

欄に定める割合とする。 

  

（給料月額及び地域手当の意義） （給料月額及び地域手当の意義） 

第12条 条例第30条第４項の給料月額及びこれに対する地域手当の月

額の合計額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日におけ

る給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額をいう。 

第12条 条例第30条第４項の給料月額及びこれに対する地域手当の月

額の合計額とは、次に掲げるものを除き、当該職員の基準日におけ

る給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額をいう。 

(１)  （略） (１)  （略） 

(２) 基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員については、 (２) 基準日前１箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡し
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改正後 改正前 

退職し、又は死亡した日の前日における給料及びこれに対する地

域手当の月額の合計額 

た職員については、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の

前日における給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額 

(３)～(６) （略） (３)～(６) （略）   

２ (略) ２ (略) 

  
附 則 附 則 

１ (略) １ (略) 

 ２ 平成20年６月に支給する勤勉手当に関する第２条第１項第７号、第４条

第３項並びに第５条第２項第９号、第４項及び第６項の規定並びに別表第１及

び別表第２の規定の適用については、第２条第１項第７号中「６箇月間」とあ

るのは「３箇月間」と、第４条第３項各号中「80日」とあるのは「40日」と、

第５条第２項第９号中「３」とあるのは「２」と、同条第４項中「３日」とあ

るのは「２日」と、同条第６項中「30日」とあるのは「15日」と、別表第１中 

      「 175日以上   

     165日以上175日未満   

     155日以上165日未満   

     140日以上155日未満   

     120日以上140日未満   

     100日以上120日未満   

     80日以上100日未満   

   60日以上80日未満   

     40日以上60日未満   

    20日以上40日未満   

    １日以上20日未満 」  

 とあるのは、 

   「 88日以上   

   83日以上88日未満   

   78日以上83日未満   

   70日以上78日未満   
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改正後 改正前 

   60日以上70日未満   

   50日以上60日未満   

   40日以上50日未満   

   30日以上40日未満   

   20日以上30日未満   

   10日以上20日未満   

   １日以上10日未満 」  

 と、別表第２の１の部中 

   「 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が

９日以上あること。 
100分の100 

  

   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が

７日又は８日以上あること。 
100分の70 

  

   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が

５日又は６日あること。 
100分の50 

  

   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が

４日あること。 
100分の30 

  

   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が

３日あること。 
100分の10 

  

   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が

２日あること。 
100分の５ 

」 

 

 とあるのは、 

   「 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が

６日以上あること。 
100分の100 

  

   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が

５日あること。 
100分の70 

  

   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が

４日あること。 
100分の50 
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改正後 改正前 

   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が

３日あること。 
100分の30 

  

   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が

２日あること。 
100分の10 

」 

 

 と、同表２の部中 

   「 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が

５日以上あること。 
100分の100 

  

   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が

４日あること。 
100分の60 

  

   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が

３日あること。 
100分の20 

  

   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が

２日あること。 
100分の10 

」 

 

 とあるのは、 

   「 私事欠勤等の取扱いを受けた期間が

４日以上あること。 
100分の100 

  

   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が

３日あること。 
100分の60 

  

   私事欠勤等の取扱いを受けた期間が

２日あること。 
100分の20 

」 

 

 とする。 

 ３ 前項の規定は、次に掲げる者には適用しない。 

 (１) 平成20年３月１日（以下「特例基準日」という。）において再任用職員

であった者 

 

 

(２) 特例基準日以降に新たに条例の適用を受けることとなった職員（平成19

年12月２日から特例基準日の前日までの間に条例の適用を受ける職員とし

て在職した期間がある者（前号に掲げる者を除く。）又は第８条の規定の適
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改正後 改正前 

用を受ける者を除く。） 

 

２～３ (略) ４～５ (略) 

  

附 則 

この規則は、令和元年１２月１４日から施行する。 

 

 


