
「会計年度任用職員制度」創設等に係る議案の概要 

１． 概要 

地方公務員法および地方自治法の改正（令和２年４月１日施行）により、現行の非

常勤職員制度等が見直され、新たに会計年度任用職員制度が創設されたことならびに

臨時的任用における要件が改正されること等に伴い、関係条例について整備する。

２． 会計年度任用職員の概要 

  （１）職の位置付け

現行の非常勤職員は、地方公務員法（以下、地公法）の適用を受けない特別職で

ある。（地公法第３条、第４条）

新たに創設される会計年度任用職員は、地公法の適用を受ける一般職に位置付け

られる。（改正地公法第２２条の２）

  （２）条例による規定

     一般職の職員であることから、給与および費用弁償ならびに任用および職員に関

連する事項については、条例による規定が必要となる。（地公法第２４条第５項）

３． 第７６号議案「会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例」の概要 

（１）報酬および期末手当の支給（第２条、第１６条） 

・期末手当の支給基準日および支給割合 

基準日 支給割合 

６月１日 １．１５月相当

１２月１日 １．２０月相当

３月１日 ０．２５月相当

※支給対象職員は規則で定める。 

（２）報酬額の決定の基礎（第３条第１項） 

・原則、職員の給与に関する条例および幼稚園教育職員の給与に関する条例に

規定されている給料表を用いる。 
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（３）報酬額（第４条） 

① 職種または職に応じ、月額、日額または時間額で定める。 

② 職種または職の分類により難い職については、限度額を超えない範囲内で定

める。 

区分 限度額 

月額 ４８６，５０７円

日額 ２３，１６７円

時間額 ７，７２２円

（４）地域手当に相当する報酬の支給（第７条） 

報酬（諸手当相当を除く）の１００分の２０の範囲内の額を支給する。 

（５）その他の手当等相当する報酬の支給 

① 特殊勤務手当に相当する報酬（第８条） 

② 超過勤務手当に相当する報酬（第１０条） 

③ 休日給に相当する報酬（第１１条） 

④ 夜勤手当に相当する報酬（第１２条） 

（６）通勤に係る費用弁償（第１７条） 

（７）施行期日   令和２年４月１日 
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４． 第７７号議案「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例」の概要 

（１）職員の給与に関する条例の一部改正（第１条） 

・臨時的に任用される職員について昇給等の適用除外について規定整備するも

の。 

（２）職員の分限に関する条例の一部改正（第２条） 

・休職の期間、復職について規定整備するもの。 

（３）職員の懲戒に関する条例の一部改正（第３条） 

・懲戒処分となった場合の減給の効果の範囲について規定整備するもの。 

（４）非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正（第４条） 

・会計年度任用職員以外の非常勤職員の報酬の限度額について改正するもの。 

区分 改正前 改正後 

月額 ４３２，０００円 ５８３，８００円

日額 ２１，６００円 ２７，８００円

時間額 ７，２００円 ９，２６６円

（５）職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正（第６条） 

・休日および代休日ならびに年次有給休暇を与えられているときは、給与を受

けながら職員団体のための活動ができることについて規定整備するもの。 

（６）職員の育児休業等に関する条例の一部改正（第８条） 

・部分休業を取得することができない職員等について規定整備するもの。 

（７）職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正について（第９条） 

・教育公務員の定義について規定整備するもの。 

・臨時的に任用される職員の休暇等について規定整備するもの。 

・会計年度任用職員の勤務時間、休暇等について規定整備するもの。 

（８）幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正（第１０条） 

・臨時的に任用される職員について昇給等の適用除外について規定整備するも

の。 

（９）幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正（第１１条） 

・臨時的に任用される職員の休暇等について規定整備するもの。 

（１０）学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正（第１２条） 

・臨時的に任用される職員の休暇等について規定整備するもの。 
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（１１）学校教育職員の給与に関する条例の一部改正（第１３条） 

・臨時的に任用される職員について昇給等の適用除外について規定整備するも

の。 

（１２）施行期日 令和２年４月１日
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地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

【第１条による改正】職員の給与に関する条例新旧対照表

新 旧

（この条例の目的） （この条例の目的）

第１条 （第１項省略） 第１条 （第１項省略）

２ 次の各号に掲げる職員の給与に関する事項は、別に条例で定める。 ２ 教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第２条第１項に定める教育公務
員（区立幼稚園の園長および教員ならびに区立小学校、中学校および義務教

育学校の教員（市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法律第135号）第１
条第１号に規定する職員を除く。）に限る。）の給与に関する事項は、別に

条例で定める。

(１) 教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第２条第１項に定める教育
公務員（区立幼稚園の園長、副園長、教諭および養護教諭ならびに区立小

学校、中学校および義務教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、

教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭および講師であつて常時

勤務のもの（市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法律第135号）第１
条第１号に規定する職員を除く。）に限る。）

(２) 地方公務員法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員（教育公
務員特例法第２条第１項に定める教育公務員のうち、区立幼稚園、小学校、

中学校および義務教育学校の養護教諭および講師を含む。）

（特定職員についての適用除外） （特定職員についての適用除外）

第18条の４ （第１項省略） 第18条の４ （第１項省略）
（第２項省略） （第２項省略）

３ 第６条第２項から第６項までの規定は、臨時的に任用される職員には、適

用しない。

（育児休業に伴う臨時的任用職員の給与） （臨時職員の給与）

第19条 育児休業法第６条第１項の規定により臨時的に任用される職員（常時
勤務を要するものを除く。）の給与は、任命権者が、職員の給与との権衡を

考慮し、予算の範囲内で、人事委員会の承認を得て定める。

第19条 臨時的に任用される職員の給与は、任命権者が、職員の給与との権衡
を考慮し、予算の範囲内で、人事委員会の承認を得て定める。

（第２項省略） （第２項省略）
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【第２条による改正】職員の分限に関する条例新旧対照表

新 旧

（休職の期間） （休職の期間）

第３条 （第１項省略） 第３条 （第１項省略）

２ 法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の
適用については、同項中「３年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の
２第１項および第２項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、

「３年に満たないとき」とあるのは「法第22条の２第１項および第２項の規
定に基づき任命権者が定める任期に満たないとき」とする。

３ 法第28条第２項第２号の規定に該当する場合における休職の期間は当該
刑事事件が裁判所に係属する間とする。

２ 法第28条第２項第２号の規定に該当する場合における休職の期間は当該
刑事事件が裁判所に係属する間とする。

４ 第２条第１項の規定による場合の休職期間は、人事委員会規則の定めると

ころによる。

３ 第２条第１項の規定による場合の休職期間は、人事委員会規則の定めると

ころによる。

第５条 第３条第１項（同条第２項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）および第４項に規定する休職期間中であつても、その事由が消滅した

と認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

第５条 第３条第１項に規定する休職期間中であつても、その事由が消滅した

と認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

（第２項省略） （第２項省略）

【第３条による改正】職員の懲戒に関する条例新旧対照表

新 旧

（減給の効果） （減給の効果）

第３条 減給は１日以上６月以下の範囲で給料（地方公務員法第22条の２第１
項第１号に掲げる職員については、報酬（会計年度任用職員の給与および費

用弁償に関する条例（令和元年品川区条例第  号）第７条第１項に規定す

る地域手当に相当する報酬、第８条第１項に規定する特殊勤務手当に相当す

る報酬、第10条第１項に規定する超過勤務手当に相当する報酬、第11条に規
定する休日給に相当する報酬および第12条に規定する夜勤手当に相当する
報酬を除く。））の５分の１以下を減ずるものとする。

第３条 減給は１日以上６月以下の範囲で給料の５分の１以下を減ずるもの

とする。
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【第４条による改正】非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例新旧対照表

新 旧

（通則） （通則）

第１条 非常勤職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の２第１
項に規定する会計年度任用職員および第28条の５第１項または第28条の６
第２項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。）

の報酬および費用弁償の額ならびにその支給方法については、別に定めるも

ののほか、この条例の定めるところによる。

第１条 非常勤職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の５第１
項または第28条の６第２項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。
以下「職員」という。）の報酬および費用弁償の額ならびにその支給方法に

ついては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

勤務態様 支給単位 額

勤務場所の定めがあ

る場合

日を単位とする勤務 日 27,800円
日または時間を単位としな

い勤務

月 583,800円

時間を単位とする勤務 時間 9,266円
勤務場所の定めがない場合で、日または時間を単

位としない勤務

月 583,800円

勤務態様 支給単位 額

勤務場所の定めがあ

る場合

日を単位とする勤務 日 21,600円
日または時間を単位としな

い勤務

月 432,000円

時間を単位とする勤務 時間 7,200円
勤務場所の定めがない場合で、日または時間を単

位としない勤務

月 432,000円

【第５条による改正】職員の退職手当に関する条例新旧対照表

新 旧

（勤続期間の計算） （勤続期間の計算）

第11条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続
いた在職期間による。

第11条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続
いた在職期間による。

（第２項から第４項まで省略） （第２項から第４項まで省略）

５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、東京都の職員、

東京都の公営企業の職員、他の特別区の職員、特別区の一部事務組合の職員、

国家公務員、その他の地方公務員およびこれらに準ずる者として規則で定め

る法人（以下「規則法人」という。）の職員（規則で定める者を除く。以下

「都職員等」という。）から引き続いて職員となつた者（その他の地方公務

員および規則法人の職員については、区長が特に必要と認めた者に限る。以

５ 第１項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、東京都の職員、

東京都の公営企業の職員、他の特別区の職員、特別区の一部事務組合の職員、

国家公務員、その他の地方公務員およびこれらに準ずる者として規則で定め

る法人（以下「規則法人」という。）の職員（以下「都職員等」という。）

から引き続いて職員となつた者（その他の地方公務員および規則法人の職員

については、区長が特に必要と認めた者に限る。以下この項において同じ。）
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新 旧

下この項において同じ。）の都職員等としての引き続いた在職期間ならびに

職員が都職員等となり、引き続いて職員となつたものの先の職員として引き

続いた在職期間の始期から都職員等としての引き続いた在職期間の終期ま

での在職期間をそれぞれ含むものとする。この場合において、その者の都職

員等としての引き続いた在職期間の計算については前各項の規定を準用する。

の都職員等としての引き続いた在職期間ならびに職員が都職員等となり、引

き続いて職員となつたものの先の職員として引き続いた在職期間の始期か

ら都職員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ

含むものとする。この場合において、その者の都職員等としての引き続いた

在職期間の計算については前各項の規定を準用する。

（第６項から第８項まで省略） （第６項から第８項まで省略）

【第６条による改正】職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例新旧対照表

新 旧

（職員団体のための職員の行為の制限の特例） （職員団体のための職員の行為の制限の特例）

第２条 職員は、次の各号に掲げる場合に限り、給与を受けながら、職員団体

のためその業務を行ない、または活動することができる。

第２条 職員は、次の各号に掲げる場合に限り、給与を受けながら、職員団体

のためその業務を行ない、または活動することができる。

（第１号省略） （第１号省略）

(２) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成10年品川区条例第
５号。以下「勤務時間条例」という。）第９条の５の規定により指定され

た超勤代休時間、勤務時間条例第10条および第11条、幼稚園教育職員の勤
務時間、休日、休暇等に関する条例（平成12年品川区条例第33号。以下「幼
稚園教育職員勤務時間条例」という。）第12条および第13条、学校教育職
員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成20年品川区条例第22号。
以下「学校教育職員勤務時間条例」という。）第11条および第12条もしく
は勤務時間条例第18条第２項の規定に基づく規則の規定または同条第１
項の規定に基づく任命権者の定めによる休日ならびに勤務時間条例第12
条、幼稚園教育職員勤務時間条例第14条、学校教育職員勤務時間条例第1
3条もしくは勤務時間条例第18条第２項の規定に基づく規則の規定または
同条第１項の規定に基づく任命権者の定めにより指定された代休日で、そ

の日に任命権者が特に勤務を命じていない場合

(２) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成10年品川区条例第
５号。以下「勤務時間条例」という。）第９条の５の規定により指定され

た超勤代休時間、勤務時間条例第10条および第11条、幼稚園教育職員の勤
務時間、休日、休暇等に関する条例（平成12年品川区条例第33号。以下「幼
稚園教育職員勤務時間条例」という。）第12条および第13条または学校教
育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成20年品川区条例第2
2号。以下「学校教育職員勤務時間条例」という。）第11条および第12条
の規定による休日ならびに勤務時間条例第12条、幼稚園教育職員勤務時間
条例第14条または学校教育職員勤務時間条例第13条の規定により指定さ
れた代休日で、その日に任命権者が特に勤務を命じていない場合

(３) 勤務時間条例第13条第３項、幼稚園教育職員勤務時間条例第15条第３
項、学校教育職員勤務時間条例第14条第３項もしくは勤務時間条例第18
条第２項の規定に基づく規則の規定または同条第１項の規定に基づく任

命権者の定めにより年次有給休暇を与えられている場合

(３) 勤務時間条例第13条第３項、幼稚園教育職員勤務時間条例第15条第３
項または学校教育職員勤務時間条例第14条第３項の規定により年次有給
休暇を与えられている場合
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新 旧

（第４号省略） （第４号省略）

【第７条による改正】外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例新旧対照表

新 旧

（職員の派遣） （職員の派遣）

第２条 （第１項省略） 第２条 （第１項省略）

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 ２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

（第１号および第２号省略） （第１号および第２号省略）

(３) 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条に規定する条件付採用
になつている職員（特別区人事委員会規則で定める職員を除く。）

(３) 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条第１項に規定する条件
附採用になつている職員（特別区人事委員会規則で定める職員を除く。）

（第４号および第５号省略） （第４号および第５号省略）

【第８条による改正】職員の育児休業等に関する条例新旧対照表

新 旧

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員）

第14条 育児休業法第19条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とす
る。

第14条 育児休業法第19条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とす
る。

（第１号省略） （第１号省略）

(２) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法
（昭和25年法律第261号）第28条の５第１項または第28条の６第２項に規
定する短時間勤務の職を占める職員を除く。）

(２) 非常勤職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の５第１
項または第28条の６第２項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除
く。）

 ア 特定職に引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員

 イ 勤務日数および勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤

職員

（部分休業の承認） （部分休業の承認）

第15条 部分休業の承認は、正規の勤務時間（前条第２号アおよびイのいずれ
にも該当する非常勤職員のうち地方公務員法第22条の２第１項に規定する
会計年度任用職員にあっては当該会計年度任用職員について定められた勤

務時間）の始めまたは終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

第15条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始めまたは終わりにおいて、30
分を単位として行うものとする。
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新 旧

（第２項省略） （第２項省略）

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき当該非常勤職

員について定められた１日の勤務時間から５時間45分を減じた時間を超え
ない範囲内で行うものとする。ただし、当該非常勤職員が勤務時間条例第18
条第１項の規定に基づく任命権者の定めまたは同条第２項の規定に基づく規

則の規定による育児時間または介護時間の承認を受けて勤務しない場合にお

ける部分休業の承認については、１日につき当該非常勤職員について定めら

れた１日の勤務時間から５時間45分を減じた時間から当該育児時間または
当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内

で行うものとする。

（部分休業における給与の減額） （部分休業における給与の減額）

第16条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関
する条例（昭和26年品川区条例第17号。以下「給与条例」という。）第14
条第１項、幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成12年品川区条例第32
号。以下「幼稚園教育職員給与条例」という。）第19条第１項、学校教育職
員の給与に関する条例（平成20年品川区条例第23号。以下「学校教育職員給
与条例」という。）第19条第１項および会計年度任用職員の給与および費用
弁償に関する条例（令和元年品川区条例第  号。以下「会計年度任用職員

給与条例」という。）第９条第１項から第３項までの規定にかかわらず、そ

の勤務しない１時間につき、給与条例第18条、幼稚園教育職員給与条例第2
2条、学校教育職員給与条例第22条および会計年度任用職員給与条例第13条
に規定する勤務１時間当たりの給与額（同条にあっては報酬額）を減額して

給与を支給する。

第16条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関
する条例（昭和26年品川区条例第17号。以下「給与条例」という。）第14
条第１項、幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成12年品川区条例第32
号。以下「幼稚園教育職員給与条例」という。）第19条第１項および学校教
育職員の給与に関する条例（平成20年品川区条例第23号。以下「学校教育職
員給与条例」という。）第19条第１項の規定にかかわらず、その勤務しない
１時間につき、給与条例第18条、幼稚園教育職員給与条例第22条および学校
教育職員給与条例第22条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して
給与を支給する。

【第９条による改正】職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例新旧対照表

新 旧

（趣旨） （趣旨）

第１条 （第１項省略） 第１条 （第１項省略）

２ 教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第２条第１項に定める教育公務
員（区立幼稚園の園長、副園長、教諭および養護教諭ならびに区立小学校、

２ 教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第２条第１項に定める教育公務
員（区立幼稚園の園長および教員ならびに区立小学校、中学校および義務教
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新 旧

中学校および義務教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養

護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭および講師であって常時勤務のもの

（市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法律第135号）第１条第１号に規
定する職員を除く。）に限る。）の勤務時間、休日、休暇等に関しては、別

に条例で定める。

育学校の教員（市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法律第135号）第１
条第１号に規定する職員を除く。）に限る。）の勤務時間、休日、休暇等に

関しては、別に条例で定める。

（年次有給休暇） （年次有給休暇）

第13条 （第１項から第４項まで省略） 第13条 （第１項から第４項まで省略）
５ 地方公務員法第22条の３第１項の規定により臨時的に任用された職員お
よび地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項の規定により臨時

的に任用された職員（常時勤務を要するものに限る。）の任用期間中の年次

有給休暇は、第１項および第２項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を

得て、規則で定める。

（特別休暇） （特別休暇）

第15条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由に
より、勤務しないことが相当である場合における休暇（以下「特別休暇」と

いう。）として、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める休

暇を承認するものとする。

第15条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由に
より、勤務しないことが相当である場合における休暇（以下「特別休暇」と

いう。）として、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保

健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、

災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護のた

めの休暇、育児参加休暇および短期の介護休暇を承認するものとする。

(１) 地方公務員法第22条の３第１項の規定により臨時的に任用された職員
および地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項の規定により

臨時的に任用された職員（常時勤務を要するものに限る。） 公民権行使

等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、

育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボ

ランティア休暇、子の看護のための休暇、育児参加休暇および短期の介護

休暇

(２) 前号以外の職員 公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、
母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、

慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、

子の看護のための休暇、育児参加休暇および短期の介護休暇
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新 旧

（第２項省略） （第２項省略）

（育児休業に伴う臨時的任用職員等に対する特例） （臨時職員に対する特例）

第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項の規定により臨
時的に任用される職員（常時勤務を要するものを除く。）の勤務時間、休日、

休暇等に関しては、人事委員会の承認を得て、任命権者が定める。

第18条 臨時的に任用される職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、人事
委員会の承認を得て、任命権者が定める。

２ 非常勤職員（再任用短時間勤務職員を除く。）の勤務時間、休日、休暇等

に関しては、第２条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を

考慮し、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

【第１０条による改正】幼稚園教育職員の給与に関する条例新旧対照表

新 旧

（昇給についての適用除外）

第31条の３ 第７条第２項から第５項までの規定は、臨時的に任用される職員
には、適用しない。

【第１１条による改正】幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例新旧対照表

新 旧

（特別休暇） （特別休暇）

第17条 教育委員会は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由
により、勤務しないことが相当である場合における休暇（以下「特別休暇」

という。）として、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める

休暇を承認するものとする。

第17条 教育委員会は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由
により、勤務しないことが相当である場合における休暇（以下「特別休暇」

という。）として、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子

保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休

暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護

のための休暇、育児参加休暇および短期の介護休暇を承認するものとする。

(１) 臨時的に任用された職員 公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初
期休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生

理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護の

ための休暇、育児参加休暇および短期の介護休暇

(２) 前号以外の職員 公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、
母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、
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新 旧

慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、

子の看護のための休暇、育児参加休暇および短期の介護休暇

（第２項省略） （第２項省略）

【第１２条による改正】学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例新旧対照表

新 旧

（年次有給休暇） （年次有給休暇）

第14条 （第１項から第４項まで省略） 第14条 （第１項から第４項まで省略）
５ 臨時的に任用された職員の任用期間中の年次有給休暇は、第１項および第

２項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

（特別休暇） （特別休暇）

第16条 教育委員会は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由
により、勤務しないことが相当である場合における休暇（以下「特別休暇」

という。）として、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める

休暇を承認するものとする。

第16条 教育委員会は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由
により、勤務しないことが相当である場合における休暇（以下「特別休暇」

という。）として、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子

保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休

暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護

のための休暇、育児参加休暇および短期の介護休暇を承認するものとする。

(１) 臨時的に任用された職員 公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初
期休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生

理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護の

ための休暇、育児参加休暇および短期の介護休暇

(２) 前号以外の職員 公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、
母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、

慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、

子の看護のための休暇、育児参加休暇および短期の介護休暇

（第２項省略） （第２項省略）

（臨時職員に対する特例）

第19条 臨時的に任用される職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、人事
委員会の承認を得て、教育委員会が定める。

（委任） （委任）
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新 旧

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則
で定める。

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則
で定める。

【第１３条による改正】学校教育職員の給与に関する条例新旧対照表

新 旧

（特定職員についての適用除外） （特定職員についての適用除外）

第32条 第20条および第21条の規定は、第12条第１項の規定に基づき管理職手
当の支給を受ける職員には適用しない。

第32条 第20条および第21条の規定は、第12条第１項の規定に基づき管理職手
当の支給を受ける職員には適用しない。

２ 第７条第２項から第５項までの規定は、臨時的に任用される職員には、適

用しない。

（臨時職員の給与）

第33条 臨時的に任用される職員の給与は、教育委員会が、職員の給与との権
衡を考慮し、予算の範囲内で、人事委員会の承認を得て定める。

（給与からの控除） （給与からの控除）

第33条 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、当該給与から控除する
ことができる。

第34条 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、当該給与から控除する
ことができる。

(１) 職員の居住の用に供する区の施設の利用料および施設の使用に必要な
経費

(１) 職員の居住の用に供する区の施設の利用料および施設の使用に必要な
経費

(２) 特別区職員互助組合（以下「互助組合」という。）の組合費 (２) 特別区職員互助組合（以下「互助組合」という。）の組合費
(３) 品川区職員互助会（以下「互助会」という。）の会費ならびに互助会の
貸付金および立替金に係る返還金および利子

(３) 品川区職員互助会（以下「互助会」という。）の会費ならびに互助会の
貸付金および立替金に係る返還金および利子

(４) 互助組合および互助会が取り扱う保険料および火災共済事業の共済掛金 (４) 互助組合および互助会が取り扱う保険料および火災共済事業の共済掛金
(５) 教育委員会が適当と認めた団体取扱いに係る生命保険料および損害保
険料ならびに生命共済事業および火災共済事業の共済掛金

(５) 教育委員会が適当と認めた団体取扱いに係る生命保険料および損害保
険料ならびに生命共済事業および火災共済事業の共済掛金

(６) 東京都職員信用組合および中央労働金庫に対する貯蓄金ならびにこれ
らの法人の貸付金に係る返還金および利子

(６) 東京都職員信用組合および中央労働金庫に対する貯蓄金ならびにこれ
らの法人の貸付金に係る返還金および利子

（委任） （委任）

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議のうえ規則で
定める。

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議のうえ規則で
定める。
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【付則】

新 旧

   付 則

 （施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

 （職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

２ 第５条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第11条第５項
の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、

同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
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