
第２号議案 

役員給与規程及び職員給与規程の変更について 

(案) 

 令和元年度及び令和２年度の給与法改正に準じて、別紙のとおり、役員給与規程及び職

員給与規程の変更を行う。 

施行日：２０２１年２月１７日 

以  上 

【添付資料】 

別紙１：役員給与規程 変更案 新旧対照表 

別紙２：職員給与規程 変更案 新旧対照表 
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変 更 前 変 更 後 

第１～７条 （略） 

（特別手当） 

第８条 （略） 

２ 特別手当の額は、それぞれの基準日現在（離職し、又は死亡したと

きは、離職し、又は死亡した日現在）において役員が受けるべき本給

及び地域手当の月額並びに本給の月額に１００分の２５を乗じて得た

額並びに本給及び地域手当の月額に１００分の２０を乗じて得た額の

合計額に、６月に支給する場合においては１００分の６２．５、１２

月に支給する場合においては１００分の７７．５を乗じて得た額に、

基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を支給する。 

一 ６か月 １００分の１００ 

二 ５か月以上６か月未満 １００分の８０ 

三 ３か月以上５か月未満 １００分の６０ 

四 ３か月未満 １００分の３０ 

３  （略） 

第９～１２条 （略） 

附則 （略） 

附則（平成２７年９月２日） （略） 

附則（平成２８年３月２３日）（略） 

第１～７条 （略） 

（特別手当） 

第８条 （略） 

２ 特別手当の額は、それぞれの基準日現在（離職し、又は死亡したと

きは、離職し、又は死亡した日現在）において役員が受けるべき本給

及び地域手当の月額並びに本給の月額に１００分の２５を乗じて得た

額並びに本給及び地域手当の月額に１００分の２０を乗じて得た額の

合計額に、６月に支給する場合においては１００分の６7．５、１２月

に支給する場合においては１００分の６７．５を乗じて得た額に、基

準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を支給する。 

一 ６か月 １００分の１００ 

二 ５か月以上６か月未満 １００分の８０ 

三 ３か月以上５か月未満 １００分の６０ 

四 ３か月未満 １００分の３０ 

３  （略） 

第９～１２条 （略） 

附則 （略） 

附則（平成２７年９月２日） （略） 

附則（平成２８年３月２３日）（略） 

附則（２０２１年２月  日） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、２０２１年２月１７日から施行し、２０２０年４

役員給与規程 変更案 新旧対照表   （別紙１）
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月１日に遡って適用する。 

（特別手当に関する特例） 

第２条 ２０２０年６月に支給する特別手当に関する第８条第２項

の規定の適用については、同項中「１００分の６７．５」とあるの

を「１００分の７０」と読み替えて適用する。 

２．２０２０年１２月に支給する特別手当に関する第８条第２項の規

定の適用については、同項中「１００分の６７．５」とあるのを「１

００分の６５」と読み替えて適用する。 
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変 更 前 変 更 後 

第１条～第１９条（略） 

（期末手当） 

第２０条 

（略） 

２（略） 

３ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（基準日前１ヶ月以内に退 

職又は解雇（懲戒解雇は除く。）にあっては、退職又は解雇した日。） 

において職員が受けるべき本給月額及び扶養手当の月額並びにこれら 

に対する地域手当の月額の合計額を期末手当基礎額として、６月支給 

分については１００分の１２２.５、１２月支給分については１００ 

分の１３７.５を乗じて得た額に、基準日以前６ヶ月以内の期間にお 

けるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定 

める割合を乗じて得た額を支給する。 

一 ６ヶ月 １００分の１００ 

二 ５ヶ月以上６ヶ月未満 １００分の８０ 

三 ３ヶ月以上５ヶ月未満 １００分の６０ 

四 ３ヶ月未満 １００分の３０  

４～５（略） 

第２１条（略） 

（略） 

（勤勉手当） 

第１条～第１９条（略） 

（期末手当） 

第２０条 

（略） 

２（略） 

３ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在（基準日前１ヶ月以内に退 

職又は解雇（懲戒解雇は除く。）にあっては、退職又は解雇した日。） 

において職員が受けるべき本給月額及び扶養手当の月額並びにこれら 

に対する地域手当の月額の合計額を期末手当基礎額として、６月支給 

分については１００分の１２７．５、１２月支給分については１００

分の１２７．５を乗じて得た額に、基準日以前６ヶ月以内の期間におけ

るその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額を支給する。 

一 ６ヶ月 １００分の１００ 

二 ５ヶ月以上６ヶ月未満 １００分の８０ 

三 ３ヶ月以上５ヶ月未満 １００分の６０ 

四 ３ヶ月未満 １００分の３０  

４～５（略） 

第２１条（略） 

（略） 

（勤勉手当） 

職員給与規程 変更案 新旧対照表   （別紙２）
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第２２条 

（略） 

２（略） 

３ 勤勉手当の額は、それぞれの基準日現在（基準日前１ヶ月以内に退

職又は解雇（懲戒解雇は除く。）にあっては、退職又は解雇した日。）

において職員が受けるべき本給月額及びこれに対する地域手当の月額

の合計額を勤勉手当基礎額として、別表３に定める期間率及び次の各

号に掲げる成績率を乗じて得た額を支給する（第４条別表２の適用を

受ける職員については、別表４に定める額に期間率を乗じて得た額を

支給する）。この場合において、支給する勤勉手当の総額は、職員の勤

勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき

扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した

額に１００分の９５（第４条別表２の適用を受ける職員を除く。）を乗

じて得た額の総額を超えない範囲とする。 

一 直近の評定（基準日以前における直近の能力評価及び業績評価をい

う。以下同じ。）が特に優秀である職員 １００分の１１５以上１００

分の１９０以下 

二 直近の評定が優秀である職員 １００分の１０３．５以上１００分

の１１５未満 

三 直近の評定が良好である職員 １００分の９２ 

四 直近の評定が良好でない職員 １００分の９２未満 

４（略） 

第２３条～第２４条（略） 

附則（略） 

附則（平成２７年７月１５日）（略） 

附則（平成２７年９月２日）（略） 

附則（平成２８年３月２３日）（略） 

第２２条 

（略） 

２（略） 

３ 勤勉手当の額は、それぞれの基準日現在（基準日前１ヶ月以内に退

職又は解雇（懲戒解雇は除く。）にあっては、退職又は解雇した日。）

において職員が受けるべき本給月額及びこれに対する地域手当の月額

の合計額を勤勉手当基礎額として、別表３に定める期間率及び次の各

号に掲げる成績率を乗じて得た額を支給する（第４条別表２の適用を

受ける職員については、別表４に定める額に期間率を乗じて得た額を

支給する）。この場合において、支給する勤勉手当の総額は、職員の勤

勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき

扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した

額に１００分の９５（第４条別表２の適用を受ける職員を除く。）を乗

じて得た額の総額を超えない範囲とする。 

一 直近の評定（基準日以前における直近の能力評価及び業績評価をい

う。以下同じ。）が特に優秀である職員 １００分の１１５以上１００

分の１９０以下 

二 直近の評定が優秀である職員 １００分の１０３．５以上１００分

の１１５未満 

三 直近の評定が良好である職員 １００分の９２ 

四 直近の評定が良好でない職員 １００分の８３．５以下 

４（略） 

第２３条～第２４条（略） 

附則（略） 

附則（平成２７年７月１５日）（略） 

附則（平成２７年９月２日）（略） 

附則（平成２８年３月２３日）（略） 
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附則（平成２９年２月１５日）（略） 

附則（平成２９年３月２９日）（略） 

附則（平成２９年５月１２日）（略） 

附則（平成３０年２月７日）（略） 

附則（２０１９年１月２４日）（略） 

附則（２０２０年１月２２日）（略） 

別表 1～別表３（略） 

附則（平成２９年２月１５日）（略） 

附則（平成２９年３月２９日）（略） 

附則（平成２９年５月１２日）（略） 

附則（平成３０年２月７日）（略） 

附則（２０１９年１月２４日）（略） 

附則（２０２０年１月２２日）（略） 

附則（２０２１年２月  日） 

（施行期日） 

第１条 この規程は、２０２１年２月１７日から施行し、２０２０年４

月１日から適用する。 

（期末手当に関する特例） 

第２条 ２０２０年６月に支給する期末手当に関する第２０条第３項の

規定の適用については、同項中「１００分の１２７．５」とあるのは

「１００分の１３０」と読み替えて適用する。 

２ ２０２０年１２月に支給する期末手当に関する第２０条第３項の

規定の適用については、同項中「１００分の１２７．５」とあるのは

「１００分の１２５」と読み替えて適用する。 

（勤勉手当に関する特例） 

第３条 ２０２０年６月に支給する勤勉手当に関する第２２条第３項の

規定については、第４号「１００分の８３．５以下」とあるのは「１

００分の９２未満」と読み替えて適用する。 

別表 1～別表３（略） 
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別表４ 

職務の級 
勤勉手当 

特に優秀 優秀 良好 良好でない 

5級 1,482千円 1,370千円 1,254千円 1,141千円 

6級 1,825 1,654 1,482 1,313 

7級 2,281 2,052 1,825 1,597 

8級 2,850 2,564 2,281 1,997 

※この表の適用者の勤勉手当は、業績評価及び能力評価に基づき 4 段階

の中から決定 

別表５～別表６（略） 

以上 

別表４ 

職務の級 
勤勉手当 

特に優秀 優秀 良好 良好でない 

5級 1,465千円 1,354千円 1,240千円 1,128千円 

6級 1,804 1,635 1,465 1,298 

7級 2,255 2,029 1,804 1,579 

8級 2,818 2,535 2,255 1,974 

※この表の適用者の勤勉手当は、業績評価及び能力評価に基づき 4 段階

の中から決定。 

別表５～別表６（略） 

以上 
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