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 勤務時間・休暇休務・休業制度                          

１ 勤務時間・休憩時間     

(１) 勤務時間・休憩時間 

   ①勤務時間：1 日 7 時間 45 分，1 週間につき 38 時間 45 分以内 

   ②休憩時間：45 分 

   ③休 日 等：土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律に規定する休日，年末年始 

    ※ 実際の勤務時間帯や休憩時間の割り振りは，校園長が決定します。 

 

 

 

 

 

(２) 休日等の振替 

   土日等に学校行事等が行われる場合，当該土日等を勤務を要する日として勤務を命じ，その代

わりに勤務時間が割り振られている他の日を休日に指定することができる制度です。 

    

①対象者 

  表紙記載の正規教職員・再任用教職員・臨時的任用教職員 

 

②期 間 

  ＜事 務職 員（再 任用・臨時 含む）以外＞勤務を命ずる日を起算日として前 4 週間・後 16 週間 

  ＜事務職員（再任用・臨時含む）＞勤務を命ずる日を起算日として前 4 週間・後 4 週間 

※ ただし，事務職員は休日の早期取得の観点から市の行政職 

 と同様に同一週内（土曜日～金曜日）に限定しています。 

③単 位 

  1 日または半日 

  ※１日分の休日等の勤務を分割し，半日×２日で振替えることはできません。 

  ※半日分×2 回の休日等の勤務を統合し，１日分で振替えることができます。 

 

④振替方法 

  管理職から事前明示を受けた上で，各人が教職員庶務事務システムを通じて，振替日を入力

します。 

  ※教職員庶務事務システムの本人メニューに掲載の「教職員庶務事務システム に係るＱ＆

Ａ（休日等の振替，宿泊を伴う学校行事の勤務時間の割振り変更について）」も併せて参

照ください。 

【規則上の標準的な勤務時間】 ※下段は定時制

13:00 16:45 17:30 21:30

8:30

勤務時間

12:15 13:00

休憩時間 勤務時間

17:00
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⑤対象業務 

休日等の振替は以下の業務を行う場合に行います。 

ただし，国民の祝日に関する法律に規定する休日（＝いわゆる「祝日」）に勤務し，休日等の

振替を行うことは，超勤４項目に限定されています。 

 

(３) 宿泊を伴う学校行事における勤務時間の割り振り 

修学旅行の引率等の宿泊を伴う学校行事を実施する場合，正規の勤務時間（7 時間 45 分）を

超える勤務時間について，一定の期間内に割り振り変更を行うことができる制度です。 

①対象者 

     表紙記載の対象者のうち，事務職員（再任用・臨時含む）を除く， 

正規教職員，再任用教職員，臨時的任用教職員 
 

   ②対象業務 

     「遠足（旅行）・集団宿泊的行事」に位置付けられる行事で，泊を伴う日及び当該行事の最

終日において１日あたり最大 6 時間が割り振り対象となります。 
 

   ③単 位 

     1 時間（1 日 7 時間 45 分を割り振る際に生じる 15 分の端数については，1 時間未満であ

っても割り振りが可能です。） 

     （例）（１泊 1 日＋最終日 1 日）×６時間＝１２時間 → １２時間＝７時間４５分（1 日）＋４時間１５分 
 
   ④割り振りの方法 

教職員庶務事務システムを使用し，各人が事前に明示された割振表をもとに割り振り日を入

力します。 

※教職員庶務事務システムの本人メニューに掲載の「教職員庶務事務システムに係るＱ＆Ａ

（休日等の振替，宿泊を伴う学校行事の勤務時間の割振り変更について）」も併せて参照く

ださい。 

 

   ⑤期 間 

     宿泊行事を実施する週を含む前後 4 週間の範囲内 

    

⑥休日等の振替との関係 

     休日等に宿泊を伴う行事を行った場合は，休日等の振替を行うとともに， 

勤務時間の割り振りを行ってください。 

ア．いわゆる「超勤４項目」 休日勤務 祝日勤務 

次に掲げる業務に従事する場合で，臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限られる。 

・校外学習その他生徒の実習に関する業務 

・修学旅行その他学校の行事に関する業務 ※下見は対象外 
・職員会議に関する業務 

・非常災害の場合，児童又は生徒の指導に関し，緊急の措置を必要とする場合 
 その他やむを得ない場合に必要な業務 

振替可 振替可 

イ．一定範囲の限定業務 →いわゆる「祝日」に実施しても，休日等の振替を行うことは不可 休日勤務 祝日勤務 

・学習活動 ・学校説明会 ・入学者選抜（受付，監督，採点及び引率並びに待機業務） 
・ＰＴＡ活動（総会，役員会等の会議への参加） 
・学校教育活動に位置づけられる行事に参加する児童・生徒の引率 
・高大連携行事の際の自校生徒の引率          等 

振替可 振替不可 
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⑦その他 

     事前に明示された割振表で割変を予定している日に，やむを得ず取得できなかった（勤務せ

ざるを得なかった）場合は，再度の割振変更はできません。教職員庶務事務システムへの割変

の入力は行わず，割振表の欄外等にその旨を補記してください。ただし，事前の計画どおり取

得できるよう，勤務時間の割り振りを行う場合，業務や学校行事等を十分に考慮してください。 

 

２ 年次休暇     

 

 

事由 取得の事由は問わない 

期間 

一年度（4 月～翌年 3 月）において 20 日 

前年度に使用しなかった年次休暇は 20 日（時間数を含む。）を限度に繰越 

○ 「常勤講師又は非常勤講師→新規採用」の身分変更の場合も年次休暇の残日

数（時間数含む）を 20 日を限度に繰り越すことができます。 

単位 

1 日，半日，1 時間 

○ 半日単位の年次休暇（規則上の休憩時間に合わせる） 

  ・前半休取得者は，１３：００から勤務 

  ・後半休取得者は，１２：１５まで勤務 

○ 時間単位の年次休暇 

・8 時間を 1 日に換算 

  ・一年度において 120 時間（15 日分）を上限 

  ただし，育児・介護・通院に関わる事由の場合は制限ありません。 

  年度当初に診断書等内容を証する書類の添付が必要です。 

その他 

○育児短時間勤務の正規教職員の付与日数と１日の換算は以下のとおりです。 

１日の勤務時間 付与日数 １日の換算 

3 時間５５分 ２０日 ４時間 

４時間５５分 ２０日 ５時間 

７時間４５分×３日 １２日 ８時間 

７時間４５分×２日 

3 時間５５分×1 日 
１２日 ８時間 

 

手続 
教職員庶務事務システム（以下，システムという。）の「年次休暇」から申請くだ 

さい 

 

 

 

 

 

※ 以降の表中に「給与」の項目がない休暇休務，休業制度は有給となります。 
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３ 病気・体調不良の時の休暇休務制度     

(１) 病気休務 

事由 
負傷または疾病のため療養する必要があり，勤務しないことがやむを得ないと認

められる場合 

期間 

要勤務日 75日または病気休務の初日から起算して 4箇月の長い方の期間まで（結

核性呼吸器病にあっては，１年） 

○ 病気休務を所定の日数を超えて取得後，引き続き勤務できない場合，病気休

職の手続きを行います。事前に教職員人事課まで御相談ください。 

単位 

1 日，半日，1 時間（8 時間を 1 日に換算） 

○ 時間単位の取得は①人工透析，②インターフェロン治療，③抗がん剤治療，

④がんに係る放射線治療，⑤腹水症に係る腹水穿刺又は腹水濾過濃縮再静注法

（ Ｃ Ａ Ｒ Ｔ ）による治療を受ける必要がある場合，⑥身体上または精神上の障害の

ある教職員が，その障害に起因する医療行為として行われるリハビリテーショ

ンを受ける必要がある場合（令和 3 年 4 月～）のみ可能です。 

必要 

書類 

医師の診断書・柔道整復師の発行する打撲又は捻挫に係る施術証明書 

1 週間未満の病気休務の場合は医院の領収書または薬袋など客観的に証明できる

書類で代用可能ですが，以下の①～③の事由を確認できるものが必要です。 

①病気（負傷又は疾病）の事実 

②療養する必要があること 

③勤務することが困難であること 

※領収書や薬袋等で上記①～③の事由の全てを確認できない場合，システム

の「事由」欄に不足する情報を記入してください。 

給与 

病気休務の取得により減額は行いません。 

上記の期間を超えて，病気休務を取得する場合，取得期間の３分の１に相当する 

給与が減額されます。（翌月の給与において減額）ただし，休職発令された場合は，

休職開始日の１月前までの期間は給与は減額されません。 

通算 
病気休務を断続的に取得し，前後の病気休務の期間が「要勤務日７４日以内」の

場合は，前後の期間を通算します。（異なる疾病区分でも通算） 

手続 

システムの「その他休暇」から該当する休暇種別（「病休（全日）１週未満」等）

を選択の上，申請ください。期間が１月以上の場合は，「長期休養」を選択してくだ

さい。 
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(２) 病気休職 

事由  心身の故障のため，長期の休養を要する場合 

期間 ３年を超えない範囲内（休職及び復職の発令は，原則として毎月 1 日に行います。） 

必要 
書類 

医師の診断書 

給与 

休職の時期に応じた休職給が支給されます。 

1 年目：給料等の 100％を支給 

2 年目：給料等の 3 分の 2 を支給 

3 年目：支給なし 

○ 給料等とは，給料，扶養手当，これらに対する地域手当及び住居手当の合計

額をいいます。 

○ 結核性呼吸器病による場合は 3 年間 100％支給されます。 

○ 別途，公立学校共済組合からの給付を受けられることがあります。 

○ 復職後，６箇月以内に再度発病し，病気休職することとなった場合は，前後

の休職期間を通算します。この場合，傷病名は問いません。 

手続 
システムの「その他休暇」の休暇種別「病気休職」又は「病気休職（結核性）」を

選択の上，申請ください。 

 

(３) 生理休暇 

事由 女性教職員が，生理のため勤務することが著しく困難な場合 

期間 

1 回につき 3 日以内の期間 

※「３日以内の期間」には，休日等を含みます。 

※勤務することが著しく困難であることが明らかになる前（前日以前）に申請す

ることはできません。 

単位 1 日 

手続 システムの「その他休暇」の休暇種別「生理休暇」を選択の上，申請ください。 

 

(４) 特別要注意者承認休務 

事由 
健康診断で結核性呼吸器病に罹患していることにより，勤務に制限を加える必要

があると判定された場合 

単位 1 日 2 回，各 1 時間以内 

手続 
システムの「その他休暇」の休暇種別「特別要注意者承認休務」を選択の上，申

請ください。 
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４ 妊娠・出産に関する休暇休務制度 ※「子育て応 援ハンド ブ ック」も併せ て参照く だ さい。 

(１) 妊産婦通院休務 

事由 
妊娠中または出産後１年以内の女性教職員が，母子保健法に基づく保健指導や健

康診断を受ける場合  

期間 

○ 妊娠満 23 週まで       4 週間に 1 回 

○ 妊娠満 24 週から満 35 週まで 2 週間に 1 回 

○ 妊娠満 36 週から出産まで   1 週間に 1 回 

（妊娠中で医師または助産師の特別の指示があった場合は上記に関わらず指示さ

れた回数） 

○ 産後 1 年まで 医師または助産師の指示した回数 

単位 1 日以内で必要な時間 

必要 
書類 

妊娠又は出産を証する書類（※年度ごとに初回のみ）と，医師等の特別の指示が

ある場合は，保健指導等が必要な理由と指示内容についての医師等による証明書 

手続 
システムの「妊娠出産に関する休暇」の休暇種別「妊産婦通院休務（全日）」又は

「妊産婦通院休務（時間）」を選択の上，申請ください。 

 
(２) 妊娠通勤緩和休務 

事由 
妊娠中の女性教職員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健

康保持に影響があると認められる場合 

単位 
勤務時間の始め又は終わりにおいて，1 日を通して 1 時間以内で必要と認められ

る時間 

必要 
書類 

妊娠を証する書類（医師等による出産予定証明書等）※年度ごとに初回のみ 

その他 
「交通機関の混雑」とは，自動車，バイク又は自転車等で通勤している場合であっ

て，道路が混雑している場合も含みます。なお，徒歩通勤の場合，取得できません。 

手 続 
システムの「妊娠出産に関する休暇」の休暇種別「妊娠通勤緩和休務」を選択の

上，申請ください。 

 
(３) 妊娠障害休務  

事由 

①妊娠中の女性教職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが著しく困難な場合  

②妊娠１２週未満で流産した女性教職員が流産に起因する障害のため勤務するこ

とが著しく困難な場合 

期間 
①1 妊娠につき 3 週間以内（暦日） 

②流産した日から起算して１４日を経過するまでの間において，２週間以内（暦日）  

単位 1 日，半日 

必要 
書類 

医師の診断書（診断名と療養期間が記載されていること）又は母性健康管理指導

事項連絡カード（勤務することが著しく困難であり，休業しなければならない理由

等が客観的に判別できる旨の記載があり，措置が必要な期間が明記されていること） 

手 続 
システムの「妊娠出産に関する休暇」の休暇種別「妊娠障害休務（全日）」又は「妊

娠障害休務（半日）」を選択の上，申請ください。 
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(４) 不妊治療休務  

事由 
教職員が不妊治療を目的として医師が行う治療行為を受けるため，勤務しないこ

とが相当であると認められる場合 

期間 １年度において５日以内 

単位 １日，半日，１時間 

必要 
書類 

不妊治療を受けていることを証する書類（医師の診断書，不妊治療連絡カード等） 

手続 
システムの「その他休暇」から該当する休暇種別（「不妊治療（全日有給）」等）

を選択の上，申請してください。 

 

(５) 出産休暇 

事由 女性教職員の出産の場合 

期間 

産前休暇：出産予定日から起算して 8 週間前（多胎妊娠の場合 14 週間前）から 
産後休暇：出産日の翌日から起算して８週間 

○ 出産予定日前の出産のため，産前の出産休暇期間が８週間（多胎児妊娠の場
合は１４週間）に満たない場合は，産後の出産休暇期間を延長し，産前産後を
通じて１６週間（多胎妊娠の場合は２２週間）の出産休暇を取得できます。 

○ 出産とは，妊娠満１２週以降の分娩をいい，流産，死産及び人工妊娠中絶を
含みます。 

＜例①：出産日が出産予定日よりも遅れた場合（晩産）＞ 

 

 

 

 
 

＜例②：早産の場合＞ 

 

 

 

 

 

○ 教職員庶務事務システムでの産後休の申請にあたっては，早産・晩産に関わ

らず，出産日を入力することで期間が自動で算出されます。自動で算出された

期間に基づいて申請してください。 

必要 

書類 

産前休暇：医師等による出産予定証明書 
     ※産前休暇の短期取得を希望する場合は，「産前休にかかる短期取得につ

いて」（センターサーバ（プロジェクト）→！市教委＋全教職員→教職
員人事課→04 様式集）も併せて添付してください。 

産後休暇：以下①～④のいずれかの書類 

①医師又は助産師の出産証明書 

②母子健康手帳（出生届出済証明欄の証明があるもの） 

③出生届受理証明書 

④住民票の写し（当該出産休暇に係る子の生年月日及び申請者の続柄が分かるもの）  

←　　　　　　８週間　　　　→ ←　　　　　　　→ ←出産日の翌日（7/15）から8週間→

出産予定日 出産日

7/10 7/145/16 9/8

この期間は，産前休暇に含む。

←　　　　　　８週間　　　 →

←　　　　→

出産日 出産予定日

7/1 7/105/1 8/26

８週間

9/4

産前産後を通じて１６週間の範囲内

で産後休暇の延長ができる。
 早産の場合，システム上自動的に産後休暇が延長され，

産前産後を通じて 16 週間の休暇が保証される。 
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手続 
システムの「妊娠出産に関する休暇」から該当する休暇種別（「出産休暇（産前）」

等）を選択の上，申請ください。 

 

(６) 出産補助休務 

事由 

配偶者（内縁関係を含む。）が出産する教職員が，入退院の際の付添い等の出産に

関わる行為を行う場合 

※対象となる行為 

 ①出産に係る入退院の際の付添い ③入院中の世話 

 ②出産の付添い         ④出生の届出 

期間 出産予定日の２週間前の日から出産日以後２週間を経過する日までの期間において３日以内 

単位 1 日，半日 

必要 

書類 
配偶者の妊娠又は出産を証する書類 ※年度ごとに初回のみ 

手続 
システムの「妊娠出産に関する休暇」の休暇種別「出産補助休務（全日）」又は「出

産補助休務（半日）」を選択の上，申請ください。 

 

(７) 育児参加休務 

事由 

配偶者（内縁関係を含む。）が出産する教職員が，当該出産に係る子または小学校

（義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）就学の始期に達するまでの子を養育

する場合 

期間 

出産予定日の８週間前（多胎妊娠の場合１４週間）から出産日以後８週間を経過

する日までの期間において５日以内 

※第１子の場合は，出産後に限り受けることができます。 

単位 1 日，半日 

必要 

書類 

配偶者の妊娠又は出産を証する書類 

※当該出産に係る子以外の子を養育する場合は，当該出産に係る子以外の子のあ

ることを証明する書類（住民票の写し等） 

※年度ごとに初回のみ 

手続 
システムの「妊娠出産に関する休暇」の休暇種別「育児参加休務（全日）」又は「育

児参加休務（半日）」を選択の上，申請ください。 
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５ 子育てに関する休暇休務制度     

 (１) 育児休業 

事由 3 歳に満たない子を養育する場合 

期間 対象の子の 3 歳の誕生日の前日まで 

取得 

回数 

原則として，ひとりの子につき 1 回で，休業期間の延長も 1 回のみ可能。 

○ 再度の（2 回目の）延長 

  配偶者の負傷又は疾病による入院，配偶者との別居，育児休業に係る子について

保育所等における保育の利用に係る申込みを行っているが，当面その実施が行われ

ないこと等 1 回目の延長請求時に予測することができなかった事実が生じ，再度の

延長をしなければ子の養育に著しい支障が生じる特別な事情がある場合のみ可能。 

 ※特別な事情を記載した書面（様式不問）を添付する必要があります。 

○ 再度の育児休業 

  以下の場合等に再度の育児休業が認められます。詳細は子育て応援ハンドブック

を参照ください。 

（ア）子の出生から 57 日以内に最初の育児休業をした場合 

（イ）特別な事情がある場合 

 例．育児休業承認請求の際に，育児休業計画書を提出し，育児休業取得後，3 ヶ月

以上の期間が経過した場合（1 回のみ） 

給与 
休業中の給与は支給されません。 

※別途，公立学校共済組合からの給付があります。 

必要 

書類 

母子健康手帳（出生届出済証明欄の証明があるもの）の写し，出生届受理証明書の

写し等 

※育児休業の対象となる子の氏名，生年月日及び請求者本人との続柄を証明する書類 

手続 
原則として育児休業の初日の１月前までにシステムの「育児休業」の休暇種別「育

児休業」を選択の上，申請ください。 

 

(２) 育児短時間勤務 

事由 

小学校（義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）就学の始期に達するまでの

子を養育するため，常時勤務を要する職を占めたまま，定められた短時間勤務の形

態を，教職員が希望する場合 

期間 対象の子が小学校就学の始期に達するまで 

勤務 

形態 

①1 日 3 時間 55 分勤務で 5 日 （週 19 時間 35 分） 

②1 日 4 時間 55 分勤務で 5 日 （週 24 時間 35 分） 

③7 時間 45 分勤務で 3 日 （週 23 時間 15 分） 

④7 時間 45 分勤務で 2 日，1 日 3 時間 55 分勤務で 1 日 （週 19 時間 25 分） 

※年次休暇については，勤務形態に応じて調整されます。 

給与 勤務形態に基づき勤務した時間に応じ，給与を支給 

必要書類 育児休業を申請する際の必要書類と同様 

手続 

原則として育児短時間勤務の初日の１月前までにシステムの「その他休暇」の休

暇種別「育児短時間勤務」を選択の上，申請ください。 

「事由」欄には，希望する勤務形態について必ず記入してください。 

※「事由」記入例：「①週 19 時間 35 分 月火 8:30～12:25，水木金 12:30～16:25」 
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(３) 育児休務 

事由 
出産日から起算して 1 年 6 箇月に達しない子を養育する場合 

※早産の場合は出産予定日から起算 

期間 対象の子が 1 歳 6 箇月に達するまで 

単位 

１日２回まで，合計９０分以内（半日勤務の場合は，１日１回４５分以内） 

※ 教職員の配偶者（内縁関係を含む。）が育児休務を取得している間は，当該配偶

者と重ならない時間帯において，１日１回４５分以内（半日勤務の場合は，１日

１回３０分以内）。  

必要書類 育児休業を申請する際の必要書類と同様 

手続 
システムの「妊娠出産に関する休暇」の休暇種別「育児休務」を選択の上，申請

ください。 

 

(４) 育児部分休業 

事由 
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員が，子の世話に必要な時間

を確保するため 

期間 対象の子が小学校就学の始期に達するまで 

単位 

○ 1 日の勤務時間の始めまたは終わりに 15 分単位で合計 2 時間 

※ (３)の育児休務を承認されている教職員は，2 時間から育児休務の時間を差し

引いた時間内 

給与 勤務しない 1 時間につき，1 時間あたりの給与を減額 

必要書類 育児休業を申請する際の必要書類と同様 

その他 
育児部分休業を請求した日に年次休暇を取得する場合は，その日の育児部分休業

を取り消す必要があります（システムの「部分休業の取消・復帰」から申請）。 

手続 システムの「部分休業」の休暇種別「育児部分休業」を選択の上，申請ください。 

 

(５) 育児部分休務 

事由 
小学校 1 年生から３年生の子を養育する教職員が，子の世話に必要な時間を確保

するため 

期間 対象の子が小学校３年生の終わりに達するまで 

単位 

○1 日の勤務時間の始めまたは終わりに 15 分単位で合計 2 時間 

※ (３)の育児休務を承認されている教職員は，2 時間から育児休務の時間を差し

引いた時間内 

給与 勤務しない 1 時間につき，1 時間あたりの給与を減額 

必要書類 育児休業を申請する際の必要書類と同様 

手続 

システムの「部分休業」の休暇種別「育児部分休業」を選択の上，申請ください。

※「育児部分休業」を「育児部分休務」に読み換え，理由欄に必ず「育児部分休務 

を取得」と記入ください。 
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(６) 子の看護のための休務 

事由 

中学校（義務教育学校の後期課程を含む。以下同じ。）3 年生まで，または総合支

援学校に在籍する子を養育する教職員が，当該子の看護等を行う場合 

※対象となる行為 

 ①子の看護 

  負傷し，もしくは疾病にかかったその子の世話をする場合 

 （小学校３年生以下の子が在籍する学校等が，インフルエンザや台風等により休

校，自宅待機となった場合も対象） 

②子が受ける予防接種または健康診断への付添い 

 （法令により接種等が定められているものに限らず，インフルエンザの予防接種

等任意のものも対象） 

③子が在籍し，または在学することとなる学校等が実施する行事への出席 

 （中学生である子を養育する職員が，当該子が合格した高等学校等が主催する入

学説明会に出席する場合も対象） 

期間 一年度において７日以内（対象となる子 2 人の場合 10 日，3 人以上の場合 1５日）  

単位 1 日，半日，1 時間（8 時間を 1 日に換算） 

必要 

書類 

住民票の写し等（申請に係る子の氏名，生年月日及び請求者本人との続柄を証明

する書類）及び校長が必要と認める場合は診断書等（その子が負傷し又は疾病にか

かっていること証明する書類※自宅で看護した場合は，取得事由が判るように理由

欄にその旨記入してください。），学校等が実施する行事の案内通知等 

手続 
システムの「妊娠出産に関する休暇」から該当する休暇種別（「子育て看護休務（全

日等）を選択の上，申請ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 12 - 

 

６ 介護に関する休暇休務制度     

(１) 短期介護休務 

事由 

負傷，疾病または身体上もしくは精神上の障害により 2 週間以上の期間にわたり

日常生活を営むのに支障がある親族の介護や世話をする場合 

※「親族」とは，配偶者（内縁関係を含む。），２親等以内の親族（以下同じ。） 

※「世話」とは，申請に係る親族の通院等の付き添い，申請に係る親族が介護サ

ービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の申請に係る親族の必

要な世話を言います。 

期間 １年度において 5 日以内（要介護者が 2 人以上の場合は 10 日） 

必要 

書類 

要介護者の状態等申出書又は介護を必要とする事由を証する書類（医師の診断書

や要介護認定通知書，介護保険被保険者証等） 

※医師の診断書は，介護が必要であること及び必要とする期間等についての記載が必要。 

※要介護者の状態等申出書は，「プロジェクトフォルダ」→「市教委＋全教職員」

→「5010032 教職員人事課」→04_様式集→04_介護関係に保存されています。 

単位 1 日，半日，1 時間（8 時間を 1 日に換算） 

手続 
 システムの「その他休暇」から該当する休暇種別（「短期介護休務（全日）」等）

を選択の上，申請ください。 

 

(２) 介護休暇 

事由 
負傷，疾病または身体上もしくは精神上の障害により，一定の期間にわたり日常

生活を営むのに支障がある親族の介護や世話をする場合 

期間 

①2 週間以上にわたる期間の場合 

  親族 1 人の一の症状につき，３回を超えず，かつ，通算して９３日（暦日）の範囲内  

②1 週間以上にわたる期間の場合 

  1 年度において，親族 1 人につき 3 回を限度として，1 回につき 1 週間以上 2 週間未満の範囲内 

 （①②とも症状によらず，年度ごとに再度の取得が可能です。） 

※「一の症状」とは，介護休暇に係る親族の介護を必要とする要因の変化等にか

かわらず，介護を必要とする状態が生じてから消滅するまでの間を言います。 

※一の年度内に介護休暇を取得する要因となった一の症状は，次年度においては，

別の症状として取り扱うことができます。（新たに当該休暇を申請可能） 

単位 1 日，半日，1 時間（8 時間を 1 日に換算） 

給与 
取得時間に応じて給与を減額 

※ 別途，公立学校共済組合からの給付を受けられることがあります。 

必要 

書類 

介護休暇理由書と介護を必要とする事由を証する書類（医師の診断書や要介護認

定通知書，介護保険被保険者証等） 

※介護休暇理由書は，「プロジェクトフォルダ」→「市教委＋全教職員」→

「5010032 教職員人事課」→04_様式集→04_介護関係に保存されています。 

手続 
 システムの「介護休暇」の休暇種別で上記①の場合，「介休（２週以上３月未）」，

②の場合，「介休（１週以上２週未）」を選択の上，申請ください。 
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(3) 介護時間 

事由 
負傷，疾病または身体上もしくは精神上の障害により 2 週間以上の期間にわたり

日常生活を営むのに支障がある親族の介護や世話をする場合 

期間 

親族１人の一の症状につき，連続する３年の期間内 

※介護休暇の承認期間中は取得できません。 

※育児部分休業，育児休務，育児部分休務と併用する場合は，その取得時間に応

じて時間数を調整します。（例：「介護時間」と「育児部分休務」を両方取得し

た場合の取得時間は両方合わせて１日２時間以内となります。） 

単位 1 日の勤務時間の始めまたは終わりに 15 分単位で合計 2 時間 

給与 勤務しない 1 時間につき，1 時間あたりの給与を減額 

必要 

書類 

介護を必要とする事由を証する書類（医師の診断書や要介護認定通知書，介護保

険被保険者証等） 

手続 

 システムの「部分休業」の休暇種別「育児部分休業」を選択の上，申請ください。

「育児部分休業」を「介護時間」に読み換え，必ず理由欄に「介護時間を取得」と

記入ください。 

  

(4) 介護休職 

事由 
負傷，疾病または身体上もしくは精神上の障害により１箇月以上の期間にわたり

日常生活を営むのに支障がある親族の介護や世話をする場合 

期間 

親族 1 人の一の症状につき，1 箇月以上で連続する 3 箇月の範囲内 

※一の年度内に介護休職を取得する要因となった一の症状は，次年度においては，

別の症状として取り扱うことができません。 

単位 1 日 

給与 
休職中の給与は支給しません。別途，公立学校共済組合からの給付を受けられる

ことがあります。 

必要 

書類 

介護休職申出書と介護を必要とする事由を証する書類（医師の診断書や要介護認

定通知書，介護保険被保険者証等） 

手続  システムの「その他休暇」の休暇種別「介護休職」を選択の上，申請ください。 
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７ その他の休暇休務制度     

(１) 結婚休暇 

事由 教職員が結婚する場合 

期間 

結婚の日の直近の長期休業期間（夏季・冬季）終了までの間において，7 日を限
度に引き続く期間。 

※ 取得期間の延長の特例措置が取られています。詳細は，令和２年１２月２４日

付け「新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う結婚休暇及び長期勤続者休務

の特例措置について（通知）」を参照ください。 

※ 結婚の日は，①結婚式を挙げた日，②婚姻届を提出した日，③事実上の婚姻生

活に入った日等のうち，本人が任意に選択した日。 

※ 「7 日を限度に引き続く期間」は休日等は含みません。 

※ 結婚の日１週間前から結婚の日以後２週間を経過するまでの期間に限り，分割

して取得することができます。 

単位 1 日 

手 続  システムの「その他休暇」の休暇種別「結婚休暇」を選択の上，申請ください。 

 

(２) 服喪休暇 

事由 

教職員の親族が死亡した場合，死亡した日又はその翌日を起算日として，以下の

期間のとおり取得することができる。 

ただし，取得日数が１日に該当する親族の場合は，死亡した日の２日後の日及び

３日後の日についても取得し得る日に含めることができる。 

期間 

①配偶者（事実上の婚姻関係含む）：7 日 

②父母，配偶者の父母，子（特別養子縁組の監護期間中の子等含む）：7 日 

③祖父母，孫，兄弟姉妹：3 日 

④子の配偶者，父母の配偶者，配偶者の子：３日 

（教職員と生計を一にしていた場合は７日） 

⑤おじ，おば，おい，めい：１日 

⑥配偶者の祖父母，祖父母の配偶者，配偶者の兄弟姉妹，兄弟姉妹の配偶者：１日 

（教職員と生計を一にしていた場合は３日） 

⑦おじ又はおばの配偶者：１日 

※上記の日数は，休日等を含みます。 

※「配偶者のおじ，おば」，「祖父母の兄弟姉妹」は対象外です。 

※取得日数が７日に該当する親族の死亡の場合については，実際に取得した服喪休

暇の日数が６日以内である場合，当該死亡の日から起算して２箇月が経過するま

での間（歴月計算）において，１日に限り服喪休暇を取得することができます。 

単位 1 日 

手続  システムの「その他休暇」の休暇種別「服喪休暇」を選択の上，申請ください。 
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(３) ボランティア休暇 

事由 

教職員が，自発的にかつ報酬を得ないで，国内において次の社会貢献活動を行う

場合 

※対象となる社会貢献活動 

①災害の発生被災地等における生活関連物資の配布等 

②障害者支援施設等の施設における活動 

③身体上または精神上の障害等により日常生活を営むのに支障がある者の介護等 

期間 １年度において 5 日以内 

単位 1 日 

手続 
 システムの「その他休暇」の休暇種別「ボランティア活動休暇」を選択の上，申

請ください。また，申請にあたりボランティア活動計画を入力してください。 

 

(４) 骨髄等提供者休務 

事由 
骨髄移植のための骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希

望者として，必要な検査，入院等が必要な場合 

期間 入院等のため必要と認められる期間 

手続 
 システムの「その他休暇」の休暇種別「骨髄提供者休務（全日）」又は「骨髄提供

者休務（時間）」を選択の上，申請ください。 

 

（５） 夏季特別休務 

事由 

夏季における勤務能率の向上と，健康の維持増進を図るため 

※詳細は別途通知文（令和３年度については，令和３年６月１７日付け「夏季特別

休務について（通知）」）を参照ください。 

期間  ５日の範囲内で，別に定める期間 

手続 
 システムの「その他休暇」の休暇種別「夏休（全日）」又は「夏休（半日）」を選

択の上，申請してください。 

 

（６） 風水震火災その他非常災害等により勤務できなかった場合の休務 

事由 

地震や水害等の災害や交通機関の事故等による影響で交通機関が不通や遅延とな

り，遅刻や勤務できなかった場合（交通の遮断） 

災害の影響で現住する住居の滅失又は破壊により勤務できなかった場合（住居の

滅失等） 

期間 
（交通の遮断）その都度必要と認められる時間又は期間 

（住居の滅失等）１週間を超えない範囲内においてその都度必要と認められる期間 

手続 

 システムの「その他休暇」の休暇種別「その他承認休務（全有）」又は「その他承

認休務（半有）」，「その他承認休務（時間有）」を選択し，「事由」欄に取得理由等を

記入の上申請してください。 
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８ 職務専念義務の免除     

※ （1）～（６）は一例であり，その他の事由でも職務専念義務が免除される場合があります。 

※ 申請にあたり，必要書類は「事由」及び「期間」がわかるもの，手続については，システムの「職

務専念義務の免除」の休暇種別「職務免除申請（全日）」又は「職務免除申請（半日）」，「職務免除

申請（時間）」を選択の上，申請ください。 

なお，必要書類の添付が難しい場合は，「事由」欄に取得理由等を入力ください。 

 

(１) 定期健康診断で再検査となった場合 

事由 
教職員の定期健康診断（要精密検査）で再検査となった場合 

※ 再々検査は年次休暇となります。 

期間 必要と認められる日または時間 

 

(２) 人間ドック受診の場合 

事由 

人間ドック（公立学校共済組合の厚生事業として行われるもの）を受診する場合 

※ 受診結果を医療機関で直接受ける時間及び受診結果に基づく再検査等の受診

は職免の扱いではなく年次休暇となります。 

期間 必要と認められる日または時間（検診時間＋移動時間のみ） 

 

(3) 胃部検診受診の場合 

事由 体育健康教育室主催の胃部検診を受診する場合 

期間 必要と認められる日または時間 

 

(4) 裁判員等で官公署の呼出に応じる場合 

期間 
公聴会，審議会，裁判等に講師，裁判員，裁判員候補者，補充裁判員，選任予定

裁判員，証人，参考人等として出席する場合 

単位 その都度必要と認める時間または期間 

 

(5) 選挙権を行使する場合 

事由 公の選挙または投票において選挙権を行使する場合 

期間 その都度必要と認める時間または期間 

 

(6) 研修に参加する場合 

事由 

職務と密接な関係があり，職務上有益と考えられ，かつ校長が職務に支障がない

と判断した場合の研修に参加する場合 

※ 旅費は支給されません。 

※ 職務として研修に参加する場合は出張となります。 

期間 必要と認める日または時間 
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(7) 教員免許更新等に係る講習を受講する場合 

事由 
教員免許状の更新講習や認定講習を受講する場合 

※ 学校図書館司書教諭講習を受講する場合も職免扱いとなります。 

期間 必要と認める日または時間 

 

９ その他の休業に関する制度 

(１) 修学部分休業 

事由 
公務に関する能力の向上に資するものとして大学等における修学のため，１週間

の勤務時間の一部について勤務しない必要がある場合 

期間 2 年を超えない範囲内 

単位 週勤務時間の 2 分の 1 の範囲内（5 分単位） 

給与 取得時間に応じて給与を減額 

必要 

書類 

【申請時】教育施設の入学を証明する書類（合格通知，入学証明書等） 

【入学後】在学証明書及びカリキュラム予定表を校長・園長に提出する。 

手続  システムの「部分休業」の休暇種別「修学部分休業」を選択の上，申請ください。 

 

(２) 高齢者部分休業 

事由 
55 歳に達した教職員が，加齢による諸事情への対応やボランティア等の地域貢献

活動を行うため，1 週間の勤務時間の一部について勤務しないことを求めた場合 

期間 55 歳に達した日以降から定年退職の日までの期間 

単位 週勤務時間の 2 分の 1 の範囲内（5 分単位） 

給与 取得時間に応じて給与を減額 

必要 

書類 

「高齢者部分休業の承認に係る副申書」（校長・園長作成） 

※「プロジェクトフォルダ」→「市教委＋全教職員」→「5010032 教職員人事

課」→「04_様式集」→「24_高齢者部分休業」に保存されています。 

手続 
 システムの「部分休業」の休暇種別「高齢者部分休業」を選択の上，申請くださ

い。 

 

(３) 自己啓発等休業 

事由 大学等課程の履修，国際貢献活動を行うために休業を必要とする場合 

期間 大学等の課程の履修は最長 3 年，国際貢献活動は 3 年以内 

給与 休業中の給与は支給しない。 

必要 

書類 

①自己啓発等休業承認申請書（申請者作成） 

②次の内容が確認できる書類 

   ア 大学等における修学又は国際貢献活動の内容及び期間 

   イ アの内容に関する照会先 

③自己啓発等休業の承認に係る副申書（校長・園長作成） 

※①，③は，「プロジェクトフォルダ」→「市教委＋全教職員」→「5010032教職員

人事課」→「04_様式集」→「20_自己啓発休業」に保存されています。 

手続 必要書類を教職員人事課担当人事主事まで提出してください。 
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(４) 配偶者同行休業 

事由 配偶者が外国で勤務・修学等するときに，その配偶者と同行して生活を共にする場合  

期間 3 年を超えない範囲内 

給与 休業中の給与は支給しない。 

必要 

書類 

①配偶者同行休業承認申請書（申請者作成） 

②配偶者の滞在事由及び期間が確認できる書類 

③配偶者同行休業の承認に係る副申書（校長・園長作成） 

※①，③は，「プロジェクトフォルダ」→「市教委＋全教職員」→「5010032

教職員人事課」→「04_様式集」→「21_配偶者同行休業」に保存されています。 

手続 必要書類を教職員人事課担当人事主事まで提出してください。 

 

(５) 大学院修学休業 

事由 教育職員が，専修免許状の取得を目的として大学院の課程等を履修する場合 

期間 3 年を超えない範囲内 

給与 休業中の給与は支給しない。 

必要 

書類 

【受験前】 

①大学院等受験承認申請書（申請者作成） 

②大学院等受験承認申請についての副申書（校長・園長作成） 

【受験後（合否に関わらず）】 

①大学院等受験結果報告書（申請者作成） 

【合格後】 

①大学院修学休業許可申請書（申請者作成） 

②大学院修学休業の許可申請についての副申書（校長・園長作成） 

【修了後】 

①大学院の課程等の修了の報告書（申請者作成） 

※「プロジェクトフォルダ」→「市教委＋全教職員」→「5010032 教職員人事

課」→「04_様式集」→「22_大学院就学休業」に保存されています。 

手続 必要書類を教職員人事課担当人事主事まで提出してください。 
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 給与・旅費制度                                 

１ 給料表       

＜教育職員＞ 「教育職員給料表」が適用されます。 

        ・幼 稚 園， 小 学 校 ， 中 学 校 ， 義務 教 育 学 校 の 教 育 職 員に 適 用 さ れ る 給 料 表 

        ・高等学校，総合支援学校の教育職員に適用される給料表 

 ＜学 校 事 務 職 員＞ 「学校事務職員給料表」が適用されます。 

 

２ 給料の切替えに伴う経過措置（現給保障）     

 (1) 経過措置の内容（給料表の月額に，該当する額を加算） 

    学校事務職員で平成 29 年 4 月 1 日付け切替えに伴い 3 級 149 号給に切り替わり，月額が下

がった場合 

 

   

(2) 経過措置期限 

   給料月額が経過措置額を上回るまで 

 

３ 給料日     

毎月 21 日に支給されます。 

（前月までに確定した市内旅費も合わせて支給されます。） 

※ 給料日が休日にあたる時は，その日の前において，最も近い休日でない日とします。 

 

４ 昇給     

  毎年 1 月 1 日 

  昇給する号給数は，昇給日の属する年度の前年度 1 年間の期間中の勤務成績により 決定します。 

  昇給号給数は，人事評価の結果を基本とし，育児休業や病気休職などにより勤務しなかった日数も

踏まえて判定します。 

  なお，昇給日時点で育児休業や病気休職中などの場合は昇給しません。 

 

 

 

 

 

 

※教育職給料表 4 級及び 3 級の者に限る。 

 

 

 

 

 

平成 29 年 3 月 31 日時点の給料月額 その時点の給料月額 － 

管理職※（55歳以降） 左記以外の者（55歳以降）

勤務成績が極めて良好 特に優秀 8号給（２号給） 8号給（2号給）

勤務成績が特に良好 優秀 6号給（１号給） 5号給（1号給）

勤務成績が良好 良好 3号給（－） 4号給（－）

勤務成績がやや良好でない やや良好でない 2号給（－） 2号給（－）

勤務成績が良好でない 良好でない －（－） －（－）

昇給の号給数
人事評価昇給の区分
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５ 給料の調整額     

  総合支援学校に勤務する教育職員及び小・中・義務教育学校等の育成学級や通級学級を担当す

る教育職員に給料の調整額が支給されます。 

 

   

 

 

 

 

 

６ 教職調整額     

  教育職員に対し，給料月額×4％が支給されます。 

 

７ 扶養手当     

 支給額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※15 歳に達する日以後の最初の 4 月 1 日から 22 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間

にある子については，1 人につき 5,000 円を加算する。 

 

８ 地域手当     

  （給料月額＋給料の調整額＋教職調整額＋扶養手当＋管理職手当）×10％が支給されます。 

 

９ 住居手当     

(1) 支給額 

自ら居住するための住宅を借り受け，家賃を支払っている場合に支給されます。 

 

 

 

 

高校・総合支援学校 小・中・義務教育学校

1　級（講師等） 9,100円 8,400円

2　級（教諭） 11,400円 11,200円

特2級（主幹教諭，指導教諭） 11,700円 11,400円

3　級（教頭） 12,200円 11,800円

4　級（校長） 13,200円 12,800円

金額（上限）
職務の級

支給月額（※）

6,500円

②子 10,000円

職員に配偶者がない場合であって，子
以外の扶養親族がないときの１人目

11,600円

③　配偶者・子以外の扶養親族 6,500円

教職員に配偶者がいない場合の１人目 8,100円

教職員に扶養親族でない配偶者がある
場合の１人目

6,500円

区分

①扶養親族である配偶者

家賃額 支給月額（百円未満切捨て）
12,000円超23,000円以下 家賃額－12,000円

23,000円超55,000円未満 (家賃額-23,000円)×1/2+11,000円

55,000円以上 27,000円
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  【令和 7 年度までの時限措置】 

○ 京都市内の住宅を借り受けている教職員については，上記月額に 3,000 円を加算 

   ○ 平成 28 年 4 月 1 日以降に京都市内に新たに住宅を新築又は購入し，その所有名義人と

なった教職員については，10,500 円を支給（１つの住居につき 60 月を限度に支給） 

 

(2) 支給時期 

   勤務した月の翌月払い 

 

１０ 通勤手当     

(1) 支給額 

通勤距離が片道２ｋｍ以上である教職員について支給されます。 

  ・ 交通機関等利用の場合：月額上限 55,000 円（運賃等相当額） 

・ 交通用具（自転車，原動機付自転車含む）利用の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※（ ）はへき遠地（花背小中，宕陰小中，京都京北小中）に勤務する教職員に適用される支給月額 

 

(2) 支給時期 

    勤務した月の翌月払い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

距離（片道） 支給月額

２ｋｍ～５ｋｍ未満 2,000円［自転車は3,000円]
５ｋｍ～10ｋｍ未満 4,200円［自転車は4,700円］
10ｋｍ～15ｋｍ未満 7,100円（12,100円）
15ｋｍ～20ｋｍ未満 10,000円（15,000円）
20ｋｍ～25ｋｍ未満 12,900円（17,900円）
25ｋｍ～30ｋｍ未満 15,800円（20,800円）
30ｋｍ～35ｋｍ未満 18,700円（23,700円）
35ｋｍ～40ｋｍ未満 21,600円（26,600円）
40ｋｍ～45ｋｍ未満 24,400円（29,400円）
45ｋｍ～50ｋｍ未満 26,200円（31,200円）
50ｋｍ～55ｋｍ未満 28,000円（33,000円）
55ｋｍ～60ｋｍ未満 29,800円（34,800円）

60ｋｍ以上 31,600円（36,600円）
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１１ 特殊勤務手当     

   著しく危険，不快，不健康，又は困難な勤務，その他の著しく特殊な勤務に従事する教職員に対

して支給されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ へき地手当（へき地手当に準じる手当）    

   級別区分に応じて支給されます。 

   ただし，地域手当の額の限度において，へき地手当は支給されません。  

  （給料＋扶養手当）×支給割合－地域手当の額 

 

 

 

 

へき地手当に準じる手当は，へき地学校等または特別の地域に所在する学校に異動し，異動に

伴い，住居を勤務する学校区内に移転した教職員に対して支給されます。 

 （給料＋扶養手当）×100 分の 4（異動の日から 3 年に達する日まで） 

 

１３ 定時制通信教育手当・産業教育手当     

   定時制の課程に勤務する教職員に対して定時制通信教育手当が，工業に関する課程において実

習を伴う科目を担当する教職員に対して産業教育手当が支給されます。 

 

 

 

 

 

級別区分 支給割合 実際の支給割合

へき地学校に準じる学校 100分の4 支給なし

1　級 100分の8 支給なし

2　級 100分の12 100分の2

夜間 昼間
校長，副校長，教頭 100分の4 100分の3 支給なし

教諭等 100分の6 100分の4 100分の6
併給 教諭等 100分の6 100分の4 100分の4

単独

産業教育手当
定時制通信教育手当

区分

金額

非常災害時における業務
8,000円／1回 ８時間

16,000円／1回 8時間(被害甚大)

児童生徒の救急業務 7,500円／1回　8時間

児童生徒の緊急の補導業務
3,750円／1回　4時間
7,500円／1回　8時間

2号 修学旅行等の引率指導業務 5,100円／1回　8時間
3号 対外運動競技等の引率指導業務 5,100円／1回　8時間

200円／日

3の学年350円／日
2の学年290円／日

週1コマ　10,250円／月
260円／日

1,200円／1回　1時間
2,400円／1回　2時間
3,600円／1回　3時間

手当の種類

教育業務連絡指導手当（主任手当）

多学年学級担当手当

兼務手当（全日制・夜間定時制の兼務）

特
殊
勤
務
手
当

特異性手当（コロナ対応）
3,750円／1回　4時間
7,500円／1回　8時間

夜間定時制勤務手当

教
員
特
殊
業
務
手
当

部活動指導業務

1号

4号
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１４ 時間外勤務手当（教育職員及び管理職手当の支給を受ける教職員は対象外）     

  時間外勤務１時間につき勤務１時間あたりの給与額の 100 分の 125 が支給されます。 

 

１５ 宿日直手当     

  勤務１回につき 5,400 円が支給されます。 

 

１６ 管理職手当     

(1) 支給額 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※義務教育学校や複数校種・課程を兼務する校長について，上記支給額に一定額を加算 
  ※病気休務を取得した場合，勤務しなかった期間に応じた減額あり 
 

(2) 支給時期 

   勤務した月の翌月払い  

 

１７ 期末手当・勤勉手当（令和３年６月実績） 

 (1) 期末手当 

    6 月・12 月 1.275 月分（再任用 0.725 月分）※勤務しなかった期間に応じた減額あり 

 

 (2) 勤勉手当 

    市職員の支給率及び査定評価を基に 6 月，12 月それぞれ勤務した実績に応じて支給されます。 

 

 

    

      

 

 

 

※休業など，勤務しなかった期間に応じた減額あり 

 

 

適用給料表 級 区分 支給額

２級 ４種 31,000円

４種 43,600円

３種 52,300円

３種 56,400円

２種 65,800円

１種 75,200円

２級 ４種 33,000円

特２級 ４種 34,000円

４種 46,400円

３種 55,600円

３種 59,500円

２種 69,400円

１種 79,400円

学校事務職員 ５級 ４種 41,800円

高等学校・特別支援学校教
育職員

４級

３級

４級

幼稚園・小学校・中学校・
義務教育学校教育職員

３級

教職員の区分 査定評価 勤勉手当成績率
特に優秀 1.15

優秀 1.035

良好 0.92

良好でない 0.９２未満

優秀 0.47
良好 0.435

良好でない 0.435未満

再任用以外

再任用
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(3) 役職加算 

    期末手当・勤勉手当の算定額に役職段階等に応じた額を加算します（0％～20％） 

   ※ 事務職員で切替えに伴い加算率が下がった場合については，経過措置として令和 3 年度まで

の間，切替え前の加算率を保障（その後段階的に引下げ） 

 

１８ 義務教育等教員特別手当     

   教育職員に対して，月額 8,000 円を超えない範囲内で，職務の級及び号給の別に応じて定めら

れた金額が支給されます。 

 

１９ 退職手当     

(1) 支給額 

    基本額（退職日給料月額×退職事由・勤続年数に応じた支給率）＋調整額 
 

(2) 支給率：定年退職の場合の最高支給率は 47.709 月 

 

(3) 退職手当の調整額 

    職責等を考慮して定める区分に応じた調整月額の 60 月分 

    （調整月額）  教育職員 ０円 ～ 59,550 円 

             事務職員 ０円 ～ 32,500 円 

 

(4) 経過措置 

① 支給率：定年で府が市を上回っていた区分は段階的に市の支給率に合わせる【終了】 

② 退職時月額：事務職員で切替えにより月額が下がった場合は，切替え前の府の月額を保障 

③ 調整額：事務職員で切替え前の区分の方が高い期間がある場合は，当該期間については高い区分を保障  

④ 支給額：29 年３月３１日に退職したと仮定した場合の府制度による退職手当額を保障 

 

(5) 特例退職：50 歳以上の教職員が年度末に一定の要件に該当して退職する場合，定年退職の支

給割合を適用。また，退職時月額に最大 100 分の 20 の割増 

 

２０ 旅費     

 (1) 経路認定：勤務公署から出張地までの経路（交通費）が基本となります。 

 (2) 私有車登録：従来と同様，災害時等緊急を要する場合等に利用できます。 

 (3) 宿泊料：宿泊地域に応じて支給します。 

甲地方：１３，１００円 

乙地方：１１，４００円 

    甲地方：さいたま市，千葉市，東京都特別区，横浜市，川崎市，相模原市，名古屋市，京都市，

大阪市，堺市，神戸市，広島市，福岡市  

    乙地方：甲地方以外 



- 25 - 

 

 公務災害・労働災害（通勤災害を含む）補償 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

福利厚生制度                                  

 ○ 健康保険（介護保険）は，公立学校共済組合に加入します。 

○ 年金は，厚生年金に加入します。 

○ 互助組合は，京都府教職員互助組合に加入します。 

 

 

【公務災害の場合】

１　認定請求の大まかな流れ

※所属を通じて認定請求書を教職員人事課に提出します。教職員人事課が基金京都市支部に提出します。
※公務災害・通勤災害の認定通知を送付する際，「災害補償のしおり」を同封します。
　　「災害補償のしおり」の内容を確認の上，認定後の必要な手続きを進めてください。

被災職員 学校園 教職員人事課
（基金京都市支部教育分室）

基金京都市支部
（京都市行財政局給与課）

①認定請求

②認定通知

２　療養補償請求の大まかな流れ（公務災害の認定通知後の流れ）

※公務災害・通勤災害に係る診療費の請求は認定後の手続きとなります。
　被災職員本人が，療養補償請求書（第６号様式）に必要事項を記載のうえ，所属を通じて教職員
人事課に提出します。教職員人事課から基金京都市支部（京都市行財政局給与課）に提出します。

被災職員

医療機関

③請求

④通知

⑤支払
①受診

請求書提出 ②請求書送付

⑤支払

⑥通知

⑦支払

学校園
教職員人事課

（基金京都市支部教育分室）

基金京都市支部
（京都市行財政局給与課）

【労働災害の場合】（指定医療機関の診察費の請求方法）

※被災職員が，療養の給付 請求書（様式第５号）を，所属を通じて教職員人事課に提出します。
教職員人事課では，事業主としての証明をしたのち，請求書を所属に送付します。その後，被災職
員が医療機関に請求書を提出します。

被災職員 学校・園 

医療機関 

教職員人事課

労働基準監督署 

②請求書提出

⑤請求書提出

①受診

⑥支払 

③請求書返送

④請求書提出 
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再任用教職員の勤務条件                              

１ 任期     

4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで 

 

２ 勤務形態     

 ○ 常時勤務 （1 日 7 時間 45 分勤務，1 週間あたり 38 時間 45 分勤務） 

 ○ 短時間勤務（1 日の勤務時間，勤務曜日は校園長が決定，1 週間あたり 20 時間） 

  ※ 幼稚園の教諭，全校種の養護教諭，栄養教諭，事務職員については常時勤務のみ。 

 

３．給料（令和３年４月 1 日時点）     

(１) 給料月額 

 ○ 教育職員 

再任用教諭（2 級）・常勤：274,000 円（幼小中），277,200 円（高総） 

          短時間：141,419 円（幼小中），143,070 円（高総） 

再任用教頭（3 級）・常勤：327,800 円（幼小中），334,600 円（高総） 

    再任用校長（4 級）・常勤：409,600 円（幼小中），419,700 円（高総） 

 

 ○ 学校事務職員 

再任用学校事務職員（3 級）・常勤：250,800 円 

     再任用事務長（5 級）・常勤：316,300 円 

 

(２) 教職調整額 

定年前教職員と同様，教育職 1 級または 2 級の職員に給料月額×4％が支給されます。 

 

(３) 給料の調整額 

    定年前教職員と同様，従事する職務に応じて給料の調整額が支給されます。 

 

(４) 諸手当 

  ○ 支給される手当 

地域手当（共通），通勤手当（共通），特殊勤務手当（共通）， 

義務教育等教員特別手当（教育職員），時間外勤務手当（学校事務職員）， 

期末勤勉手当（共通），管理職手当（共通）など  

  ○ 支給されない手当 

     扶養手当，住居手当，へき地手当，退職手当  

 

４ 保険     

○ 常時勤務 ：雇用保険・公立学校共済組合に加入 

○ 短時間勤務：雇用保険・社会保険に加入 
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５ 休暇休務     

(１) 年次休暇 

常時勤務 

定年前と同様 

付与：一年度において 20 日付与 

単位：1 日，半日，1 時間 

※ 時間単位の年次休暇 

・8 時間を 1 日に換算 

・1 年度において 120 時間（15 日分）を上限 

※ 前年度に使用しなかった年次休暇（退職から引き続く場合を含む）は 20 日

（時間数を含む。）を限度に繰越 

短時間勤務 

付与：一年度において 11 日付与 

 単位：1 時間 

※ 1 日 8 時間に換算するため 88 時間分を年度当初に付与 

※ 退職もしくは再任用常時勤務から引き続いての１年目は前年度に使用しなか

った年次休暇は 20 日（時間数を含む。）を限度に繰越し，2 年目以降は 11 日

（時間数を含む。）を限度に繰越 

 

 (２) 病気休務（常時勤務・短時間勤務共通） 

    一年度につき要勤務日４０日を超える期間については無給となります。 

    ※ 短時間勤務においては，実際の週あたりの勤務日に関わらず，月曜～金曜の週 5 日を勤

務日として取り扱います。 

    ※ 病気休務を所定の日数取得後に，引き続き勤務できない場合，休職の手続きを行います。

なお，休職期間中は無給となります。 

 

 (３) その他休暇休務 

  ① 定年前教職員と同様に取得可能な休暇休務 

出産休暇，服喪休暇，生理休暇，結婚休暇，ボランティア休暇，風水震火災その他非常災害

等により勤務できなかった場合の休務，妊産婦通院休務，妊娠障害休務，不妊治療休務，出産

補助休務，育児参加休務，育児休務，子育の看護のための休務，短期介護休務，夏季特別休務，

介護休暇，介護時間 ※ 短時間勤務者は妊産婦通院休務は取得できません。 

 

  ② 再任用教職員は取得できない休暇休務 

     育児部分休務，特別要注意者承認休務，骨髄等提供者休務 
 

 その他の休業に関する制度 

   ① 定年前教職員と同様に取得可能な休業制度 

     育児休業，育児部分休業 

     ※ 短時間勤務の育児休業は子が 1 歳６箇月に達する日まで（子が１歳６箇月 

に達する日後の期間について育児休業をすることが，継続的な勤務のために特に必要と

認められる場合は，子が２歳に達する日まで）の期間に限る。 

   ② 再任用教職員は取得できない休業制度 

     修学部分休業，高齢者部分休業，自己啓発等休業，配偶者同行休業，大学院修学休業 
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 臨時的任用教職員の勤務条件                            

１ 任用期間     

  定数内：6 箇月（地方公務員法上，任用期間終了後 6 箇月を超えない範囲で更新することができます。）  

  法律に基づく補充：病休や産休，育休など本務者の不在となる期間 

 

２ 勤務形態     

  正規教職員に準じます。（1 日 7 時間 45 分勤務，1 週間あたり 38 時間 45 分勤務） 

 

３．給料（令和３年４月 1 日時点）     

 ○ 教育職員 

・ 修士課程修了者：約 253,700 円 （1 級 33 号給）  

   ・ 大学卒業者  ：約 238,800 円 （1 級 25 号給） 

   ・ 短期大学卒業者：約 214,000 円 （1 級 15 号給） 

○ 学校事務職員 

・ 大学卒業者  ：約 190,700 円 （1 級 28 号給） 

・ 高校卒業者  ：約 166,600 円 （1 級 12 号給） 

   ※ 上記の金額は新卒者の水準であり，経歴に応じて号給が加算されます。 

※ 上記の金額は，給料，地域手当（10％），教職調整額（教育職員），教員特別手当（教育職

員）を含みます。その他，要件に応じて扶養手当・住居手当・通勤手当・期末勤勉手当など

の諸手当が正規職員に準じて支給されます。 

 

４ 保険     

  公立学校共済組合に加入します。 

雇用保険は退職手当の支給要件に係る任用期間を満たすまで加入します。 

 

５ 休暇休務     

(１) 年次休暇 

   任用月数に応じて年次休暇を付与します。（取得方法については正規に準じる） 

   前の任用期間に付与された年次休暇の残日数（時間数を含む。）を引き続き任用される新たな 

任用期間に応じて繰り越すことができます。（例「常勤講師→常勤講師」の場合） 

 また，「常勤講師→新規採用」，「正規教職員（退職後）→常勤講師」，「非常勤講師→常勤講師」 

の身分変更の場合も 20 日を上限に年次休暇の残日数（時間数含む。）を繰り越すことができます。 

任用月数 1月 2月 3月 4 月 5 月 6 月 7月 8月 9 月 10月 11月 12月 

付与日数 2日 3 日 5 日 7 日 8 日 10日 12日 13日 15日 17日 18日 20日 

時間単位 
取得上限 

1日 
8時間 

2 日 
16時間 

3 日 
24時間 

5 日 
40時間 

6 日 
48時間 

7 日 
56時間 

9 日 
72時間 

9 日 
72時間 

11日 
88時間 

12日 
96時間 

13日 
104時間 

15日 
120時間 

(２) その他休暇 

正規教職員に準じます。 

※育児短時間勤務，育児休業，育児部分休務，配偶者同行休業，大学院修学休業，自己啓発等

休業，高齢者部分休業，修学部分休業については対象外 



 

 


