
 

報第８号 

 

教育長が臨時に代理した職員の給与等に関する条例等の一部を改正

する条例制定に係る意見申出 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第29条の

規定に基づく、職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例を制定する

に当たっての意見の申出については、知事が議会に議案を提出する日（令和３年

12月１日）より前に行う必要があったため、兵庫県教育委員会事務決裁規則（昭

和53年兵庫県教育委員会規則第２号）第７条第２項の規定により、下記のとおり

教育長が臨時代理したので、同項の規定により報告し、承認を求める。 

 

記 

  

職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例のうち教育委員会関係部

分については、異議ありません。 

 

令和３年11月30日 

 

兵庫県教育委員会      

 教育長 西 上 三 鶴  
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「職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例」の概要 

 

 

１ 制定の理由 

人事委員会の職員の給与等に関する報告及び勧告等を考慮し、職員の給与改定を行うた

め、所要の措置を講ずる。 

 

 

２ 概要 

 (1) 職員の給与等に関する条例及び公立学校教育職員等の給与に関する条例の一部改正 

  ア 期末・勤勉手当［一般職員］ 

    年間支給月数を 0.15 月引き下げる。［4.45 月 → 4.30 月］ 

   (ｱ) 令和３年度                      （単位：月） 

区 分 
現 行 改正案 

期末手当 勤勉手当 計 期末手当 勤勉手当 計 

６月期 1.275 0.95 2.225 1.275 0.95 2.225 

12月期 1.275 0.95 2.225 1.125 
（△0.15） 

0.95 2.075 
(△0.15) 

年 間 2.55 1.90 4.45 2.40 
（△0.15） 

1.90 4.30 
(△0.15) 

 

(ｲ) 令和４年度                      （単位：月） 

区 分 
現 行 改正案 

期末手当 勤勉手当 計 期末手当 勤勉手当 計 

６月期 1.275 0.95 2.225 1.20 
(△0.075) 

0.95 2.15 
(△0.075) 

12月期 1.275 0.95 2.225 1.20 
(△0.075) 

0.95 2.15 
(△0.075) 

年 間 2.55 1.90 4.45 2.40 
（△0.15） 

1.90 4.30 
(△0.15) 
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 イ 期末・勤勉手当［再任用職員］ 
    年間支給月数を 0.1 月引き下げる。［2.35 月 → 2.25 月］ 
   (ｱ) 令和３年度                      （単位：月） 

区 分 
現 行 改正案 

期末手当 勤勉手当 計 期末手当 勤勉手当 計 

６月期 0.725 0.45 1.175 0.725 0.45 1.175 

12月期 0.725 0.45 1.175 0.625 
（△0.1） 

0.45 1.075 
(△0.1) 

年 間 1.45 0.90 2.35 1.35 
（△0.1） 

0.90 2.25 
(△0.1) 

 (ｲ) 令和４年度                      （単位：月） 

区 分 
現 行 改正案 

期末手当 勤勉手当 計 期末手当 勤勉手当 計 

６月期 0.725 0.45 1.175 0.675 
（△0.05） 

0.45 1.125 
(△0.05) 

12月期 0.725 0.45 1.175 0.675 
（△0.05） 

0.45 1.125 
(△0.05) 

年 間 1.45 0.90 2.35 1.35 
（△0.1） 

0.90 2.25 
(△0.1) 

 
 (2) 特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正 

教育長の期末手当の年間支給月数を 0.1 月引き下げる。［3.35 月 → 3.25 月］ 
  ア 令和３年度                      （単位：月） 

区 分 

期末手当 

現 行 
改正案 

 現行との差 

６月期 1.675 1.675 ±0 

12月期 1.675 1.575 △0.1 

年 間 3.35 3.25 △0.1 

 
イ  令和４年度                      （単位：月） 

区 分 

期末手当 

現 行 
改正案 

 現行との差 

６月期 1.675 1.625 △0.05 

12月期 1.675 1.625 △0.05 

年 間 3.35 3.25 △0.1 

 
３ 施行期日 
  公布の日。 
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職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

第１ 制定の理由 

人事委員会の職員の給与等に関する報告及び勧告等を考慮し、職員の給与改定を行うため、所要の

措置を講ずる。 

第２ 制定の概要 

 １ 職員の給与等に関する条例（以下「給与条例」という。）及び公立学校教育職員等の給与に関す

る条例（以下「教育職員給与条例」という。）の一部改正 

  (1) 期末手当の改正 

   ア 職員（再任用職員及び防災監等を除く。）の期末手当について、６月期及び12月期の支給割

合をそれぞれ100分の127.5から100分の120（特定幹部職員にあっては、100分の107.5から100分

の100）に引き下げる（給与条例第25条及び教育職員給与条例第28条関係）。 

イ 再任用職員の期末手当について、６月期及び12月期の支給割合をそれぞれ100分の72.5から

100分の67.5（特定幹部職員にあっては、100分の62.5から100分の57.5）に引き下げる（給与条

例第25条及び教育職員給与条例第28条関係）。 

   ウ 防災監等の期末手当について、６月期及び12月期の支給割合をそれぞれ100分の167.5から100

分の162.5に引き下げる（給与条例第25条関係）。 

  (2) 期末手当の特例 

    令和３年12月に支給する期末手当の支給割合を、次のアからウまでに掲げる職員の区分に応じ、

それぞれ当該アからウまでに定める割合とする（給与条例附則第７条及び教育職員給与条例附則

第５条関係）。 

   ア 職員（再任用職員及び防災監等を除く。） 100分の112.5（特定幹部職員にあっては、100分

の92.5） 

   イ 再任用職員 100分の62.5（特定幹部職員にあっては、100分の52.5） 

   ウ 防災監等 100分の157.5 

 ２ 特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例（以下「特別職給与条例」という。）の

一部改正 

  (1) 期末手当の改正 

    特別職に属する常勤の職員の期末手当について、６月期及び12月期の支給割合をそれぞれ100

分の167.5から100分の162.5に引き下げる（特別職給与条例第３条関係）。 

  (2) 期末手当の特例 

    令和３年12月に支給する特別職に属する常勤の職員の期末手当の支給割合を100分の157.5とす

る（特別職給与条例附則第６項関係）。 

  (3) 引用条文の改正 

国家公務員退職手当法の引用条文を改める（特別職給与条例第５条関係）。 
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 ３ 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（以下「任期付研究員条例」という。）及び一般職

の任期付職員の採用等に関する条例（以下「任期付職員条例」という。）の一部改正 

  (1) 期末手当の改正 

    任期付研究員及び特定任期付職員の期末手当について、６月期及び12月期の支給割合をそれぞ

れ100分の167.5から100分の162.5に引き下げる（任期付研究員条例第６条並びに任期付職員条例

第９条及び第10条関係）。 

  (2) 期末手当の特例 

    令和３年12月に支給する任期付研究員及び特定任期付職員の期末手当の支給割合を100分の

157.5とする（任期付研究員条例附則第２項及び任期付職員条例附則第４項関係）。 

 ４ 会計年度任用職員の給与等に関する条例（以下「会計年度任用職員条例」という。）の一部改正 

   令和３年12月に支給する第２号会計年度任用職員の期末手当の支給割合を100分の127.5とする

（会計年度任用職員条例附則第４項及び第５項関係）。 

第３ 施行期日 

  公布の日 
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兵庫県条例第  号 

職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例 

 （職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の給与等に関する条例（昭和35年兵庫県条例第42号）の一部を次のように改正する。 

  第25条第２項中「100分の127.5」を「100分の120」に、「100分の107.5」を「100分の100」に改め、

同条第３項中「100分の127.5」を「100分の120」に、「100分の72.5」を「100分の67.5」に、「100分

の107.5」を「100分の100）」に、「100分の62.5」を「100分の57.5）」に改め、同条第６項中「100

分の167.5」を「100分の162.5」に改める。 

  附則第７条を次のように改める。 

  （期末手当の特例） 

第７条 令和３年12月に支給する職員の期末手当に係る第25条第２項、第３項及び第６項の規定の適

用については、同条第２項中「100分の120」とあるのは「100分の112.5」と、「100分の100）」と

あるのは「100分の92.5）」と、同条第３項中「100分の120」とあるのは「100分の112.5」と、「100

分の67.5」とあるのは「100分の62.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の92.5」と、「100分

の57.5」とあるのは「100分の52.5」と、同条第６項中「100分の162.5」とあるのは「100分の157.5」

とする。 

（公立学校教育職員等の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 公立学校教育職員等の給与に関する条例（昭和35年兵庫県条例第45号）の一部を次のように改

正する。 

  第28条第２項中「100分の127.5」を「100分の120」に改め、同条第３項中「100分の127.5」を「100

分の120」に、「100分の72.5」を「100分の67.5」に改める。 

  附則第５条を次のように改める。 

  （期末手当の特例） 

 第５条 令和３年12月に支給する職員の期末手当に係る第28条第２項及び第３項の規定の適用につい

ては、同条第２項中「100分の120」とあるのは「100分の112.5」と、同条第３項中「100分の120」

とあるのは「100分の112.5」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の62.5」とする。 

（特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第３条 特別職に属する常勤の職員の給与及び旅費に関する条例（昭和35年兵庫県条例第54号）の一部

を次のように改正する。 

  第３条第４項第１号中「100分の167.5」を「100分の162.5」に改め、同項第２号中「100分の100.5」

を「100分の97.5」に改め、同項第３号中「100分の50.25」を「100分の48.75」に改める。 
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  第５条第２号中「第19条第２項」を「第20条第２項」に改める。 

  附則第６項を次のように改める。 

  （期末手当の特例） 

 ６ 令和３年12月に支給する特別職に属する常勤の職員の期末手当に係る第３条第４項の規定の適用

については、同項第１号中「100分の162.5」とあるのは「100分の157.5」と、同項第２号中「100分

の97.5」とあるのは「100分の94.5」と、同項第３号中「100分の48.75」とあるのは「100分の47.25」

とする。 

（一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正） 

第４条 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成13年兵庫県条例第55号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第６条第２項中「100分の127.5」を「100分の120」に、「100分の167.5」を「100分の162.5」に改

める。 

  附則第２項中「令和２年12月」を「令和３年12月」に、「100分の127.5」を「100分の120」に、「100

分の125」を「100分の112.5」に、「100分の167.5」を「100分の162.5」に、「100分の165」を「100

分の157.5」に改める。 

（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第５条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成14年兵庫県条例第62号）の一部を次のように

改正する。 

  第９条第２項及び第10条第２項中「100分の127.5」を「100分の120」に、「100分の167.5」を「100

分の162.5」に改める。 

  附則第４項中「令和２年12月」を「令和３年12月」に、「100分の127.5」を「100分の120」に、「100

分の125」を「100分の112.5」に、「100分の167.5」を「100分の162.5」に、「100分の165」を「100

分の157.5」に改める。 

 （会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正） 

第６条 会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年兵庫県条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

  第９条第１項中「次項並びに第13条第１項及び第２項第２号において」を「以下」に改める。 

  附則に次の見出し及び２項を加える。 

（第２号会計年度任用職員の期末手当の特例） 

 ４ 令和３年12月に支給する第２号一般会計年度任用職員の期末手当に係る職員給与条例附則第７条

において読み替えて適用する職員給与条例第25条第２項の規定の適用については、同項中「100分の
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112.5」とあるのは、「100分の127.5」とする。 

 ５ 令和３年12月に支給する第２号教育会計年度任用職員の期末手当に係る教育職員給与条例附則第

５条において読み替えて適用する教育職員給与条例第28条第２項の規定の適用については、同項中

「100分の112.5」とあるのは、「100分の127.5」とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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