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議案第108号 

 

   丹波市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定に    

ついて 

 

１ 提案の趣旨 

  令和２年人事院勧告（10月７日及び10月28日勧告分）が行われ、一般職の

職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号）及び一般職の任期付職員の

採用及び給与の特例に関する法律（平成12年法律第125号）の適用を受ける国

家公務員の給与について、人事院勧告どおり改定される予定である。 

丹波市においても、国の取扱いに準拠し、所要の改正を行うものである。 

 

２ 改正の概要 

 民間ボーナスとの較差等に基づく期末手当の改定 

 (１) 常勤一般職員 

期末勤勉手当の年間支給月数0.05月の引下げ（4.5月分⇒4.45月分） 

    民間の支給状況等を踏まえ期末手当の支給月数に反映 

ア 令和２年度支給分（第１条関係） 

    期末手当 12月期 1.25月（0.05月分の減） 

  イ 令和３年度支給分（第２条関係） 

これまで６月期及び12月期に1.3月分（計2.6月分）で支給していた期

末手当の支給割合を、それぞれ1.275月分（計2.55月分）とする。 

 

 ＜(１)に関する表＞ 

 

 (２) 特定任期付職員 

   期末手当の年間支給月数0.05月の引き下げ（3.4月分⇒3.35月分） 

ア 令和２年度支給分（第３条関係） 

    期末手当 12月期 1.65月（0.05月分の減） 

  イ 令和３年度支給分（第４条関係） 

これまで６月期及び12月期に1.7月分（計3.4月分）で支給していた期

末手当の支給割合を、それぞれ1.675月分（計3.35月分）とする。 

 

 ６月期 12月期 

令和２年度 期末手当 

勤勉手当 

1.30月（支給済み） 

0.95月（支給済み） 

1.25月（現行1.30月） 

0.95月（改定なし） 

令和３年度 期末手当 

勤勉手当 

1.275月 

0.95月 

1.275月 

0.95月 
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＜(２)に関する表＞ 

 

(３) 会計年度任用職員 

期末手当の年間支給月数0.05月の引下げ（2.6月分⇒2.55月分）を令和 

３年４月１日から施行する。 

  ア 令和２年度支給分（第５条関係） 

    期末手当 12月期 1.3月（改定しない。） 

  イ 令和３年度支給分（第２条を準用） 

    丹波市職員の給与に関する条例を準用する。 

 

＜(３)に関する表＞ 

 

３ 一部改正する条例 

 (１) 丹波市職員の給与に関する条例（平成16年丹波市条例第47号） 

 (２) 丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成28年丹波市条

例第27号） 

(３) 丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年

丹波市条例第12号） 

  

４ 施行日 

 (１) 第１条、第３条及び第５条 公布の日 

 (２) 第２条及び第４条 令和３年４月１日 

 

５ 新旧対照表 

  別紙のとおり 

 

 ６月期 12月期 

令和２年度 期末手当 1.70月（支給済み） 1.65月（現行1.70月） 

令和３年度 期末手当 1.675月 1.675月 

 ６月期 12月期 

令和２年度 期末手当 

1.30月（支給済み） 

※在職期間３箇月未満 

100分の30 

1.30月（改定なし） 

令和３年度 期末手当 1.275月 1.275月 
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第１条関係 

 

丹波市職員の給与に関する条例（平成16年丹波市条例第47号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市職員の給与に関する条例 ○丹波市職員の給与に関する条例 
平成16年11月１日 平成16年11月１日 

条例第47号 条例第47号 

最終改正 令和元年12月24日条例第22号 最終改正 令和元年12月24日条例第22号 

（期末手当） （期末手当） 

第32条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下こ

の条から第33条までにおいてこれらの日を「基準

日」という。）にそれぞれ在職する職員に対してそ

れぞれ基準日の属する月の規則で定める日（次条及

び第34条第１項においてこれらの日を「支給日」と

いう。）に支給する。これらの基準日前１箇月以内

に退職し、又は死亡した職員（第39条第６項の規定

の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除

く。）についても同様とする。 

第32条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下こ

の条から第33条までにおいてこれらの日を「基準

日」という。）にそれぞれ在職する職員に対してそ

れぞれ基準日の属する月の規則で定める日（次条及

び第34条第１項においてこれらの日を「支給日」と

いう。）に支給する。これらの基準日前１箇月以内

に退職し、又は死亡した職員（第39条第６項の規定

の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除

く。）についても同様とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の13

0を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間

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と

する。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の12

5を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間

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と

する。 

(１) ６箇月 100分の100 (１) ６箇月 100分の100 

(２) ５箇月以上６箇月未満 100分の80 (２) ５箇月以上６箇月未満 100分の80 

(３) ３箇月以上５箇月未満 100分の60 (３) ３箇月以上５箇月未満 100分の60 

(４) ３箇月未満 100分の30 (４) ３箇月未満 100分の30 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「100分の130」とあるのは「100分の72.

5」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「100分の125」とあるのは「100分の72.

5」とする。 

４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日

現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職

し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべ

き給料の月額及び扶養手当の月額の合計額とする。 

４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日

現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職

し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべ

き給料の月額及び扶養手当の月額の合計額とする。 

５ 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の

級が３級以上で規則で定めるもの及び特定任期付

職員並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職

員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこ

れに相当する職員として当該各給料表につき規則

で定めるもの及び特定任期付職員については、前項

の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給

料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規

則で定める職員の区分に応じて100分の10を超えな

い範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加

算した額を第２項の期末手当基礎額とする。 

５ 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の

級が３級以上で規則で定めるもの及び特定任期付

職員並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職

員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこ

れに相当する職員として当該各給料表につき規則

で定めるもの及び特定任期付職員については、前項

の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給

料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規

則で定める職員の区分に応じて100分の10を超えな

い範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加

算した額を第２項の期末手当基礎額とする。 

６ 第２項に規定する在職期間の算定について必要

な事項は、規則で定める。 

６ 第２項に規定する在職期間の算定について必要

な事項は、規則で定める。 
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第２条関係 

 

丹波市職員の給与に関する条例（平成16年丹波市条例第47号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市職員の給与に関する条例 ○丹波市職員の給与に関する条例 
平成16年11月１日 平成16年11月１日 

条例第47号 条例第47号 

最終改正 令和元年12月24日条例第22号 最終改正 令和元年12月24日条例第22号 

（期末手当） （期末手当） 

第32条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下こ

の条から第33条までにおいてこれらの日を「基準

日」という。）にそれぞれ在職する職員に対してそ

れぞれ基準日の属する月の規則で定める日（次条及

び第34条第１項においてこれらの日を「支給日」と

いう。）に支給する。これらの基準日前１箇月以内

に退職し、又は死亡した職員（第39条第６項の規定

の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除

く。）についても同様とする。 

第32条 期末手当は、６月１日及び12月１日（以下こ

の条から第33条までにおいてこれらの日を「基準

日」という。）にそれぞれ在職する職員に対してそ

れぞれ基準日の属する月の規則で定める日（次条及

び第34条第１項においてこれらの日を「支給日」と

いう。）に支給する。これらの基準日前１箇月以内

に退職し、又は死亡した職員（第39条第６項の規定

の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除

く。）についても同様とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の12

5を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間

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と

する。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の12

7.5を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期

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

とする。 

(１) ６箇月 100分の100 (１) ６箇月 100分の100 

(２) ５箇月以上６箇月未満 100分の80 (２) ５箇月以上６箇月未満 100分の80 

(３) ３箇月以上５箇月未満 100分の60 (３) ３箇月以上５箇月未満 100分の60 

(４) ３箇月未満 100分の30 (４) ３箇月未満 100分の30 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「100分の125 」とあるのは「100分の7

2.5」とする。 

３ 再任用職員に対する前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7

2.5」とする。 

４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日

現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職

し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべ

き給料の月額及び扶養手当の月額の合計額とする。 

４ 第２項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日

現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職

し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべ

き給料の月額及び扶養手当の月額の合計額とする。 

５ 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の

級が３級以上で規則で定めるもの及び特定任期付

職員並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職

員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこ

れに相当する職員として当該各給料表につき規則

で定めるもの及び特定任期付職員については、前項

の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給

料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規

則で定める職員の区分に応じて100分の10を超えな

い範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加

算した額を第２項の期末手当基礎額とする。 

５ 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の

級が３級以上で規則で定めるもの及び特定任期付

職員並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職

員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこ

れに相当する職員として当該各給料表につき規則

で定めるもの及び特定任期付職員については、前項

の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給

料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規

則で定める職員の区分に応じて100分の10を超えな

い範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加

算した額を第２項の期末手当基礎額とする。 

６ 第２項に規定する在職期間の算定について必要

な事項は、規則で定める。 

６ 第２項に規定する在職期間の算定について必要

な事項は、規則で定める。 
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第３条関係 

 

丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成28年丹波市条例第27号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例 
○丹波市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例 
平成28年９月29日 平成28年９月29日 

条例第27号 条例第27号 

最終改正 令和元年12月24日条例第22号 最終改正 令和元年12月24日条例第22号 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第９条 給与条例第７条から第11条まで、第16条、第

17条、第19条、第29条及び第35条の規定は、特定任

期付職員には、適用しない。 

第９条 給与条例第７条から第11条まで、第16条、第

17条、第19条、第29条及び第35条の規定は、特定任

期付職員には、適用しない。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第30条第１項、

第31条及び第32条第２項の規定の適用については、

給与条例第30条第１項中「管理職手当を受ける職

員」とあるのは「管理職手当を受ける職員及び丹波

市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成

28年丹波市条例第27号。以下「任期付職員条例」と

いう。）第２条第１項の規定により任期を定めて採

用された職員」と、給与条例第31条中「規定する職

にある職員」とあるのは「規定する職にある職員及

び任期付職員条例第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員」と、給与条例第32条第２

項中「100分の130」とあるのは、「100分の170」と

する。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第30条第１項、

第31条及び第32条第２項の規定の適用については、

給与条例第30条第１項中「管理職手当を受ける職

員」とあるのは「管理職手当を受ける職員及び丹波

市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成

28年丹波市条例第27号。以下「任期付職員条例」と

いう。）第２条第１項の規定により任期を定めて採

用された職員」と、給与条例第31条中「規定する職

にある職員」とあるのは「規定する職にある職員及

び任期付職員条例第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員」と、給与条例第32条第２

項中「100分の125」とあるのは、「100分の165」と

する。 

３ 給与条例第16条、第17条、第19条及び第21条の規

定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。 

３ 給与条例第16条、第17条、第19条及び第21条の規

定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。 

４ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第20条

第２項第２号及び第24条第３項の規定の適用につ

いては、これらの規定中「再任用短時間勤務職員」

とあるのは「再任用短時間勤務職員及び任期付職員

条例第４条の規定により任期を定めて採用された

職員」とする。 

４ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第20条

第２項第２号及び第24条第３項の規定の適用につ

いては、これらの規定中「再任用短時間勤務職員」

とあるのは「再任用短時間勤務職員及び任期付職員

条例第４条の規定により任期を定めて採用された

職員」とする。 
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第４条関係 

 

丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成28年丹波市条例第27号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例 
○丹波市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例 
平成28年９月29日 平成28年９月29日 

条例第27号 条例第27号 

最終改正 令和元年12月24日条例第22号 最終改正 令和元年12月24日条例第22号 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第９条 給与条例第７条から第11条まで、第16条、第

17条、第19条、第29条及び第35条の規定は、特定任

期付職員には、適用しない。 

第９条 給与条例第７条から第11条まで、第16条、第

17条、第19条、第29条及び第35条の規定は、特定任

期付職員には、適用しない。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第30条第１項、

第31条及び第32条第２項の規定の適用については、

給与条例第30条第１項中「管理職手当を受ける職

員」とあるのは「管理職手当を受ける職員及び丹波

市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成

28年丹波市条例第27号。以下「任期付職員条例」と

いう。）第２条第１項の規定により任期を定めて採

用された職員」と、給与条例第31条中「規定する職

にある職員」とあるのは「規定する職にある職員及

び任期付職員条例第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員」と、給与条例第32条第２

項中「100分の125 」とあるのは、「100分の165  

 」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第30条第１項、

第31条及び第32条第２項の規定の適用については、

給与条例第30条第１項中「管理職手当を受ける職

員」とあるのは「管理職手当を受ける職員及び丹波

市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成

28年丹波市条例第27号。以下「任期付職員条例」と

いう。）第２条第１項の規定により任期を定めて採

用された職員」と、給与条例第31条中「規定する職

にある職員」とあるのは「規定する職にある職員及

び任期付職員条例第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員」と、給与条例第32条第２

項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の167.

5」とする。 

３ 給与条例第16条、第17条、第19条及び第21条の規

定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。 

３ 給与条例第16条、第17条、第19条及び第21条の規

定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。 

４ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第20条

第２項第２号及び第24条第３項の規定の適用につ

いては、これらの規定中「再任用短時間勤務職員」

とあるのは「再任用短時間勤務職員及び任期付職員

条例第４条の規定により任期を定めて採用された

職員」とする。 

４ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第20条

第２項第２号及び第24条第３項の規定の適用につ

いては、これらの規定中「再任用短時間勤務職員」

とあるのは「再任用短時間勤務職員及び任期付職員

条例第４条の規定により任期を定めて採用された

職員」とする。 
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第５条関係 

 

丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年丹波市条例第12号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例 
○丹波市会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例 
令和元年９月30日 令和元年９月30日 

条例第12号 条例第12号 

改正 令和元年12月24日条例第23号 改正 令和元年12月24日条例第23号 

附 則 附 則 

 （施行期日） 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 １ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （令和２年12月に支給する期末手当に関する特例） 

２ 令和２年12月に支給する期末手当について第13

条第１項及び第22条第１項において準用する給与

条例第32条第２項の規定を適用する場合について

は、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の1

30」とする。 

 

- 7 -


