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2 高森総第 723 号 

令和２年９月 

会計年度任用職員 各位                                

                 

 総務課長 

高森町会計年度任用職員の勤務条件について 

 

 標記の件について、令和２年度高森町会計年度任用職員の勤務条件等取扱につきましては、以

下のとおりです。 

 

１ 会計年度任用職員の雇用期間 

原則として1会計年度以内の勤務です。会計年度任用職員制度の下で、再度の任用の場合

でも客観的な能力実証が必要となります。 

 

２ 雇用契約 

『発令通知書』に署名及び押印をしていただきます。１部を総務課へお返しください。 

（4月 1日付け※中途雇用者については雇用日付け） 

 

３ 勤務日、勤務時間 

 ○フルタイム会計年度任用職員 

原則として、勤務日は月曜日から金曜日までの週 5 日、勤務時間は午前 8 時 30 分から午

後 5 時 15 分まで（保育所等は勤務時間が異なる場合があります。）休憩時間 1 時間を除い

て 1 日 7 時間 45 分の勤務となります。（土曜日、日曜日及び祝日は休み。） 

○パートタイム会計年度任用職員 

フルタイム会計年度任用職員よりも短い勤務時間での勤務となります。 

 

なお、共通して職種により発令以外の時間の勤務などを要する場合があります。そのよう

な勤務をした場合は、正規職員と運用は同じとし、振替休暇又は代休あるいは時間外勤務手

当を支給します。 

 

４ 給料・報酬 

会計年度任用職員の給料・報酬は、給料表に基づき月額または時間額です。 

 【主な会計年度任用職員の給料・報酬】                 （単位：円） 

職種 月額※１ 
時間額 

（新規） （現給保障者※２） 

一般事務 

（庁舎・図書館・資料館含む） 
149,100 916 916 

保育士補助（無資格） - 923 923 

介護認定調査員 - 931 965 
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児童生徒学習支援員（有資格者） - 1,033 1,069 

ふれあい指導員（無資格） - 923 923 

ふれあい指導員（有資格者） - 951 965 

図書館司書 - 951 965 

図書館司書（読書センター） 170,900 - - 

学芸員 168,000 - - 

子育て支援センター 

コーディネーター 
- 951 965 

保育士 163,400 951 965 

給食調理員（保育園） - 931 938 

看護師 - 1,004 1,050 

資料館長 154,800 - - 

公民館長 212,100 - - 

登記専門員 - - 1,023 

現場作業員 - 1,033 1,033 

教育相談専門員 180,700 1,110 1,126 

介護支援専門員 215,600 - - 

■その他記載のない職種については職務内容を考慮した上で給料表に基づき支給額を決定  

※１ 前年度まで臨時職員として勤務されていた方については現給保障対象となり、上記の金額

とは異なる場合があります。 

※２ 前年度まで臨時職員として勤務されていた方で令和2年4月から会計年度任用職員として

任用された者。 

 

５ 通勤手当 

通勤手当は、通勤距離（最短距離）が片道2ｋｍ以上の方に支給します。ただし、徒歩の

方には支給しません。通勤手当の額は、勤務日数、通勤距離の区分に応じて以下のとおりで

す。 

通勤距離（片道） 支給額（月額） 支給額（日額） 

2㎞以上5㎞未満 2,000円 90円 

5㎞以上10㎞未満 4,200円 190円 

10㎞以上15㎞未満 7,100円 300円 

15㎞以上20㎞未満 10,000円 420円 

20㎞以上25㎞未満 12,900円 530円 

25㎞以上30㎞未満 15,800円 650円 

30㎞以上35㎞未満 18,700円 760円 

35㎞以上40㎞未満 21,600円 880円 

40㎞以上45㎞未満 24,400円 990円 

45㎞以上50㎞未満 26,200円 1,030円 

50㎞以上55㎞未満 28,000円 1,080円 

55㎞以上60㎞未満 29,800円 1,120円 

60㎞以上 31,600円 1,160円 

※「通勤届」（公共交通機関を使用する場合は領収書の写しを添付）を提出してください。 
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６ 期末手当 

期末手当は、6月1日及び12月1日（基準日）現在、在職する会計年度任用職員のうち、発

令上の勤務日の概ね3/4以上勤務した月が支給月の前6月のうちに2月以上ある場合に支給

します。 

① 支給率 

支給月 6月 12月 計 

支給率 1.3月 1.3月 2.6月 

支給日 6月30日 12月10日  

※ 支給日が週休日（土・日）等の場合は、この日前の週休日等でない日に支給 

 

② 期間率 

支給月前に6月間において、基準日数（概ね3/4）以上勤務した月数による。 

基準日以前の勤務月数 期間率 

6月 100/100 

5月以上6月未満 80/100 

3月以上5月未満 60/100 

3月未満 30/100 

1月 支給無し 

※4月新規採用者の6月支給率は、30/100です。 

※無給休暇を取得した場合は勤務した日に置き換えます。 

③ 支給額 

基準日数以上勤務した月数の平均給料・報酬等×支給率×期間率 

 

７ 昇給 

直接昇給の制度はありませんが、再度の任用に際して、前年度の職務経験が考慮され事

実上の昇給となります。 

 

８ 退職手当 

フルタイム会計年度任用職員が月18日以上勤務した月が一定期間継続した場合、退職手

当組合に加入となり、退職手当の支給対象となります。 

※ただし退職手当組合加入日以降は雇用保険喪失となり、失業手当は支給されません。 

 

９ 給料・報酬の計算期間及び支払日 

給料・報酬は、月の初日から末日までの分を原則として翌月の21日に口座振替にて本人名

義の指定口座へ支払います。月給の場合は当月支給ですが、その月に欠勤・無給休暇を取得

した場合、日割計算とし、その額を減じた額を翌月支給します。※「給与口座振込み申出書」

を提出してください。 

 

１０ 年次有給休暇 

「高森町会計年度任用職員の勤務条件、休暇等に関する規則」に基づき、年度単位（4月
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～翌年3月）で付与します。年次有給休暇を受けようとするときは、事前に『年次休暇等整

理簿』を所属長に提出してください。 

再度の任用となった場合、前年度の年次有給休暇の残日数は、20日を超えない範囲で繰り

越します。 

休暇承認の単位は、1日又は半日、もしくは30分単位です。 

なお、1日年次休暇を取得する場合は発令上の1日の勤務時間（発令上の勤務時間が7.5

時間の場合1日7.5時間）とします。年休繰り越しの影響で15分等の端数の年休を取得す

る場合は3月に取得してください。 

 

１１ その他の特別休暇 

休暇は年次有給休暇のほか、次のものがあります。 

休暇を取得する場合は事前に任命権者に届出なければなりません。（場合によっては添付

書類が必要です。） 

【有給休暇】 

○公民権の行使：必要と認められる期間 

○官公署への出頭：必要と認められる期間 

○災害等による現住居の消滅、同一世帯の者の生活に要する食料の確保等：7日の範囲内 

○出勤途中の災害等又は交通機関の事故：出勤することが著しく困難であると認められ

る場合、必要と認められる期間 

○退勤途上による災害等又は交通機関の事故：身体の危険を回避するためやむを得ない

と認められる場合 

○忌引休暇：町長が定める期間 

○結婚休暇：連続する 5日の範囲内 

○夏季休暇：月平均 15日を超えて勤務する職員に限り 3日（7月 1日～9月 30日の間） 

○42休暇 ：月平均 15日を超えて勤務する職員に限り 1日（7月 15日～8月 31日の間） 

 

【無給休暇】 

○産前休暇：8週間（多胎妊娠の場合 14週間）で申し出た期間 

○産後休暇：8週間（多胎出産の場合 14週間）で申し出た期間 

○子の看護休暇：小学校就学前の始期に達するまでの子が負傷・疾病により看護が必要

な場合 1会計年度に 5日（2人の場合 10日） 

○子の保育：生後 1年に達しない子の授乳等を行う場合、1日 2回それぞれ 30分以内 

○短期介護休暇：負傷・疾病・老齢により 2週間以上の期間に日常生活を営むのに支障

がある要介護者の介護。1会計年度に 5日（2人の場合 10日） 

○介護休暇：要介護者の介護をするため 3回を越えず、93日を超えない範囲 

○介護時間休暇：連続する 3年の期間内において 1日 2時間（5時間 45分を減じた時間

が 2時間を下回る場合は当該減じた時間） 

○生理休暇：必要と認められる期間 

○妊婦の保健指導の順守：指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ない場合 必

要と認められる期間 

○妊婦の健康保持：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において、適

宜休憩し、又は補食する場合 必要と認められる期間 



5 

 

○骨髄等の提供：検査、入院のため必要と認められる期間 

○療養休暇（公務上の負傷、疾病）：必要と認められる期間 

◇一部有給の療養休暇 

区分 発生～3日間 4日目以降～30日目 30日を超える場合 

労災保険加入者 日額の60% 無給（労災休業補償

60%） 

無給（労災休業補償

60%） 

労災保険非加入者 町村非常勤職

員公務災害補

償条例（休業

補償）5号職員

5,900円の60% 

無給（休業補償60%） 無給（休業補償60%） 

 

 ○療養休暇（公務以外での負傷、疾病）：1会計年度に 10日 

◇一部有給の療養休暇 

※インフルエンザについて基本無給の療養休暇（診断書要）。療養休暇を取得しない場

合は年次休暇。ただし、会計年度任用職員も正規職員と同じく、インフルエンザワクチ

ン予防接種は必須です。 

  

○育児休業：下記条件に全て該当する職員が 1会計年度末までに申し出た期間 

  ア 任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が 1年以上であること 

  イ 子が 1歳 6ヶ月に達する日までに、その任期（再度の任用がなされる場合はその

任期）が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでないこと 

  ウ 週 3日または年間 121日以上の勤務を行うこと 

  

１２ 雇用保険・健康保険・厚生年金の加入及び所得税の源泉徴収 

雇用期間、勤務時間により雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入になります。 

保険料を所得税とともに毎月給料から控除します。なお、扶養に入れる家族等がいる場合 

は、別途申請（健康保険被扶養者届等）が必要ですので、総務課までご相談ください。 

〔毎月の保険料〕 雇用保険   総 支 給 額  ×  0.3％ 

健康保険   標準報酬月額 ×  9.70％ 

介護保険料 標準報酬月額 ×  1.79％（40～64歳） 

厚生年金   標準報酬月額 × 18.30％ 

※所得税の源泉徴収・年末調整に扶養控除申告書が必要となりますので提出してください。 

※年金番号及び雇用保険被保険者番号を届出てください。 

 

１３ マイナンバーの提供 

 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の分野での行政手続きに、マイナンバー制度

が導入されました。それに伴い、社会保障や税の手続きに使用するため、マイナンバー（個

人番号）の提供をお願いしております。 

次の業務でマイナンバーを使用します。 

  ①源泉徴収票（給与支払報告書） 

   区分 発生～3日間 4日目以降～ 

社会保険加入者 無給 無給（傷病手当金60%） 
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  ②年金事務所への保険証・厚生年金の手続き 

  ③ハローワークへの雇用保険の届出 

  ④労働基準監督署への労災の届出 

 

１４ 災害補償 

公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、公務災害又は労働者災害補償

保険法（労災）の適用が受けられます。 

 

１５ 健康診断 

発令上の1週間の労働時間が正規職員の2分の1以上の方は、雇用期間中に毎年1回の定期健

康診断を受けていただきます。 

かかりつけ医で受診された方は受診結果の写しを随時提出してください。 

 

１６ 退職時の手続 

雇用期間中、自己都合により退職を希望する場合は、概ね退職日の1か月前までに、退職

願を所属長に提出してください。 

 

１７ 雇用契約の解除 

雇用期間中であっても、勤務成績がよくない場合、心身の故障により職務の遂行に支障が

ある場合又は職に必要な適格性を欠く場合には、雇用契約を解除することがあります。 

 

１８ 人事評価 

 正規職員と同じく、人事評価を行います。詳細については別紙のとおりです。 

令和 2年度については 9月に実施します。 

 

１９ その他の注意 

① 会計年度任用職員は、地方公務員法上の職員ということになり、勤務時間の厳守、勤務

態度、服装等の服務規律及び懲戒処分については、正規職員に準じ地方公務員法が適用

されます。特に、在職中及び退職後も職務上知り得た情報を他に漏らした場合は、職員

と同様、法により罰せられますので十分注意してください。 

② 服装は、町民の方から見て見苦しくないように心がけてください。所属長の指示のもと

自分の職務、職場に合ったものを着用してください。身だしなみの基本は、「清潔感」・

「機能的」・「控え目」です。 

③ 役場勤務職員の駐車場は、町民体育館下の職員駐車場を使用してください。 

④ 通勤途中や仕事中は事故の無いように十分注意するとともに、万一事故に遭った場合は

速やかに所属課長へ報告してください。 

 

 

 

 

 

高森町役場総務課行政係 

電話 35-9402 内線 5221 
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（別紙） 

人事評価制度（会計年度任用職員） 

（１）背景と目的 

 ・地方分権の一層の進展により地方公共団体の役割が増大 

 ・住民ニーズの高度化、多様化 

 ・厳しい財政状況や集中改革プランなどにより職員数は減少  

⇒個々の職員に困難な課題を解決する能力と業績を上げることが従来以上に求められており、人事

評価制度によって職員の資質向上と客観的な評価を行うこととされ、会計年度任用職員について

も地方公務員法でその実施が定められています。 

 

（２）評価期間 採用の日から任期の末日まで 

 

（３）評価の方法 

●能力評価 評価期間において、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を評価 

●業績評価 評価期間において、職員がその職務を遂行するに当たり掲げた業績を評価 

●評価の流れ（詳細は要綱のとおり） 

採用月 業務目標の設定 
評価者は被評価者と面談を行い、評価期間中の業務目標とそ

の水準を決めます。 

 

業務遂行 

任期末月 

自己申告 
被評価者は評価期間において発揮した能力及びあげた業績

をシート作成により自己申告します。 

評価 

評価者による評価を実施。 

※要綱に規程はありませんが、評価者は評価実施前に面談な

どを実施し自己申告内容の聞き取りやアドバイスなどを

積極的に行ってください。 

評価の開示と期末面談 

評価者は評価結果を被評価者へ開示します。併せて、面談を

実施しその評価結果やその根拠となった事実に基づき、指導

や助言を行います。 

※苦情相談 
評価者は評価結果に対する苦情相談や苦情を申告すること

ができます。 

●評価者 

被評価者 評価者 確認者 

町立保育園に配置された会計

年度任用職員 
会計年度任用職員が所属する保育園の園長 課長級 

町立小中学校に配置された会

計年度任用職員 
会計年度任用職員が所属する学校の校長 課長級 

上記以外の会計年度任用職員 
会計年度任用職員が所属する部署の課長補佐又は係

長級のうち上位の者 
課長級 

 


