
議案第６１号 

   宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市一般職の職員の給与に関する条例新旧対照表（第１条による改正関係） 

現行 改正案 

(勤勉手当) (勤勉手当) 

第20条第1項・第2項 略 第20条第1項・第2項 略 

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、

任命権者が市長の定める基準に従って定

める割合を乗じて得た額とする。この場

合において、任命権者が支給する勤勉手

当の額の、その者に所属する次の各号に

掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞ

れ当該各号に掲げる額を超えてはならな

い。 

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、

任命権者が市長の定める基準に従って定

める割合を乗じて得た額とする。この場

合において、任命権者が支給する勤勉手

当の額の、その者に所属する次の各号に

掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞ

れ当該各号に定める額を超えてはならな

い。 

(1) 前2項の職員のうち再任用職員以外

の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

100分の75を乗じて得た額の総額 

(1) 前2項の職員のうち再任用職員以外

の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

100分の85を乗じて得た額の総額 

(2) 前2項の職員のうち再任用職員 当

該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分

の35を乗じて得た額の総額 

(2) 前2項の職員のうち再任用職員 当

該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分

の40を乗じて得た額の総額 

4・5 略 4・5 略 

附 則 

(地域手当に係る特例措置) 

附 則 

(地域手当に係る特例措置) 

18 当分の間、地域手当の支給に係る第11

条の2の規定の適用については、同条中

「 100分の 15」とあるのは、「 100分の

13」とする。 

18 当分の間、地域手当の支給に係る第11

条の2の規定の適用については、同条中

「 100分の 15」とあるのは、「 100分の

14」とする。 

 



宝塚市一般職の職員の給与に関する条例新旧対照表（第２条による改正関係） 

現行 改正案 

(給料表) (給料表) 

第3条第1項 略 第3条第1項 略 

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責

任の度に基づき、これを給料表に定める

職務の級に分類するものとし、その分類

の基準となるべき標準的な職務の内容

は、規則で定める。 

 

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責

任の度に基づき、これを給料表に定める

職務の級に分類するものとし、その分類

の基準となるべき職務の内容は、次の各

号に掲げる給料表の区分に応じ、当該各

号に定めるところによる。ただし、規則

で定める職員に係る職務の級の分類の基

準となるべき職務の内容は、規則で定め

る。 

 (1) 行政職給料表 別表第2(その1) 

 (2) 消防職給料表 別表第2(その2) 

 (3) 医療職給料表(一) 別表第2(その

3) 

 (4) 医療職給料表(二) 別表第2(その

4) 

3～5 略 3～5 略 

(昇格) (昇格) 

第6条 職員を昇格させた場合におけるそ

の者の号給は、その者に適用される給料

表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日

に受けていた号給に対応する別表第2に

定める昇格時号給対応表の昇格後の号給

欄に定める号給とする。 

2・3 略 

第6条 職員を昇格させた場合におけるそ

の者の号給は、その者に適用される給料

表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日

に受けていた号給に対応する別表第3に

定める昇格時号給対応表の昇格後の号給

欄に定める号給とする。 

2・3 略 

(通勤手当) (通勤手当) 

第12条第1項・第2項 略 第12条第1項・第2項 略 

3 第1項第2号に掲げる職員に支給する通

勤手当の額は、自動車等の種類及びその

使用距離の区分に応じ、支給単位期間に

つき、別表第3に定める額(再任用短時間

勤務職員のうち、支給単位期間当たりの

通勤回数を考慮して規則で定める職員に

あっては、その額から、その額に規則で

定める割合を乗じて得た額を減じた額)

とする。 

4～8 略 

3 第1項第2号に掲げる職員に支給する通

勤手当の額は、自動車等の種類及びその

使用距離の区分に応じ、支給単位期間に

つき、別表第4に定める額(再任用短時間

勤務職員のうち、支給単位期間当たりの

通勤回数を考慮して規則で定める職員に

あっては、その額から、その額に規則で

定める割合を乗じて得た額を減じた額)

とする。 

4～8 略 

第19条の2 次の各号のいずれかに該当す

る者には、前条第1項又は第2項の規定に

かかわらず、当該各号の基準日に係る期

末手当(第4号に掲げる者にあっては、そ

の支給を一時差し止めた期末手当)は、

第19条の2 次の各号のいずれかに該当す

る者には、前条第1項又は第2項の規定に

かかわらず、当該各号の基準日に係る期

末手当(第4号に掲げる者にあっては、そ

の支給を一時差し止めた期末手当)は、



支給しない。 支給しない。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から

当該基準日に対応する支給日の前日ま

での間に離職した職員(前2号に掲げる

者を除く。)で、その離職した日から当

該支給日の前日までの間に禁錮
こ

以上の

刑に処せられたもの 

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から

当該基準日に対応する支給日の前日ま

での間に離職した職員(前2号に掲げる

者を除く。)で、その離職した日から当

該支給日の前日までの間に禁錮
   

以上の

刑に処せられたもの 

(4) 次条第1項の規定により期末手当の

支給を一時差し止める処分を受けた者

(当該処分を取り消された者を除く。)

で、その者の在職期間中の行為に係る

刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せら

れたもの 

(4) 次条第1項の規定により期末手当の

支給を一時差し止める処分を受けた者

(当該処分を取り消された者を除く。)

で、その者の在職期間中の行為に係る

刑事事件に関し禁錮
   

以上の刑に処せら

れたもの 

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手

当を支給することとされていた職員で当

該支給日の前日までに離職したものが次

の各号のいずれかに該当する場合は、当

該期末手当の支給を一時差し止めること

ができる。 

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手

当を支給することとされていた職員で当

該支給日の前日までに離職したものが次

の各号のいずれかに該当する場合は、当

該期末手当の支給を一時差し止めること

ができる。 

(1) 離職した日から当該支給日の前日

までの間に、その者の在職期間中の行

為に係る刑事事件に関して、その者が

起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮
こ

以上の刑が定められているものに限

り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)

第6編に規定する略式手続によるものを

除く。第3項において同じ。)をされ、

その判決が確定していない場合 

(1) 離職した日から当該支給日の前日

までの間に、その者の在職期間中の行

為に係る刑事事件に関して、その者が

起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮
   

以上の刑が定められているものに限

り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)

第6編に規定する略式手続によるものを

除く。第3項において同じ。)をされ、

その判決が確定していない場合 

(2) 略 (2) 略 

2 略 2 略 

3 任命権者は、一時差止処分について、

次の各号のいずれかに該当するに至った

場合には、速やかに当該一時差止処分を

取り消さなければならない。ただし、第

3号に該当する場合において、一時差止

処分を受けた者がその者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し現に逮捕され

ているときその他これを取り消すことが

一時差止処分の目的に明らかに反すると

認めるときは、この限りでない。 

3 任命権者は、一時差止処分について、

次の各号のいずれかに該当するに至った

場合には、速やかに当該一時差止処分を

取り消さなければならない。ただし、第

3号に該当する場合において、一時差止

処分を受けた者がその者の在職期間中の

行為に係る刑事事件に関し現に逮捕され

ているときその他これを取り消すことが

一時差止処分の目的に明らかに反すると

認めるときは、この限りでない。 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一

時差止処分の理由となった行為に係る

刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せら

れなかった場合 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一

時差止処分の理由となった行為に係る

刑事事件に関し禁錮
   

以上の刑に処せら

れなかった場合 

(2)・(3) 略 (2)・(3) 略 

4～6 略 4～6 略 

(勤勉手当) (勤勉手当) 



第20条第1項・第2項 略 第20条第1項・第2項 略 

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、

任命権者が市長の定める基準に従って定

める割合を乗じて得た額とする。この場

合において、任命権者が支給する勤勉手

当の額の、その者に所属する次の各号に

掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各

号に定める額を超えてはならない。 

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、

任命権者が市長の定める基準に従って定

める割合を乗じて得た額とする。この場

合において、任命権者が支給する勤勉手

当の額の、その者に所属する次の各号に

掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各

号に定める額を超えてはならない。 

(1) 前2項の職員のうち再任用職員以外

の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

100分の85を乗じて得た額の総額 

(1) 前2項の職員のうち再任用職員以外

の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に

100分の80を乗じて得た額の総額 

(2) 前2項の職員のうち再任用職員 当

該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分

の40  を乗じて得た額の総額 

(2) 前2項の職員のうち再任用職員 当

該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分

の37.5を乗じて得た額の総額 

4・5 略 4・5 略 

附 則 附 則 

(地域手当に係る特例措置) (地域手当に係る特例措置) 

18 当分あああああああああああああああ

ああの間、地域手当の支給に係る第11条

の 2の規定の適用については、同条中

「 100分の 15」とあるのは、「 100分の

14」とする。 

18 平成28年4月1日から平成31年3月31日

までの間、地域手当の支給に係る第11条

の 2の規定の適用については、同条中

「 100分の 15」とあるのは、「 100分の

14」とする。 

27 平成26年1月1日から平成26年12月31日

までの間(以下「特例期間」という。)に

おいては、第3条第1項各号に掲げる給料

表の適用を受ける職員に対する給料月額

(宝塚市一般職の職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例(平成18年条

例第4号)附則第7項から第9項まで の規

定による給料を含む。以下同じ。)の支

給に当たっては、給料月額から、給料月

額に、当該職員に適用される次の表の左

欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げ

る職務の級の区分に応じそれぞれ同表の

右欄に定める割合 (以下「特例減額割

合」という。)を乗じて得た額に相当す

る額を減ずる。 

27 平成28年4月1日から平成31年3月31日

までの間(以下「特例期間」という。)に

おいては、第3条第1項各号に掲げる給料

表の適用を受ける職員に対する給料月額

(宝塚市一般職の職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例(平成27年条

例第27号)附則第3項から第5項までの規

定による給料を含む。以下同じ。)の支

給に当たっては、給料月額から、給料月

額に、当該職員に適用される次の表の左

欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げ

る職務の級の区分に応じそれぞれ同表の

右欄に定める割合 (以下「特例減額割

合」という。)を乗じて得た額に相当す

る額を減ずる。 

給料表 職務の級 割合 

行政職給

料表 

7級から4級

まで 

100分の5 

3級 100分の2.5 

2級及び1級 100分の1.7 

消防職給 6級から4級 100分の5 

給料表 職務の級 割合 

行政職給

料表 

7級及び6級 100分の4.5 

5級及び4級 100分の4.0 

3級(支給日

の属する年

度の末日に 

100分の2.7 



料表 まで  

3級 100分の2.5 

2級及び1級 100分の1.7 

医療職給

料表(一) 

4級、3級及

び2級(副課

長の職務に

ある職員に

限る。) 

100分の5 

2級(副課長

の職務にあ

る職員を除

く。) 

100分の2.5 

1級 100分の1.7 

医療職給

料表(二) 

4級及び3級

(課長及び

副課長の職

務にある職

員 に 限

る。) 

100分の5 

3級(課長及

び副課長の

職務にある

職 員 を 除

く。) 

100分の2.5 

2級及び1級 100分の1.7 
 

 おいて53歳

以上の職員

に限る。) 

 

3級(65号給

以上に決定

さ れ 、 か

つ、支給日

の属する年

度の末日に

おいて53歳

に達しない

職 員 に 限

る。) 

100分の2.5 

3級 (前 2項

に規定する

職 員 を 除

く。) 

100分の2.2 

2級及び1級 100分の1.2 

消防職給

料表 

6級 100分の4.5 

5級及び4級 100分の4.0 

3級(支給日

の属する年

度の末日に

おいて53歳

以上の職員

に限る。) 

100分の2.7 

3級(69号給

以上に決定

さ れ 、 か

つ、支給日

の属する年

度の末日に

おいて53歳

に達しない

職 員 に 限

る。) 

100分の2.5 

3級 (前 2項

に規定する

職 員 を 除

く。) 

100分の2.2 

2級及び1級 100分の1.2 



医療職給

料表(一) 

4級及び3級 

(課長の職

務にある職 

員を除く。) 

100分の4.5 

3級(課長の

職務にある

職 員 に 限

る。)及び2

級 (副課長

の職務にあ

る職員に限

る。) 

100分の4.0 

2級(副課長

の職務にあ

る職員を除

く。) 

100分の2.2 

1級 100分の1.7 

医療職給

料表(二) 

4級 100分の4.5 

3級(課長又

は副課長の

職務にある

職 員 に 限

る。) 

100分の4.0 

3級(課長及

び副課長の

職務にある

職員以外の

職 員 の う

ち、支給日

の属する年

度の末日に

おいて53歳

以上の職員

に限る。) 

100分の2.7 

3級(課長及

び副課長の

職務にある

職員以外の

職員のうち、

77号給以上

に決定され、

かつ、支給 

100分の2.5 



 日の属する

年度の末日

において53

歳に達しな

い職員に限

る。) 

 

3級 (前 3項

に規定する

職 員 を 除

く。) 

100分の2.2 

2級及び1級 100分の1.2 
 

28 特例期間においては、この条例に基づ

き支給される給与のうち次に掲げる給与

の支給に当たっては、次の各号に掲げる

給与の額から、当該各号に定める額に相

当する額を減ずる。 

28 特例期間においては、第22条第1項か

ら第4項までの規定により支給される給

与の支給に当たっては、当該職員に適用

される次の各号に掲げる規定の区分に応

じ、当該各号に定める額に相当する額を

減ずる。 

(1) 地域手当 当該職員の給料月額に

対する地域手当の月額に当該職員の特

例減額割合を乗じて得た額 

(1) 第22条第1項 前項に定める額 

(2) 第22条第1項から第4項までの規定

により支給される給与 当該職員に適

用される次のアからウまでに掲げる規

定の区分に応じ当該アからウまでに定

める額 

(2) 第22条第2項又は第3項 前項に定

める額に100分の80を乗じて得た額 

ア 第22条第1項 前項及び前号に定め

る額 

 

イ 第22条第2項又は第3項 前項及び

前号に定める額に100分の80を乗じて

得た額 

 

ウ 第22条第4項 前項及び前号に定め

る額に、第22条第4項の規定により当

該職員に支給される給与に係る割合

を乗じて得た額 

 

 (3) 第22条第4項 前項に定める額に、

第22条第4項の規定により当該職員に支

給される給与に係る割合を乗じて得た

額 

29 特例期間においては、第14条に規定す

る勤務1時間当たりの給与額は、第17条

の規定にかかわらず、同条の規定により

算出した給与額から、給料月額及びこれ

に対する地域手当の月額の合計額に12を

乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間

に52を乗じて得た数から市長が定める数

29 特例期間においては、第14条に規定す

る勤務1時間当たりの給与額は、第17条

の規定にかかわらず、同条の規定により

算出した給与額から、給料月額      

               に12を

乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間

に52を乗じて得た数から市長が定める数



を控除したもので除して得た額に当該職

員の特例減額割合を乗じて得た額に相当

する額を減じた額とする。 

を控除したもので除して得た額に当該職

員の特例減額割合を乗じて得た額に相当

する額を減じた額とする。 

30 特例期間                

    においては、附則第24項の規定

の適用を受ける職員に対する前3項の規

定の適用については、附則第27項中「、

給料月額に」とあるのは「、給料月額か

ら附則第24項第1号に定める額に相当す

る額を減じた額に」と、附則第28項第1

号中「給料月額に対する地域手当の月

額」とあるのは「給料月額に対する地域

手当の月額から附則第24項第2号に定め

る額に相当する額を減じた額」と、同項

第2号アからウまでの規定中「前項及び

前号」とあるのは「附則第30項の規定に

より読み替えられた前項及び前号」と、

附則第29項中「除して得た額に」とある

のは「除して得た額から附則第26項の規

定により給与額から減ずることとされる

額に相当する額を減じた額に」とする。 

30 平成28年4月1日から平成30年3月31日

までの間においては、附則第24項の規定

の適用を受ける職員に対する前3項の規

定の適用については、附則第27項中「、

給料月額に」とあるのは「、給料月額か

ら附則第24項第1号に定める額に相当す

る額を減じた額に」と、附則第28項各号

中「前項」とあるのは「附則第30項の規

定により読み替えられた前項あああああ

ああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ

あ あ あ あ あ あ         

あ              」と、

前項   中「除して得た額に」とある

のは「除して得た額から附則第26項の規

定により給与額から減ずることとされる

額に相当する額を減じた額に」とする。 

(単身赴任手当に係る特例措置)  

31 平成27年4月1日から平成30年3月31日

までの間に限り、単身赴任手当の支給に

係る第 13条の 3の規定の適用について

は、同条第2項中「30,000円」とあるの

は「26,000円」とする。 

 

 

別表第2(第6条関係) 

表 略 

別表第3(第12条関係) 

表 略 

31 特例期間においては、第13条の2に規

定する管理の地位にある職員のうち、規

則で定める職員に支給する地域手当の算

定に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

別表第2(第3条関係) 

表 略 

別表第3(第6条関係) 

表 略 

別表第4(第12条関係) 

表 略 

 



宝塚市職員の育児休業等に関する条例新旧対照表（附則第４条による改正関係） 

現行 改正案 

附 則 附 則 

(部分休業をしている職員の給与の取扱

いの特例) 

(部分休業をしている職員の給与の取扱

いの特例) 

4 平成26年1月1日から平成26年12月31日

までの間においては、第9条 の規定の適

用については、同条中「同条例  第17

条第1項」とあるのは「同条例 附則第

29項(平 成30年3月31日までの間におい

て,同条例 附則第30項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。)」とす

る。 

4 平成28年4月1日から平成31年3月31日ま

で の間においては、第17条の規定の適

用については、同条中「給与条例第 17

条   」とあるのは「給与条例附則第

29項(平成30年3月31日までの間において

は、給与条例附則第30項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。)」とす

る。 

 


