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○地方独立行政法人くまもと県北病院職員給与規程 

平成 29年 10月１日 規程第１１号 

目次  

第１章 総則(第１条―第７条)  

第２章 給料(第８条―第１３条)  

第３章 手当(第１４条―第２７条)  

第４章 雑則(第２８条―第３２条)  

附則  

    第１章 総則 

(趣旨及び適用範囲) 

第１条 この規程は、地方独立行政法人くまもと県北病院職員就業規程(平成２９年規程

第７号。以下「就業規程」という。) 第５４条の規定に基づき、職員の給与に関し必要な

事項を定めるものとする。 

２  この規程は、就業規程第２条に規定する職員に適用する。 

第１条の２ 職員の給与は、月額制又は年俸制とする。 

(月額制の適用を受ける職員の給与の種類)   

第２条 職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外

勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、初任給調整手

当、役職手当、管理職員特別勤務手当、業績手当及び処遇改善手当とする。 

 (年俸制の適用を受ける職員の給与の種類) 

第２条の２ 年俸制の適用を受ける職員の給与は、次の各号に定める区分により支給す

る。 

 (1) 基本年俸は、基本給、医師給、役職給及び業績給とする。 

 (2) 諸手当は、扶養手当、通勤手当、住居手当及び宿日直手当とする。 

 (3) その他は、特殊勤務手当とする。 

２ 前項に規定するもののほか、年俸の決定方法その他必要な事項は、理事長が別に定

める。 

(勤務１時間当たりの給与額の算出)   

第３条 次条に規定する勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額に初任給調整手当、

役職手当、麻薬管理業務手当、医師職能手当、処遇改善手当及び医師事務作業補助

手当を加えた額を地方独立行政法人くまもと県北病院職員時間外勤務手当等支給規則

（令和２年規則第８号。以下「時間外勤務手当等支給規則」という。）第２条第２項により得

られた時間数で除した額とする。  
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(給与の減額)   

第４条 職員が勤務しないときは、休日等、職務専念義務を免除された場合(給与を減額

する旨定められている場合を除く。) その他勤務しないことにつき特に承認があった場

合を除き、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を

支給する。   

２  前項の規定により減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた給与期間の分をそ

の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職等により、減額す

べき給与額を給料から差し引くことができないときは、未支給の給与から差し引くものと

する。   

(端数計算)  

第５条 給与を減額する場合の勤務１時間当たりの給与額及び勤務１時間につき支給す

る時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、

当該額に５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数

を生じたときはこれを１円に切り上げるものとする。   

２  給料を減額する場合の基礎となる時間数並びに法定外労働に対する手当、休日勤

務手当及び夜間勤務手当の月額の支給の基礎となる勤務時間数は、その月における

それぞれの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、そ

の異にする部分ごとにそれぞれ集計した時間数)の合計によるものとし、当該時間数の

合計に１時間未満の端数があるときは、３０分以上は１時間とし、３０分未満は切り捨て

るものとする。 

(給与の支払)  

第６条 この規程に基づく給与は、現金で直接職員にその全額を支払うものとする。ただ

し、法令又は労働基準法(昭和２２年法律第４９号。以下「労基法」という。) 第２４条の

規定に基づき職員代表と締結した労使協定に定めるものは、これを給与から控除して

支払うものとする。  

２  前項の給与は、労使協定に基づき、原則として職員の預貯金口座に所要金額を振

込むことによって行うものとする。  

（給与からの控除）  

第７条 次の各号に掲げるものは、労使協定に基づき毎月支給する給与から控除するこ

とができる。 

(１)  生命保険料  

(２)  個人年金保険料  

(３)  自動車保険料  
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(４)  損害保険料  

(５)  積立貯金  

(６)  貸付返済金(熊本県市町村職員共済組合)  

(７)  職員互助会費及び互助会指定の物品購入代金  

(８)  職員互助会、組合費及びサークル活動費  

(９)  駐車場利用料金 

(10)  前各号に掲げるもののほか、労使協定に基づき決定した控除金 

    第２章 給料 

  (給料)  

第８条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた額と

する。  

(給料表)   

第９条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞ

れ当該給料表に定めるところによる。 

(１) 行政職（一）給料表 （別表第１） 

(２) 行政職（二）給料表 （別表第２） 

(３) 医療職給料表 （別表第３） 

 (初任給、昇格、昇給等の基準)   

第１０条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、地方独立行政法人く

まもと県北病院職員職務級規程（平成２９年規程第１６号）に定める基準に従い決定す

る。   

２ 職員の昇給及び昇格は、地方独立行政法人くまもと県北病院職員の昇格及び降格

等規程（平成２９年規程第１５号）が定める基準に従い、前１年間におけるその者の勤

務成績に応じて行うものとする。   

３ 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。 

（給料の支給方法）   

第１１条 給料の計算期間は、月の１日から末日までとする。   

２ 給料の支給日は、毎月２１日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日（国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日をいう。以下この項及

び第２５条第 1項において同じ。）に当たるときは、その日前において、その日に最も近

い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。 

第１２条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給

料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。 
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２ 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。 

３ 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。   

４ 第１項又は第２項の規定により給料を支給する場合であって、前条第１項に規定する

期間の初日から支給するとき以外のとき又はその期間の末日まで支給するとき以外の

ときは、その給料額は、その期間の現日数から地方独立行政法人くまもと県北病院の

勤務時間、休日及び休暇等規程（平成２９年規程第１７号。以下「勤務時間規程」とい

う。）第４条及び第５条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割に

よって計算する。 

（給料の日割計算） 

第１３条 職員が、給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合にお

けるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。   

(１) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合   

(２) 労働組合の業務に専ら従事する場合又は当該業務の従事が終了したことにより

復職した場合 

(３) 育児休業を始め、又は育児休業の終了により復職した場合 

(４) 停職にされ、又は停職の終了により復職した場合 

第３章 手当   

 （扶養手当） 

第１４条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。 

２ 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職

員の扶養を受けている者を扶養親族とする。 

(１) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下

同じ。)  

(２) 満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及び孫  

(３) 満６０歳以上の父母及び祖父母  

(４) 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある弟妹  

(５) 重度心身障害者  

３ 扶養手当の月額は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 前項第１号に該当する扶養親族 １０，０００円  

(２) 前項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という） ８，３００円 

  （職員に配偶者がない場合、うち１人については１０，３００円）  

(３) 前項第３号から第５号のいずれかに該当する扶養親族 ８，０００円（職員に配偶 

  者及び扶養親族たる子がない場合、うち１人については９，０００円） 
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４ 扶養親族たる子のうち満１５歳に達する日後の最初の４月１日から満２２歳に達する日

以後の最初の３月３１日までの間(以下「特定期間」という。) にある子がいる場合におけ

る扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、５，０００円に特定期間にある当該扶

養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。 

第１５条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれか

に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員と

なった者に扶養親族がある場合又は職員に第１号に該当する事実が生じた場合にお

いて、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) を理事長に届け出なければ

ならない。 

(１) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合  

(２) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(前条第２項第２号又は第４号

に該当する扶養親族が、満２２歳に達した日以後の最初の３月３１日の経過により、

扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)  

(３) 扶養親族たる子、父母等がある職員が、配偶者のない職員となった場合(前に該

当する場合を除く。)  

(４) 扶養親族たる子、父母等がある職員が、配偶者を有するに至った場合(第１号に

該当する場合を除く。)  

２ 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その

者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第１号に掲げる事実が生じた場合

においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるとき

は、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡し

た場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けてい

る職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要

件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の

初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支

給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から１５日

を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の

初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。  

３ 扶養手当は、これを受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事実が生じた場合、

扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が

扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について、同項第

３号若しくは第４号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規

定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子と
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なった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の

初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規

定は、扶養手当を受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事実が生じた場合にお

ける扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に

係るものがある職員で配偶者のない者が扶養親族たる配偶者を有するに至った場合

における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。) 及

び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で、同項の規定による届

出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる

子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。  

 （住居手当） 

第１６条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。) を借り受け、月額１６，０００

円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。) を支払っている職員に支給する。 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(そ

の額に１００円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。 

(１) 月額２３，０００円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から１６，０００円を控

除した額  

(２) 月額２３，０００円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から２３，０００円を

控除した額の２分の１(その控除した額の２分の１が１７，０００円を超えるときは１７，０

００円)を１１，０００円に加算した額  

３ 住居手当の支給の始期及び終期は次の各号に定めるとおりとする。 

 （１）住居手当の支給は、職員が新たに職員たる要件を具備するに至った場合におい

てはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)か

ら開始し、住居手当を支給されている職員が離職した場合はその日までの支給とし、

死亡した場合及び住居手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至

った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であると

きは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始につ

いては、届出がこれに係る事実の生じた日から 15 日を経過した後にされたときは、そ

の届出を受理した日の属する月の翌月から行うものとする。 

（２）住居手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った

場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日であると

きは、その日の属する月）から支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、住居手

当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。 

４ 前各項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に



 

~ 7 ~ 
 

定める。 

（通勤手当） 

第１７条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 

(１) 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下「交通機関等」という。）を利用してそ

の運賃又は料金（以下「運賃等」という。）を負担することを常例とする職員（交通機

関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交

通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キ

ロメートル未満であるもの及び第３号に掲げる職員を除く。） 

(２) 通勤のため自転車その他の交通の用具（以下「自転車等」という。）を使用すること

を常例とする職員（自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員

以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の

通勤距離が片道２キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。） 

(３) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用

することを常例とする職員（交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ

通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、

かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片

道２キロメートル未満であるものを除く。）  

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。  

(１) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、理事長が別に定めるところにより

算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下

「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して

得た額(以下「１箇月当たりの運賃等相当額」という。) が５５，０００円を超えるときは、

支給単位期間につき、５５，０００円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者

が２以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合にお

いて、１箇月当たりの運賃等相当額の合計額が５５，０００円を超えるときは、その者

の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、５５，０００円

に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額) また、新幹線利用の場合、特急料金

においては特急料金の半額に相当する額を補助する。但し、月額２０，０００円を上

限とする。 

(２) 前項第２号に掲げる職員 

ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。) が片道５キロメ

ートル未満である職員                                ２，０００円 

イ 使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未満である職員 
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                                                     ４，２００円 

ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満である職員 

                                        ７，１００円 

エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満である職員 

                                          １０，０００円 

オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満である職員 

                                          １２，９００円 

カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満である職員 

                                       １５，８００円 

キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満である職員 

                                          １８，７００円 

ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満である職員 

                                          ２１，６００円 

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満である職員 

                                          ２４，４００円 

コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満である職員 

                                          ２６，２００円 

サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満である職員 

                                          ２８，０００円 

シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満である職員 

                                          ２９，８００円 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上である職員         ３１，６００円 

(３) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しない

で徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車

等の使用距離等の事情を考慮して理事長が別に定める区分に応じ、前２号に定める

額(１箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が５５，０００円を超え

るときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につ

き、５５，０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第１号に定める額又は

前号に定める額  

３ 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の理事長が別に定める日に支給する。 

４ 通勤手当を支給される職員につき、退職その他理事長が別に定める事由が生じた場

合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して

理事長が別に定める額を返納させるものとする。 
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５ 支給単位期間において、職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から

末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月に係る通勤手

当は支給しない。 

６ この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として６ヶ月

を超えない範囲内で１ヶ月を単位として理事長が別に定める期間（自転車その他の交

通の用具に係る通勤手当にあっては、１ヶ月）をいう。 

７ 第９条に規定する給料表のうち医療職給料表の適用を受ける職員が、高速自動車国

道を利用しその利用が、理事長が定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度

資するものであると認められ、その利用に係る料金を負担することを常例とする場合に

は、月額２０，０００円を限度として通勤手当の額に加算して支給する。 

８ 通勤手当の支給の始期及び終期は次の各号に定めるとおりとする。 

（１）通勤手当の支給は、職員が新たに職員たる要件を具備するに至った場合において

はその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から

開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれ

ぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員

たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日

が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手

当の支給の開始については、届出がこれに係る事実の生じた日から 15 日を経過した

後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月から行うものとする。 

（２） 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った

場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日であると

きは、その日の属する月）から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当

の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。 

９ 前各項に規定するもののほか、通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤

手当の支給及び返納に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 （特殊勤務手当） 

第１８条 特殊勤務手当は、職員が特殊な勤務に従事する場合において、その特殊性を

給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。 

２ 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び手当の額は別表第４に定める。 

（時間外勤務手当） 

第１９条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務

時間を超えて勤務した全時間に対して、時間外勤務手当等支給規則に定める算式によ

り得られた額を時間外勤務手当として支給する。 
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（休日勤務手当） 

第２０条 休日において勤務することを命ぜられた職員には、時間外勤務手当等支給規

則に定める算式により得られた額を休日勤務手当として支給する。２ 前項の休日とは、

勤務時間規程第４条から第６条の規定に基づき日曜日及び土曜日以外の日を週休日

と定められている職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、理事長が別に

定める日とする。 

（夜間勤務手当） 

第２１条 正規の勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時までの間に勤務する職員

には、時間外勤務手当等支給規則に定める算式により得られた額を夜間勤務手当と

して支給する。 

（宿日直手当） 

第２２条 入院患者の病状急変又は外来患者等に対処するための医師の職員が行う宿

日直勤務１回につき、次に掲げる区分に応じた額に実績加算を加えた額を支給する。

ただし、診察がない場合は実績加算を支給しない。 

 

基本額 平日準夜         17時～23時   16,000円 

休日準夜         17時～23時   19,000円 

日直               9時～17時   18,000円 

深夜            23時～翌 9時  40,000円 

小児科日直         9時～23時   40,000円 

実績加算 患者１人につき    1,000円 

小児患者１人につき  800円 

患者が救急車で来院した場合には、これに１人につき
2,000円を加算する。 

２ 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等、電話の収受

及び非常事態に備えての待機等を目的として行う宿直勤務 1 回につき次に掲げる額を

支給する。 

職種 宿直時間 手当額 

薬剤師 0時 15分～6時 45分 8,000円 

（管理職手当）  

第２３条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に対し、その職務の特殊性に

基づき支給する。   

２ 管理職手当を支給する職及び支給割合は、別表第５に掲げるとおりとする。 
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３ 前項の規定による管理職手当の月額は、管理職員の受ける給料月額の１００分の２０

を超えてはならない。 

４ 管理職手当は、職員が第 1項に規定する地位にある職員となった日から支給し、同項

に規定する地位にある職員でなくなった日から支給しない。ただし、勤務した日数が１

５日に満たないときは日割計算により支給し、月の初日から末日までの全日数を勤務

しなかったときは支給しない。 

５ 第 1 項に規定する地位にある職員には、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給

しない。 

（初任給調整手当）  

第２４条 初任給調整手当は、助産師又は看護師の職にある職員で、理事長が別に定

める要件を満たすものに対して支給する。 

２ 初任給調整手当の支給について必要な事項は、理事長が別に定める。 

（役職手当） 

第２５条 役職手当は、監督の地位にある職員のうちその職務の特殊性に基づき支給す

る。   

２ 役職手当を支給する職及び支給割合は、別表第６に掲げるとおりとする。 

３ 役職手当は、職員が第２項に該当する役職員となった日から支給し、該当しなくなっ

た日から支給しない。ただし、勤務した日数が１５日に満たないときは日割計算により

支給し、月の初日から末日までの全日数を勤務しなかったときは支給しない。 

（管理職員特別勤務手当） 

第２６条 管理職員特別勤務手当は、第２３条に規定する職にある職員であって、臨時か

つ緊急の必要その他の業務の運営の必要により、平日の夜間（22 時から 5 時）、週休

日又は休日に勤務したものに対して、理事長が認めた場合に支給する。 

２ 管理職員特別勤務手当の額は、1 回につき、別表第７に掲げるとおりとする。ただし、

勤務に従事した時間が３時間に満たない場合は、同表に掲げる額に１００分の５０を乗

じて得た額とし、勤務に従事した時間が６時間を超えた場合は、同表に掲げる額に１０

０分の１５０を乗じて得た額とする。 

３ 第１項に定める勤務のうち診察等を行った場合は、別表第７に掲げる額に１００分の２

５を乗じて得た額を支給する。 

（業績手当） 

第２７条 業績手当は、地方独立行政法人くまもと県北病院職員業績手当規則（平成２９

年規則第４号。以下「業績手当規則」という。）の定めるところによる。 

（処遇改善手当） 
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第２８条 処遇改善手当は、看護師、准看護師、保健師及び助産師の職にある職員で、

理事長が別に定める要件を満たすものに対して支給する。 

２ 処遇改善手当の支給について必要な事項は、理事長が別に定める。 

（手当の支給方法） 

第２９条 扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当及び役職手当、初任給調整手当、

処遇改善手当は、当月分を当月に支給する。 

２ 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当及び

管理職員特別勤務手当は、当月分を翌月に支給する。 

３ 手当の支給日までに手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給するこ

とができないときは、前２項の規定にかかわらず、その日後に支給することができる。 

４ 手当は、他に特別の定めがあるものを除くほか、第１１条に規定する給料の支給方法

に準じて支給する。 

    第４章 雑則 

（休職者の給与） 

第３０条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（地方公務員災害補償

法（昭和４２年法律第１２１号。以下「災害補償法」という。）第２条第２項及び第３項に規

定する通勤をいう。）により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規程第１５条第１項第１

号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中の給与の全額(災害補償法第

２８条及び労基法第７６条の規定による休業補償並びに労働者災害補償保険法(昭和

２２年法律第５０号)第１４条の規定による休業補償給付を受ける額に相当する金額を

除く額)を支給する。 

２ 職員が前項に規定する事由以外による心身の故障により就業規程第１５条第１項第１

号の規定による休職にされたときは、その休職の期間(就業規程第１６条第２項の規定

により引き続いたものとみなされた期間を含む。 )が満１２月に達するまでは、これに給

料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ１００分の８０以内を支給することができる。 

３ 職員が刑事事件に関し起訴され、就業規程第１５条第１項第２号の規定による休職に

されたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ１００

分の６０以内を支給することができる。 

４ 職員が就業規程第１５条第１項第３号の規定による休職にされたときは、その休職の期

間中これに給料、扶養手当、住居手当及び基礎給のそれぞれ１００分の７０以内(業務

上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは、１００分の１００以内)を支給

することができる。 

５ 就業規程第１５条第１項の規定による休職にされた職員には、前各項に定める給与を
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除くほか、他のいかなる給与も支給しない。 

６ 職員が結核性疾患にかかり、就業規程第１５条第１項第１号に掲げる事由に該当して

休職にされたときは、その休職の期間が満２年に達するまでは、これに給料、扶養手当

及び住居手当のそれぞれ１００分の８０を支給する。 

７ 第２項又は第４項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で基準日の属する

月に退職し、又は死亡したときは、当該各項の例による額の基礎給を支給することがで

きる。  

８ 前項の規定の適用を受ける職員の基礎給の支給については、業績手当規則で定め

る。  

（介護休暇における給与の取扱い）   

第３１条 職員が勤務時間規程第２０条の規定により勤務時間規程第１９条に規定する介

護休暇の承認を受けて介護休暇を取得した場合の給与は、その期間の勤務しない１

時間について第３条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額する。 

（専従休職者の給与） 

第３２条 労働組合の業務に専ら従事する職員には、その休職の期間中いかなる給与も

支給しない。 

（給料等の訂正）   

第３３条 職員の届出の遅れ等により過払いが生じた場合は、原因の発生日まで遡って

是正する。ただし、職員に瑕疵がなく、給料等の決定段階で誤りがあった場合で、理事

長の承認を得たときは、その訂正を行うことができる。 

（補則） 

第３４条 この規程の規定により難い職員の給与については、理事長が別に定めるものと

する。 

 

附 則(平成 29年 12月 1日制定) 

この規程は、平成 30年 1月 1日から施行する。 

附 則（平成 30年 3月 20日制定） 

 この規程は、平成 30年 4月 1日から施行する。 

   附 則（平成 30年 12月 1日制定） 

 この規程は、平成 31年 1月 1日から施行する。 

   附 則（令和元年 6月 24日制定） 

 この規程は、令和元年 10月 1日から施行する。 

   附 則（令和元年 12月 16日制定） 
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 この規程は、令和 2 年 1月 1日から施行する。ただし、第 16条については令和 2年 4

月 1日から適用する。 

   附 則（令和 2年 3月 23日制定） 

 この規程は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

   附 則（令和 3年 2月 15日制定） 

 この規程は、令和 3年 3月 1日から施行する。 

附 則（令和 3年 3月 29日制定） 

 この規程は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

附 則（令和 3年 9月 27日制定） 

 この規程は、令和 3年 10月 1日から施行する。 

附 則（令和 3年 12月 27日制定) 

 この規程は、令和 4年 1月 1日から施行する。 

附 則（令和 4年 3月 24日制定） 

この規程は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

附 則（令和 4年 7月 25日制定） 

この規程は、令和 4年 8月 1日から施行する。 

附 則（令和 4年 9月 26日制定） 

この規程は、令和 4年 10月 1日から施行する。 

附 則（令和 4年 11月 28日制定） 

この規程は、令和 4年 12月 1日から施行し、令和 4年 10月 17日から適用する。 
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別表第４（第１８条関係） 特殊勤務手当 

 種類 支給範囲 支給額 

 1 
麻薬管理業
務手当 

麻薬管理及び劇薬毒物の取扱に専
ら従事する薬剤師 

       月額       20,000円 

 2 
年末年始勤
務手当 

年末年始において勤務する職員 別に定める 

 3 
夜間看護手
当 

2 交代制勤務において、準夜及び
深夜に看護業務等に従事する看護
師、准看護師及び看護助手 

勤務 1 回に
つき 

11,000円 

 4 
医師診療手
当 

医療業務に従事する医師及び歯科
医師 

診療科ごとの診療収入、個人数値評
価、3方向評価、理事長ポイントに応
じて配分額を決定して支給する 

 5 移送手当 患者の移送に従事する職員          日額           400円 

 6 
救急業務従
事手当 

1) 入院患者の病状急変及び救急
外来患者等に対処するため待機す
る薬剤師、診療放射線技師及び臨
床検査技師 

勤務 1 回に
つき 

土日休日 
日勤 

      
12,000円 

準夜深夜 
勤務 

      
17,000円 

2) 入院患者の病状急変及び救急
外来患者等に対処するため待機す
る管理看護師 

勤務 1 回に
つき 

6,200円 

3) 勤務時間外に入院患者の病状
急変及び救急外来患者等に対処す
るため待機する 1)及び 2)以外の職
員 

勤務 1 回に
つき 

3,000円 

 7 呼出手当 

1) 勤務時間外に入院患者の病状
急変及び救急外来患者等に対処す
るため呼出を受けた医師及び歯科
医師 

1回につき 

平日準夜  2,000円 

上記以外  3,000円 

2) 勤務時間外に入院患者の病状
急変及び救急外来患者等に対処す
るため呼出を受けた医師以外の職
員 

1回につき 500円 

 8 
医師職能手
当 

医療業務に従事する医師又は歯科
医師 

 

 

1) 理事長、副理事長の職 月額 360,000円 

2) 病院長、副院長の職 360,000円 

3) 診療部長の職 342,000円 

4) 主任部長、医科診療科
部長、健康管理センター長
及び消化器センター長の職 

329,000円 

4-1）歯科診療科部長の職 197,400円 

5) 健康管理センター次長、
消化器センター次長の職 

311,000円 

6) 医科医長の職 293,000円 

6-1）歯科医長の職 175,800円 



 

~ 16 ~ 
 

7) 医療職給料表 2 級以上
の適用を受ける者 

270,000円 

7-1) 医療職給料表 2 級以
上の適用を受ける歯科医師 

162,000円 

8)  (1)号から (7)号適用以
外の者 

207,000円 

8-1) (1)号から(7)号適用以
外の歯科医師 

124,200円 

 9 
訪問診療手
当 

医師が診療等で患家に赴く場合 1回につき 1,000円 

10 
災害・感染派
遣手当 

災害・事故・感染現場等への派遣を
命ぜられた職員 

日

額 

医師 10,000円 

医師 
以外 

5,000円                        

11 調整手当 
医師等の特殊な資格要件を要する職種で、特別の考慮を必要と理事長が判断し
た場合に支給することができる 

12 

新型コロナウイ
ルス（COVID-
19）業務従事
手当 

1) 新型コロナウイルス感染（疑い含
む）患者等に対応する職員のうち、
感染の危険性がある業務（案内、車
両誘導など）を担当する者 

勤務 1 回に
つき 

500円  

2) 新型コロナウイルス感染（疑い含
む）患者等に対応する職員のうち、
感染の危険性がある業務（問診、検
体検査等）を担当する者 

勤務 1 回に
つき 

1,000円 

3) 新型コロナウイルス感染（疑い含
む）患者等に対応する職員のうち、
感染の危険性が高い業務（検体採
取等）を担当する者 

勤務 1 回に
つき 

2,000円 

４) 新型コロナウイルス感染患者等
に対応する職員のうち、感染者入院
患者を担当する者 

勤務 1 回に
つき 

4,000円 

備考 １ 職務を兼任する場合は、上位の職務に対する手当のみを支給する。 

 

 

 


