
付議案第３号 

福岡市立幼稚園条例の廃止に伴う関係規則の整備に関する規則案 

上記の付議案を提出する。 

平成 31年１月 25日 

福岡市教育委員会 

教育長 星子 明夫 

理由 

本件は，福岡市立幼稚園条例の一部を改正する等の条例（平成 27 年福岡市条例第

86 号）の施行に伴い，関係規則について所要の改正を行う必要があるので，福岡市教

育委員会事務委任規則第２条第１項第２号の規定により付議するものである。 

福岡市立幼稚園条例の廃止に伴う関係規則の整備に関する規則 

（福岡市教育委員会公印規則の一部改正） 

第１条 福岡市教育委員会公印規則（昭和 37年福岡市教育委員会規則第４号）の一部

を次のように改正する。 

  第７条第１項中「，学校，幼稚園長及び幼稚園」を「及び学校」に，「，福岡市立

○○学校印，福岡市立○○幼稚園長印及び福岡市立○○幼稚園印」を「及び福岡市

立○○学校印」に改める。 

  別表第１福岡市立○○幼稚園長印の項及び福岡市立○○幼稚園印の項を削る。 

別表第３中ひな形 16及びひな形 17を削る。 

 （福岡市教育委員会教育参与に関する規則の一部改正） 

第２条 福岡市教育委員会教育参与に関する規則（平成 16年福岡市教育委員会規則第

４号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「，特別支援学校又は幼稚園の校長又は園長(以下「校長等」という。)」
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を「又は特別支援学校の校長」に改める。 

  第４条第１項中「校長等」を「校長」に改める。 

（福岡市教育委員会の任命に係る特別職職員の報酬の額を定める規則の一部改正） 

第３条 福岡市教育委員会の任命に係る特別職職員の報酬の額を定める規則（昭和 31

年福岡市教育委員会規則第 18号）の一部を次のように改正する。 

  別表学校医の部及び学校歯科医の部中「幼稚園及び」及び「，幼児」を削り，同

表備考第１項及び第５項中「幼児，児童」を「児童」に改める。 

（福岡市立学校の教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正） 

第４条 福岡市立学校の教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則（平成４年教

育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項及び第４条第１項中「園長，副校長，教頭及び副園長」を「副校長

及び教頭」に改める。 

（福岡市立学校の教育職員の管理職手当の額を定める規則の一部改正） 

第５条 福岡市立学校の教育職員の管理職手当の額を定める規則（平成 20年福岡市教

育委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

  別表幼稚園の部を削る。  

（福岡市立の学校の学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条

例施行規則の一部改正） 

第６条 福岡市立の学校の学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す

る条例施行規則（昭和 34年福岡市教育委員会規則第 10号）の一部を次のように改

正する。 

  第２条，第４条，第 14条（見出しを含む。）中「又は園長」を削る。 

（独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則の一部改

正） 

第７条 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則（昭和

35 年福岡市教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「，生徒又は幼児」を「又は生徒」に改め，同条第３号を削る。 

第３条中「，特別支援学校高等部生徒及び幼稚園幼児」を「及び特別支援学校高

等部生徒」に改める。 
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（福岡市教育センター授業力向上支援センター規則の一部改正） 

第８条 福岡市教育センター授業力向上支援センター規則（昭和 53年福岡市教育委員

会規則第 11号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１号中「及び幼稚園」を削る。 

（福岡市立幼稚園園則の廃止） 

第９条 福岡市立幼稚園園則（昭和 35年福岡市教育委員会規則第５号）は，廃止する。 

附 則 

この規則は，平成 31年４月１日より施行する。 
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福岡市立幼稚園の廃止に伴う関係規則の整備に関する規則案 新旧対照表 

○福岡市教育委員会公印規則（昭和 37年福岡市教育委員会規則第４号）の一部改正

現 行 改 正 案 

第１条～第６条 （略） 

（印影印刷） 

第７条 教育委員会，教育長，学校長，学校，幼

稚園長及び幼稚園に係る公印を使用すべき文

書で，一定の字句若しくは内容のものを多数印

刷するもの又は教育長が必要と認めたものに

ついては，当該公印の押なつに代えて別表第１

に規定する福岡市教育委員会印，福岡市教育委

員会教育長印，福岡市立○○学校長印，福岡市

立○○学校印，福岡市立○○幼稚園長印及び福

岡市立○○幼稚園印の印影又はこれを伸縮し

た印影を印刷することができる。 

２・３ （略） 

第７条の２～第13条 （略） 

別表第１ 

一般公

印名 

ひな

形 

書体 大きさ

（ミリメ

ートル） 

用途 管守者 

福岡市

立○○

学校印 

15 てん

書 

方45 卒業証

書用 

各学校長 

福岡市

立○○

幼稚園

長印 

16 てん

書 

方21 公文書

用 

各幼稚園

長 

福岡市

立○○

幼稚園

印 

17 てん

書 

方24 諸証明

書用 

各幼稚園

長 

別表第２ （略） 

別表第３ 

ひな形１～15 （略） 

第１条～第６条 （略） 

（印影印刷） 

第７条 教育委員会，教育長，学校長及び学校       

に係る公印を使用すべき文書で，一定の字句若

しくは内容のものを多数印刷するもの又は教

育長が必要と認めたものについては，当該公印

の押なつに代えて別表第１に規定する福岡市

教育委員会印，福岡市教育委員会教育長印，福

岡市立○○学校長印及び福岡市立○○学校印          

の印影又はこれを伸縮した印影を印刷するこ

とができる。 

２・３ （略） 

第７条の２～第13条 （略） 

別表第１ 

一般公

印名 

ひな

形 

書体 大きさ

（ミリメ

ートル） 

用途 管守者 

福岡市

立○○

学校印 

15 てん

書 

方45 卒業証

書用 

各学校長 

（削る） 

別表第２ （略） 

別表第３ 

ひな形１～15 （略） 
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現   行 改 正 案 

16      17 

  

（削る） （削る） 

  

 

 

 

○福岡市教育委員会教育参与に関する規則（平成 16年福岡市教育委員会規則第４号）の一部改正 

現   行 改 正 案 

 

第１条～第２条 （略） 

 

（委嘱） 

第３条 教育参与は，福岡市立の小学校，中学校，

高等学校，特別支援学校又は幼稚園の校長又は

園長（以下「校長等」という。）で，教育行政

及び学校教育について高度な経験と識見を有

する者のなかから，教育長の推薦に基づき教育

委員会が委嘱する。 

 

 （任期） 

第４条 教育参与の任期は，委嘱の日から校長等

を退職するまでの期間とする。 

２ （略） 

 

第５条～第６条 （略） 

 

 

第１条～第２条 （略） 

 

（委嘱） 

第３条 教育参与は，福岡市立の小学校，中学校，

高等学校又は特別支援学校の校長で，教育行政

及び学校教育について高度な経験と識見を有

する者のなかから，教育長の推薦に基づき教育

委員会が委嘱する。 

 

 

 （任期） 

第４条 教育参与の任期は，委嘱の日から校長を

退職するまでの期間とする。 

２ （略） 

 

第５条～第６条 （略） 
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〇福岡市教育委員会の任命に係る特別職職員の報酬の額を定める規則（昭和 31年福岡市教育委員

会規則第 18 号）の一部改正 

現   行 改 正 案 

 

第１～２条 （略） 

 

別表 

 

 

第１～２条 （略） 

 

別表 

 

 

 

区分 報酬の額 

公民館長 月額 4,000円 

社会教育指導員 月額 189,000円 

教育センター運営

委員会委員 

日額 11,000円 

市立学校非常勤講

師 

日額29,000円以内で教育

長が定める額 

学校医 幼稚園及び

児童又は生

徒の数が850

人未満の学

校 

年額 192,000円に，幼児，

児童又は生徒の数に150を

乗じて得られる数を額と

して加えた額 

児童又

は生徒

の数が

850人

以上の

学校 

1人配

置 

年額 192,000円に，児童

又は生徒の数に150を乗じ

て得られる数を額として

加えた額 

2人配

置 

年額 201,000円に，児童

又は生徒の数に150を乗じ

て得られる数の2分の1を

額として加えた額 

学校歯

科医 

幼稚園及び

児童又は生

徒の数が850

人未満の学

校 

年額 192,000円に，幼児，

児童又は生徒の数に150を

乗じて得られる数を額と

して加えた額 

児童又

は生徒

の数が

850人

以上の

学校 

1人配

置 

年額 192,000円に，児童

又は生徒の数に150を乗じ

て得られる数を額として

加えた額 

2人配

置 

年額 201,000円に，児童

又は生徒の数に150を乗じ

て得られる数の2分の1を

額として加えた額 

学校薬剤師 年額 136,600円に，学級

数に2,100を乗じて得られ

る数を額として加えた額 

 

区分 報酬の額 

公民館長 月額 4,000円 

社会教育指導員 月額 189,000円 

教育センター運営

委員会委員 

日額 11,000円 

市立学校非常勤講

師 

日額29,000円以内で教育

長が定める額 

学校医 児童又は生

徒の数が850

人未満の学

校 

年額 192,000円に，児童

又は生徒の数に150を乗じ

て得られる数を額として

加えた額 

 

児童又

は生徒

の数が

850人

以上の

学校 

1人配

置 

年額 192,000円に，児童

又は生徒の数に150を乗じ

て得られる数を額として

加えた額 

2人配

置 

年額 201,000円に，児童

又は生徒の数に150を乗じ

て得られる数の2分の1を

額として加えた額 

学校歯

科医 

児童又は生

徒の数が850

人未満の学

校 

年額 192,000円に，児童

又は生徒の数に150を乗じ

て得られる数を額として

加えた額 

児童又

は生徒

の数が

850人

以上の

学校 

1人配

置 

年額 192,000円に，児童

又は生徒の数に150を乗じ

て得られる数を額として

加えた額 

2人配

置 

年額 201,000円に，児童

又は生徒の数に150を乗じ

て得られる数の2分の1を

額として加えた額 

学校薬剤師 年額 136,600円に，学級

数に2,100を乗じて得られ

る数を額として加えた額 
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現   行 改 正 案 

備考 

１ 幼児，児童又は生徒の数及び学級数は，

当該年度の５月１日における数とする。 

２ 学校医，学校歯科及び学校薬剤師が２以

上の学校を担当する場合の報酬の額は，担

当するそれぞれの学校について，この表を

適用して得た額を合算した額とする。 

３ 学校医のうち管理校医については，年額

59,000円を加算する。 

４ 特別支援学校の学校医及び学校歯科医の

報酬の額に対するこの表の適用について

は，同表中「の数」とあるのは「の数に５

を乗じて得た数」とする。 

５ 能古小学校，能古中学校，玄界小学校，

玄界中学校，小呂小学校及び小呂中学校（以

下「能古小学校等」という。）の児童又は

生徒の数が120人未満の場合における同校

の学校医及び学校歯科医の報酬の額に対す

るこの表の適用については，同表中「幼児，

児童又は生徒の数」とあるのは「120」とす

る。 

６ 能古小学校等の学級数が４学級未満の場

合における同校の学校薬剤師の報酬の額に

対するこの表の適用については，同表中「学

級数」とあるのは「４」とする。 

備考 

１ 児童又は生徒の数及び学級数は，当該年

度の５月１日における数とする。 

２ 学校医，学校歯科及び学校薬剤師が２以

上の学校を担当する場合の報酬の額は，担

当するそれぞれの学校について，この表を

適用して得た額を合算した額とする。 

３ 学校医のうち管理校医については，年額

59,000円を加算する。 

４ 特別支援学校の学校医及び学校歯科医の

報酬の額に対するこの表の適用について

は，同表中「の数」とあるのは「の数に５

を乗じて得た数」とする。 

５ 能古小学校，能古中学校，玄界小学校，

玄界中学校，小呂小学校及び小呂中学校（以

下「能古小学校等」という。）の児童又は

生徒の数が120人未満の場合における同校

の学校医及び学校歯科医の報酬の額に対す

るこの表の適用については，同表中「児童

又は生徒の数」とあるのは「120」とする。 

 

６ 能古小学校等の学級数が４学級未満の場

合における同校の学校薬剤師の報酬の額に

対するこの表の適用については，同表中「学

級数」とあるのは「４」とする。 

 

 

〇福岡市立学校の教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則（平成４年教育委員会規則第６号）

の一部改正 

現   行 改 正 案 

 

第１条～第２条 （略） 

 

（管理職員特別勤務手当の額等） 

第３条 条例第７条の２第３項第１号に規定す

る教育委員会規則で定める額は，校長にあって

は6,000円，園長，副校長，教頭及び副園長に

あっては4,000円，条例第４条第３項に規定す

る特定任期付教育職員にあっては当該職員の

職に基づき校長，園長，副校長，教頭及び副園

長(以下「管理職員」という。)に準じる額とす

 

第１条～第２条 （略） 

 

（管理職員特別勤務手当の額等） 

第３条 条例第７条の２第３項第１号に規定す

る教育委員会規則で定める額は，校長にあって

は6,000円，副校長及び教頭にあっては4,000

円，条例第４条第３項に規定する特定任期付教

育職員にあっては当該職員の職に基づき校長，

副校長及び教頭(以下「管理職員」という。)

に準じる額とする。ただし，勤務に従事した時
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現   行 改 正 案 

る。ただし，勤務に従事した時間が４時間に満

たない場合は，それぞれの額に100分の50を乗

じて得た額とする。 

２ （略） 

 

第４条 条例第７条の２第３項第２号に規定す

る教育委員会規則で定める額は，校長にあって

は 3,000円，園長，副校長，教頭及び副園長に

あっては 2,000円，条例第４条第３項に規定す

る特定任期付教育職員にあっては当該職員の

職に基づき管理職員に準じる額とする。 

２ （略） 

 

第５条 （略） 

 

間が４時間に満たない場合は，それぞれの額に

100分の50を乗じて得た額とする。 

 

２ （略） 

 

第４条 条例第７条の２第３項第２号に規定す

る教育委員会規則で定める額は，校長にあって

は 3,000円，副校長及び教頭にあっては 2,000

円，条例第４条第３項に規定する特定任期付教

育職員にあっては当該職員の職に基づき管理

職員に準じる額とする。 

２ （略） 

 

第５条 （略） 

 

 

 

○福岡市立学校の教育職員の管理職手当の額を定める規則（平成 20年福岡市教育委員会規則第７号） 

の一部改正 

現   行 改 正 案 

 

第１条～第２条 （略） 

 

別表 

 職員の区分 金額 

高

等

学

校 

校長 円 

77,700 

副校長及び教頭 55,600 

幼

稚

園 

園長 52,600 

副園長 43,100 

     
     

 備考 （略） 

 

 

第１条～第２条 （略） 

 

別表 

 職員の区分 金額 

高

等

学

校 

校長 円 

77,700 

副校長及び教頭 55,600 

（削る） 

     
     

 備考 （略） 
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○福岡市立の学校の学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則 

（昭和 34年福岡市教育委員会規則第 10号）の一部改正 

現   行 改 正 案 

 

第１条 （略） 

 

（災害発生の報告） 

第２条 福岡市立の学校（条例第１条に規定する

学校をいう。以下同じ。）の校長又は園長は，

当該学校の学校医等（同条に規定する学校医等

をいう。以下同じ。）について，公務に基づく

と認められる災害（同条に規定する災害をい

う。以下同じ。）が発生したときは，福岡市教

育委員会（以下「教育委員会」という。）に対

し，速やかに書面によりその旨を報告しなけれ

ばならない。 

 

第３条 （略） 

 

 （補償請求の手続） 

第４条 補償（条例第１条に規定する補償をい

う。以下同じ。）を受けようとする者は，補償

の請求書を，学校医等の所属する学校の校長又

は園長を経由して教育委員会に提出しなけれ

ばならない。  

 

第５条～第13条 （略） 

 

（学校の校長又は園長の助力及び証明） 

第14条 補償を受けるべき者が，事故その他の理

由により補償の請求に必要な手続を行うこと

が困難であるときは，学校医等の所属する学校

の校長又は園長は，これに必要な助力を与える

ものとする。 

２ 学校医等の所属する学校の校長又は園長は，

補償を受けるべき者から補償を受けるために

必要な証明を求められた場合には，速やかに証

明をしなければならない。 

 

第15条～第17条 （略） 

 

 

第１条 （略） 

 

（災害発生の報告） 

第２条 福岡市立の学校（条例第１条に規定する

学校をいう。以下同じ。）の校長は，当該学校

の学校医等（同条に規定する学校医等をいう。

以下同じ。）について，公務に基づくと認めら

れる災害（同条に規定する災害をいう。以下同

じ。）が発生したときは，福岡市教育委員会（以

下「教育委員会」という。）に対し，速やかに

書面によりその旨を報告しなければならない。 

 

 

第３条 （略） 

 

 （補償請求の手続） 

第４条 補償（条例第１条に規定する補償をい

う。以下同じ。）を受けようとする者は，補償

の請求書を，学校医等の所属する学校の校長        

を経由して教育委員会に提出しなければなら

ない。 

 

第５条～第13条 （略） 

 

（学校の校長の助力及び証明） 

第14条 補償を受けるべき者が，事故その他の理

由により補償の請求に必要な手続を行うこと

が困難であるときは，学校医等の所属する学校

の校長は，これに必要な助力を与えるものとす

る。 

２ 学校医等の所属する学校の校長は，補償を受

けるべき者から補償を受けるために必要な証

明を求められた場合には，速やかに証明をしな

ければならない。 

 

第15条～第17条 （略） 
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○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則（昭和 35年福岡市教育委員

会規則第４号）の一部改正

現 行 改 正 案 

第１条 （略） 

第２条 保護者等掛金の額は，次の各号に掲げる

児童，生徒又は幼児の区分に応じ，当該各号に

定めるとおりとする。 

(1)・(2) （略）

(3) 幼稚園の幼児 １人当たり年額200円

第３条 保護者等（高等学校生徒，特別支援学校

高等部生徒及び幼稚園幼児の保護者等を除

く。）が，次の各号の一に該当するときは，保

護者等掛金は，免除する。 

(1)・(2) （略）

第４条 （略） 

第１条 （略） 

第２条 保護者等掛金の額は，次の各号に掲げる

児童又は生徒の区分に応じ，当該各号に定める

とおりとする。 

(1)・(2) （略）

（削る） 

第３条 保護者等（高等学校生徒及び特別支援学

校高等部生徒の保護者等を除く。）が，次の各

号の一に該当するときは，保護者等掛金は，免

除する。 

(1)・(2) （略）

第４条 （略） 

○福岡市教育センター授業力向上支援センター規則（昭和 53年福岡市教育委員会規則第 11号）の

一部改正

現 行 改 正 案 

第１条～第２条 （略） 

（利用の対象） 

第３条 支援センターの利用の対象は，以下の者

とする。 

(1) 福岡市立学校及び幼稚園に勤務する職員

(2)～(4) （略） 

第４条～第７条 （略） 

第１条～第２条 （略） 

（利用の対象） 

第３条 支援センターの利用の対象は，以下の者

とする。 

(1) 福岡市立学校に勤務する職員

(2)～(4) （略） 

第４条～第７条 （略） 

○福岡市立幼稚園園則（昭和 35年福岡市教育委員会規則第５号）の廃止

現 行 改 正 案 

第１条～第28条 （略） （廃止） 
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福岡市立幼稚園の廃止に伴う関係規則の整備に関する規則 

 

１ 改正の理由 

  本件は，福岡市立幼稚園条例の一部を改正する等の条例（平成 27年福岡市条例第 86

号）の施行に伴い，関係規則について所要の改正を行う必要があるので，福岡市教育

委員会事務委任規則第２条第１項第２号の規定により付議するもの。 

 

２ 改正の内容 

 ⑴ 福岡市教育委員会公印規則の一部改正 

   「幼稚園長及び幼稚園」を削るなど。（第７条） 

   「福岡市立○○幼稚園長印」「福岡市立○○幼稚園印」の項を削る。（別表第１） 

   専用公印の表中，ひな形 16及びひな形 17を削る。（別表第３） 

 

 ⑵ 福岡市教育委員会教育参与に関する規則の一部改正 

   「園長」を削るなど。（第３条，第４条） 

    

 ⑶ 福岡市教育委員会の任命に係る特別職職員の報酬の額を定める規則の一部改正 

   「幼稚園」「幼児」を削る。（別表） 

 

 ⑷ 福岡市立学校の教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正 

   「園長」「副園長」を削る。（第３条，第４条） 

  

 ⑸ 福岡市立学校の教育職員の管理職手当の額を定める規則の一部改正 

   幼稚園の部を削る。（別表） 

    

 ⑹ 福岡市立の学校の学校医，学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条

例施行規則の一部改正 

   「園長」を削る。（第２条，第４条，第 14条） 

 

⑺ 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則の一部改正 

  「幼児」「幼稚園児」を削る。（第２条，第３条） 

 

⑻ 福岡市教育センター授業力向上支援センター規則の一部改正 

  「幼稚園」を削る。（第３条） 

 

⑼ 福岡市立幼稚園園則の廃止 

 

３ 施行期日 

  平成 31年４月１日 
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