
付議案第４号 

福岡市教育委員会における臨時的任用の手続に関する規程の一部改正 

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，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。 

福岡市教育委員会における臨時的任用の手続に関する規程の一部改正 

福岡市教育委員会における臨時的任用の手続に関する規程（平成４年福岡市教育委

員会訓令第４号）の一部を次のように改正し，平成 31年４月１日から施行する。 

ただし書中「，特別支援学校及び幼稚園」を「及び特別支援学校」に改める。 
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付議案第５号 

 

福岡市教育委員会職員の勤務を要しない日の振替等に関する規程の一部改正 

 

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，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。 

 

福岡市教育委員会職員の勤務を要しない日の振替等に関する規程の一部改正 

 

福岡市教育委員会職員の勤務を要しない日の振替等に関する規程（平成６年福岡市

教育委員会訓令第６号）の一部を次のように改正し，平成 31年４月１日から施行する。 

第３条第１項第１号中「及び幼稚園」を削る。 
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付議案第６号 

 

福岡市立の学校に勤務する福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の

一部改正 

 

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，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。 

 

福岡市立の学校に勤務する福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の

一部改正 

 

福岡市立の学校に勤務する福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程（平成

３年福岡市教育委員会訓令第３号）の一部を次のように改正し，平成 31年４月１日か

ら施行する。 

第１条中「，特別支援学校及び幼稚園」を「及び特別支援学校」に改める。 
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付議案第７号 

 

福岡市立学校の教育職員の勤務時間等に関する規程の一部改正 

 

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，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。 

 

福岡市立学校の教育職員の勤務時間等に関する規程の一部改正 

 

福岡市立学校の教育職員の勤務時間等に関する規程（平成３年福岡市教育委員会訓

令第５号）の一部を次のように改正し，平成 31年４月１日から施行する。 

第１条中「，福岡市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)」を削る。 

第２条中第２号を削り，第３号を第２号とし，第４号を第３号とする。 

第３条第２項本文中「の校長，幼稚園の園長並びに特別支援学校」を「，特別支援

学校」に改め，「等」を削り，同項第２号中「，生徒又は園児」を「又は生徒」に改め，

同条第３項中「等」を削り，同条第４項中「条」を「項」に改め，「等」を削る。 

第４条中「第３条」を「前条」に改める。 

第６条第２項中「第５条」を「前条」に改める。 
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付議案第８号 

 

福岡市立の学校において環境整備等に関する業務に従事する職員の業務分掌等

に関する規程の一部改正 

 

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，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。 

 

福岡市立の学校において環境整備等に関する業務に従事する職員の業務分掌等

に関する規程の一部改正 

 

福岡市立の学校において環境整備等に関する業務に従事する職員の業務分掌等に関

する規程（平成５年福岡市教育委員会訓令第２号）の一部を次のように改正し，平成

31 年４月１日から施行する。 

第２条中「又は園長」を削る。 
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○福岡市教育委員会における臨時的任用の手続に関する規程（平成４年福岡市教育委員会訓令第４

号）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

福岡市教育委員会における臨時的任用の手続

に関しては，臨時的任用の手続に関する規程（平

成４年福岡市達甲第７号）の例による。ただし，

小学校，中学校，高等学校，特別支援学校及び幼

稚園において行う臨時的任用の手続に関しては，

教育長が別に定める。 

福岡市教育委員会における臨時的任用の手続

に関しては，臨時的任用の手続に関する規程（平

成４年福岡市達甲第７号）の例による。ただし，

小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校        

において行う臨時的任用の手続に関しては，教育

長が別に定める。 

 

 

○福岡市教育委員会職員の勤務を要しない日の振替等に関する規程（平成６年福岡市教育委員会訓令

第６号）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

（期間） 

第３条 条例第３条第８項の任命権者が定める

期間は，次の各号に掲げる職員の区分に応じ，

当該各号に定める期間とする。 

(1) 勤務を要しない日が，日曜日及び土曜日

と定められている職員（福岡市立の学校及

び幼稚園に勤務する教育職員（以下「教育

職員」という。）を除く。） 条例第３条

第８項の勤務することを命じる必要がある

日を起算日とする４週間前の日から当該勤

務することを命じる必要がある日を起算日

とする８週間後の日までの期間 

(2)・(3) （略） 

２ （略） 

（期間） 

第３条 条例第３条第８項の任命権者が定める

期間は，次の各号に掲げる職員の区分に応じ，

当該各号に定める期間とする。 

 (1) 勤務を要しない日が，日曜日及び土曜日

と定められている職員（福岡市立の学校に

勤務する教育職員（以下「教育職員」とい

う。）を除く。） 条例第３条第８項の勤

務することを命じる必要がある日を起算日

とする４週間前の日から当該勤務すること

を命じる必要がある日を起算日とする８週

間後の日までの期間 

 (2)・(3) （略） 

２ （略） 

 

 

○福岡市立の学校に勤務する福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程（平成３年福岡市教育

委員会訓令第３号）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

（趣旨） 

第１条 この規程は，福岡市立の小学校，中学校，

高等学校，特別支援学校及び幼稚園（以下「学

校」という。）に勤務する福岡市教育委員会の

任命に係る職員の勤務時間，休憩時間及び勤務

を要しない日について定めるものとする。 

（趣旨） 

第１条 この規程は，福岡市立の小学校，中学校，

高等学校及び特別支援学校（以下「学校」とい

う。）に勤務する福岡市教育委員会の任命に係

る職員の勤務時間，休憩時間及び勤務を要しな

い日について定めるものとする。 
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○福岡市立学校の教育職員の勤務時間等に関する規程（平成３年福岡市教育委員会訓令第５号）新旧

対照表 

現   行 改 正 案 

（趣旨） 

第１条 この規程は，福岡市立高等学校（以下「高

等学校」という。），福岡市立幼稚園（以下「幼

稚園」という。），福岡市立特別支援学校（以

下「特別支援学校」という。），福岡市立小学

校（以下「小学校」という。）及び福岡市立中

学校（以下「中学校」という。）に勤務する教

育職員の勤務時間，休憩時間及び勤務を要しな

い日について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において教育職員とは，次に掲

げる職員のうち地方公務員法（昭和25年法律第

261号）第３条第２項に規定する一般職に属す

る者をいう。 

 (1) （略） 

 (2) 幼稚園の園長，副園長，教諭，養護教諭，

助教諭，養護助教諭及び講師 

 (3) （略） 

 (4) （略） 

 （勤務時間） 

第３条 （略） 

２ 高等学校の校長，幼稚園の園長並びに特別支

援学校，小学校及び中学校の校長（以下「校長

等」という。）は，次に掲げる事由により，教

育職員の勤務時間が前項の勤務時間により難

いと認めるときは，同項に規定する１週間の正

規の勤務時間（以下「正規の週勤務時間」とい

う。）の範囲内で毎日の勤務時間の割振りを別

に定めることができる。 

 (1) （略） 

 (2) 児童，生徒又は園児の通学の便否等 

 (3) （略） 

３ 前項の規定にかかわらず，学校行事として行

う旅行・集団宿泊的行事であって泊を伴うもの

（以下「集団宿泊的行事」という。）において

は，校長等は，集団宿泊的行事のある日の属す

る週を含む４週間ごとの期間につき１週間当

たりの勤務時間が正規の週勤務時間となるよ

う毎日の勤務時間の割振りを別に定めること

ができる。 

（趣旨） 

第１条 この規程は，福岡市立高等学校（以下「高

等学校」という。），福岡市立特別支援学校（以

下「特別支援学校」という。），福岡市立小学

校（以下「小学校」という。）及び福岡市立中

学校（以下「中学校」という。）に勤務する教

育職員の勤務時間，休憩時間及び勤務を要しな

い日について必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において教育職員とは，次に掲

げる職員のうち地方公務員法（昭和25年法律第

261号）第３条第２項に規定する一般職に属す

る者をいう。 

(1) （略） 

（削る） 

  

(2) （略） 

(3) （略） 

（勤務時間） 

第３条 （略） 

２ 高等学校，特別支援学校，小学校及び中学校

の校長（以下「校長」という。）は，次に掲げ

る事由により，教育職員の勤務時間が前項の勤

務時間により難いと認めるときは，同項に規定

する１週間の正規の勤務時間（以下「正規の週

勤務時間」という。）の範囲内で毎日の勤務時

間の割振りを別に定めることができる。 

 

 (1) （略） 

 (2) 児童又は生徒の通学の便否等 

 (3) （略） 

３ 前項の規定にかかわらず，学校行事として行

う旅行・集団宿泊的行事であって泊を伴うもの

（以下「集団宿泊的行事」という。）において

は，校長は，集団宿泊的行事のある日の属する

週を含む４週間ごとの期間につき１週間当た

りの勤務時間が正規の週勤務時間となるよう

毎日の勤務時間の割振りを別に定めることが

できる。 
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現   行 改 正 案 

４ 第２項の割振り（同条第３号の規定により行

われたものを除く。）が行われた場合において，

校長等は，遅滞なくその旨を教育委員会に届け

出なければならない。 

 （休憩時間） 

第４条 休憩時間は，第３条の規定により割り振

られた勤務時間が１日に６時間を超える場合

においては45分，８時間を超える場合において

は少なくとも１時間，それぞれ勤務時間の途中

に与える。 

（短時間勤務職員の勤務時間等） 

第６条 （略） 

２ 第５条の規定にかかわらず，短時間勤務職員

の勤務を要しない日については，日曜日及び土

曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日間

において教育長が定める日とすることができ

る。 

４ 第２項の割振り（同項第３号の規定により行

われたものを除く。）が行われた場合において，

校長 は，遅滞なくその旨を教育委員会に届け

出なければならない。 

 （休憩時間） 

第４条 休憩時間は，前条の規定により割り振ら

れた勤務時間が１日に６時間を超える場合に

おいては45分，８時間を超える場合においては

少なくとも１時間，それぞれ勤務時間の途中に

与える。 

 （短時間勤務職員の勤務時間等） 

第６条 （略） 

２ 前条の規定にかかわらず，短時間勤務職員の

勤務を要しない日については，日曜日及び土曜

日に加えて月曜日から金曜日までの５日間に

おいて教育長が定める日とすることができる。 

 

 

○福岡市立の学校において環境整備等に関する業務に従事する職員の業務分掌等に関する規程（平成

５年福岡市教育委員会訓令第２号）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

 （業務内容等） 

第２条 職員は，校長又は園長の指揮監督のもと

に，次の業務に従事するものとする。 

 (1)～(3) （略） 

 (4) その他校長又は園長が学校運営上特に必

要と認める業務 

 

 （業務内容等） 

第２条 職員は，校長の指揮監督のもとに，次の

業務に従事するものとする。 

 (1)～(3) （略） 

 (4) その他校長が学校運営上特に必要と認め

る業務 
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 付議案第４～８号資料  

 

福岡市立幼稚園の廃止に伴う関係規程の整備について 

 

１ 改正の理由 

  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，関係規程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 福岡市教育委員会における臨時的任用の手続に関する規程 

   「幼稚園」を削除。 

 

 ⑵ 福岡市教育委員会職員の勤務を要しない日の振替等に関する規程 

   「幼稚園」の削除。（第３条） 

    

 ⑶ 福岡市立の学校に勤務する福岡市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程  

   「幼稚園」の削除。（第１条） 

 

 ⑷ 福岡市立学校の教育職員の勤務時間等に関する規程 

   「福岡市立幼稚園」の削除。（第１条） 

   「幼稚園の園長」「園児」等の削除。（第２条，第３条） 

   文言の整理。（第４条，第６条） 

 

 ⑸ 福岡市立の学校において環境整備等に関する業務に従事する職員の業務分掌等

に関する規程 

   「園長」を削除。（第２条） 

 

 

３ 施行期日 

  平成 31年４月１日 
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