
給実甲第２２０号 新旧対照表（給実甲第１２０１号関係）

改 正 後 改 正 前

36 前項第１号に掲げる場合に該当する職員の成績 36 （同左）

率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当

該各号に定める割合の範囲内で定めるものとする

。ただし、同項ただし書に規定する職員のうち、

同項ただし書の規定の適用を受けないものの成績

率は、規則第１３条第１項第１号ニ、第２号ニ若

しくは第３号ハ又は第１３条の２第１項第１号ハ

、第２号ハ若しくは第３号ハに掲げる職員の区分

に該当したことに応じて当該職員に支給した勤勉

手当の成績率を考慮して、相当と認めるときは、

次の各号に定める割合以外の割合で定めることが

できる。

一 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区 一 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区

分に応じて、それぞれ次に定める割合 分に応じて、それぞれ次に定める割合

⑴ ⑵及び⑶に掲げる職員以外の職員 次に掲 ⑴ ⑵及び⑶に掲げる職員以外の職員 次に掲

げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定め げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定め

る割合 る割合

ア 停職の処分を受けた職員 ６月に支給す ア 停職の処分を受けた職員 １００分の３

る場合においては１００分の３６．５以下 ６．５以下（特定管理職員にあっては、１

（特定管理職員にあっては、１００分の３ ００分の３１以下）

１以下）、１２月に支給する場合において

は１００分の４１．５以下（特定管理職員

にあっては、１００分の３４．５以下）

イ 減給の処分を受けた職員 ６月に支給す イ 減給の処分を受けた職員 １００分の４

る場合においては１００分の４６．５以下 ６．５以下（特定管理職員にあっては、１

（特定管理職員にあっては、１００分の５ ００分の５０．５以下）

０．５以下）、１２月に支給する場合にお

いては１００分の５３以下（特定管理職員

にあっては、１００分の５６以下）

ウ 戒告の処分を受けた職員 ６月に支給す ウ 戒告の処分を受けた職員 １００分の５

る場合においては１００分の５６以下（特 ６以下（特定管理職員にあっては、１００

定管理職員にあっては、１００分の７１以 分の７１以下）

下）、１２月に支給する場合においては１

００分の６４以下（特定管理職員にあって

は、１００分の７８．５以下）

⑵ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 ⑵ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員

次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ

次に定める割合 次に定める割合



ア 停職の処分を受けた職員 ６月に支給す ア 停職の処分を受けた職員 １００分の３

る場合においては１００分の３１以下（特 １以下（特定管理職員にあっては、１００

定管理職員にあっては、１００分の２１以 分の２１以下）

下）、１２月に支給する場合においては１

００分の３５．５以下（特定管理職員にあ

っては、１００分の２３．５以下）

イ 減給の処分を受けた職員 ６月に支給す イ 減給の処分を受けた職員 １００分の４

る場合においては１００分の４１以下（特 １以下（特定管理職員にあっては、１００

定管理職員にあっては、１００分の４１． 分の４１．５以下）

５以下）、１２月に支給する場合において

は１００分の４７以下（特定管理職員にあ

っては、１００分の４６．５以下）

ウ 戒告の処分を受けた職員 ６月に支給す ウ 戒告の処分を受けた職員 １００分の５

る場合においては１００分の５０．５以下 ０．５以下（特定管理職員にあっては、１

（特定管理職員にあっては、１００分の６ ００分の６１以下）

１以下）、１２月に支給する場合において

は１００分の５８以下（特定管理職員にあ

っては、１００分の６８．５以下）

⑶ 指定職俸給表の適用を受ける職員 次に掲 ⑶ 指定職俸給表の適用を受ける職員 次に掲

げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定め げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定め

る割合 る割合

ア 停職の処分を受けた職員 ６月に支給す ア 停職の処分を受けた職員 １００分の２

る場合においては１００分の２０．５以下 ０．５以下

、１２月に支給する場合においては１００

分の２２以下

イ 減給の処分を受けた職員 ６月に支給す イ 減給の処分を受けた職員 １００分の４

る場合においては１００分の４０．５以下 ０．５以下

、１２月に支給する場合においては１００

分の４３以下

ウ 戒告の処分を受けた職員 ６月に支給す ウ 戒告の処分を受けた職員 １００分の６

る場合においては１００分の６０以下、１ ０以下

２月に支給する場合においては１００分の

６４以下

二 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じて 二 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じて

、それぞれ次に定める割合 、それぞれ次に定める割合

⑴ ⑵及び⑶に掲げる職員以外の職員 次に掲 ⑴ ⑵及び⑶に掲げる職員以外の職員 次に掲

げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定め げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定め

る割合 る割合

ア 停職の処分を受けた職員 ６月に支給す ア 停職の処分を受けた職員 １００分の２

る場合においては１００分の２０以下（特 ０以下（特定管理職員にあっては、１００

定管理職員にあっては、１００分の１５以 分の１５以下）

下）、１２月に支給する場合においては１

００分の２３以下（特定管理職員にあって

は、１００分の１６．５以下）



イ 減給の処分を受けた職員 ６月に支給す イ 減給の処分を受けた職員 １００分の２

る場合においては１００分の２５以下、１ ５以下（特定管理職員にあっては、１００

２月に支給する場合においては１００分の 分の２５以下）

２８．５以下（特定管理職員にあっては、

１００分の２８以下）

ウ 戒告の処分を受けた職員 ６月に支給す ウ 戒告の処分を受けた職員 １００分の３

る場合においては１００分の３０以下（特 ０以下（特定管理職員にあっては、１００

定管理職員にあっては、１００分の３５以 分の３５以下）

下）、１２月に支給する場合においては１

００分の３４．５以下（特定管理職員にあ

っては、１００分の３９以下）

⑵ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 ⑵ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員

次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ

次に定める割合 次に定める割合

ア 停職の処分を受けた職員 ６月に支給す ア 停職の処分を受けた職員 １００分の１

る場合においては１００分の１８以下（特 ８以下（特定管理職員にあっては、１００

定管理職員にあっては、１００分の１０以 分の１０以下）

下）、１２月に支給する場合においては１

００分の２０．５以下（特定管理職員にあ

っては、１００分の１１．５以下）

イ 減給の処分を受けた職員 ６月に支給す イ 減給の処分を受けた職員 １００分の２

る場合においては１００分の２３．５以下 ３．５以下（特定管理職員にあっては、１

（特定管理職員にあっては、１００分の２ ００分の２０．５以下）

０．５以下）、１２月に支給する場合にお

いては１００分の２７以下（特定管理職員

にあっては、１００分の２３以下）

ウ 戒告の処分を受けた職員 ６月に支給す ウ 戒告の処分を受けた職員 １００分の２

る場合においては１００分の２８以下（特 ８以下（特定管理職員にあっては、１００

定管理職員にあっては、１００分の３０以 分の３０以下）

下）、１２月に支給する場合においては１

００分の３２以下（特定管理職員にあって

は、１００分の３４以下）

⑶ （略） ⑶ （同左）

37 第３５項第２号に掲げる場合に該当する職員の 37 （同左）

成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて

、当該各号に定める割合の範囲内で各庁の長があ

らかじめ定める割合によるものとする。

一 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区 一 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区

分に応じて、それぞれ次に定める割合 分に応じて、それぞれ次に定める割合

⑴ ⑵及び⑶に掲げる職員以外の職員 ６月に ⑴ ⑵及び⑶に掲げる職員以外の職員 １００

支給する場合においては１００分の５６超１ 分の５６超１００分の６６未満（特定管理職

００分の６６未満（特定管理職員にあっては 員にあっては、１００分の７１超１００分の

、１００分の７１超１００分の８６未満）、 ８６未満）

１２月に支給する場合においては１００分の



６４超１００分の７５未満（特定管理職員に

あっては、１００分の７８．５超１００分の

９５．５未満）

⑵ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 ⑵ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員

６月に支給する場合においては１００分の １００分の５０．５超１００分の６１未満

５０．５超１００分の６１未満（特定管理職 （特定管理職員にあっては、１００分の６１

員にあっては、１００分の６１超１００分の 超１００分の７６未満）

７６未満）、１２月に支給する場合において

は１００分の５８超１００分の７０未満（特

定管理職員にあっては、１００分の６８．５

超１００分の８５．５未満）

⑶ 指定職俸給表の適用を受ける職員 ６月に ⑶ 指定職俸給表の適用を受ける職員 １００

支給する場合においては１００分の６０超１ 分の６０超１００分の７５未満

００分の７５未満、１２月に支給する場合に

おいては１００分の６４超１００分の７９．

５未満

二 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じて 二 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じて

、それぞれ次に定める割合 、それぞれ次に定める割合

⑴ ⑵及び⑶に掲げる職員以外の職員 ６月に ⑴ ⑵及び⑶に掲げる職員以外の職員 １００

支給する場合においては１００分の３０超１ 分の３０超１００分の３５未満（特定管理職

００分の３５未満（特定管理職員にあっては 員にあっては、１００分の３５超１００分の

、１００分の３５超１００分の４５未満）、 ４５未満）

１２月に支給する場合においては１００分の

３４．５超１００分の４０未満（特定管理職

員にあっては、１００分の３９超１００分の

５０未満）

⑵ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 ⑵ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員

６月に支給する場合においては１００分の １００分の２８超１００分の３３未満（特

２８超１００分の３３未満（特定管理職員に 定管理職員にあっては、１００分の３０超１

あっては、１００分の３０超１００分の４０ ００分の４０未満）

未満）、１２月に支給する場合においては１

００分の３２超１００分の３８未満（特定管

理職員にあっては、１００分の３４超１００

分の４５未満）

⑶ （略） ⑶ （同左）

38・39 （略） 38・39 （同左）

40 各庁の長は、規則第１３条第１項及び第１３条 40 （同左）

の２第１項の規定により職員（指定職俸給表の適

用を受ける職員を除く。）の成績率を定めるに当

たっては、次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤

勉手当の額の総額が当該各号に定める額を超えな

い範囲内で定めるものとする。ただし、これによ

ることが著しく困難であると認められる特別の事

情がある場合には、各庁の長は、これらの規定及



びこの項の規定の趣旨に照らし合理的に必要と認

められる範囲内において、別段の取扱いをするこ

とができる。

一 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区 一 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区

分に応じ、それぞれ次に定める額 分に応じ、それぞれ次に定める額

⑴ 特定管理職員以外の職員 次に掲げる各庁 ⑴ 特定管理職員以外の職員 次に掲げる各庁

の長に所属する給与法第１９条の７第１項の の長に所属する給与法第１９条の７第１項の

職員（特定管理職員を除く。）の区分ごとに 職員（特定管理職員を除く。）の区分ごとに

、それぞれ当該職員の勤勉手当基礎額に同条 、それぞれ当該職員の勤勉手当基礎額に同条

第２項第１号イに規定するそれぞれの月額の 第２項第１号イに規定するそれぞれの月額の

合計額を加算した額に、６月に支給する場合 合計額を加算した額に１００分の７５を乗じ

においては１００分の７５、１２月に支給す て得た額の総額

る場合においては１００分の８５を乗じて得

た額の総額

ア イに掲げる職員以外の職員 ア （同左）

イ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職 イ （同左）

員

⑵ 特定管理職員 次に掲げる各庁の長に所属 ⑵ 特定管理職員 次に掲げる各庁の長に所属

する給与法第１９条の７第１項の職員（特定 する給与法第１９条の７第１項の職員（特定

管理職員に限る。）の区分ごとに、それぞれ 管理職員に限る。）の区分ごとに、それぞれ

当該職員の勤勉手当基礎額に同条第２項第１ 当該職員の勤勉手当基礎額に同条第２項第１

号イに規定するそれぞれの月額の合計額を加 号イに規定するそれぞれの月額の合計額を加

算した額に、６月に支給する場合においては 算した額に１００分の９５を乗じて得た額の

１００分の９５、１２月に支給する場合にお 総額

いては１００分の１０５を乗じて得た額の総

額

ア イに掲げる職員以外の職員 ア （同左）

イ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職 イ （同左）

員

二 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、 二 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、

それぞれ次に定める額 それぞれ次に定める額

⑴ 特定管理職員以外の職員 次に掲げる各庁 ⑴ 特定管理職員以外の職員 次に掲げる各庁

の長に所属する給与法第１９条の７第１項の の長に所属する給与法第１９条の７第１項の

職員（特定管理職員を除く。）の区分ごとに 職員（特定管理職員を除く。）の区分ごとに

、それぞれ当該職員の勤勉手当基礎額に、６ 、それぞれ当該職員の勤勉手当基礎額に１０

月に支給する場合においては１００分の３５ ０分の３５を乗じて得た額の総額

、１２月に支給する場合においては１００分

の４０を乗じて得た額の総額

ア イに掲げる職員以外の職員 ア （同左）

イ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職 イ （同左）

員

⑵ 特定管理職員 次に掲げる各庁の長に所属 ⑵ 特定管理職員 次に掲げる各庁の長に所属

する給与法第１９条の７第１項の職員（特定 する給与法第１９条の７第１項の職員（特定

管理職員に限る。）の区分ごとに、それぞれ 管理職員に限る。）の区分ごとに、それぞれ



当該職員の勤勉手当基礎額に、６月に支給す 当該職員の勤勉手当基礎額に１００分の４５

る場合においては１００分の４５、１２月に を乗じて得た額の総額

支給する場合においては１００分の５０を乗

じて得た額の総額

ア イに掲げる職員以外の職員 ア （同左）

イ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職 イ （同左）

員

41 各庁の長は、規則第１３条第１項及び第１３条 41 （同左）

の２第１項の規定により指定職俸給表の適用を受

ける職員の成績率を定めるに当たっては、次の各

号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額

が当該各号に定める額を超えない範囲内で定める

ものとする。ただし、各庁の長は、第１号⑴若し

くは⑵又は第２号⑴若しくは⑵に掲げる職員のい

ずれかが著しく少数であること等の事情により、

これによることが著しく困難であると認められる

特別の事情がある場合には、これらの規定及びこ

の項の規定の趣旨に照らし合理的に必要と認めら

れる範囲内において、別段の取扱いをすることが

できる。この場合において、各庁の長は、その内

容を事務総長に報告するものとする。

一 再任用職員以外の職員 次に掲げる各庁の長 一 再任用職員以外の職員 次に掲げる各庁の長

に所属する給与法第１９条の７第１項の職員の に所属する給与法第１９条の７第１項の職員の

区分ごとに、それぞれ当該職員の勤勉手当基礎 区分ごとに、それぞれ当該職員の勤勉手当基礎

額に、６月に支給する場合においては１００分 額に１００分の８５を乗じて得た額の総額

の８５、１２月に支給する場合においては１０

０分の９０を乗じて得た額の総額

⑴ ⑵に掲げる職員以外の職員 ⑴ （同左）

⑵ 国家行政組織法第８条の２に規定する施設 ⑵ （同左）

等機関及び同法第９条に規定する地方支分部

局並びにこれらに相当する組織に勤務する職

員

二 （略） 二 （同左）


