
平成28年６月28日 

所属長 各位 

医学部・附属病院運営本部庶務課長 

（人事給与制度担当 内線：2721） 

教職員等の平成28年６月期の期末･勤勉手当について（通知） 

 標題について、下記のとおりとなりましたので、貴所属の関係教職員に周知していただき

ますようお願いいたします。 

記 

１．教職員の平成28年６月期の期末･勤勉手当について 

別紙１のとおり 

２．特定職員（事務）の平成28年６月期の勤勉手当について 

  別紙２のとおり 

３．特定職員（事務職員以外）の平成28年６月期の勤勉手当について 

別紙３のとおり 

４．キャリアスタッフの平成28年６月期の期末手当について 

別紙４のとおり 
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〔別紙 1〕 

平成 28年６月 

教職員の皆様へ 

法人運営本部人事課 

教職員の平成 28年６月期の期末・勤勉手当について 

１．係長級以下の事務職員の勤勉手当にかかる制度改正について 

 係長級以下の事務職員については、平成 27 年度の人事考課制度から「評価決定

会議」を導入し、運営本部ごとの評価結果を比較検討する場を設け、評価エラーの

適正化を図るなど評価結果の精度を高めるための取り組みを行ってきました。 

 一方で、勤勉手当については、平成 19年 12月期より評価結果に基づいて決定し

た勤務成績区分に応じた支給月数で支給することとしてきましたが、上位区分とな

る者の割合が 40％を占めるなど必ずしもメリハリがあるとは言えない状況となっ

ています。 

 これらの状況を踏まえ、評価結果の精度を高める取り組みを行った係長級以下の

事務職員の勤勉手当について、頑張った者が報われるメリハリのある制度となるよ

う以下のとおり改正します。 

  （１）上位区分となる者の割合について 

上位区分者一人当たりに対する成績率決定の原資配分を大きくするた

め、上位区分者の割合を縮小します。 

改正前 改正後 

評価結果の上位 40％ 評価結果の上位 30％ 

  （２）下位区分者の支給月数の引下げについて 

下位（Ｃ）区分者及び下位（Ｄ）区分者の支給月数を引下げ、成績率決

定の原資とします。 

下位（Ｃ） 下位（Ｄ） 

1.5点※以上 

2.5点未満 
1.5点未満 

改正前 0.750 0.715 

改正後 0.590 0.395 

※点数は人事考課制度の合計点数 
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２．平成 28年６月期の期末・勤勉手当について 

上記１の改正を踏まえた教職員の平成 28年６月期の期末・勤勉手当については

以下のとおりです。 

（１）支給対象者 

期末・勤勉手当支給の基準日である平成 28年６月１日に在籍する者 

ただし、基準日時点で以下のいずれかに該当する者を除く 

・就業規則第 19条第１項第３号の休職（研究休職）中である者 

・就業規則第 19条第１項第６号の休職（専従休職）中である者 

・公立大学法人大阪市立大学教職員の自己啓発等休業に関する規程に基づ

く自己啓発等休業中である者 

（２）支給月数 

① 係長級以下の事務職員の場合

支給月数 

期末手当 1.225月 

勤勉手当（※） 0.800月 

合  計 2.025月 

※勤勉手当は、以下のとおり勤務成績区分により支給月数が異なる 

＜係長級以下の事務職員の勤勉手当の勤務成績区分ごとの支給月数＞ 

勤務成績 

区分 

上位（Ａ） 

（30%） 
標準（Ｂ） 下位（Ｃ） 下位（Ｄ） 

成績率 

(支給月数) 
0.785月＋α 0.785月 0.590月 0.395月 

※「αの月数」について 

「総算定月数より標準（Ｂ）の月数を引き下げること」、「下位（Ｃ，Ｄ）

の月数を引き下げること」及び「勤勉手当基礎額から扶養手当月額及びこ

れに対する地域手当の月額を除外すること」により生じる金額を原資とし、

支給期ごとに算定 

※ 勤務成績区分は平成 27年度の人事考課結果に基づき決定する 

※ 平成 27年度の人事考課結果がない者の勤務成績区分は「標準（Ｂ）」と

する 
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② ①以外の教職員の場合 

 支給月数 

期末手当（※１） 1.225月 

勤勉手当（※２） 0.800月 

合  計 2.025月 

※１ 定年前給与抑制教員については、0.980月 

※２ 勤勉手当の詳細については、以下のとおり 

 

 ≪勤勉手当の詳細≫ 

ア 係長級以下の職員 

勤務成績 

区分 

上位（Ａ） 

（40%） 
標準（Ｂ） 下位（Ｃ） 下位（Ｄ） 

成績率 

(支給月数) 
0.785月＋β 0.785月 0.750月 0.715月 

※「βの月数」について 

「総算定月数より標準（Ｂ）の月数を引き下げること」、「下位（Ｃ，Ｄ）

の月数を引き下げること」及び「勤勉手当基礎額から扶養手当月額及びこ

れに対する地域手当の月額を除外すること」により生じる金額を原資とし、

支給期ごとに算定 

※ 勤務成績区分は平成 27年度の人事考課結果に基づき決定する 

※ 平成 27年度の人事考課結果がない者の勤務成績区分は「標準（Ｂ）」と

する 

 

イ 教員 

  0.800月（定年前給与抑制教員については、0.640月） 

 

（３）支給日 

    平成 28年６月 30日（木） 

 

 

◆問い合わせ先◆ 

法人運営本部人事課 人事給与制度担当 

電話 6605-3670 
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〔別紙 2〕 

 平成 28年６月 

 

法人運営本部人事課 

 

特定職員（事務）の平成 28年 6月期の勤勉手当について 

 

（１）支給対象者 

勤勉手当支給の基準日である平成 28 年６月１日に在籍する事務職員である

特定職員 

ただし、以下に掲げる者を除く 

・調査期間中の実勤務日数が所定勤務日数の２分の１未満となる者 

・調査期間中に懲戒処分を受けたことがある者 

・基準日時点において研究休職中である者 

・基準日時点において専従休職中である者 

    

※調査期間等の定義については別紙のとおり 

 

（２）支給額 

   人事考課結果を基に決定する勤務成績区分に応じて下表のとおりとする。 

勤務成績区分 Ａ Ｂ(標準) Ｃ Ｄ 

分布等 30% － 
1.5点以上 

2.5点未満 
1.5点未満 

支給額 8万円 5万円 3万円 0円 

 

（３）支給日 

   平成 28年６月 30日（木） 

 

 

◆問い合わせ先◆ 

法人運営本部人事課 人事給与制度担当 

電話 6605-3670 
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別紙 

 

＜調査期間＞ 

平成 27年 12月２日～平成 28年６月１日の６カ月間 

 

＜所定勤務日数＞ 

 特定職員としての在職期間中における所定休日以外の日の日数 

（調査期間の途中で特定職員として採用された者が、調査期間の全期間引き続

いて特定職員として在職したものとみなした場合の所定休日以外の日の日数を

含む） 

 

＜実勤務日数＞ 

所定勤務日数から次に掲げる欠勤等の日として取り扱う日の日数を差し引いた日

数 

【欠勤等の日として取り扱う日】 

ア 欠勤により勤務しなかった日 

イ 病気休暇により勤務しなかった日（就業の禁止により与えられる病気

休暇を含む。） 

ウ 以下の休職により勤務しなかった日 

  ・病気休職（業務上の傷病にかかるものを除く。） 

  ・起訴休職   ・研究休職   ・災害休職 

  ・専従休職   ・その他休職 

エ 停職により勤務しなかった日 

オ 育児休業により勤務しなかった日 

カ 介護休業により勤務しなかった日 

キ 育児短時間勤務の期間中における休日（育児短時間勤務をしない場合

に所定の休日となる日を除く。） 

ク 以下の特別休暇により勤務しなかった日 

・通院休暇    ・妊娠障害休暇    ・産前休暇 

・産後休暇    ・結婚休暇      ・配偶者分べん休暇 

・育児参加休暇  ・ボランティア休暇 

・ドナー休暇   ・その他の無給特別休暇 

ケ 特定職員として採用される前の日 
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〔別紙 3〕 

 平成 28年６月 

 

医学部・附属病院運営本部庶務課 

 

特定職員（事務職員以外）の平成 28年６月期の勤勉手当について 

 

１．支給対象者 

   勤勉手当支給の基準日である平成 28 年６月１日に在籍する特定職員（事務職員

を除く）  

  ただし、以下に掲げる者を除く 

・調査期間中の実勤務日数が所定勤務日数の２分の１未満となる者 

・調査期間中に懲戒処分を受けたことがある者 

・基準日時点において、研究休職中である者 

・基準日時点において、専従休職中である者 

    

※ 調査期間等の定義については別紙のとおり 

 

２．支給額 

人事考課結果を基に決定する勤務成績に応じて下表のとおりとする。 

勤務成績 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

分布等 30% － 
1.5点以上 

2.5点未満 
1.5点未満 

支給額 8万円 5万円 3万円 0円 

    

※ ただし、特定職員として採用された年の勤勉手当については、支給額決定の

基礎となる人事考課制度を実施していないため全員の勤務成績をＢとします。 

 

３．支給日 

   平成 28年６月 30日（木） 

 

４．問い合わせ先 

   医学部・附属病院運営本部庶務課 人事給与制度担当 

   内線：2721～2 
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別紙 

 

＜調査期間＞ 

平成 27年 12月２日～平成 28年６月１日の６カ月間 

 

＜所定勤務日数＞ 

特定職員としての在職期間における特定職員勤務時間等規程に定める所定の休日

以外の日数及び特定職員となる前日まで引き続いていた特定有期雇用職員としての

引き続いた在職期間における特定有期雇用職員勤務時間等規程に定める所定の休日

以外の日数 

 

＜実勤務日数＞ 

所定勤務日数から次に掲げる欠勤等の日として取り扱う日の日数を差し引いた日

数 

【欠勤等の日として取り扱う日】 

ア 欠勤により勤務しなかった日 

イ 病気休暇により勤務しなかった日（就業の禁止により与えられる病気休暇を含 

む。） 

ウ 以下の休職により勤務しなかった日 

・病気休職（業務上の傷病にかかるものを除く。） 

・起訴休職     ・研究休職     ・災害休職 

・専従休職     ・その他休職 

エ 停職により勤務しなかった日 

オ 育児休業により勤務しなかった日 

カ 介護休業により勤務しなかった日 

キ 育児短時間勤務の期間中における休日（育児短時間勤務をしない場合に所定の

休日となる日を除く。） 

ク 以下の特別休暇により勤務しなかった日 

・通院休暇     ・妊娠障害休暇   ・産前休暇 

・産後休暇     ・結婚休暇     ・配偶者分べん休暇 

・育児参加休暇   ・ボランティア休暇 ・ドナー休暇 

・その他の無給特別休暇 
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〔別紙 4〕 

 平成 28年６月 

 

法人運営本部人事課 

 

キャリアスタッフの平成 28年 6月期の期末手当について 

 

（１）支給対象者 

   期末手当支給の基準日である平成 28年 6月１日に在籍するキャリアスタッフ 

   ただし、調査期間中の実勤務日数が 31日以下となる者を除く 

 

※調査期間等の定義については別紙のとおり 

 

（２）支給額 

   ３万円 

 

（３）支給日 

   平成 28年 6月 30日（木） 

 

 

◆問い合わせ先◆ 

法人運営本部人事課 人事給与制度担当 

電話 6605-3670 
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別紙 

 

＜調査期間＞ 

平成 27年 12月２日～平成 28年６月１日の６カ月間 

 

＜所定勤務日数＞ 

 キャリアスタッフとしての在職期間中における所定休日以外の日の日数 

 

＜実勤務日数＞ 

  所定勤務日数から次に掲げる欠勤等の日として取り扱う日の日数を差し引いた

日数 

【欠勤等の日として取り扱う日】 

ア 欠勤により勤務しなかった日 

イ 病気休暇により勤務しなかった日（就業の禁止により与えられる病気

休暇を含む。） 

ウ 以下の休職により勤務しなかった日 

  ・病気休職（業務上の傷病にかかるものを除く。） 

  ・起訴休職   ・研究休職   ・災害休職 

  ・専従休職   ・その他休職 

エ 停職により勤務しなかった日 

オ 育児休業により勤務しなかった日 

カ 介護休業により勤務しなかった日 

キ 育児短時間勤務の期間中における休日（育児短時間勤務をしない場合

に所定の休日となる日を除く。） 

ク 以下の特別休暇により勤務しなかった日 

・通院休暇    ・妊娠障害休暇    ・産前休暇 

・産後休暇    ・結婚休暇      ・配偶者分べん休暇 

・育児参加休暇  ・ボランティア休暇 

・ドナー休暇   ・その他の無給特別休暇 
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