
   令和 4年 

第４回区議会定例会提出案件概要 
（条例関係） 

議案番号 件    名 概           要 
 

 

第92 
号議案 

新宿区議会議員の議員報酬及

び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例 

議長、副議長、委員長、副委員長及び議員の期末手当の年間

の支給月数（現行 2.90 月）を 0.10 月引き上げ、3.00 月とす

るとともに、3月の期末手当の支給を廃止し、6月及び 12月の

期末手当の支給月数が均等になるよう配分する。 

［期末手当の支給月数］ 

支給月 
支給月数 

現行 令和 5年度以降（令和 4年度） 

6月 1.325月 1.500月 （1.325月） 

12月 1.375月 1.500月 （1.475月） 

 3月 0.200月 ― （0.200月） 

計 2.900月 3.000月 （3.000月） 
 
［施行日］ 

 公布の日。ただし、令和 5年度以降の期末手当の支給月数の

改定に係る部分については、令和 5年 4月 1日 

［適用日］ 

 令和 4 年度の期末手当の支給月数の改定に係る部分につい

ては、令和 4年 12月 1日 

［附則による他の条例の改正］ 

 新宿区議会議員の議員報酬等の特例に関する条例の一部改正 

 3月の期末手当の支給を廃止することに伴い、規定を整備す

る。 

 

第93 
号議案 

新宿区長及び副区長の給料等

及び旅費条例の一部を改正す

る条例 

区長及び副区長の期末手当の年間の支給月数（現行 2.90月）

を 0.10 月引き上げ、3.00 月とするとともに、3 月の期末手当

の支給を廃止し、6 月及び 12 月の期末手当の支給月数が均等

になるよう配分する。 

［期末手当の支給月数］ 

支給月 
支給月数 

現行 令和 5年度以降（令和 4年度） 

6月 1.325月 1.500月 （1.325月） 

12月 1.375月 1.500月 （1.475月） 

 3月 0.200月 ― （0.200月） 

計 2.900月 3.000月 （3.000月） 
 

［施行日］ 

公布の日。ただし、令和 5年度以降の期末手当の支給月数の

改定に係る部分については、令和 5年 4月 1日 

［適用日］ 

 令和 4 年度の期末手当の支給月数の改定に係る部分につい

ては、令和 4年 12月 1日 
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第94 
号議案 

新宿区教育委員会教育長の給

料等及び勤務等に関する条例

の一部を改正する条例 

教育長の期末手当の年間の支給月数（現行 2.90月）を 0.10

月引き上げ、3.00月とするとともに、3月の期末手当の支給を

廃止し、6 月及び 12 月の期末手当の支給月数が均等になるよ

う配分する。 

［期末手当の支給月数］ 

支給月 
支給月数 

現行 令和 5年度以降（令和 4年度） 

6月 1.325月 1.500月 （1.325月） 

12月 1.375月 1.500月 （1.475月） 

 3月 0.200月 ― （0.200月） 

計 2.900月 3.000月 （3.000月） 
  
［施行日］ 

公布の日。ただし、令和 5年度以降の期末手当の支給月数の

改定に係る部分については、令和 5年 4月 1日 

［適用日］ 

 令和 4 年度の期末手当の支給月数の改定に係る部分につい

ては、令和 4年 12月 1日 

 

第95 
号議案 

新宿区職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例 

令和 4年特別区人事委員会の勧告を受け、職員の給与を次の

とおり改定する。 

⑴ 給料表の改定 

   公民較差（896 円（0.24％））の解消を図るため、給料

月額を引き上げる。ただし、次の措置を講ずる。 

  ア 国や民間企業における初任給の動向等を踏まえ、初任

給及び若年層の職員の給料月額を引き上げ、若年層を除

く職員の給料月額は据え置く。 

  イ 再任用職員の給料月額については、本年の改定が若年

層を対象としたものであることから、改定しない。 

 ⑵ 期末手当及び勤勉手当の支給月数の改定 

民間における特別給の支給状況等を勘案し、期末手当及

び勤勉手当の年間の支給月数を 0.10 月引き上げる（現行

4.45 月⇒4.55 月。勤勉手当に割り振り）とともに、3 月

の期末手当の支給を廃止し、6 月及び 12 月の期末手当の

支給月数が均等になるよう配分する。 

［管理職員以外の職員の支給月数］ 

 
支給月 

支給月数 

現行 令和5年度以降（令和4年度） 

期末手当 6月 1.050月 1.200月  （1.050月） 

12月 1.100月 1.200月  （1.100月） 

3月 0.250月 ―        （0.250月） 

勤勉手当 6月 1.025月 1.075月  （1.025月） 

12月 1.025月 1.075月  （1.125月） 

計 4.450月 4.550月  （4.550月） 
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［施行日］ 

 公布の日。ただし、上記⑵のうち令和 5年度以降の期末手当

及び勤勉手当の支給月数の改定に係る部分については、令和 5

年 4月 1日 

［適用日］ 

 上記⑴については令和 4年 4月 1日、上記⑵のうち令和 4年

度の勤勉手当の支給月数の改定に係る部分については同年 12

月 1日 

 

第96 
号議案 

新宿区職員の退職手当に関す

る条例の一部を改正する条例 

フルタイム会計年度任用職員等に支給する退職手当につい

て、勤務日数に係る支給要件を次のとおり緩和する。 

月の日数 現行 改正後（緩和内容） 

20日以上 18日以上勤務 変更なし 

20日未満 同上 20 日と月の日数との差を 18 日か

ら減じた日数以上勤務 

（例）令和 5年 2月（月の日数：19

日）の場合 

   18日－（20日－19日） 

＝17日以上勤務 

 ※月の日数には、週休日、休日等は含まれない。 

［施行日］ 

 公布の日 

 

第97 
号議案 

新宿区会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例 

会計年度任用職員の 3月の期末手当の支給を廃止し、6月及

び 12月の期末手当の支給月数が均等になるよう配分する。 

［期末手当の支給月数］ 

支給月 
支給月数 

現行 令和 5年度以降 

6月 1.050月 1.200月 

12月 1.100月 1.200月 

 3月 0.250月 ― 

計 2.400月 2.400月 
 
［施行日］ 

令和 5年 4月 1日 

 

第98 
号議案 

新宿区幼稚園教育職員の給与

に関する条例の一部を改正す

る条例 

令和 4年特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の

給与を次のとおり改定する。 

⑴ 給料表の改定 

   公民較差（896 円（0.24％））の解消を図るため、給料

月額を引き上げる。ただし、次の措置を講ずる。 

  ア 国や民間企業における初任給の動向等を踏まえ、初任

給及び若年層の職員の給料月額を引き上げ、若年層を除

く職員の給料月額は据え置く。 

  イ 再任用職員の給料月額については、本年の改定が若年

層を対象としたものであることから、改定しない。 

 ⑵ 期末手当及び勤勉手当の支給月数の改定 

民間における特別給の支給状況等を勘案し、期末手当及
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び勤勉手当の年間の支給月数を 0.10 月引き上げる（現行

4.45 月⇒4.55 月。勤勉手当に割り振り）とともに、3 月

の期末手当の支給を廃止し、6 月及び 12 月の期末手当の

支給月数が均等になるよう配分する。 

［管理職員以外の職員の支給月数］ 

 
支給月 

支給月数 

現行 令和5年度以降（令和4年度） 

期末手当 6月 1.050月 1.200月  （1.050月） 

12月 1.100月 1.200月  （1.100月） 

3月 0.250月 ―        （0.250月） 

勤勉手当 6月 1.025月 1.075月  （1.025月） 

12月 1.025月 1.075月  （1.125月） 

計 4.450月 4.550月  （4.550月） 
 
［施行日］ 

 公布の日。ただし、上記⑵のうち令和 5年度以降の期末手当

及び勤勉手当の支給月数の改定に係る部分については、令和 5

年 4月 1日 

［適用日］ 

 上記⑴については令和 4年 4月 1日、上記⑵のうち令和 4年

度の勤勉手当の支給月数の改定に係る部分については同年 12

月 1日 
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