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発刊にあたって

福岡市教職員組合

執行委員長 祐成 典子

2017 年 4 月 1 日、戦後 70 年間続いてきた「県費教職員制度」

が変更となり、地方分権一括法改正（2013 年 6 月 7 日成立、同

6 月 14 日公布）により政令市へ権限移譲が行われました。私た

ち福岡市立義務制諸学校の教職員は給与負担が福岡県から福岡

市へ移管され、市費教職員となりました。

それに伴い福岡市立学校に勤務する臨採者についても、これま

では県費臨採者と市費臨採者が混在していましたが、全て市費臨

採者となりました。賃金・勤務労働条件などは市の制度が適用さ

れることとなり、結果、県の制度より有利な点や不利な点が生じ

ることとなりました。

本パンフレットは、福岡市立学校に勤務する臨採者の権利等に

ついてまとめたものです。みなさんが健康でいきいきと働くため

の一助になれば幸いです。

なお、本パンフレットは、組合員用のものです。不明な点やお

困りのことがありましたら、遠慮なく福岡市教職員組合（福岡市
ふくおかし

教組
きょうそ

）本部または各地区事務所へお問い合わせください。

2017 年 5 月 1 日

【お問い合わせは】

・福岡市教職員組合（福岡市教組）本部 092-631-4621

・同東部事務所（博多区、東区担当） 092-631-4646

・同中部事務所（中央区、南区、城南区担当） 092-512-3833

・同西部事務所（早良区、西区担当） 092-851-8756
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任用根拠（法律）に基づいて臨時的任用（臨時採用）が行なわれます。任

用根拠により任用形態が異なります。また、賃金や勤務条件もそれぞれ異

なります。

福岡市立小中特別支援学校では、正規教職員だけでなく様々な臨時職

員が働いています。学校はそこで働くすべての教職員によって支えられてい

ます。

福岡市教職員組合では、臨時職員すべてを総称して「臨時採用教職員

（臨採者）」と呼んでいます。

（常）養護助

教諭
（常）講師

（非）体育実

技補助

（非）研修運

営支援

（非）介護休

暇運営支援

（非）病気休

暇運営支援

(非)実習助手

(非)教科欠

(非)復職支援

(非)初任者研

修補助

(非)学習指導

等支援補充

(非)不登校対

応教員補充

(非)少人数学

級指導支援

(非)少人数指

導支援

(非)専科指

導

（常）育休代理任

期付職員（栄養）

（常）一般任期付

職員（学校事務）

（非）は非常勤、

（常）は常勤を表し

ています。



- 4 -

臨採者の権利

Q 年休ってどんなときにとれるのですか？

A 年休（ねんきゅう）は年次有給休暇の略です。

管理職に届出さえすれば、基本的に休みたいとき

にいつでも取得可能です。理由はいりません。

＊任用期間や任用形態等によって、それぞれの年休

日数は異なることがあります。

Q では、休みたい時って？

A 年休を取得すれば、気分転換、趣味、家事育

児などなど自由にできます。

＊他にもいろいろな休暇（有給または無給）がありま

すが、任用期間や任用形態等によって異なることが

あります。

Q 病気をしたらどうなるのですか？

A 福岡市には臨採者の病気休暇制度はありま

せん。

＊現実的には有給の制度である年休で休むことに

なります。ただし、年休日数は任用形態によって異

なりますので、注意が必要です。

福岡市教組は、正規同様の病気休暇制度を

要求しています。

任用時に渡される「勤務条件通知書」を常に手元に置い

て確認するようにしましょう。
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Q 妊娠したら産休はとれますか？

Q 教員採用試験は何歳まで受けられますか？

A 産前産後休暇（特別休暇）があります。産前６週間、産後８週間。

ただし無給です。

＊2017 年度から、常勤講師等についても代替職員の配置が可能になりまし

た。これまでは、休暇を取得できても代替職員の配置がなかったため、やむな

く退職を選択する事例が見られました。無給ですが一歩前進です。

A 福岡市教員採用試験特別選考（教職経験者特別選

考）により、受験時 59 歳まで採用試験を受けること

が可能です。

詳しくは、市教委の募集要項を確認してください。

＊福岡市教組は栄養教諭について受験可能年齢撤廃を要

求してきました。

その結果、2017 年度から、育休代替任期付職員（学校

栄養職員）の経験年数が教職経験年数にカウントされること

になりました。栄養教諭については、これまで４１歳以上での

受験は出来ませんでしたが、やっと受験年齢撤廃への道が

開けました。

Q 臨時の収入では生活できません。アルバイトは可能ですか？

A アルバイト(副業)は常勤の場合は認められませんが、非常勤

の場合は可能です。ただし、所属長（校長）への届出が必要です。

＊福岡市教組は同一価値労働同一賃金を原則に、ダブルワークが必

要ない賃金や処遇の実現を求めています。２０１７年度からは非常勤職

員の交通費の上限８５０円を９００円に引き上げることが実現しました。

みんなで組合に加入し要求を続ければ少しずつでも確実に改善につな

がります。

「講師不足」

の影響から、

現在は養護助

教諭の代替配

置に止まって

います。しか

し、育休は権

利です。取得

は可能です。
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【賃金】
福岡市教職員組合は、学校で働くすべての教職員が人間らしくい

きいきと働くことを目標に「同一価値労働、同一賃金」をめざしてい

ます。

（１）給与（報酬）、諸手当

福岡市費

※小中学校の教(4)1 級 85 号給で

は給料月額 285,900 円、特別支援

学校の教(3)1 級 85 号給では給料

月額 288,300 円となります。
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（2）諸手当

※義務特手当、教職調整額は常勤講師のみ

※超勤手当（時間外勤務相当加給金）は非常勤講師

＊休憩時間は勤務時間には含まれません。

当然ですが賃金、諸手当の支給対象になりません。つまり

憩時間に働いても賃金は出ません。一方で、年次休暇などの

有給休暇は賃金、諸手当の支給対象となります。

賃金を保障しながら休暇を認める有給休暇制度は、労働者

を保護し、人間らしく文化的な生活を営むために労基法などの

法律に定められています。しかし、特に非正規雇用（臨採者

ついては十分ではありません。

＊権利は使わなければ「絵に描いた餅」。

どんなに素晴らしい権利を獲得しても、本人がその権利

使しなければ誰もそれを守ることはできません。権利は自ら行使

てこそ自分を守るものです。

労働者は雇われる側です。１人では権利を強く主張すること

ができません。そんなときこそ、「みんなは１人のために、１人

んなのために」と団結する仲間が必要です。そのためにあるのが

労働組合です。

＊自分の意見は言ってよい。

臨採者としての任用は不安定で常に雇用不安にさらされま

す。しかし、不当なことに対して、臨時だからと我慢する必要

りません。福岡市教委が配布している「手引書」にも以下

な記載があります。

「明らかに違法または公序良俗に反する命令や

的に実現不可能な命令には従う必要はありません

また、もちろん、上司から発せられた命令に関して

分の意見を述べることは差し支えありません。」

ちょっと

非常勤講師のみ

つまり休

などの

労働者

などの

臨採者）に

権利を行

行使し

すること

人はみ

そのためにあるのが

にさらされま

必要はあ

以下のよう

や物理

はありません。

して、自

ちょっと一息
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【権利】
１．常勤職員

～常勤講師（養護助教諭含む）、一般職任期付職員（事務）、育休代替

任期付職員（栄養）

（1）勤務条件

①勤務日、勤務時間、休憩時間

・勤務日

月曜日から金曜日まで。

原則として土曜日、日曜日、国民の休日、年末年始（12/29 か

ら 1/3）および別途指定する週休日は勤務を要しない日となり

ます。

学校行事等の場合には勤務を要しない日を勤務日と振り替える

ことがあります。

・週の勤務時間

38 時間 45 分（勤務時間の途中に 45 分の休憩時間。一日当た

り 7 時間 45 分）。休憩時間は勤務時間には含まれません。

労基法では労働者がきちんと休憩できるように「自由に、一斉

に」与えなければならないとされています。

※修学旅行等の泊を伴う学校行事の場合、4 週間の範囲内で勤

務時間の割振り変更（超勤時間分を他の勤務日の勤務時間から

割振って、週平均 38 時間 45 分を超えないようにすること）

をする場合があります。

・時間外勤務

原則として時間外勤務は命じられることができません。

次の業務で、臨時又は緊急にやむを得ない必要がある時に限り

命じられることがあります。

１）校外実習その他生徒の実習に関する業務

２）修学旅行その他学校の行事に関する業務

３）職員会議に関する業務

４）非常災害の場合、児童または生徒の指導に関し緊急の措置

を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
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※3 歳に満たない子を養育する場合又は家族の介護を行なう

場合において、公務の運営に支障がある場合を除き、時間外

勤務免除の申請をすることができます。

②年次有給休暇（年休）

・任用期間に応じて付与されます（６ヶ月の場合…10 日）。

・引き続いて任用が更新される場合…残年休の繰り越しが可能です。

（例）

4 月 1 日～9 月 30 日の間任用された場合、年休は 10 日間。

年休の残りが 5 日間あり、引き続き 10 月 1 日～3 月 29 日の

間任用された場合、年休は新たに付与される 10 日間と残日数

5 日間を合わせた 15 日間となる。

ただし、年度を越えて繰り越すことはできない。

③特別有給休暇（特休）

ア 感染症による交通遮断又は隔離の場合

イ 風水震火災その他の非常災害による交通遮断の場合

ウ 風水震火災その他の天災地変による現住所の滅失又は破壊の

場合

エ その他交通機関の事故等不可抗力の原因による場合

オ 裁判員、証人等として官公署に出頭する場合（本人の責によ

るものを除く）

カ 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

キ 生理休暇（3 日を超えない範囲内で必要な期間）

ク （継続して 6 ヶ月以上の期間任用される者については）

職員の親族が死亡した場合（父母 7 日、祖父母 3 日、おじ

又はおば 1 日）

ケ （継続して 1 カ月以上任用される者については）

夏季特別休暇が 8 月 1 日～31 日の間に 1 日

④その他の休暇

・無給特別休暇

ア 出産の場合、出産予定日前 6 週間目（多胎妊娠の場合は 14

週間目）に当たる日から出産の日後８週間目に当たる日までの

間において必要な期間。
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ただし、出産の日後 6 週間以内の就業は労働基準法で禁止さ

れています。

※産休代替制度があります。

イ 養育する中学校就学の始期に達するまで（小学校 6 年生の年

度末 3 月 31 日まで）の子について、当該の子の看護（当該

の子の世話、又は疾病の予防を図るため）の場合、4 月 1 日

～翌３月 31 日までの間に 5 日間。

⑤職務専念義務免除（職免）

・下記の場合、必要な時間につき職務専念義務免除を申請できます。

ア 福岡市教員採用試験を受験する場合

イ 教員免許更新講習を受講する場合

⑥職免研修（教育公務員特例法第 22 条）

長期休業期間中に実施される教員免許法認定講習を受講する場合

に申請できます。

⑦退職

ア 任用期間満了による退職

イ 自己都合退職

退職しようとする日の 14 日前までに所属長に退職願を提出

ウ 任用事由消滅による退職

本務者の休暇等の期間短縮や学校運営事情により任用事由が

消滅した場合

（例）育児休業について本務者が予定よりも早く職場復帰

することになった場合
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２．非常勤職員
～非常勤講師、臨時的任用職員（事務、栄養）

（1）報酬

①毎月の報酬は、辞令書の金額（日給・時給）をその月の勤務日数・

時間に応じて、翌月20日（20日が祝日休日の場合は直前の平日）

に支給

（2）交通費

①交通機関等利用

徒歩とした場合の通勤距離が片道 2 ㎞以上の場合、1 日（又は１

回）の通勤に要する運賃相当額（日額９００円を限度※）が支給さ

れます。※２０１７年度から限度額が５０円引き上げとなりました。

②自転車等交通用具使用

徒歩とした場合の通勤距離が片道 2 ㎞以上の場合、下記の区分に

応じた日額が支給されます。

使用距離が片道 5 ㎞未満 日額 100 円

使用距離が片道 5 ㎞以上 10 ㎞未満 日額 200 円

使用距離が片道 10 ㎞以上 日額 340 円

※①および②の両方に該当するときは、いずれか高い方の額（同額

の時は①の額）が支給されます。

（3）勤務条件

①勤務日、勤務時間

1）学習指導等支援補充、少人数指導支援、少人数学級指導支援、

専科指導、不登校対応教員補充、非常勤実習助手

・月曜日から金曜日までの各日。原則として土曜日、日曜日、

国民の休日、年末年始（12/29 から 1/3）は勤務を要しな

い日となります。

夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日における勤務は教

育委員会が必要と認める日は勤務となります。

・週の勤務時間は 27 時間 30 分（1 日当たり 5 時間 30 分）。

2）初任者研修補助

・月曜日から金曜日までのうち 1 日から 4 日間。原則として土

曜日、日曜日、国民の休日、年末年始（12/29 から 1/3）、

夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日は勤務を要しない

日となります。

・週の勤務時間は 5 時間 30 分から 22 時間。
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3）免許外教科担当解消（教科欠）

・月曜日から金曜日までのうち校長が定める日。原則として土

曜日、日曜日、国民の休日、年末年始（12/29 から 1/3）、

夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日は勤務を要しない

日となります。

・週の勤務時間は 5 時間 30 分から 27 時間 30 分。

4）復職支援

・月曜日から金曜日の各日、原則として土曜日、日曜日、国民

の休日、年末年始（１２/２９から１/３）は勤務を要しない

日となります。

・週の勤務時間は２７時間３０分。

5）介護休暇運営支援、病気休暇運営支援、研修運営支援

・月曜日から金曜日までのうち校長が定める日又は各日、原則

として土曜日、日曜日、国民の休日、年末年始（12/29 から

1/3）、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日は勤務を要

しない日となります。

・週の勤務時間は最大２７時間３０分。

・本務者が休暇等を更新した場合、良好に勤務していると認め

られる場合は、本務者が取得している休暇等の期間内かつ年

度を跨がない範囲内で任用期間が更新されます。）

6）体育実技補助（妊娠教員体育実技運営支援）

・勤務日は月曜日から金曜日までのうち校長が定める日又は各

日で、原則として土曜日、日曜日、国民の休日、年末年始

（12/29 から 1/3）、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休

業日は勤務を要しない日となります。

・一日の勤務時間は体育の授業が実施される授業時間数です。

7）その他非常勤

・１）から６）のいずれかのパターンとなります。

②休憩時間（妊娠教員体育実技運営支援を除き共通）

勤務時間の途中において 1 時間です。

③時間外勤務

・学校行事等により勤務を要しない日を勤務日と振り替えること

があります。

・正規の勤務時間で勤務することが原則です。ただし、次に掲げ

る場合で、週所定の勤務時間の範囲内での勤務時間の割り振り
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が困難であり、真にやむを得ない場合に限り、非常勤講師等の

同意を得て、命じられることが可能です。

＊緊急かつやむを得ない突発的な業務への対応が必要となっ

た場合

＊その他、所属長が特に必要と認める場合

・正規の時間外勤務に対しては、時間外勤務相当加給金が支給さ

れます。

※3 歳に満たない子を養育する場合又は家族の介護を行なう場

合において、公務の運営に支障がある場合を除き、時間外勤務

免除の申請をすることができます。

④年次有給休暇（年休）

学習指導等支援補充、非

常勤実習助手

４月から翌年３月までの任用期間に対して２０

日付与

少人数指導支援、少人数

学級指導支援、専科指

導、不登校対応教員補充

４月から翌年３月までの任用期間に対して１５

日付与

免許外教科担当解消（教

科欠）、初任者研修補助

週に勤務日数に応じて付与。ただし、勤務日数が

週１日の場合は付与なし。

週５日…１５日、週４日…１１日、週３日…７日、

週２日…教科欠:３日、初任研：７日

復職支援 任用期間に応じて付与。

３ヵ月…５日、２ヵ月…３日、１ヵ月…２日

介護休暇運営支援、病気

休暇運営支援、研修運営

支援、体育実技補助

週所定勤務日数等に応じて付与。

週所定勤務日

数

１年間の所定

勤務日数

年休日数

５日以上 ２１７日以上 ２０日

４日 １６９～２１

６日まで

１５日

３日 １２１～１６

８日まで

１１日

２日 ７３～１２０

日まで

７日

１日 ４８～７２日

まで

３日

その他非常勤 任用時に市教委の担当者に確認をしてください。
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年休の取得単位は１日又は１時間です。時間単位の年休は、１０日

が上限。

年度途中から任用される場合もしくは年度の中途で任用が終了す

る場合は、任用期間に応じた年休の付与となります。

⑤有給勤務免除

ア 感染症による交通遮断又は隔離の場合

イ 風水震火災その他の非常災害による交通遮断の場合

ウ 風水震火災その他の天災地変による現住所の滅失又は破壊の場

合

エ その他交通機関の事故等不可抗力の原因による場合

オ 裁判員、証人等として官公署に出頭する場合（本人の責による

ものを除く）

カ 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

キ 職員の親族が死亡した場合（父母７日、祖父母３日、兄弟姉妹

３日、おじ又はおば１日等）

ク 公務又は通勤による負傷又は疾病のため療養を要する場合

ケ 公務又は通勤によらない負傷又は疾病のため療養を要する場合

（６０日…有給日数は勤務日数に応じて異なります）

⑥無給勤務免除

ア 女性非常勤講師の出産の場合

イ 生理日において勤務することが著しく困難である場合

ウ 妊娠中又は出産後１年以内の女性非常勤講師が母子健康保険法

第１０条に規定する保健指導又は同法第１３条に規定する健康

検査を受ける場合

エ 妊娠中の女性非常勤講師が通勤に利用する交通機関の混雑の程

度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

（通勤緩和措置）

オ 妊娠中の非常勤講師が勤務する業務の程度が母体又は胎児の健

康保持に影響があると認められる場合

カ 妊娠中又は出産後１年以内の女性非常勤講師が妊娠に起因する

障害により正規の勤務時間の一部または全部について勤務する

ことが困難であると認められる場合（無給妊娠障害休暇）

キ 女性非常勤講師が生後１年未満に達しない子を育てる場合（無

給育児時間）
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⑦退職

ア 任用期間満了による退職

イ 自己都合退職

退職しようとする日の 14 日前までに所属長に退職願

ウ 任用事由消滅による退職

本務者の休暇等の期間短縮や学校運営事情により任用事由

消滅した場合

（例）初任者研修補助としての任用期間において、本務者が

こととなった場合。任用事由が消滅することになるため

ります。

３．その他
福岡市では臨採者（常勤職員）の退職手当制度はありません

に雇用保険があります。また、非常勤職員も可能な限り社会保険

保険の対象としています。

ク 中学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含

育する非常勤講師が、当該子の看護のため勤務しないことが

当であると認められる場合（無給子の看護休暇）

退職願を提出

任用事由が

が退職する

することになるため退職とな

はありません。代わり

社会保険、雇用

含む）を養

しないことが相
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《職場点検メモ》

自分を守るために、超過勤務、休暇取得、管理職のパワハラなど、「お

かしいな」と気づいたときにメモを残しておきましょう。１人で解決で

きない場合は、分会や市教組へ相談しましょう。

日付 いつ、どこで、誰が、何をどのように
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Memo
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Memo



このパンフレットについてのお問い合わせは

福岡市教職員組合（福岡市

し

教 組

きょうそ

）ホームページ

福岡市教職員組合 検索

お問い合わせフォームをご利用ください。
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