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社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会パート職員就業規程 

 

 

第１章 総 則 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人宇和島市社会福祉協議会（以下「本会」という。）のパー

ト職員（以下「職員」という。）の就業に関して必要な事項を定めたものである。 

２ この規程及びこの規程の付属規程に定めのない事項については、労働基準法、本会職員就

業規程に規定する職員（以下「正規職員」という。）の就業規程及び給与規程の定めるとこ

ろによる。 

（職員の定義） 

第２条 この規程で職員とは、特定の業務に従事させるために契約期間を定めて採用した者の

内、賃金が時間給で支給される者をいう。 

２ 前項に定める者を勤務時間により、次の各号のとおり区分する。 

(１) パートＡ １週間の勤務時間が３０時間以上３８時間４５分未満 

(２) パートＢ １週間の勤務時間が２０時間以上３０時間未満 

(３) パートＣ １週間の勤務時間が２０時間未満の者 

（遵守義務） 

第３条 本会及び職員は、この規程並びに業務上の指示命令を誠実に遵守し、互いに協力して

事業の発展と労働条件の向上に努めなければならない。 

 

第２章 人 事 

 

（採 用） 

第４条 本会は、就職を希望する者の中から、宇和島市社会福祉協議会長（以下「会長」とい

う。）の定める選考試験に合格した者を職員として採用し、辞令交付及びパート職員雇用

契約書（様式第１号）により雇用契約を締結する。 

２ 職員の採用は、正規職員就業規程第４条第２項に掲げる職種区分ごとに決定する。 

３ 職員希望者は、次の書類を提出しなければならない。 

(１) 履歴書 

(２) 写真（６ヶ月以内のもので上半身脱帽したもの） 

（採用時の提出書類） 

第５条 新たに職員となった者は、直ちに次の書類を提出しなければならない。 

(１) 住民票記載事項証明書 

(２)  有資格証明書 

(３) 健康診断書 
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(４) 個人番号カード表裏面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載された

事項がその者に係るものであることを証明するものとして行政手続きにおける特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則で定める書類（ただし、対面で

本人確認を行う場合は原本を提示する。） 

(５) その他本会が必要とする書類 

第６条 前条の規定により提出した書類の記載事項について異動が生じたときは、その都度速

やかに事務局に届け出なければならない。 

（契約期間） 

第７条 契約の始期は毎年４月１日とし、契約期間は１年以内とする。ただし、年の中途で職

員として採用する者の初年度の契約は、採用日より最初に到来する３月３１日までの期間

を契約期間とする。 

（契約の更新） 

第８条 契約は、契約期間中勤務成績良好な者について、６０歳に達した後の最初の年度末を

限度として、契約期間満了日に引き続き更新することができる。 

２ 通算契約期間が５年を超える場合には、別に定める様式で申込むことにより、当該雇用契

約期間の末日の翌日から、期間の定めのない雇用契約に転換することができる。 

３ 前項の通算契約期間は、平成２５年４月１日以降に開始する契約期間を通算するものとし、

現在締結している雇用契約については、その末日までの期間とする。ただし、雇用契約が

締結されていない期間が連続して６ヶ月以上ある職員については、それ以前の契約期間は

通算契約期間に含めない。 

４ 第２項の規定により無期雇用契約へ転換した職員は満６０歳をもって定年とし、定年に達

した年度末をもって退職とする。 

５ 第１項及び前項の規定にかかわらず、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない

者については、６５歳に達した後の最初の年度末まで継続雇用する。なお、継続雇用の対

象者に関する基準については、労使協定の定めによるものとする。この際、労働条件につ

いては本人との話し合いにより決定する。６５歳に達した後の最初の年度末まで継続雇用

後、更に本人が希望し会長が認めた場合は更新する場合がある。ただし、有期特措法（第

二種）の認定を受けたことにより、定年後の再雇用については、無期転換申込権は発生し

ない。 

６ ６０歳到達後、無期転換した職員については、定年を６５歳に達した後の最初の年度末ま

でとし、更に本人が希望し会長が認めた場合は更新する場合がある。その際の無期転換申

込権については、前項の後段を準用する。 

７ この規程に定める労働条件は、第２項の規定により期間の定めのない契約での雇用に転換

した後も引き続き適用する。 

（異 動） 

第９条 本会は、業務の都合により必要があるときは、職員の同意を得て勤務場所または職務

内容の変更を命ずることがある。 

（正職員転換推進に関する措置） 
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第１０条 パートタイマーから正職員への転換を推進するために、正職員を募集する場合、そ

の募集内容を職員に周知する。 

（退 職） 

第１１条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退職とする。 

(１) 労働契約において定めた雇用期間が満了し、契約を更新しないとき 

(２) 本人の都合により、退職を申し出て本会の承認を得たとき。または、退職の申し出の

日から起算し３０日を経過したとき 

(３) 死亡したとき 

２ 職員が本人の都合により退職しようとするときは、少なくとも３０日前までにその旨を本

会に申し出なければならない。 

（労働契約終了の予告） 

第１２条 本会は、期間の定めのある労働契約の更新により１年を超えて引き続き雇用するに

至った職員について、期間の満了により労働契約を終了させる場合には、少なくとも３０

日前にその旨の予告をするものとする。 

（解 雇） 

第１３条 所属事務所の事業の休廃止または縮小その他事業の運営上やむを得ない場合、また

は職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇する。 

(１) 身体または精神に異常があり、医師の診断に基づき業務に耐えられないと認められ

たとき 

(２) 勤務成績が不良で、就業に適さないと認められたとき 

(３) 故意または過失により本会に損害を与えたとき 

(４) その他、前各号に準ずる場合で就業に適さないと認められたとき 

（解雇予告） 

第１４条 本会が前条により、職員を解雇する場合には、少なくとも３０日前に本人に予告す

るか、労働基準法第１２条による平均賃金の３０日分の手当を支給する。 

この場合、予告の日数は平均賃金を支払った日数分だけ短縮することができる。 

 

第３章 服務規律 

 

（服務の基本原則） 

第１５条 職員の服務規律は正規職員就業規程の例による。 

 

第４章 勤務時間・休憩・休日及び休暇 

 

（勤務時間及び休日） 

第１６条 職員の勤務時間は、１週間について３８時間４５分未満とする。 

２ １日の労働時間は、休憩時間を除き７時間４５分未満とする。また、始業時刻・終業時

刻・休憩時間及び休日は、業務の実態に応じ、各々定める。 
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３ 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により、始業時刻・終業時

刻・休憩時間及び休日の変更をすることができる。 

（勤務日数） 

第１７条 職員の勤務日数は次のいずれかとし、就労可能時間を勘案して定める。 

Ａ  週５日勤務 

Ｂ  週４日勤務 

Ｃ  週３日勤務 

（労働時間等の報告） 

第１８条 職員は、賃金計算を行うため、就労日毎に所定の勤務実績簿に記入し、月の最終就

労日から３日以内に所属長に提出しなければならない。 

（時間外、休日及び深夜の勤務） 

第１９条 本会は、業務の都合上、やむを得ない場合には、所定労働時間外や深夜、または休

日に勤務を命じることができる。 

（出 勤） 

第２０条 職員は始業時刻までに出勤し、出勤簿に押印又は、タイムカードに打刻しなければ

ならない。（ただし、直行直帰勤務者は除く。） 

（遅刻、早退、私用外出） 

第２１条 職員が、やむを得ない事情により遅刻、早退または勤務時間中に私用外出をすると

きは、原則として事前に所属長に届け出なければならない。 

（年次有給休暇） 

第２２条 職員には、勤続年数及び労働日数に応じて、１契約年度につき別表第１に定めると

おりとする。 

２ 中途採用者の年次有給休暇は、別表第２のとおりとする。 

３ 職員が年次有給休暇を取ろうとするときは、あらかじめ休暇を取ろうとする日を届け出な

ければならない。 

４ 前項の場合において、職員の指定した日に休暇を取らせることが事業の正常な運営に支障

があると認められるときは、指定した日を変更することができる。 

５ 当該年の年次有給休暇の全部又は一部を消化しなかった場合は、その残日数を１日単位で

翌年度に限り繰り越すことができる。 

６ 休暇の単位は、１日とする。 

７ 年次有給休暇により休んだ期間については通常の賃金を支払う。 

  ただし、パート職員の所定労働時間が変則的である場合は、初契約年度を除いて過去の実

績から決定する。 

８ 第１項又は第２項の年次有給休暇が１０日以上与えられた職員に対しては、第３項の規定

にかかわらず、付与日から１年以内に、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち５日に

ついて、本会が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定し

て取得させる。ただし、年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を

５日から控除するものとする。 



5 

（特別休暇） 

第２３条 職員の内、１週間の勤務日数が概ね４日以上の者が次の各号に該当するときは、特

別休暇を与える。 

２ 特別休暇は、別表に定める事由及び期間の範囲内で取得することができる。 

３ 特別休暇の期間中に休日が含まれる場合は特別休暇の日数に通算する。 

４ 特別休暇を請求しようとする者は、事前にその旨を申し出なければならない。ただし、や

むを得ない事由により届け出ができない場合は、勤務しなかった日以後おそくとも３日以

内にその理由を付けて会長に届け出なければならない。 

５ 職員が引き続き７日以上の特別休暇を得ようとするときは、その必要に応じ医師の診断書

又は勤務することができない事由を証明するに足りる書面を提出しなければならない。 

（欠 勤） 

第２４条 職員は、やむを得ない事由により欠勤する場合は、事前に届け出なければならない。

ただし、やむを得ない場合は事後速やかに届け出なければならない。 

（公民権行使の時間） 

第２５条 職員が勤務時間中に選挙権の行使、その他公民としての権利を行使するため、あら

かじめ申し出た場合は、それに必要な時間を与える。 

２ 前項の申し出があった場合に、権利の行使を妨げない限度において、その時刻を変更する

ことができる。 

（育児・介護休業等） 

第２６条 職員のうち必要ある者は、本会に申し出て育児・介護休業、育児・介護のための時

間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する制度の摘要を受けること

ができる。 

２ 育児・介護休業等に該当する職員、手続等必要な事項については、別に定める。 

 

第５章 賃金及び退職金制度 

 

（賃 金） 

第２７条 職員の賃金は、次のとおりとする。 

(１) 基本給 

(２) 通勤手当 

(３) 超過勤務手当 

(４) 業務手当 

(５) 期末手当 

（基本給） 

第２８条 基本給は、時間給とし、職種、資格等を考慮して、別に定めるところによるものと

し、雇用契約書により示すものとする。 

２ 基本給は、欠勤、遅刻、早退または私用外出などによる不就労がある場合にはそれに相当

する額を支給しない。 
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（昇給） 

第２９条 昇給は、毎年４月１日をもって、基本給について行うものとする。ただし業績の著

しい低下、その他やむを得ない事由がある場合には、昇給の時期を変更し、又は昇給を行わ

ないことがある。 

２ 昇給額は、勤務成績等を考慮して各人ごとに会長が別に定める。  

（賃金の口座振込み） 

第３０条 賃金は金融機関への口座振替により、職員本人名義の口座へ振り込むことに

よって支払うことができる。 

（通勤手当） 

第３１条 職員のうち正規職員の給与規程第１６条の規定に該当する者で、通勤距離が２キロ

メートル以上ある者は通勤手当を支給する。ただし、１週間の勤務日数が概ね４日未満の

者には日額の通勤手当に相当する額を支給する。 

２ 前項の通勤手当の月額は、正規職員の給与規程第１７条の規定を準用する。 

３ 通勤の実情の変更に伴う支給額の改定、その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、正規

職員の例による。 

（超過勤務手当） 

第３２条 超過勤務手当は、第１６条に定める所定労働時間を超えて労働させた場合に次の計

算により支給する。 

 (１) 所定外労働手当 

    労働時間が７時間４５分までの部分 

    １時間当たりの基本給×所定労働時間数 

    労働時間が７時間４５分を超える部分 

    １時間当たりの基本給×１．２５×所定外労働時間数 

 (２) 休日に労働させた場合 

    １時間当たりの基本給×１．３５×休日労働時間数 

２ 超過勤務手当は、その月分を翌月の賃金の支給日に支給する。 

（業務手当） 

第３３条 業務手当の支給額、支払方法等については、正規職員給与規程の例による。 

（計算期間、支払日） 

第３４条 賃金の計算期間は、月の１日から末日までとし、翌月の１５日に支給する。 

２ 支給日が休日、日曜日または土曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い

休日、日曜日または土曜日でない日に支給する。 

（期末手当） 

第３５条 期末手当は、６月１日及び１２月１日にそれぞれ在職する職員に対して支給する。 

２ 支給基準及び支給額については、その都度定める。 

（退職手当の支給） 

第３６条 職員が独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済法（以下、

「福祉医療機構退職手当共済」という。）で定める被共済職員期間１年以上で退職した場合
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は、その者（死亡による退職の場合には、その遺族）に退職手当を支給する。ただし、職員

が福祉医療機構退職手当共済で定める支給の制限に該当する場合は、退職手当は支給しない。 

２ 支給対象者は、１年以上の雇用期間がある職員で、第２条第２項第１号に定める職員とす

る。 

３ 退職手当は、福祉医療機構退職手当共済に準じて支給する。 

４ 前項の福祉医療機構退職手当共済による退職手当額の算定基礎となる在職期間については、

始期は第２条第２項第１号に定める職員として採用され福祉医療機構退職手当共済に加入し

た日から、終期は、第８条によりパート職員としての雇用期間が終了した日、又は第１１条、

第１３条により退職した日までとする。 

５ 職員就業規程第４５条第２項により、懲戒解雇になった職員は退職手当の全部又は一部の

支給を制限する。 

 

第６章 準 用 

（準 用） 

第３７条 表彰・懲戒・安全衛生、災害補償及び出張等に関しては、正規職員就業規程の例に

よる。 

（委 託） 

第３８条 この規程の施行について必要な事項は会長が別に定める。 

 

   附  則 

 この規程は、平成１７年８月１日から施行する。 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

この規程は、平成２６年５月２９日から施行する。 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

この規程は、平成２８年１月１日から施行する。 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

この規程は、令和４年４月１日から施行する。 
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別表第１（第２２条関係） 

 

契約年度 

適用条件 
初年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 

７年度 

以降 

週 勤 務 

日 数 

年 間 勤 務 

日 数 
       

週５日以上 年間２１７日以上 １２日 １２日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日 

週 ４ 日 年間169～216日 ７日 ８日 ９日 １０日 １２日 １３日 １５日 

週 ３ 日 年間121～168日 ５日 ６日 ６日 ８日 ９日 １０日 １１日 

週 ２ 日 年間 73～120日 ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日 

週 １ 日 年間 48～ 73日 １日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日 

 

 

 

別表第２（第２２条関係） 

 

適用条件 

期  間 

週勤務日数 

５日以上 ４日 ３日 ２日 １日 

１２月 １２日 ７日 ５日 ３日 １日 

１１月以上１２月未満 １１日 ７日 ５日 ３日 １日 

 ６月以上１１月未満 １０日 ７日 ５日 ３日 １日 

 ５月以上６月未満 ５日 ２日 ２日 １日 ０日 

 ４月以上５月未満 ４日 ２日 ２日 １日 ０日 

 ３月以上４月未満 ３日 １日 １日 ０日 ０日 

 ２月以上３月未満 ２日 １日 １日 ０日 ０日 

 １月以上２月未満 １日 ０日 ０日 ０日 ０日 

     １月未満 ０日 ０日 ０日 ０日 ０日 
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別表３（第２２条関係） 

事      由 期      間 
給与の

有無 

(１)職員の分べん ①８週間（多胎妊娠の場合にあって

は、１４週間）以内に出産する予定

である女性職員が申し出た場合 

出産の日までの申し出た期間 

②出産の日の翌日から８週間を経過す

る日までの期間（産後６週間を経過

した女性職員が就業を申し出た場合

において医師が支障がないと認めた

業務に就く期間を除く。） 

無給 

(２)女性職員の生理（生理日において勤務する

ことが著しく困難である者が請求した場合） 

２日を超えない範囲内において必要と

認められる期間 
有給 

(３)妊産婦の健康診断（妊娠中又は産後１年以

内の女性職員が保健指導又は健康診査を受け

る場合） 

妊娠満２３週までは４週間につき１

回、妊娠満２４週から満３５週までは

２週間につき１回、妊娠満３６週から

出産までは１週間に１回、産後１年ま

ではその間に１回とし、１回につき、

それぞれ１日の正規の勤務時間の範囲

内で必要と認められる時間（ただし、

回数について、医師等の特別の指示が

あった場合は、当該指示された回数と

する。） 

有給 

(４)夏期における心身の健康の維持増進等の実

施 

６月から９月までの期間内に、１日を

単位として必要と認める期間。ただ

し、３日を超えることができない。 

有給 

(５)その他 
①研修を受ける場合 
②厚生に関する計画の実施に参加する場合 
③非常災害に際し、ボランティアとして参加
する場合 

④その他、会長が認める場合 

会長がその都度必要と認める期間 有給 
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様式第１号（第４条関係） 
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