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○国立研究開発法人電子航法研究所職員給与規程実施細則 
 

 制定 平成１３年 ４月 １日 理事長達第 ２号 

改正 平成１３年１２月 ６日 理事長達第５７号 

改正 平成１４年 ３月２９日 理事長達第６６号 

改正 平成１４年１１月２９日 理事長達第 ９号 

改正 平成１５年１０月３１日 理事長達第 ４号 

改正 平成１６年 ３月３０日 理事長達第１０号 

改正 平成１７年１１月２９日 理事長達第 ４号 

改正 平成１８年 ３月３１日 理事長達第３０号 

改正 平成１９年 ２月２７日 理事長達第 ６号 

改正 平成２０年１１月２８日 理事長達第 ４号 

改正 平成２１年 ３月２６日 理事長達第１２号 

改正 平成２１年 ６月２３日 理事長達第 １号 

改正 平成２１年１１月３０日 理事長達第 ４号 

改正 平成２２年１１月３０日 理事長達第 ２号 

改正 平成２３年１２月２８日 理事長達第 ２号 

改正 平成２４年 ３月３０日 理事長達第 ４号 

改正 平成２５年 ３月２８日 理事長達第 ４号 

改正 平成２６年１１月２８日 理事長達第 １号 

改正 平成２７年 ３月３１日 理事長達第 ７号 

 

 

 

（目的） 

第１条 国立研究開発法人電子航法研究所職員給与規程（平成１３年研究所規程第１１号。以下「職員

給与規程」という。）の実施に関しては、この達の定めるところによる。 

 

（初任給） 

第２条 職員給与規程第６条に規定する初任給の基準は、次表のとおりとする。 

事 務 職 研 究 職 

国家公務員 

採用試験 
級 号 俸 

国家公務員 

採用試験 
級 号 俸 選考試験 級 号 俸 

Ⅰ種 ２級 １号俸 Ⅰ種 ２級 ５号俸 
学
歴
免
許
等 

博士課程修了 ２級３３号俸 

Ⅱ種 １級２５号俸 Ⅱ種 １級２５号俸 修士課程修了 ２級１３号俸 

Ⅲ種 １級 ５号俸 Ⅲ種 １級 ５号俸 高校卒 １級 １号俸 
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備考 

  １ 研究職国家公務員採用試験欄の「Ⅰ種」の区分の適用を受ける者のうち、「博士課程修了」又

は「修士課程修了」の学歴免許等の資格を有する者で相当高度の研究業績を有する者をもって充

てる必要のある官職に採用されるものについては、この表の級号俸が「博士課程修了」にあって

は「２級３３号俸」、「修士課程修了」にあっては「２級１７号俸」と定められているものとして

取り扱うものとする。 

  ２ 前項の規定の適用を受ける職員に第２項の規定を適用する場合には、前項の規定の適用に際し

て用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数をもって、同項の経験年数とする。 

２ 新たに採用する職員のうち職務経歴のある者（次項に掲げる者を除く。）の俸給月額は、前項に規

定する号俸の号数に当該職務経歴の年数（以下「経験年数」という。）の月数を１８月（経験年数３

年までの年数の月数については、１２月、３年を越え６年までの年数の月数については、１５月）で

除した数（１未満の端数があるときは、これを切り捨てた数）を加えて得た数を号数とする。 

３ 新たに採用する職員のうち国家公務員等の職務経歴のある者及び理事長が別に定める者の俸給月

額は別に定める。 

 

（経験年数の換算） 

第３条 新たに採用する職員の学歴取得以後の経歴の年数については、次の経験年数換算表に定めると

ころにより職員として在職した年数に換算する。 

経 験 年 数 換 算 表 

経             歴 換  算  率 

国家公務員、地方公務員、公共企

業体又は政府関係機関若しくは

民間における企業体、団体等の職

員としての在職期間 

職員としての職務に直接役立つ

と認められる職務に従事した期

間 

１００％以下 

その他の期間 ８０％以下（他の職員との均衡

を著しく失する場合は１０

０％以下） 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間（正規の修学年数

内の期間に限る。） 

１００％以下 

その他の期

間 

特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事し

た期間で、その職務に直接役立つと認められるもの 

１００％以下 

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務に役

立つと認められるもの 

５０％以下（他の職員との均衡

を著しく失する場合は８０％

以下） 

その他の期間 ２５％以下（他の職員との均衡

を著しく失する場合は５０％

以下） 

 

（昇給についての勤務成績の証明） 

第４条 職員給与規程第８条第１項の規定による昇給（以下「評価昇給」という。）は、その職員の勤

務成績について、所属長の証明を得て行わなければならない。 
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２ 所属長は、前項の規定により勤務成績の証明を行う場合には、出勤簿、休暇簿、その他勤務状況を

判断するに足ると認められる事実に基づいて評価昇給上申書（別記様式１）を作成し、総務課長に提

出しなければならない。 

（証明が得られない場合の取扱） 

第５条 前条の場合において、定期昇給をさせようとする職員が、昇給日前１年間の全部又は大部分を

勤務していないことにより勤務成績を判定することができない場合には、その勤務成績についての証

明が得られないものとする。 

 

（昇給） 

第６条 評価昇給は、昇給区分決定にかかる方針について（平成１８年３月２３日付理事長達第８号）

の区分に応じて次の表に定める号俸数とする。 

  なお、本規定による他必要に応じて国の規程に準拠して実施するものとする。 

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

５５歳未満 
一般職員 ８ ６ ４ ２ ０ 

管理職員 ８ ６ ３ ２ ０ 

５５歳以上 ２ １ ０ ０ ０ 

  本条における管理職員とは次の各号に定める職員とする。 

 （１）事務職俸給表の適用を受ける職員で、その職務の級が７級以上であるもの 

 （２）研究職俸給表の適用を受ける職員で、その職務の級が５級以上であるもの 

 

２ 職員給与規程第９条第１項に規定する特別昇給は、勤務成績の特に良好な職員が次に該当する場合

に実施することができる。 

（１）業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより国立研究開

発法人電子航法研究所表彰規程（平成１８年３月３１日付研究所規程第２４号）第２条第２項又

は第３項により個人で功績表彰を受け理事長が特に認める場合、表彰日に４号俸。 

（２）博士号の学位を取得した場合、取得日に４号俸。 

（３）その他理事長が特に必要と認める場合。 

 

（復職時等における俸給月額の調整） 

第７条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇の

ため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要が

あると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間（以下「休暇等

の期間」という。）を次表に定める休職期間換算表に定めるところにより換算して得た期間（以下「調

整期間」という。）を引き続き勤務したものとみなして、その者の号俸を調整することができる。 
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休 職 期 間 等 換 算 表 

休 職 等 の 期 間 換  算  率 

国立研究開発法人電子航法研究所職員就業規則（平成１８

年３月３１日付研究所規程第２４号。以下「職員就業規則」

という。）第２６条第１号の規定による休職（業務上の負傷

若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るもの

に限る。）又は業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負

傷若しくは疾病に係る休暇の期間 ３／３以下 

職員就業規則第２６条第３号の規定による休職（当該休職

に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員

が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる

場合に限る。）の期間 

派遣職員の派遣の期間 

職員就業規則第２６条第５号の規定による休職の期間 ２／３以下 

職員就業規則第１９条の規定による介護休業の期間 

自己啓発等休業、育児休業及び介護休業等 

１／２以下 

職員就業規則第２６条第１号の規定による休職（業務上の

負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る

ものを除く。）又は業務外の負傷若しくは疾病による休暇

（通勤による災害に係るものを除く。）の期間 

１／３以下（結核性疾患によるものであ

る場合にあっては、１／２以下） 

職員就業規則第２６条第３号の規定による休職（当該休職

に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員

が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる

場合を除く。）の期間 

１／３以下 

職員就業規則第２６条第２号の規定による休職の期間（無

罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。） 
３／３以下 

職員就業規則第１９条の規定による自己啓発等休業をした

期間 

１００／１００以下（国際貢献活動のた

めの休業又は職員の職務に特に有用と認

められる修学。それ以外は５０／１００

以下） 

職員就業規則第１９条の規定による育児休業をした期間 １００／１００以下（平成１９年７月３

１日以前の期間は１／２） 

（備考）  

１ この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける俸給月額を受けるに至った日

以後の休職等の期間に限るものとする。 

２ 派遣職員及び交流派遣職員に関するこの表の適用については、派遣職員の派遣先の期間の業務及

び官民人事交流法第７条第４項に規定する派遣先企業において就いていた業務（当該業務に係る労

働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）第７条第２項に規定する通勤を含む。）を業務とみ

なす。 
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（俸給の訂正） 

第８条 職員の俸給月額の決定に誤りがあったときは、その訂正（昇給期間の短縮を含む。）を将来に

向かって行うことができる。 

 

（職員別給与台帳の様式） 

第９条 職員給与規程第４条の規定による給与台帳は、年間個人別台帳（第１号様式の１）及び給与台

帳（第１号様式の２）のとおりとする。 

２ 総務課長は、給与台帳の記録計算が正確で、かつ、適法であることを証明しなければならない。 

 

（管理職手当） 

第１０条 職員給与規程第１２条に規定する管理職手当の額は次表に定める額とする。 

職務の級 区分 手 当 額 

事務職７級 ４種 ７７，４００円 

事務職６級 ４種 ７２，７００円 

事務職５級 ５種 ５９，５００円 

研究職６級 １種 １２３，０００円 

研究職５級 ２種 １０３，４００円 

３種 ９８，３００円 

４種 ９０，５００円 

研究職４級 ４種 ７８，４００円 

５種 ６７，２００円 

研究職３級 ５種 ６０，９００円 

 

（扶養親族の範囲） 

第１１条 職員給与規程第１３条第２項に規定する扶養親族には、次の各号の一に該当するものは含ま

ないものとする。 

（１）国立研究開発法人電子航法研究所（以下「研究所」という。）以外のものから扶養手当に相当

する手当の支給を受けている者 

（２）年額１３０万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者 

（３）心身障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者 

 

（扶養親族の届出及び決定） 

第１２条 職員給与規程第１４条の規程による届出は、扶養親族届（第２号様式）により行うものとす

る。 

２ 理事長は、職員から前項の届出があったときは、扶養親族届に記載された扶養親族が職員給与規程

第１３条第２項に定める要件を具備しているかどうかを確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養

親族認定簿（第３号様式）に記載するものとする。 

 

（地域手当） 

第１３条 職員給与規程第１６条第２項に規定する俸給、扶養手当及び管理職手当の月額は、次の各号
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に掲げるところによる。 

（１）職員給与規程第３１条の規定により給与が減額される場合には、減額前の俸給及び管理職手当

の月額 

（２）職員給与規程第２７条の規定により休職者の給与が支給される場合には、同条第２項及び第３

項に規定する支給割合を乗じない俸給及び扶養手当の月額 

２ 職員給与規程第１６条第４項に規定する別に定めるところによる場合は、次の各号のいずれにも該

当するときとする。 

（１）職員となった日（以下「適用日」という。）の前日に常時勤務に服する者として、一般職の職

員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）第１１条の３第３項の人事院規則で定める地

域において勤務していた者であること。 

（２）人事交流等により職員となった者であること。 

（３）適用日の前日に職員であったものとし、かつ、東京都調布市に適用日に異動したものとした場

合に規程第１６条第３項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものであること。 

 

（住居手当） 

第１４条 職員給与規程第１７条第１項第２号のこれらのものと権衡上必要があると認められるもの

として別に定めるものは、国立研究開発法人電子航法研究所職員の単身赴任手当支給に関する達（平

成１３年達第３号）第５条第２項に該当する職員で、同項第２号に規定する満１８歳に達する日以後

の最初の３月３１日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は勤務箇

所の移転の直前の住居であった住宅（職員給与規程第１７条第３項第１号に規定する職員宿舎及び同

項第２号に規定する住宅を除く。）を借り受け、月額１２，０００円を超える家賃を支払っているも

のとする。 

２ 職員は、新たに職員給与規程第１７条第１項各号に該当することとなったときは、証明書類を添付

して、住居届（第４号様式）によりその居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに理事長に届け出な

ければならない。同条同項の職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があったとき

も同様とする。 

３ 職員給与規程第１７条の規定による住居手当の支給については、職員給与規程第１５条の規定の例

によるものとする。 

４ 理事長は、職員から第１項の規定による届出があったときは、住居届に記載された居住の実情、住

宅の所有関係等に基づき、その届出に係る事実を確認し、その者に支給すべき住居手当の月額を決定

するものとする。この場合において、職員給与規程第１７条第２項各号に該当する決定に係る事項を

住居手当認定簿（第５号様式）に記載するものとする。 

 

（通勤手当） 

第１５条 職員は、新たに職員給与規程第１８条第１項各号の一に該当することとなったときは、通勤

届（第６号様式）によりその通勤の実情を速やかに理事長に届け出なければならない。同条の職員が、

次の各号の一に該当することとなったときも同様とする。 

（１）住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があっ

たとき。 

（２）前号に掲げる変更により職員給与規程第１８条第１項各号の一に該当しないこととなったとき。 
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２ 職員給与規程第１８条第１項第１号の規定による支給単位期間（職員給与規程第１８条第５項に規

定する支給単位期間をいう。以下同じ。）の通勤に要する運賃等相当額は、普通交通機関等（新幹線

鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。）に係る、運賃、時間、距離等の事情に照らして最も経

済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとし、次の各号に掲げる普通交

通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り

捨てた額）とする。 

（１）定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間

が支給単位期間である定期券の価額 

（２）回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等当該

回数乗車券等の通勤２１回分の運賃等の額 

３ 理事長は、職員から第１項の届出があったときは、通勤届に記載された通勤の実情に基づき、その

者の通勤経路を確認し、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定するものとする。この場合におい

て、職員給与規程第１８条第１項各号に該当する決定に係る事項を通勤手当認定簿（第７号様式）に

記載するものとする。 

（併用者の区分及び支給額） 

第１５条の２ 職員給与規程第１８条第１項第３号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に掲げる額とする。 

（１）職員給与規程第１８条第１項第３号に掲げる職員（普通交通機関等を利用しなければ通勤する

ことが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩による

ことを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。）のうち、自動車等の使

用距離が片道２キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道２キロメートル未満

であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第１項第１号及

び第２号に定める額（同項第１号に規定する１箇月当たりの運賃等相当額（以下「１箇月当たりの

運賃等相当額」という。）及び同項第２号に定める額の合計額が５５，０００円を超えるときは、

その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、５５，０００円に当該

支給単位期間の月数を乗じて得た額） 

（２）職員給与規程第１８条第１項第３号に掲げる職員のうち、１箇月当たりの運賃等相当額（２以

上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以

下「１箇月当たりの運賃等相当額等」という。）が同項第２号に定める額以上である職員（前号に

掲げる職員を除く。） 同項第１号に定める額 

（３）職員給与規程第１８条第１項第３号に掲げる職員のうち、１箇月当たりの運賃等相当額等が同

項第２号に定める額未満である職員（第１号に掲げる職員を除く。） 同項第２号に定める額 

 

（通勤の実情に変更を生ずる職員） 

第１６条 職員給与規程第１８条第２項の別に定めるものは、通常の通勤の経路及び方法による場合に

は地域を異にする異動前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情

の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められる職員

で、次の各号のいずれかに該当する職員とする。 

（１）新幹線鉄道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が６０キロメートル以上

である職員 
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（２）次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に掲げる職員 

（ア）新幹線鉄道等（高速自動車国道等の有料道路を除く。以下（ア）において同じ。）を利用す

る場合 新幹線鉄道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤時間がおおむね９０

分以上である職員 

（イ）高速自動車国道等の有料道路を利用する場合 その有料の道路を利用せずに通勤するものと

した場合における通勤時間及び交通事情等に照らして（ア）に相当する程度に通勤が困難である

と理事長が認める職員 

 

（異動又は適用日直前の住居に相当する住居） 

第１７条 職員給与規程第１８条第２項及び第３項の当該住居に相当するものとして別に定める住居

は、地域を異にする異動の日（国家公務員等であった者の場合は、適用日）以後に転居する場合にお

いて、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居とする。 

 

（新幹線鉄道等の利用の基準） 

第１８条 職員給与規程第１８条第２項及び第３項の別に定める基準は、次に掲げるものとする。 

（１）新幹線鉄道等（高速自動車国道等の有料道路を除く。）を利用する場合には、その利用により

通勤時間が３０分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当

すると理事長が認めるものであること。 

（２）高速自動車国道等の有料道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮

並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に

相当すると理事長が認めるものであること。 

 

（新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出基準） 

第１９条 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ

合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するもの

とする。 

２ 第１５条第２項の規定は、職員給与規程第１８条第２項第１号に規定する特別料金等の額の２分の

１に相当する額の算出について準用する。この場合において、第１５条第２項中「普通交通機関等の」

とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第１号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、

「価額」とあるのは「価額の２分の１に相当する額」と、同項第２号中「普通交通機関等」とあるの

は「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の２分の１に相当する」と読み替

えるものとする。 

 

（権衡職員等の範囲） 

第２０条 職員給与規程第１８条第３項の任用の事情等を考慮して別に定める職員は、人事交流等によ

り国家公務員等であったものから引き続き職員となった者のうち、当該適用日の直前の勤務地と所在

する地域を異にする勤務箇所に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による

場合には当該適用日前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の

変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められる者で、第

１６条各号のいずれかに該当するものとする。 
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第２１条 職員給与規程第１８条第３項の前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必

要があると認められるものとして別に定める職員は、次に掲げる職員とする。 

（１）配偶者（配偶者のいない職員にあっては、満１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの

間にある子）の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該

住居から通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第１８条に規定する基準に照らして通勤事情の改

善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担する

ことを常例とする者 

（２）その他職員給与規程第１８条第２項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要が

あると理事長が認める者 

 

（通勤手当の支給日） 

第２１条の２ 通勤手当は、支給単位期間（第４項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。）又は当

該各号に定める期間（以下この条及び第２１条の７において「支給単位期間等」という。）に係る最

初の月の職員給与規程第１０条に規定する日に支給する。ただし、支給日までに第１５条第１項の規

定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日

以後に支給することができる。 

２ 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当

をその際支給する。 

３ 職員がその所属する俸給の会計勘定を異にした場合であって、その異にした日が支給単位期間等に

係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属

する会計勘定において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であると

きは、その際支給するものとする。 

４ 職員給与規程第１０条第１項の別に定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の別

に定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 

（１）職員が２以上の普通交通機関等を利用するものとして職員給与規程第１８条第１項第１号に定

める額の通勤手当を支給される場合（次号に該当する場合を除く。）において、１箇月当たりの運

賃等相当額等が５５，０００円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る

支給単位期間のうち最も長い支給単位期間 

（２）職員が職員給与規程第１８条第１項第１号及び第２号に定める額の通勤手当を支給される場合

において、１箇月当たりの運賃等相当額等及び同号に定める額の合計額が５５，０００円を超える

ときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位

期間 

（３）職員が２以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される

場合において、職員給与規程第１８条第２項第１号に規定する１箇月当たりの特別料金等２分の１

相当額（第２１条の４第３項第１号において、「１箇月当たりの特別料金等２分の１相当額」とい

う。）の合計額が２０，０００円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係

る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間 

 

 



- 10 - 

 

（通勤手当の支給の始期及び終期） 

第２１条の３ 通勤手当の支給は、職員に新たに職員給与規程第１８条第１項に規定する要件が具備さ

れるに至った場合においてはその日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属

する月）から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給さ

れている職員が同項に規定する要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月

（これらの日が月の初日であるときは、その日の属する前月）をもって終わる。ただし、通勤手当の

支給の開始については、第１５条の規定による届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の初

日であるときは、その日の属する月）から行うものとする。 

２ 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、

その事実の生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から支

給額を変更する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改

定について準用する。 

 

（通勤手当の返納の事由及び額等） 

第２１条の４ 職員給与規程第１８条第４項の別に定める事由は、通勤手当（１箇月の支給単位期間に

係るものを除く。）を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。 

（１）離職し、若しくは死亡した場合又は職員給与規程第１８条第１項各号に掲げる区分に該当しな

くなった場合 

（２）通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったこと

により、通勤手当の額が改定される場合 

（３）月の中途において職員就業規則第２６条第１号又は第２号の規定により休職にされ、規則第２

７条第５項に規定する許可を受け、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する

法律（昭和４５年法律第１１７号。以下「派遣法」という。）第２条第１項の規定により派遣され、

独立行政法人電子航法研究所育児休業及び介護休業等に関する規程（平成１８年３月３１日付研究

所規程第１７号。以下「育児休業規程」という。）第５条の規定による育児休業をした場合、ある

いは交流派遣をされ、又は職員就業規則第４９条の規定により停職にされた場合であって、これら

の期間が２以上の月にわたることとなるとき。 

（４）出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤

しないこととなる場合 

２ 職員給与規程第１８条第４項の別に定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

（１）１箇月当たりの運賃等相当額等が５５，０００円以下であった場合 前項第２号に掲げる事由

が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等（同号の改定後に１箇月当たりの運賃等相

当額等が５５，０００円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等）、

同項第１号、第３号又は第４号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普

通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを別に定める月の末日に

したものとして得られる額（次号において「払戻金相当額」という。） 

（２）１箇月当たりの運賃等相当額等が５５，０００円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ次に定める額 

（イ）（ロ）に掲げる場合以外の場合 ５５，０００円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係
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る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等につい

て払戻金相当額のいずれか低い額（事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっ

ては、零） 

（ロ）第２１条の２第４項第１号または第２号に掲げる通勤手当を支給されている場合 ５５，０

００円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前

項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等について払戻金相当額及び別に定める額の合計額の

いずれか低い額（事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零） 

３ 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る職員給与規程第１８条第４項の別に定める額は、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１）１箇月当たりの特別料金等２分の１相当額（２以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤

手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「１箇月当たりの特別料金２

分の１相当額等」という。）が２０，０００円以下であった場合 第１項第２号に掲げる事由が生

じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等（同号の改定後に１箇月当たりの特別料金等２分

の１相当額等が２０，０００円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道

等）、同項第１号、第３号又は第４号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべ

ての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月

の末日にしたものとして得られる額の２分の１に相当する額（次号において「払戻金２分の１相当

額」という。） 

（２）１箇月当たりの特別料金等２分の１相当額等が２０，０００円を超えていた場合 次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

（イ）（ロ）に掲げる場合以外の場合 ２０，０００円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係

る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第１項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等につい

ての払戻金２分の１相当額のいずれか低い額（事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である

場合にあっては、零） 

（ロ）第２１条の２第４項第３号に掲げる通勤手当を支給されている場合 ２０，０００円に事由

発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利

用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金２分の１相当額及び別に定める額の合計額のい

ずれか低い額（事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零） 

４ 職員給与規程第１８条第４項の規定により職員に前３項に定める額を返納させる場合において、給

与から当該額を差し引くことができる。 

 

（支給単位期間） 

第２１条の５ 職員給与規程第１８条第５項に規定する別に定める期間は、次に各号に掲げる普通交通

機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 

（１）定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線

鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の運用期間のうち

それぞれ６箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通

勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期

券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に

係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間 
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（２）回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若し

くは新幹線鉄道等 １箇月 

２ 前項第１号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月

の前月以前に、就業規則第３２条第１項第３号の規定による退職その他の離職をすること、長期間の

研修等のために旅行をすることその他定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月

の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月（その日が月の初

日である場合にあっては、その日の属する月の前月）までの期間について、前項の規定にかかわらず、

同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。 

 

第２１条の６ 支給単位期間は、第２１条の３第１項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は

同条第２項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。 

２ 月の中途において職員就業規則第２６条第１号又は第２号の規定により休職にされ、同条第５号に

規定する許可を受け、派遣法第２条第１項の規定により派遣され、職員就業規則第１９条の規定によ

り自己啓発等休業、育児休業をし、交流派遣され、又は職員就業規則第４９条の規定により停職にさ

れた場合であって、これらの期間が２以上の月にわたることとなったとき（次項に規定する場合に該

当しているときを除く。）は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の

翌月（その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月）から開始する。 

３ 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しな

いこととなった場合（前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたっ

て通勤しないこととなった場合を除く。）には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった

日の属する月から開始する。 

 

（通勤手当が支給できない場合） 

第２１条の７ 職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日

から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通

勤手当は、支給することができない。 

 

（通勤手当の事後の確認） 

第２１条の８ 理事長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、職員給与規程第１８条第１

項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券

等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。 

 

（時間外勤務手当） 

第２２条 職員給与規程第２０条に規定する時間外勤務手当の取扱いは、次によるものとする。 

（１）その日の勤務時間が始まる前の時間外勤務は、当日の時間外勤務時間として取り扱う。 

（２）時間外勤務手当の支給の基礎となる時間外勤務時間は、月の初日から末日までの全時間数（支

給割合ごとに計算した時間数）によって計算する。この場合において、１時間未満の端数が生じた

ときは、３０分以上の場合は１時間とし、３０分未満の場合は切り捨てるものとする。 

（３）出張中の職員については、その出張中は所定勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、当該

職員が出張先において所定勤務時間を超えて勤務すべきことを命ぜられ、現に所定勤務時間を超え
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て勤務した時間数が明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給することができる。 

 

（管理職員特別勤務手当） 

第２３条 職員給与規程第２２条第３項第１号の別に定める管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に

掲げる職務の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 

（１）研究企画統括及び領域長         １０，０００円 

（２）課長、副領域長及び上席研究員       ８，５００円 

（３）主幹研究員、主任研究員及び分室長     ７，０００円 

２ 職員給与規程第２２条第３項第１号ただし書きで定める勤務は、勤務に従事した時間が６時間を超

える場合の勤務とする。 

３ 職員給与規程第２２条第３項第２号の別に定める管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる

職務の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 

（１）研究企画統括及び領域長          ５，０００円 

（２）課長、副領域長及び上席研究員       ４，３００円 

（３）主幹研究員、主任研究員及び分室長     ３，５００円 

 

（勤務実績整理簿の作成及び保管） 

第２４条 所属長は、管理職員特別勤務手当実績簿（第８号様式）及び管理職員特別勤務手当整理簿（第

９号様式）を作成し、これを保管しなければならない。 

 

（期末手当の支給を受ける職員） 

第２５条 職員給与規程第２３条第１項の期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの

基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。 

（１）無給休職者（職員就業規則第２６条第１号、第３号、第４号及び第６号の規定に該当して休職

にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。） 

（２）刑事休職者（第２６条第２号の規定に該当して休職にされている職員をいう。） 

（３）出勤停止者（国立研究開発法人電子航法研究所懲戒規程（平成１８年３月３１日研究所規程第

２５号。以下「懲戒規程」という。）第１７条の２の規定により出勤停止にされている職員をいう。） 

（４）専従休職者（職員就業規則第２６条第５号に規定する許可を受けている職員をいう。） 

（５）無給派遣職員（国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律（昭和４５

年法律第１１７号）第３条に規定する派遣職員（以下「派遣職員」という。）のうち、給与の支給

を受けていない職員をいう。） 

（６）育児休業者（職員給与規程第２３条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている

職員のうち基準日以前６箇月以内の期間において、勤務したことのない職員をいう。） 

（７）交流派遣職員（国と民間企業との間の人事交流に関する法律（平成１１年法律第２２４号）第

８条第２項に規定する交流派遣職員をいう。） 

（８）自己啓発等休業者（職員給与規程第２３条第１項に規定するそれぞれの基準日に自己啓発等休

業をしている職員をいう。） 

２ 職員給与規程第２３条第１項後段の別に定める職員は次に掲げる職員とし、これらの職員には、期

末手当は支給しない。 
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（１）その退職し、又は死亡した日において前項各号の１に該当する職員であった者 

（２）その退職に引き続き、国、独立行政法人、地方公共団体、国家公務員等退職手当法施行令（昭

和２８年政令第２１５号）第９条の２に規定する法人に勤務する職員及びその他別に定める機関に

人事交流により異動した職員 

 

（期末手当の支給基準） 

第２６条 職員給与規程第２３条第２項に規定する期末手当の額は、６月に支給する場合においては１

００分の１２２．５（職員給与規程第２３条第３項に定める職員にあっては１００分の１０２．５）、

１２月に支給する場合においては１００分の１３７．５（職員給与規程第２３条第３項に定める職員

にあっては１００分の１１７．５）を乗じて得た額に基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の

在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、理

事長が加算を必要と認めた場合は、特別に支給することができる。 

（１）６箇月 １００分の１００ 

（２）５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ 

（３）３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ 

（４）３箇月未満 １００分の３０ 

２ 職員給与規程第２３条第４項に規定する別に定める経験年数以上の者は、職員として在職した経験

年数等が次のとおりの者とする。 

  なお、経験年数の換算については、第３条の規定による。 

（１）大学卒業者は７年以上 

（２）大学院修了者のうち、修士課程の者は５年以上、博士課程の者は２年以上 

 

（期末手当に係る在職期間） 

第２７条 前条に規定する在職期間の算定にあたっては、次に掲げる期間を除算する。 

（１）第２５条第１項第３号及び第４号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間 

（２）職員就業規則第１９条の規定により自己啓発等休業及び育児休業（当該育児休業の承認に係る

期間（当該期間が２以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である職員を

除く。）を受けていた期間については、その２分の１の期間 

（３）職員就業規則第１９条の規定により育児短時間勤務を受けて短縮された勤務時間の短縮分に相

当する期間については、その２分の１の期間 

（４）職員就業規則第２６条第１号（業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に

係る休職の期間を除く。）、第２号及び第３号（当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である

災害により職員が業務上の災害を受けたと認められる場合の休職の期間を除く。）に該当して休職

にされていた期間については、その２分の１の期間 

２ 前条に規定するそれぞれの基準日以前６箇月以内の期間において、次に掲げる者（非常勤である者

を除く。）が引き続き研究所職員となった場合は、その期間内においてそれらのものとして在職した

期間（その期間のうち、前項各号に掲げる期間に相当する期間のある者については、それぞれ当該各

号に掲げる期間を除算した期間）は、前条の在職期間に算入する。この場合において、従前に所属し

ている国又は地方公共団体から、その在職期間について研究所の期末手当に相当する手当を受ける場

合は、この限りでない。 
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（１）国家公務員又は地方公務員 

（２）国家公務員等退職手当法施行令（昭和２８年政令第２１５号）第９条の２に規定する法人に勤

務する職員 

 

（勤勉手当の支給を受ける職員） 

第２８条 職員給与規程第２４条第１項の勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの

基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。 

（１）休職者（業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病及び当該休職に係る生死

不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害を受けたと認められる場合の休職

者を除く。） 

（２）第２５条第１項第３号、第４号及び第８号に掲げる職員 

（３）派遣職員 

（４）育児休業者（職員給与規程第２４条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている

職員のうち、基準日以前６箇月以内の期間において、勤務したことのない職員をいう。） 

（５）交流派遣職員 

２ 職員給与規程２４条第１項後段の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉

手当は支給しない。 

（１）その退職し、又は死亡した日において前項各号の１に該当する職員であった者 

（２）第２５条第２項第２号に該当する者 

 

（勤勉手当の支給基準） 

第２９条 職員給与規程第２４条第２項に規定する勤勉手当の額は、別に定める、職員の勤務成績によ

る割合を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて、

次表に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、理事長が加算を必要と認めた場合は、特別に支給

することができる。 

勤  務  期  間 割    合 

６箇月 １００分の１００ 

５箇月１５日以上６箇月未満 １００分の９５ 

５箇月以上５箇月１５日未満 １００分の９０ 

４箇月１５日以上５箇月未満 １００分の８０ 

４箇月以上４箇月１５日未満 １００分の７０ 

３箇月１５日以上４箇月未満 １００分の６０ 

３箇月以上３箇月１５日未満 １００分の５０ 

２箇月１５日以上３箇月未満 １００分の４０ 

２箇月以上２箇月１５日未満 １００分の３０ 

１箇月１５日以上２箇月未満 １００分の２０ 

１箇月以上１箇月１５日未満 １００分の１５ 

１５日以上１箇月未満 １００分の１０ 

１５日未満 １００分の５ 

零 ０ 
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（勤勉手当に係る勤務期間） 

第３０条 前条に規定する勤務期間の算定にあたっては、次に掲げる期間を除算する。 

（１）職員就業規則第１９条の規定により自己啓発等休業及び育児休業を受けていた期間 

（２）職員就業規則第１９条の規定により育児時間勤務を受けて、短縮された勤務時間の短縮分に相

当する期間 

（３）育児時間を受けて、１日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が９０日を超える場合に

は、その勤務しなかった期間 

（４）職員就業規則第２６条の規定により休職にされていた期間（ただし、業務上の負傷若しくは疾

病又は通勤による負傷若しくは疾病及び当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害

により職員が業務上の災害を受けたと認められる場合の期間を除く。） 

（５）懲戒規程第１７条の２の規定により出勤停止にされていた期間 

（６）職員給与規程第３１条の規定により給与を減額された期間 

（７）業務上以外の傷病にかかり勤務しなかった期間から、国立研究開発法人電子航法研究所職員勤

務時間、休憩、休日及び休暇等規程（平成１８年３月３１日研究所規程第１６号。以下「休暇等規

程」という。）第６条に規定する休日を除いた日が３０日を越える場合には、その勤務しなかった

全期間 

（８）介護休業を受けて勤務しなかった期間から休暇等規程第６条に規定する休日を除いた日が３０

日を越える場合には、その勤務しなかった全期間 

（９）職員給与規程第２３条第１項に規定するそれぞれの基準日以前６箇月の全期間にわたって勤務

した日がない場合には､前各号の規定にかかわらず、その全期間 

２ 第２７条第２項の規定は､前条の勤務期間の算定について準用する。この場合において「在職期間」

とあるのは「勤務期間」と読み替えるものとする。 

 

第３１条 基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、職員給与規程第２

３条第１項及び第２４条第１項の「それぞれ在職する職員」に含まれる。 

 

第３２条 期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給与月額は､次の各号に定めるところによる。 

（１）休職者の場合には、職員給与規程第２７条に規定する支給率を乗じない給与月額 

（２）懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額 

 

第３３条 第３０条第１項第７号の「業務上以外の傷病により勤務しなかった期間」には、職員就業規

則第４３条第１項及び第２項並びに職員就業規則第４４条に基づき、一定期間を限り療養又は出勤停

止を命ぜられたことにより勤務しなかった期間を含むものとする。ただし、職員就業規則第４３条第

３項に基づき勤務しなかった期間及び職員就業規則第４４条の必要な措置により勤務を軽減された

時間については、出勤したものとみなし、勤務しなかった期間に含めないものとする。 

 

第３４条 第２７条及び第３０条の期間の計算にあたっては、次の各号に定めるとおりとする。 

（１）月により期間を計算する場合は、民法第１４３条の例による。 

（２）１箇月に満たない期間が２以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間

の計算については、日を月に換算する場合は３０日をもって１箇月とし、時間を日に換算する場合
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は職員就業規則第１７条の年次有給休暇の例による。 

 

（給与の減額） 

第３５条 職員給与規程第３１条に規定する職員が勤務しない時間の算定にあたっては、職員が月の初

日から末日までの間において欠勤等により勤務しない時間を合計するものとし、その時間に１時間未

満の端数を生じたときは、３０分以上の場合は１時間とし、３０分未満の場合は切り捨てるものとす

る。 

 

（その他） 

第３６条 昇給・諸手当等の基準について、この達に規定するもののほか、別に定めるものを除き、特

に必要な場合には、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）に基

づく人事院規則及び同規則運用方針の規定を準用するものとする。 

 

附則 

 この達は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

附則（平成１３年１２月６日 理事長達第５７号） 

 この改正達は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

附則（平成１４年３月２９日 理事長達第６６号） 

 この改正達は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

   附則（平成１４年１１月２９日 理事長達第９号） 

（施行期日） 

１ この改正達は、平成１４年１２月１日から施行する。ただし、第１条、第３条、第４条及び第５条

の規定は、平成１５年４月１日から施行する。 

（平成１４年１２月に支給する期末手当に関する特例措置） 

２ 平成１４年１２月に支給する期末手当の額は、改正後の独立行政法人電子航法研究所職員給与規程

及び改正後の独立行政法人電子航法研究所職員給与規程実施細則（以下この項において「改正後の給

与規程等」という。）により算定される期末手当の額（以下この項において「基準額」という。）から、

第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額（同号に掲げる額が第１

号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額）とする。この場合

において、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当

は、支給しない。 

（１）平成１４年１２月１日まで引き続いて在職した期間で同年４月１日から施行日の前日までのも

の（次号において「継続在職期間」という。）について支給される給与のうち、俸給及び扶養手当

並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与（次号において「俸給等」という。）

の額の合計額 

 （２）継続在職期間について改正後の給与規程等による俸給等の額の合計額 

（平成１５年６月に支給する期末手当に関する経過措置） 
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３ 平成１５年６月に支給する期末手当に関する改正後の独立行政法人電子航法研究所職員給与規程

実施細則第２５条第１項第６号、第２７条第２項及び第２７条第２項の規定を準用する第３０条第２

項の適用については、「６箇月以内」とあるのは「３箇月以内」と、第２６条第１項第１号中「６箇

月」とあるのは「３箇月」と、同条第１項第２号中「５箇月以上６箇月未満」とあるのは「２箇月１

５日以上３箇月未満」と、同条第１項第３号中「３箇月以上５箇月未満」とあるのは「１箇月１５日

以上２箇月１５日未満」と、同条第１項第４号中「３箇月未満」とあるのは「１箇月１５日未満」と

する。 

 

   附則（平成１５年１０月３１日 理事長達第４号） 

（施行期日） 

１ この改正達は、平成１５年１１月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成１６年４月１

日から施行する。 

（平成１５年１２月に支給する期末手当に関する特例措置） 

２ 平成１５年１２月に支給する期末手当の額は、改正後の独立行政法人電子航法研究所職員給与規程

及び改正後の独立行政法人電子航法研究所職員給与規程実施細則（以下この項において「改正後の給

与規程等」という。）により算定される期末手当の額（以下この項において「基準額」という。）から、

次に掲げる額の合計額（以下この項において「調整額」という。）に相当する額を減じた額とする。

この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 

（１）平成１５年４月１日（同月２日から同年１２月１日までの間に新たに職員となった者にあって

は、新たに職員となった日）において職員が受けるべき俸給、管理職手当、扶養手当、特別都市手

当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当（独立行政法人電子航法研究所職員給与規程第１９条第２

項に規定する別に定める額を除く。）の月額の合計額（当該合計額の算定の基礎となる俸給等が全

額支給されていない又は減額されている場合にあっては、当該俸給等が全額支給されたものとして

算定する。）に１００分の１．０７を乗じて得た額に、同年４月から施行日の属する月の前月まで

の月数（同年４月１日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給され

なかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間のある月の数を減じた月数）を乗じて

得た額 

（２）平成１５年６月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に１００分の１．０７を乗じて得

た額 

 

附則（平成１６年３月３０日 理事長達第１０号） 

 この改正達は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

附則（平成１７年１１月２９日 理事長達第４号） 

（施行期日） 

１ この改正達は、平成１７年１２月１日から施行する。 

（平成１７年１２月に支給する期末手当に関する特例措置） 

２ 平成１７年１２月に支給する期末手当の額は、改正後の独立行政法人電子航法研究所職員給与規程

及び改正後の独立行政法人電子航法研究所職員給与規程実施細則（以下この項において「改正後の給

与規程等」という。）により算定される期末手当の額（以下この項において「基準額」という。）から、
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次に掲げる額の合計額（以下この項において「調整額」という。）に相当する額を減じた額とする。

この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 

（１）平成１７年４月１日（同月２日から同年１２月１日までの間に新たに職員となった者にあって

は、新たに職員となった日）において職員が受けるべき俸給、管理職手当、扶養手当、特別都市手

当、住居手当、単身赴任手当（独立行政法人電子航法研究所職員給与規程第１９条第２項に規定す

る別に定める額を除く。）の月額の合計額（当該合計額の算定の基礎となる俸給等が全額支給され

ていない又は減額されている場合にあっては、当該俸給等が全額支給されたものとして算定する。）

に１００分の０．３６を乗じて得た額に、同年４月から施行日の属する月の前月までの月数（同年

４月１日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間

がある職員にあっては、当該月数から当該期間のある月の数を減じた月数）を乗じて得た額 

（２）平成１７年６月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に１００分の０．３６を乗じて得

た額 

 

附則（平成１８年３月３１日 理事長達第３０号） 

（施行期日）  

１ この改正達は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２１年度までの間における第７条第１項の規定については、次の表に定める号俸数とする。 

昇  給  区  分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

昇
給
抑
制
期
間 

平成１９年度から 

平成２１年度 

５５歳未満 ７ ５ ３ １ ０ 

５５歳以上 ３ ２ １ ０ ０ 

平成１９年１月 
５５歳未満 ６ ２ １ ０ 

５５歳以上 ２ ０ ０ ０ 

平成１８年７月 
５５歳未満 － ３ １ ０ ０ 

５５歳以上 － １ ０ ０ ０ 

 

附則（平成１９年２月２７日 理事長達第６号） 

この改正達は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

附則（平成２０年１１月２８日 理事長達第４号） 

この改正達は、平成２０年１２月１日から施行する。 

 

附則（平成２１年３月２６日 理事長達第１２号） 

この改正達は、平成２１年３月２６日から施行する。 

 

附則（平成２１年６月２３日 理事長達第１号） 

１ この改正達は、平成２１年６月１日から施行する。 

２ 平成２１年度６月に支給する期末手当に関する第２６条第１項の規定の適用については、「１００

分の１４０」とあるのは「１００分の１２５」と、「１００分の１２０」とあるのは「１００分の１

１０」とする。 
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附則（平成２１年１１月３０日 理事長達第４号） 

１ この改正達は、平成２１年１２月１日から施行する。 

２ 平成２１年度１２月に支給する期末手当に関する第２６条第１項の規定の適用については、「１０

０分の１３０」とあるのは「１００分の１２５」とする。 

３ 平成２１年１２月に支給する期末手当の額は、改正後の独立行政法人電子航法研究所職員給与規程

及び改正後の独立行政法人電子航法研究所職員給与規程実施細則により算定される期末手当の額（以

下この項において「基準額」という。）から、次に掲げる額の合計額（以下この項において「調整額」

という。）に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、

期末手当は、支給しない。 

（１）平成２１年４月１日（同月２日から同年１２月１日までの間に新たに職員となった者にあって

は、新たに職員となった日）において減額改定対象職員が受けるべき俸給、管理職手当、扶養手当、

地域手当、住居手当、単身赴任手当（独立行政法人電子航法研究所職員給与規程第１９条第２項に

規定する別に定める額を除く。）、広域異動手当の月額の合計額に１００分の０．２４を乗じて得た

額に、同年４月から施行日の属する月の前月までの月数（同年４月１日から施行日の前日までの期

間において在職しなかった期間、休職期間、育児休業期間、育児短時間勤務職員期間、介護休業及

び育児時間のため給与を減額された期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間のある月の

数を減じた月数）を乗じて得た額 

（２）平成２１年６月１日において減額改定対象職員であった者に同月支給された期末手当及び勤勉

手当の合計額に１００分の０．２４を乗じて得た額 

 

附則（平成２２年１１月３０日 理事長達第２号） 

１ この改正達は、平成２２年１２月１日から施行する。 

２ 平成２２年１２月に支給する期末手当に関する第２６条第１項の規定の適用については、「１００

分の１３７．５」とあるのは「１００分の１３５」と、「１００分の１１７．５」とあるのは「１０

０分の１１５」とする。 

３ 平成２２年１２月に支給する期末手当の額は、改正後の独立行政法人電子航法研究所職員給与規程

及び改正後の独立行政法人電子航法研究所職員給与規程実施細則により算定される期末手当の額（以

下この項において「基準額」という。）から、次に掲げる額の合計額（以下この項において「調整額」

という。）に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、

期末手当は、支給しない。 

（１）平成２２年４月１日（同月２日から同年１２月１日までに職員以外の者又は職員であって適用

される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に

掲げる者であるもの（改正後の独立行政法人電子航法研究所給与規程附則第３条の規定が施行され

ていたとした場合においても同項の規定を受けず、かつ、附則第２条の規定の適用を受けない職員

に限る。）からこれら以外の職員以外の職員（以下この項において「減額対象職員」という。）とな

った者にあっては、その減額対象職員となった日）において減額改定対象職員が受けるべき俸給、

管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当（独立行政法人電子航法研究所職員給

与規程第１９条第２項に規定する別に定める額を除く。）、広域異動手当の月額の合計額に１００分

の０．２８を乗じて得た額に、同年４月から施行日の属する月の前月までの月数（同年４月１日か
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ら施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、休職期間、育児休業期間、育児短時間勤

務職員期間、介護休業及び育児時間のため給与を減額された期間がある職員にあっては、当該月数

から当該期間のある月の数を減じた月数）を乗じて得た額 

 

俸給表 職務の級 号俸 

事務職俸給表 １級 １号俸から９３号俸まで 

２級 １号俸から６４号俸まで 

３級 １号俸から４８号俸まで 

４級 １号俸から３２号俸まで 

５級 １号俸から２４号俸まで 

６級 １号俸から１６号俸まで 

７級 １号俸から４号俸まで 

研究職俸給表 １級 １号俸から９６号俸まで 

２級 １号俸から７２号俸まで 

３級 １号俸から４０号俸まで 

４級 １号俸から２４号俸まで 

５級 １号俸から４号俸まで 

（２）平成２２年６月１日において減額改定対象職員であった者に同月支給された期末手当及び勤勉

手当の合計額に１００分の０．２８を乗じて得た額 

 

附則（平成２３年１２月２８日 理事長達第２号） 

この改正達は、平成２４年１月１日から施行する。 

 

附則（平成２４年３月３０日 理事長達第４号） 

１ この改正達は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 平成２４年６月に支給する期末手当の額は、改正後の独立行政法人電子航法研究所職員給与規程及

び改正後の独立行政法人電子航法研究所職員給与規程実施細則により算定される期末手当の額（以下

この項において「基準額」という。）から、次の各号に掲げる額の合計額（以下この項において「調

整額」という。）に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となると

きは、期末手当は、支給しない。 

（１）平成２３年４月１日（同月２日から施行日の前日までに職員以外の者又は職員であって適用さ

れる俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲

げる者であるもの（以下この項において「減額改定対象職員」という。）において減額改定対象職

員が受けるべき俸給、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当（独立行政法人

電子航法研究所職員給与規程第１９条第２項に規定する別に定める額を除く。）、広域異動手当の月

額の合計額に１００分の０．３７を乗じて得た額に、同年４月から施行日の属する月の前月までの

月数（同年４月１日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、休職期間、育児休

業期間、育児短時間勤務職員期間、介護休業及び育児時間のため給与を減額された期間がある職員

にあっては、当該月数から当該期間のある月の数を減じた月数）を乗じて得た額 

俸給表 職務の級 号俸 
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事務職俸給表 １級 １号俸から９３号俸まで 

２級 １号俸から７６号俸まで 

３級 １号俸から６０号俸まで 

４級 １号俸から４４号俸まで 

５級 １号俸から３６号俸まで 

６級 １号俸から２８号俸まで 

７級 １号俸から１６号俸まで 

研究職俸給表 １級 １号俸から１０８号俸ま

で ２級 １号俸から８４号俸まで 

３級 １号俸から５２号俸まで 

４級 １号俸から３６号俸まで 

５級 １号俸から１６号俸まで 

（２）平成２３年６月１日において減額改定対象職員であった者に同月支給された期末手当及び勤勉

手当の合計額に１００分の０．３７を乗じて得た額並びに同年１２月１日において減額改定対象職

員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に１００分の０．３７を乗じて得

た額 

 

附則（平成２５年３月２８日 理事長達第４号） 

この改正達は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

附則（平成２６年１１月２８日 理事長達第１号） 

１ この改正達は、平成２６年１２月１日から施行する。 

２ 平成２７年１月１日から平成２７年７月１日までの間における第６条第１項の規定については、次

の表に定める号俸数とする。 

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

５５歳未満 
一般職員 ７ ５ ３ １ ０ 

管理職員 ７ ５ ２ １ ０ 

５５歳以上 １ ０ ０ ０ ０ 

 

附則（平成２７年３月３１日 理事長達第７号） 

この改正達は、平成２７年４月１日から施行する。 

 


