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１．まずは、期末勤勉手当の計算方法を確認しましょう。  
【6 月期末勤勉手当は。。。。。】 

再任用職員以外：（2.225 ヶ月）  ＝期末手当（1.275 ヶ月） ＋勤勉手当（0.95 ヶ月） 

再任用職員  ：（1.175 ヶ月）  ＝期末手当（0.725 ヶ月） ＋勤勉手当（0.45 ヶ月） 

○期末手当について    

●職務加算のない組合員： 

再任用職員以外：（給料月額+扶養手当）×1.12（地域手当）×1.275 ヶ月  

再任用職員  ：給料月額×1.12（地域手当）×0.725 ヶ月 

●職務加算のある組合員： 

再任用職員以外： 

｛（給料月額+扶養手当）×1.12（地域手当）+（給料月額×1.12（地域手当）×職務加算 ※1）｝×1.275 ヶ月  

再任用職員  ： 

｛給料月額×1.12（地域手当）+（給料月額×1.12（地域手当）×職務加算 ※1）｝×0.725 ヶ月 

○勤勉手当について 

●職務加算のない組合員： 

再任用職員以外：給料月額×1.12（地域手当）×0.95 ヶ月+加算額 ※２ 

再任用職員  ：給料月額×1.12（地域手当）×0.45 ヶ月 

●職務加算のある組合員：  

再任用職員以外： 

｛給料月額×1.12（地域手当）+給料月額×1.12（地域手当）×職務加算 ※1）｝×0.95 ヶ月+加算額 ※２ 

再任用職員  ： 

｛給料月額×1.12（地域手当）+給料月額×1.12（地域手当）×職務加算 ※1）｝×0.45 ヶ月 

 

6 月期一時金を計算してみましょう!! 

 

【勤勉手当の得点別加算表】（※2）  （消防職員以外） 

（上段）加算得点（下段）加算額 得点 

※加算（65 点以上） 5 級主査以下 副主幹 

5  

22,800 円 

7 

31,920 円 
65 点以上 70 点未満 

10 

45,600 円 

14 

63,840 円 
70 点以上 75 点未満 

15 

68,400 円 

21 

95,760 円 
75 点以上 80 点未満 

20 

91,200 円 

28 

127,268 円 
80 点以上 85 点未満 

25 

95,750 円 

35 

134,050 円 
85 点以上 90 点未満 

30 

136,800 円 

42 

191,520 円 
90 点以上 95 点未満 

35 

159,600 円 

49 

223,440 円 
95 点以上 

【職務加算の割合（率）】＜加算割合＞（※１） 
給料表 職務の級 加算割合 

一般 
 

9 級 100 分の 20 8 級 
7 級 100 分の 15 6 級 
5 級 100 分の 10 4 級 
3 級 100 分の 5 

技能労務職 
※経過措置

表も含む 

5 級 100 分の 10 
4 級 100 分の 5 3 級（2 年目～） 

 

 

※職務加算は、【職務加算の割合（率）】＜加算割合＞（※１）の表を参照し、自分の級に当てはまる加算割合になります。 

※加算額は、加算得点に１点あたりの額 4,560 円（消防職員以外）をかけた金額になります。 

 

＊今回の勤勉手当 1 点あたりの額は、（消防職員

以外） 

4,560 円 です。（前年度は３，８３０円） 

＊今回の加算対象者数は、（消防職員以外） 

719 人 です。（前年度は 766 人） 
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ステップ１ 

 ☆まずは下記の○ア ～○エ の部分に自分の給与明細書と一時金支給明細書を見ながら、該当する金額を当てはめてみよう！ 

  ○ア →給与月額（      円）、○イ →扶養手当（      円）、○ウ →期末手当（      円）、○エ →勤勉手当（      円） 

ステップ２ 

 ☆実際に下記の計算式に上記の○ア ～○イ の金額を当てはめて、○オ と○カ を計算し支給金額と比べてみよう！ 

２．実際に計算をして確認をしましょう。 

【用意するもの】 ①給与明細書  ②一時金支給明細書 ③電卓 

＜再任用職員＞ 

【期末手当】 ●職務加算がない組合員  ○ア       円×1.12×0.725 ヶ月＝○オ          円 

●職務加算がある組合員  {○ア       円×1.12＋（○ア       円×1.12×職務加算（※１））}×0.725 ヶ月＝○オ        円 

【勤勉手当】 ●職務加算がない組合員  ○ア       円×1.12×0.45 ヶ月＝○カ          円 

●職務加算がある組合員  {○ア       円×1.12＋（○ア       円×1.12×職務加算（※１））}×0.45 ヶ月＝○カ        円 

ステップ３ 

 ☆最後に勤勉手当の加算額を確認しましょう。※再任用職員以外 

 ○エ          円 － ○カ          円 ＝ ○キ          円  

①○キ がゼロの方   ⇒  加算額なし 

②○キ がゼロ以上の方 ⇒  加算額あり 

※ちなみに加算額がありの方は、表面の「勤勉手当の得点別加算表」（※２）に 

○キ の金額を当てはめると、自分の得点がだいたい何点だったかわかります。 

   

＜再任用職員以外＞ 

【期末手当】  

●職務加算がない組合員 （○ア      円＋○イ      円）×1.12×1.275 ヶ月＝○オ      円 

●職務加算がある組合員 {（○ア      円＋○イ      円）×1.12＋（○ア      円×1.12×職務加算（※１））}×1.275 ヶ月＝○オ      円 

【勤勉手当】  

●職務加算がない組合員 ○ア      円×1.12×0.95 ヶ月＝○カ      円 

 ●職務加算がある組合員 {○ア      円×1.12＋○ア      円×1.12×職務加算（※１）}×0.95 ヶ月＝○カ      円 

 

上記の○ウ と

○オ を比較し

てみよう。 
 

 

いかがでしたでしょうか？ 不明な点は組合まで 

左記のＱＲコードをスマートフォンで読み取っ

ていただくと、市川市職員組合のサイトを表示で

きます。そちらのサイトからでも不明な点につい

て、お問合せいただけますのでご利用ください。 

 


