
平成29年２月14日 

神奈川県立病院機構理事会 

資料２ 

人事部 

第22号議案 
             

 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の旅費に関する規程の一部改正について 

 

１ 概要 

○ 平成28年第３回神奈川県議会定例会において、「職員の旅費に関する条例の一部を改正

する条例」が可決された。 

○ 本機構においてもその内容を検討したところ、同様の対応をすることが望ましいことか

ら、「地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の旅費に関する規程」の一部を改正する。 

 

２ 改正の内容 

(1) 父、母の表記を父母に改める 

(2) 旅行雑費の額を県内旅行(200円)、県外旅行(1,200円)とも120円に改める 

 

３ 施行期日 

  平成29年３月１日 

ただし、改正後の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日

前に出発する旅行については、なお従前の例による。 

 

 以上 
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神奈川県立病院機構職員の旅費に関する規程新旧対照表 

新 旧 

第１条 （略） 

（用語の意義） 

第２条 （略） 

 (1)～(9) （略） 

 (10) 扶養親族 職員の配偶者（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同  

様の事情にある者を含む。以下同じ。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟                      

姉妹で、主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。 

(11) 遺族 死亡した職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並                    

びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。 

２・３ （略） 

第３条～第20条 （略） 

（旅行雑費） 

第21条 旅行雑費の額は、１日につき120円とする。 

 （削除）  

 

 

（削除） 

第22条 （略） 

（遺族の旅費） 

第23条 （略） 

(1)・(2) （略） 

２ 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第２条第１項第11号に 

掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。 

３ （略） 

第24条～第38条 （略） 

 

第１条 （略） 

（用語の意義） 

第２条 （略） 

 (1)～(9) （略） 

 (10) 扶養親族 職員の配偶者（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同  

様の事情にある者を含む。以下同じ。）、子、父、母、孫、祖父母及び兄弟                      

姉妹で、主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。 

(11) 遺族 死亡した職員の配偶者、子、父、母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並                    

びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。 

２・３ （略） 

第３条～第20条 （略） 

（旅行雑費） 

第21条 旅行雑費の額は、次の各号に規定する額とする。 

(1) 県内旅行の場合 １日につき20円とする。ただし、旅行が在勤庁から３

キロメートル末満を基準とする地域において行われる場合には、支給しな

い。 

(2) 県外旅行の場合 １日につき1,200円とする。 

第22条 （略） 

（遺族の旅費） 

第23条 （略） 

(1)・(2) （略） 

２ 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第２条第１項第10号に 

掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。 

３ （略） 

第24条～第38条 （略） 
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新 旧 

附 則 

１ この規程は、平成29年３月１日から施行する。 

２ 改正後の第２条第１項第10号及び第11号並びに第21条の規定は、この規程の

施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行について

は、なお従前の例による。 
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