
平成29年３月28日

神奈川県立病院機構理事会

資料７

人事部

第37号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正

について

１ 改正の趣旨

  看護補助者に夜間特殊勤務手当を支給するため、所要の改正を行う。

２ 改正の内容

夜間特殊勤務手当を看護補助者に支給すること及びその金額を定める。

３ 施行期日

  平成29年４月１日



改正後 改正前

（略）

別表第３（第６条関係）

業務 １回の額

円

１ 正規の勤務時間による

勤務の一部又は全部が深

夜（午後 10 時後翌日の

午前５時前の間をいう。

以下同じ）において行わ

れる業務

次に掲げる職員が行う看護等

の業務

深夜における勤務時間が

４時間以上である場合

3,700

(１) こども医療センターに

勤務する看護師、准看護

師及び保育士 深夜における勤務時間が

２時間以上４時間未満で

ある場合

3,200

(２) 足柄上病院、精神医療

センター、がんセンター

及び循環器呼吸器病セン

ターに勤務する助産師、

看護師及び准看護師

深夜における勤務時間が

２時間未満である場合

2,200

上記に掲げる業務以外の業務 その勤務時間が深夜の全

部を含む場合

6,000

深夜における勤務時間が

４時間以上である場合

2,900

深夜における勤務時間が

２時間以上４時間未満で

ある場合

2,600

深夜における勤務時間が

２時間未満である場合

1,800

２ 正規の勤務時間による

勤務の一部又は全部が夜

間（午後９時後翌日の午

前６時 30分以前の間を

いう。）において行われ

る業務（１の項に掲げる

業を除く。）

次に掲げる職員が行う看護等の業務 800

(１) こども医療センターに勤務する看護師、准看護師

及び保育士

(２) 足柄上病院、精神医療センター、がんセンター及

び循環器呼吸器病センターに勤務する助産師、看護

師及び准看護師

上記に掲げる業務以外の業務 380

３ 正規の勤務時間による勤務が１月１日、同月２日又は 12 月 31 日において行われ

る業務（給与規程第 21条に規定する休日勤務手当及び同規程第 25 条に規定する管

理職員特別勤務手当の支給の対象となる業務を除く。）

1,500

備考 １ この表中、看護師、准看護師、保育士及び助産師には、それぞれ、当該職員の職務の見習業務を行う者を含むも

のとする。

２ こども医療センター看護局外来看護科における看護等の業務及びその他理事長が特に認める業務のうちその勤務

時間が深夜の全部を含む業務に従事した場合における１回の額については、１の項に掲げる額にかかわらず、

7,600 円とする。

３ この表中、「上記に掲げる業務以外の業務」には看護補助者が行う業務を含む。

看護補助者については、理事長が別に定める。

（略）
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