
第２９号議案  

 

 

 

中野区立学校施設の開放に関する規則等の一部を改正する規

則  

 

 

 

上記の議案を提出します。  

 

 

 

令和元年（２０１９年）６月７日  

 

 

 

提出者  中野区教育委員会教育長  入野  貴美子    

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

元号を改める政令の施行に伴い、規定を整備する必要がある。  

 



中野区立学校施設の開放に関する規則等の一部を改正する規則  

 

 （中野区立学校施設の開放に関する規則の一部改正）  

第１条  中野区立学校施設の開放に関する規則（昭和６０年中野区教

育委員会規則第１２号）の一部を次のように改正する。  

  附則第４項中「平成３６年６月３０日」を「令和６年６月３０

日」に改める。  

 （中野区立学校設備使用規則の一部を改正する規則の一部改正）  

第２条  中野区立学校設備使用規則の一部を改正する規則（平成２９

年中野区教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。  

  附則中「平成３２年４月１日」を「令和２年４月１日」に改める。  

 （中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則の一部を改

正する規則の一部改正）  

第３条  中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則の一部

を改正する規則（平成３１年中野区教育委員会規則第２号）の一部

を次のように改正する。  

  附則第２項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改める。  

 （中野区立小学校及び中学校教育職員の特殊勤務手当に関する規則

の一部を改正する規則の一部改正）  

第４条  中野区立小学校及び中学校教育職員の特殊勤務手当に関する

規則の一部を改正する規則（平成３１年中野区教育委員会規則第３

号）の一部を次のように改正する。  

  附則第３項中「平成３４年３月３１日」を「令和４年３月３１

日」に改める。  

 （中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正）  

第５条  中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇



等に関する条例施行規則の一部を改正する規則（平成３１年中野区

教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。  

  附則第２項中「平成３１年８月３１日」を「令和元年８月３１

日」に改める。  

 （中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

施行規則の一部を改正する規則の一部改正）  

第６条  中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例施行規則の一部を改正する規則（平成３１年中野区教育委員会

規則第７号）の一部を次のように改正する。  

  附則第２項中「平成３１年８月３１日」を「令和元年８月３１

日」に改める。  

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  

 

 



【第１条関係】 
中野区立学校施設の開放に関する規則（昭和６０年中野区教育委員会規則第１２号）新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第１６条 （略） 第１条～第１６条 （略） 

   附 則    附 則 

１～３ （略） １～３ （略） 

４ 平成３０年７月１日から令和６年６月３０日ま

での間における別表第３の規定の適用について

は、同表個人の項中「５００円」とあるのは「２

５０円」と、「２５０円」とあるのは「１３０円」

と、「１３０円」とあるのは「７０円」と、同表

団体の項中「２９，４００円」とあるのは「１４，

７００円」と、「６，０００円」とあるのは「３，

０００円」と、同表備考⑵中「５００円券」とあ

るのは「２５０円券」と、「２，５００円」とあ

るのは「１，２５０円」と、「２５０円券」とあ

るのは「１３０円券」と、「１，２５０円」とあ

るのは「６５０円」とする。 

４ 平成３０年７月１日から平成３６年６月３０日

までの間における別表第３の規定の適用について

は、同表個人の項中「５００円」とあるのは「２

５０円」と、「２５０円」とあるのは「１３０円」

と、「１３０円」とあるのは「７０円」と、同表

団体の項中「２９，４００円」とあるのは「１４，

７００円」と、「６，０００円」とあるのは「３，

０００円」と、同表備考⑵中「５００円券」とあ

るのは「２５０円券」と、「２，５００円」とあ

るのは「１，２５０円」と、「２５０円券」とあ

るのは「１３０円券」と、「１，２５０円」とあ

るのは「６５０円」とする。 

別表第１～別表第５ （略） 別表第１～別表第５ （略） 

 

【第２条関係】 
中野区立学校設備使用規則の一部を改正する規則（平成２９年中野区教育委員会規則第５号） 

新旧対照表 
改正案 現行 

第４条 中野区立学校設備使用規則の一部を次のよ

うに改正する。 
（以下 略） 

 

   附 則    附 則 

この規則中第１条の規定は平成２９年４月１日か

ら、第２条の規定は平成３０年４月１日から、第３

条の規定は平成３１年４月１日から、第４条の規定

は令和２年４月１日から施行する。 

この規則中第１条の規定は平成２９年４月１日か

ら、第２条の規定は平成３０年４月１日から、第３

条の規定は平成３１年４月１日から、第４条の規定

は平成３２年４月１日から施行する。 

 

【第３条関係】 
中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

（平成３１年中野区教育委員会規則第２号）新旧対照表 
改正案 現行 

   附 則    附 則 

１ （略） １ （略） 

（経過措置） （経過措置） 
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２ この規則による改正後の中野区立幼稚園教育職

員の給与に関する条例施行規則（以下「改正後の

規則」という。）第７条第２項第１号の規定にか

かわらず、施行日の前日において、この規則によ

る改正前の中野区立幼稚園教育職員の給与に関す

る条例施行規則第７条第１項の規定による認定を

受けている扶養親族（中野区立幼稚園教育職員の

給与に関する条例（平成１２年中野区条例第１４

号）第１１条第２項に規定する扶養親族をいう。）

のうち同条例第１１条第２項第４号に掲げる者

（以下「扶養親族」という。）（以下「特定扶養

親族」という。）の収入の合計額（改正後の規則

第７条第２項第１号に規定する勤労所得、資産所

得、事業所得その他の収入の合計額をいう。以下

「収入の合計額」という。）が年額１，３００，

０００円以上１，４００，０００円未満であり、

当該特定扶養親族の収入の合計額が施行日以後引

き続き年額１，３００，０００円以上１，４００，

０００円未満である場合その他これに準ずる場合

にあっては、令和元年度に限り、教育委員会は、

特定扶養親族を扶養親族として認定するものとす

る。 

２ この規則による改正後の中野区立幼稚園教育職

員の給与に関する条例施行規則（以下「改正後の

規則」という。）第７条第２項第１号の規定にか

かわらず、施行日の前日において、この規則によ

る改正前の中野区立幼稚園教育職員の給与に関す

る条例施行規則第７条第１項の規定による認定を

受けている扶養親族（中野区立幼稚園教育職員の

給与に関する条例（平成１２年中野区条例第１４

号）第１１条第２項に規定する扶養親族をいう。）

のうち同条例第１１条第２項第４号に掲げる者

（以下「扶養親族」という。）（以下「特定扶養

親族」という。）の収入の合計額（改正後の規則

第７条第２項第１号に規定する勤労所得、資産所

得、事業所得その他の収入の合計額をいう。以下

「収入の合計額」という。）が年額１，３００，

０００円以上１，４００，０００円未満であり、

当該特定扶養親族の収入の合計額が施行日以後引

き続き年額１，３００，０００円以上１，４００，

０００円未満である場合その他これに準ずる場合

にあっては、平成３１年度に限り、教育委員会は、

特定扶養親族を扶養親族として認定するものとす

る。 

 

【第４条関係】 
中野区立小学校及び中学校教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

（平成３１年中野区教育委員会規則第３号）新旧対照表 
改正案 現行 

   附 則    附 則 

１・２ （略） １・２ （略） 

（教員特殊業務手当に関する措置） （教員特殊業務手当に関する措置） 

３ この規則による改正後の中野区立小学校及び中

学校教育職員の特殊勤務手当に関する規則別表第

２⑷の項の規定の適用については、同項の規定に

かかわらず、令和４年３月３１日までの間にあっ

ては、同項中「日額 ３，０００円」とあるのは、 

 「ア 指導業務に従事した時間が３時間以上４時

間未満の場合 日額 ３，０００円 

 イ 指導業務に従事した時間が４時間以上の場合 

   日額 ４，０００円」とする。 

３ この規則による改正後の中野区立小学校及び中

学校教育職員の特殊勤務手当に関する規則別表第

２⑷の項の規定の適用については、同項の規定に

かかわらず、平成３４年３月３１日までの間にあ

っては、同項中「日額 ３，０００円」とあるの

は、 
 「ア 指導業務に従事した時間が３時間以上４時

間未満の場合 日額 ３，０００円 
 イ 指導業務に従事した時間が４時間以上の場合 
   日額 ４，０００円」とする。 

2/3 



 

【第５条関係】 

中野区立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

（平成３１年中野区教育委員会規則第６号）新旧対照表 
改正案 現行 

附 則   附 則 

１ （略） １ （略） 

（経過措置） （経過措置） 

２ この規則の施行の日から令和元年８月３１日ま

での間におけるこの規則による改正後の中野区立

小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例施行規則第６条の２第１項第３

号ウの規定の適用については、同号ウ中「５月の

期間」とあるのは「５月の期間（平成３１年４月

以降の期間に限る。）」とする。 

２ この規則の施行の日から平成３１年８月３１日

までの間におけるこの規則による改正後の中野区

立小学校及び中学校教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則第６条の２第１項第

３号ウの規定の適用については、同号ウ中「５月

の期間」とあるのは「５月の期間（平成３１年４

月以降の期間に限る。）」とする。 

 

【第６条関係】 

中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

（平成３１年中野区教育委員会規則第７号）新旧対照表 
改正案 現行 

附 則 附 則 

１ （略） １ （略） 

（経過措置）  （経過措置） 

２ この規則の施行の日から令和元年８月３１日ま

での間におけるこの規則による改正後の中野区立

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関す

る条例施行規則第７条の２第１項第３号ウの規定

の適用については、同号ウ中「５月の期間」とあ

るのは「５月の期間（平成３１年４月以降の期間

に限る。）」とする。 

２ この規則の施行の日から平成３１年８月３１日

までの間におけるこの規則による改正後の中野区

立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例施行規則第７条の２第１項第３号ウの規

定の適用については、同号ウ中「５月の期間」と

あるのは「５月の期間（平成３１年４月以降の期

間に限る。）」とする。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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