特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照表

特別職の職員の給与に関する法律（昭和二十四年法律第二百五十二号）（第一条関係）

３
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１
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次

○

特別職の職員の給与に関する法律（昭和二十四年法律第二百五十二号）（第二条関係）

目

○

○

正

案

特別職 の職 員の給 与に関 する法 律（昭 和二十 四年法 律第二 百五十 二号） （第一 条関係 ）

改

現

（傍線 の部分は改 正部分）

行

二十五 年法律 第九十 五号。 以下「 一般職 給与法 」と いう。 ）の適 用を受

び 期末手 当の支 給につ いては 、一般 職の職 員の給 与に 関する 法律（ 昭和

ける職 員（以 下「一 般職の 職員」 という 。）の 例によ る。た だし、 一般

二 十五年 法律第 九十五 号。以 下「一 般職給 与法」 という 。）の 適用を 受

び期 末手当 の支給 につい ては、 一般職 の職員 の給与 に関す る法律 （昭和

内閣総 理大臣 等（秘 書官を 除く。 ）の地 域手当 、通勤 手当及

ける 職員（ 以下「 一般職 の職員 」とい う。） の例 による 。ただ し、一 般

職給 与法第 十九条 の四第 二項中 「百分 の百二 十二・ 五」と あるの は「百

内閣総 理大臣 等（秘 書官を 除く。 ）の地 域手当 、通勤 手当及 第 七条 の二

職 給与 法第十 九条の 四第二 項中「 百分の 百二十 二・五 」とあ るのは 「百

分の百 五十七 ・五」 と、「 百分の 百三十 七・五 」とあ るのは 「百分 の百

第七条 の二

分の 百五十 七・五 」と、 「百分 の百三 十七・ 五」と あるの は「百 分の百

七十 二・五 」とし 、同条 第五項 におい て人事 院規則 で定め ること とされ

別 表第三 （第三 条関係 ）

額

五八 五、八 〇〇円

月

十二 号俸

五 五五、 一〇〇 円

給
五 八六、 二〇〇 円

十 一号俸

五二 五、一 〇〇円

俸

十二 号俸

五五五 、五〇 〇円

十号俸

四 九三、 五〇〇 円

名

十一号 俸

五 二五、 五〇〇 円

九 号俸

四六三 、〇〇 〇円

職

十号 俸

四九三 、九〇 〇円

八号俸

四三 五、六 〇〇 円

官

九 号俸

四六 三、四 〇〇円

七号 俸

四 〇〇、 三〇〇 円

額

八号俸

四三六 、〇〇 〇円

六 号俸

三六 一、八 〇〇円

月

七 十七・ 五」と し、 同条第 五項に おいて 人事院 規則で 定める ことと され

名

七号 俸

四〇〇 、七〇 〇円

五号俸

三 二六、 〇〇〇 円

給

て いる事 項につ いては 、政令 で定め るも のとす る。

職

六号俸

三 六二、 二〇〇 円

四 号俸

秘書 官
五号 俸

三二六 、四〇 〇円

俸

ている 事項に つい ては、 政令で 定める ものと する。

官

別 表第三 （第 三条関 係）

秘書 官

四 号俸
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一号 俸

二号俸

三号 俸
二 六四、 五〇〇 円

二七 三、三 〇〇円

二九五 、二〇 〇円

一号俸

二 号俸

三号 俸

二六 四、〇 〇〇円

二 七二、 九〇〇 円

二九 四、八 〇〇円
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○

正

案

現

（傍 線の部分 は改正部 分）

行

内閣 総理大 臣等（ 秘書官 を除く 。）の 地域手 当、通 勤手当 及

特別職 の職員 の給与 に関す る法律 （昭和 二十四 年法律 第二百 五十二 号）（ 第二条 関係）

改
内 閣総理 大臣等 （秘書 官を除 く。） の地域 手当、 通勤手 当及 第七 条の二

び期 末手当 の支給 につい ては、 一般 職の職 員の給 与に関 する法 律（昭 和

第七 条の 二
び 期末 手当の 支給に ついて は、一 般職の 職員の 給与に 関する 法律（ 昭和

二十五 年法律 第九十 五号。 以下「 一般職 給与法 」とい う。） の適用 を受

「

二十 五年法 律第九 十五号 。以下 「一般 職給与 法」と いう。 ）の適 用を受

れて いる事 項につ いては 、政令 で定め るもの とする 。

百七 十七・ 五」と し、同 条第五 項にお いて人 事院規 則で定 めるこ ととさ

百分 の百五 十七・ 五」と 、「百 分の百 三十七 ・五」 とある のは「 百分の

職給与 法第十 九条の 四第二 項中「 百分の 百二十 二・五 」とあ るのは

ける 職員（ 以下「 一般職 の職員 」とい う。） の例に よる。 ただし 、一般

」と あるの は、「

け る職 員（以 下「一 般職の 職員」 という 。）の 例によ る。た だし、 一般
職給 与法第 十九条 の四第 二項中 「百分 の百三 十
百 分の百 六十七 ・五
」とし 、同条 第五項 におい て人事 院規則 で定め ること とさ
れ てい る事項 につい ては、 政令で 定める ものと する。
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