
○技能職員の給与等に関する訓令 

平成12年３月29日 

警察本部訓令第11号 

警 察 本 部 長 

 技能職員の給与等に関する訓令を次のように定める。 

   技能職員の給与等に関する訓令 

 （趣旨） 

第１条 この訓令は、技能職員（技能職員の給与、勤務時間等の勤務条件その他勤務に関する

訓令（昭和44年埼玉県警察本部訓令第12号）第２条に定める技能職員をいう。以下同じ。）

の給与、退職手当及び旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （給料） 

第２条 給料の額は、給料表（別表第１）に定めるところによる。 

２ 給料の支給方法は、職員の給与に関する条例（昭和27年埼玉県条例第19号）の適用を受け

る職員の例による。 

 （職務の分類） 

第３条 技能職員の職務は、その職務の特殊性及び責任の度に応じ、これを給料表に定める職

務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別基準職

務表（別表第２）に定めるとおりとする。 

 （初任給、昇格、昇給等の基準） 

第４条 技能職員の初任給、昇格、昇給等の基準は、次項から第５項まで及び次条の規定によ

るほか、職員の給与に関する条例及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（埼玉県人

事委員会規則７－221）の規定の例による。この場合において、同条例第４条第８項中「55

歳（委員会規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で委員会規則で定めるもの）」と

あるのは「技能職員（一種）は55歳、技能職員（二種）は57歳」」と読み替えるものとし、

同規則別表第４中「100分の50以下」とあるのは「100分の80以下」と読み替えるものとす

る。 

２ 新たに技能職員となる者の職務の級は、級別基準職務表に定める基準に従い決定するもの

とする。 

３ 新たに技能職員となった者の号給は、前項の規定により決定された職務の級の号給のうち、



その者の職員の種類及び学歴免許に応じて初任給基準表（別表第３）に掲げる号給とする。 

４ 技能職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給

に対応する昇格時号給対応表（別表第４）の昇格後の号給欄に定める号給とする。 

５ 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28条

の６第１項若しくは第２項の規定により採用された技能職員（以下「再任用職員」とい

う。）の給料月額は、第２条第１項の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、そ

の者の属する職務の級に応じた額とする。 

第４条の２ 地方公務員法第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める技能職員の給

料月額は、前条第５項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、職員の勤務時間、

休暇等に関する条例（平成７年埼玉県条例第２号）第２条第３項の規定により定められたそ

の者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

 （扶養手当等） 

第５条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務

手当（これに準じる手当を含む。）、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤

務手当、期末手当及び勤勉手当の額並びに支給方法については、職員の給与に関する条例の

適用を受ける職員の例による。 

２ 職員の給与に関する条例第19条第１項に規定する基準日現在において主任の職に引き続き

在職した期間（初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第16条又は第17条の規定の例によ

り給料月額を決定された職員にあっては、その者の給料月額を決定する際これに相当する期

間とされた期間を含む。）が２年以上の技能職員の期末手当基礎額は、職員の給与に関する

条例第19条第４項に規定する合計額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

に期末手当及び勤勉手当職務加算表（別表第５）の職務の級に応じた割合を乗じて得た額を

加算した額とする。 

３ 前項の規定は、勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「第19条第

４項」とあるのは「第19条の４第３項」と読み替えるものとする。 

 （退職手当） 

第６条 退職手当の額及び支給方法については、職員の退職手当に関する条例（昭和38年埼玉

県条例第18号）の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例第７条の４第３項において

委員会規則で定めることとされる事項については、警察本部長が定めるものとする。 



２ 前項の場合において、退職手当の調整額に係る職員の区分に関する規則(平成18年埼玉県

人事委員会規則７-856）の適用は、同規則別表イ及びロ中「職員の給与に関する条例の行政

職給料表」とあるのは「技能職員の給与等に関する訓令の給料表」とする。 

 （旅費） 

第７条 旅費の額及び支給方法については、職員の旅費に関する条例（昭和27年埼玉県条例第

20号）の適用を受ける職員の例による。 

 （外国の地方公共団体の機関等に派遣される者の給与等） 

第８条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和63年埼玉

県条例第１号）第２条第１項の規定により同項各号に掲げる機関に派遣される技能職員の給

与、退職手当及び旅費については、同条例第４条から第７条までの例による。 

 （修学部分休業をする者の給与） 

第９条 技能職員が、地方公務員法第26条の２第１項の規定により修学部分休業の承認を受け

て勤務しない場合の給与は、職員の修学部分休業に関する条例（平成23年埼玉県条例第９

号）第３条の例による。 

 （育児休業をする者等の給与等） 

第10条 技能職員が育児休業をしている期間の給与については、地方公務員の育児休業等に関

する法律（平成３年法律第110号）第４条第２項及び職員の育児休業等に関する条例（平成

４年埼玉県条例第６号）第７条の例による。 

２ 育児休業をした技能職員が職務に復帰した場合の給与及び退職した場合の退職手当の取扱

いについては、職員の育児休業等に関する条例第８条及び第９条の例による。 

３ 技能職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合の給与については、職員の育児休業等

に関する条例第32条の例による。 

 （自己啓発等休業をする者の給与） 

第11条 技能職員が自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。 

 （配偶者同行休業をする者の給与） 

第12条 技能職員が配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。 

 （補則） 

第13条 この訓令に定めるもののほか、技能職員の給与について必要な事項は、警察本部長が

別に定めることができる。 



   附 則 

１ この訓令は、平成12年４月１日から施行する。 

２ 技能職員の給料月額は、平成14年３月31日までの間、第２条から第４条の規定にかかわら

ず、これらの規定に基づき定められる給料月額からその100分の２.５に相当する額（その額

に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）を減じた額とする。ただし、次に

掲げる手当の額等の算出の基礎となる給料月額は、これらの規定に基づき定められる額とす

る。 

(1) 第５条に規定する手当（第５条第１項の規定により支給する調整手当を除き、他の手当

の額及び次号に掲げる勤務１時間当たりの給与額の算出の基礎となる調整手当を含む。）

の額 

(2) 第５条に規定する手当の額の算出の基礎となる勤務１時間当たりの給与額 

３ 平成11年10月１日以降に、新たに技能職員となった者の給料月額に係る前項の規定の適用

については、技能職員となった日から１年に達する日の属する月の末日までの間に限り、同

項中「100分の2.5」とあるのは「100分の１.25」とする。ただし、技能職員以外の県費支弁

の職員が人事交流等により引き続いて技能職員となった場合は、この限りでない。 

   附 則（平成13年３月30日警察本部訓令第11号） 

 この訓令は、平成13年４月１日から施行する。 

   附 則（平成13年６月21日警察本部訓令第22号） 

 この訓令は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成14年12月27日警察本部訓令第54号） 

 この訓令は、平成15年１月１日から施行する。 

   附 則（平成15年３月31日警察本部訓令第16号） 

１ この訓令は、平成15年４月１日から施行する。〔後略〕 

   附 則（平成15年５月30日警察本部訓令第23号） 

 この訓令は、平成15年６月１日から施行する。 

   附 則（平成15年８月19日警察本部訓令第29号） 

１ この訓令は、平成15年８月19日から施行する。 

２ この訓令の施行の日（以下「施行日」という。）前から引き続き給料表の適用を受ける技

能職員に対する改正後の給与等に関する訓令（以下「改正後の訓令」という。）第４条第１



項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

３ 施行日以後新たに給料表の適用を受けることとなった技能職員のうち、任用の事情等を考

慮して前項の規定の適用を受ける技能職員との権衡上必要があると認められる技能職員につ

いては、改正後の訓令第４条第１項の規定にかかわらず、警察本部長の定めるところにより、

昇給させることができる。 

４ 改正後の訓令第４条第１項の規定は、同項の規定の適用を受ける技能職員についての同項

の規定の適用を受けるに至った日前に行われた昇給の効果に影響を及ぼすものではない。 

   附 則（平成15年10月21日警察本部訓令第41号） 

 この訓令は、平成15年11月１日から施行する。 

   附 則（平成17年３月31日警察本部訓令第21号） 

 この訓令は、平成17年３月31日から施行する。 

   附 則（平成17年12月27日警察本部訓令第44号） 

１ この訓令は、平成18年１月１日から施行する。 

２ 平成18年１月の給料月額については、改正後の別表第１の規定にかかわらず、一般職員の

同月の給料月額の特例措置の例により、調整することができる。 

   附 則（平成18年３月31日警察本部訓令第25号） 

 （施行期日） 

１ この訓令は、平成18年４月１日から施行する。 

 （特定の職務の級の切替え） 

２ この訓令の施行の日（以下「施行日」という。）の前日においてその者が属していた職務

の級（以下「旧級」という。）が附則別表第１に掲げられている職務の級であった技能職員

の施行日における職務の級（以下「新級」という。）は、旧級に対応する同表の新級欄に定

める職務の級とする。 

 （号給の切替え） 

３ 施行日の前日において技能職員の給与等に関する訓令（以下「給与訓令」という。）別表

第１の給料表の適用を受けていた技能職員の施行日における号給（以下「新号給」とい

う。）は、次項に規定する技能職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けてい

た号給（以下「旧号給」という。）及びその者が旧号給を受けていた期間（附則第５項各号



に掲げる職員にあっては、当該各号に定める期間）に応じて附則別表第２に定める号給とす

る。 

 （職務の級における最高号給を超える給料月額の切替え） 

４ 施行日の前日において給与訓令別表第１の給料表に定める職務の級における最高の号給を

超える給料月額を受けていた技能職員の施行日における号給は、次の各号に掲げる職員の区

分に応じ当該各号に定める号給とする。 

 (1)  切替日の前日においてその者が受けていた給料月額（以下「旧給料月額」という。）が

切替日の前日においてその者が属していた職務の級（以下「旧級」という。）に応じた附

則別表第３の旧給料月額欄に掲げられている技能職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧

給料月額を受けていた期間（附則第５項各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める

期間）に応じて附則別表第３に定める号給 

 (2)  前項に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給 

 （警察本部長の定める技能職員及び期間） 

５ 次の各号に掲げる職員に係る旧号給を受けていた期間又は旧給料月額を受けていた期間に

該当する期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 

 (1)  切替日前において特別昇給以外の事由により給与訓令の改正等がないものとした場合に

おいて旧号給又は給料月額（改正前の給与訓令別表第１の給料表に定める職務の級におけ

る最高の号給を超える給料月額に限る。以下この項において同じ。）からの昇給に係る昇

給期間を短縮されていた職員 旧号給又は給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日

までの期間に相当する期間 

 (2)  切替日前において特別昇給をした職員のうち、給与訓令の改正等がないものとした場合

における特別昇給後の最初の昇給の予定の時期が切替日以後となる職員 旧号給又は給料

月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間 

 (3)  給与訓令の改正等がないものとした場合における切替日以後の最初の昇給について、切

替日前において昇給延伸の事由に該当した職員 切替日以後良好な成績で勤務したものと

した場合の旧号給又は給料月額を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当す

る期間 

 (4)  給与訓令の改正等がないものとした場合において改正前の給与訓令第４条の規定により

切替日以後の昇給がないこととなる職員 



 (施行日前の異動者の号給の調整） 

６ 施行日前に職務の級を異にして異動した技能職員の新号給については、その者が施行日に

おいて職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度に

おいて、警察本部長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。 

 （技能職員が受けていた号給等の基礎） 

７ 附則第２項から前項までの規定の適用については、技能職員が属していた職務の級及びそ

の者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与訓令又は附則第12項の規定による改正

前の技能職員の給与等に関する訓令の一部を改正する訓令（平成15年埼玉県警察本部訓令第

29号）附則第３項及びこれらに基づく警察本部長の定めに従って定められたものでなければ

ならない。 

 （給料の切替えに伴う経過措置） 

８ 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける技能職員で、その者の受ける給料

月額（以下この項において「改正後給料月額」という。）が同日において受けていた給料月

額（平成22年11月１日において技能職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.53

を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）。以下こ

の項において「改正前給料月額」という。）に達しないこととなる技能職員には、改正後給

料月額のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額（その額が１円以上とな

る場合に限る。）を給料として支給する。 

 (1)  平成24年４月１日から平成25年３月31日までの間 改正前給料月額と改正後給料月額と

の差額（以下この号及び次号において単に「差額」という。）から差額の２分の１に相当

する額（その額が１万円を超えるときは、１万円）を減じた額（その額に１円未満の端数

を生じたときは、これを切り捨てた額） 

 (2)  平成25年４月１日以降 差額から１万円に平成24年４月１日から給料の支給日までの期

間に１年を加えた期間の年数（その年数に１年未満の端数を生じたときは、これを切り捨

てた年数）を乗じて得た額を減じた額 

９ 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった技能職員について、任用の事情等

を考慮して前項の規定による給料を支給される技能職員との権衡上必要があると認められる

ときは、当該技能職員には、警察本部長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料

を支給する。 



10 前２項の規定による給料を支給される技能職員に関する給与訓令第５条第２項（給与訓令

第５条第３項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定の適用につ

いては、給与訓令第５条第２項中「給料月額」とあるのは「給料月額と技能職員の給与等に

関する訓令の一部を改正する訓令（平成18年埼玉県警察本部訓令第25号）附則第８項及び第

９項の規定による給料の額との合計額」とする。 

 (補則) 

11 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、警察

本部長が定める。 

 （技能職員の給与等に関する訓令の一部を改正する訓令の一部改正） 

12 技能職員の給与等に関する訓令の一部を改正する訓令（平成15年埼玉県警察本部訓令第29

号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２項から第４項までを削る。 

   附 則（平成18年５月22日警察本部訓令第33号） 

 この訓令は、平成18年５月22日から施行し、改正後の技能職員の給与等に関する訓令の規定

は、平成18年４月１日から適用する。 

   附 則（平成19年12月26日警察本部訓令第50号） 

 この訓令は、平成19年12月26日から施行し、平成19年４月１日から適用する。 

   附 則（平成21年10月30日警察本部訓令第21号） 

 この訓令は、平成21年11月１日から施行する。 

   附 則（平成22年10月27日警察本部訓令第32号） 

１ この訓令は、平成22年11月１日から施行する。 

２ 技能職員の給与等に関する訓令第５条第１項の規定により、職員の給与に関する条例（昭

和27年埼玉県条例第19号）において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平

成22年埼玉県条例第42号）附則第４項の規定の例による場合においては、同項第１号中

「。）若しくは」とあるのは、「。）、技能職員の給与等に関する訓令別表第１の適用を受

ける技能職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ、技能職員の給与等に関する訓令及

び技能職員の給与等に関する訓令の一部を改正する訓令の一部を改正する訓令（平成22年埼

玉県警察本部訓令第32号）附則別表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの（技能

職員の給与等に関する訓令の一部を改正する訓令（平成18年埼玉県警察本部訓令第25号）附



則第８項から第10項までの規定による給料を支給される技能職員を除く。）若しくは」と読

み替えるものとする。 

   附 則（平成23年３月31日警察本部訓令第15号） 

 この訓令は、平成23年４月１日から施行する。 

   附 則（平成24年４月12日警察本部訓令第15号） 

 この訓令は、平成24年４月12日から施行し、第２条の規定による改正後の技能職員の給与等

に関する訓令の一部を改正する訓令の規定は、平成24年４月１日から適用する。 

   附 則（平成26年３月28日警察本部訓令第27号） 

 この訓令は、平成26年４月１日から施行する。 

   附 則（平成26年５月30日警察本部訓令第34号） 

１ この訓令は、平成26年６月１日から施行する。 

２ この訓令による改正前の技能職員の給与等に関する訓令第５条第２項別表第５の規定によ

り、期末手当及び勤勉手当職務加算について100分の10の加算割合の適用を受けていた技能

職員の期末手当及び勤勉手当職務加算割合は、平成28年12月に支給するものまで、なお従前

の例による。 

   附 則（平成26年７月15日警察本部訓令第39号） 

 この訓令は、平成26年７月15日から施行する。 

   附 則（平成26年12月24日警察本部訓令第52号） 

 （施行期日等） 

１ この訓令は、平成26年12月24日から施行する。ただし、第２条及び附則第４項から第７項

までの規定は平成27年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の技能職員の給与等に関する訓令（次項において「改正後の訓

令」という。）の規定は、平成26年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の技能職員の

給与等に関する訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の

内払とみなす。 

 （給料の切替えに伴う経過措置） 



４ 平成27年４月１日（以下「切替日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を

受ける技能職員で、その者の受ける給料月額（以下この項において「切替後給料月額」とい

う。）が同日において受けていた給料月額（以下この項において「切替前給料月額」とい

う。）に達しないこととなる技能職員には、平成30年３月31日までの間、切替後給料月額の

ほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額（その額が１円以上となる場合に

限る。）を給料として支給する。 

 (1)  切替日から平成28年３月31日までの間 切替前給料月額と切替後給料月額との差額（以

下この項において単に「差額」という。） 

 (2)  平成28年４月１日から平成29年３月31日までの間 差額に３分の２を乗じて得た額（そ

の額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額） 

 (3)  平成29年４月１日から平成30年３月31日までの間 差額に３分の１を乗じて得た額（そ

の額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額） 

５ 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける技能職員（前項に規定する技能職員を除

く。）について、同項の規定による給料を支給される技能職員との権衡上必要があると認め

られるときは、当該技能職員には、警察本部長の定めるところにより、同項の規定に準じて、

給料を支給する。 

６ 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった技能職員について、任用の事情等

を考慮して前２項の規定による給料を支給される技能職員との権衡上必要があると認められ

るときは、当該技能職員には、警察本部長の定めるところにより、前２項の規定に準じて、

給料を支給する。 

７ 前３項の規定による給料を支給される技能職員に関する技能職員の給与等に関する訓令第

５条第２項（同条第３項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定

の適用については、同条第２項中「給料月額及びこれに対する地域手当の月額」とあるのは

「給料月額と技能職員の給与等に関する訓令の一部を改正する訓令（平成26年埼玉県警察本

部訓令第52号）附則第４項から第６項までの規定による給料の額との合計額及びこれに対す

る地域手当の月額」とする。 

   附 則（平成27年３月17日警察本部訓令第10号） 

 この訓令は、平成27年３月17日から施行し、平成26年６月１日から適用する。 

   附 則（平成27年３月27日警察本部訓令第14号） 



 この訓令は、平成27年４月１日から施行する。 

   附 則（平成28年３月30日警察本部訓令第15号） 

 この訓令は、平成28年３月30日から施行し、改正後の別表第１の規定は、平成27年４月１日

から適用する。ただし、改正後の別表第２の規定は、同年４月１日から施行する。 

   附 則（平成28年12月26日警察本部訓令第30号） 

 この訓令は、平成28年12月26日から施行し、平成28年４月１日から適用する。 

   附 則（平成29年12月27日警察本部訓令第30号） 

 この訓令は、平成29年12月27日から施行し、平成29年４月１日から適用する。 

   附 則（平成30年３月29日警察本部訓令第12号） 

 （施行期日） 

１ この訓令は、平成30年４月１日から施行する。 

 （職務級の切替え） 

２ この訓令の施行の日（以下施行日という。）の前日においてその者が属していた職務の級

が附則別表の旧級欄に掲げられている職務の級であった技能職員の施行日における職務の級

（以下「新級」という。）は、旧級欄に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。こ

の場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、警察本部長の定めるところ

により、そのいずれかの職務の級とする。 

 （号給の切替え） 

３ 施行日の前日において技能職員の給与等に関する訓令（以下「給与訓令」という。）別表

第１の給料表の適用を受けていた技能職員の施行日における号給は、前項の規定によりその

者が属することとなる新級の号給のうち、施行日の前日においてその者が受けていた号給（

以下「旧号給」という。）に対応する給料月額と同一の給料月額の号給（同一の給料月額の

号給がないときは、直近下位の給料月額の号給）とし、旧号給に対応する給料月額が新級の

最高の号給を超えるときは、当該最高の号給とする。 

 （給料の切替えに伴う経過措置） 

４ 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける技能職員で、その者の受ける給料

月額（以下この項において「切替後給料月額」という。）が同日において受けていた給料月

額に100分の101.571を乗じて得た額（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り

捨てた額）（以下この項において「切替前給料月額」という。）に達しないこととなる技能



職員には、切替後給料月額のほか、切替前給料月額と切替後給料月額との差額に相当する額

を給料として支給する。 

５ 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける技能職員（前項に規定する技能職員を除

く。）について、同項の規定による給料を支給される技能職員との権衡上必要があると認め

られるときは、当該技能職員には、警察本部長の定めるところにより、同項の規定に準じ

て、給料を支給する。 

６ 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった技能職員について、任用の事情等

を考慮して前２項の規定による給料を支給される技能職員との権衡上必要があると認められ

るときは、当該技能職員には、警察本部長の定めるところにより、前２項の規定に準じて、

給料を支給する。 

７ 前３項の規定による給料を支給される技能職員に関する給与訓令第５条第２項（同条第３

項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定の適用については、同

条第２項中「給料月額及びこれに対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額と技能職員

の給与等に関する訓令の一部を改正する訓令（平成30年埼玉県警察本部訓令第12号）附則第

４項から第６項までの規定による給料の額との合計額及びこれに対する地域手当の月額」と

する。 

 （給料の切替えに伴う退職手当に関する経過措置） 

８ 施行日の前日に在職する技能職員及び施行日以降に新たに給料表の適用を受けることにな

った技能職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した

理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日に

おける給料月額を基礎として職員の退職手当に関する条例（昭和38年埼玉県条例第18号。以

下「退職手当条例」という。）の規定により計算した退職手当の額が、この訓令による改正

後の給与訓令に基づく給料月額（別表第１の備考の規定を適用しない額とする。）を基礎と

して退職手当条例の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、給与訓令第６条の

規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき同条の規定による退職手当の額

とする。 

 （補則） 

９ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、警察

本部長が定める。 



   附 則（平成30年12月25日警察本部訓令第27号） 

 （施行期日等） 

１ この訓令は、平成30年12月25日から施行し、平成30年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

２ この訓令による改正後の技能職員の給与等に関する訓令（以下「改正後の訓令」とい

う。）の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の技能職員の給与等に関す

る訓令（以下「改正前の訓令という。）の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令

の規定による給与の内払とみなす。 

 （経過措置） 

３ 平成30年４月１日からこの訓令の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間に

おいて、新たに給料表の適用を受けることとなった技能職員及び昇給又は復職時等における

号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった技能職員のうち、改正後の訓令

の規定による号給が改正前の訓令の規定による号給に達しない技能職員の、当該適用又は当

該異動の日における号給については、改正後の訓令の規定にかかわらず、改正前の訓令の規

定による号給とするものとする。 

４ 施行日から平成31年３月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなっ

た技能職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異

動のあった技能職員のうち、前項の規定の適用を受ける技能職員との均衡上必要があると認

められる技能職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例に

よることができる。 

 （補則） 

５ 附則第２項から前項までに定められるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、

警察本部長が別に定める。 

   附 則（令和元年12月24日警察本部訓令第17号） 

 （施行期日等） 

１ この訓令は、令和元年12月24日から施行し、平成31年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

２ この訓令による改正後の技能職員の給与等に関する訓令（以下「改正後の訓令」とい

う。）の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の技能職員の給与等に関す



る訓令（以下「改正前の訓令という。）の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令

の規定による給与の内払とみなす。 

 （経過措置） 

３ 平成31年４月１日からこの訓令の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間に

おいて、新たに給料表の適用を受けることとなった技能職員及び昇給又は復職時等における

号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった技能職員のうち、改正後の訓令

の規定による号給が改正前の訓令の規定による号給に達しない技能職員の、当該適用又は当

該異動の日における号給については、改正後の訓令の規定にかかわらず、改正前の訓令の規

定による号給とするものとする。 

４ 施行日から令和２年３月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなっ

た技能職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異

動のあった技能職員のうち、前項の規定の適用を受ける技能職員との均衡上必要があると認

められる技能職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例に

よることができる。 

 （補則） 

５ 附則第２項から前項までに定められるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、

警察本部長が別に定める。 

   附 則（令和２年３月27日警察本部訓令第10号） 

 この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 










































