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一般財団法人埼玉伝統工芸協会就業規則 
 

平成２４年１月２７日 
規則第  １   号 
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第１章 総則 
（目的） 
第１条 この規則は、一般財団法人埼玉伝統工芸協会（以下「協会」という。）の職

員の就業に関し労働に関する法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めること

を目的とする。 
（職員の定義） 
第２条 この規則において職員とは、第２章に定める手続きを経て採用された有給勤

務者をいう。 
 

（誠実義務） 
第３条 職員は、一般財団法人埼玉伝統工芸協会定款第３条に規定する目的を自覚し、

規則、規程、諸通達及び決議事項を遵守し互いに人格を尊重し職場の秩序を保守し、

かつ、上司の職務上の命令に従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。 
２ 職員は、協会が管理している建物及び構内において、代表理事の許可なくして集

会を催し又は行進をしてはならない。 
３ 職員は、代表理事の許可した以外の場所においてポスター、幕、旗等を貼付又は
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掲示してはならない。 
（秘密の厳守） 
第４条 職員は、職務上の秘密をもらし、又は協会の品位を害し信用を傷つけるよう

な行為をしてはならない。 
（兼業の制限） 
第５条 職員は、原則として他の職業に従事又は営利を目的とした私企業を営む行為

をしてはならない。ただし、やむを得ない事由により兼職するときは、代表理事の

承認を得なければならない。 
（名札の着用） 
第６条 職員に名札を交付する。 
２ 名札は、執務中必ず上衣の左胸部の見易い所に着用するものとする。 
（上司の定義） 
第７条 この規則で上司とは、職制その他組織の上で職員を直接又は間接に指揮命令

する権限を有するものをいう。 
 

第２章 採用 
（採用方法） 
第８条 職員の採用は、選考試験又は書類選考及び面接試験により決定する。 
（採用手続） 
第９条 職員の採用にあたっては、次の書類を提出させる。 
（１）自筆履歴書              １通 
（２）住民票記載事項証明          １通 
（３）卒業又は終了証明書          １通 
（４）健康診断書              １通 
（５）写真（最近３ヶ月以内に撮影したもの） １通 
（提出書類） 
第１０条 職員として採用されたものは、採用後２週間以内に次に掲げる書類を代表

理事に提出しなければならない。 

（１）誓約書 

（２）身元保証書 
（３）扶養親族申告書 
（４）住所届 
２ 前項第２号の身元保証書の保証人は、県内に居住し独立の生計を営んでいる成年

者２人とする。 
（条件付採用期間） 
第１１条 新たに採用された職員は、採用の日から６ヶ月以内を条件付き採用期間と

する。 
２ 前項の条件付き採用期間を良好な成績で勤務したものは、採用された日にさかの

ぼって正式採用されたものとする。 
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第３章 勤務 

第１節 勤務時間・休憩及び休日 
（勤務時間） 
第１２条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き４週間を超えない期間につき１週間当

たり３８時間４５分とする。 
２ 代表理事は、業務の都合により４週間を平均して１週間の勤務時間が４０時間を

超えない限度において特定の日にあらかじめ定められた勤務時間を超え、又は特定

の週において４０時間を超え勤務させることができる。 
 

（始業及び終業時刻） 
第１３条 職員の勤務は、午前８時４５分に始まり午後５時３０分に終わる。 
（休憩の時間） 
第１４条 前条に規定する勤務日における休憩時間は、１時間とし、午前１１時３０

分から午後１時３０分までの間に交替できるものとする。 
ただし、業務繁忙のときは、必要最小限の範囲で休憩時間を変更することができる。 

（勤務を要しない日及び休日） 
第１５条 職員は、勤務を要しない日及び休日には、特に勤務を命ぜられないかぎり

勤務することを要しないものとする。 
２ 前項の勤務を要しない日とは、月曜日（その日が休日である場合を除く。）をい

う。 
３ 第１項の休日は、次のとおりとする。 
（１）１２月２９日から翌年１月３日までの日 
（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日の翌日（その日が

土曜日・日曜日又は休日である場合を除く。） 
（３）その他代表理事が特に休日と定めた日 

第２節 時間外勤務・休日勤務 
（時間外勤務） 
第１６条 代表理事は、第１２条の規定にかかわらず同条の勤務時間を超えて職員に

勤務を命ずることができる。 
 
（時間外勤務代休時間） 
第１６条の２ 代表理事は、職員給与規程第１４条第３項の規定により時間外勤務手

当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対

象となるべき時間（以下「時間外勤務代休時間」という。）として、割り振られた

勤務時間の全部または一部を指定することができる。 
２ 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休

時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても

勤務することを要しない。 
（休日勤務） 
第１７条 代表理事は、業務の都合により第１５条に規定する勤務を要しない日、若
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しくは休日（以下「休日等」という。）に勤務を命ずることができる。 
２ 代表理事は、休日等に勤務した者に対し、４週間以内に代日休暇を与えることが

できる。 
（旅行中の休日等の取扱い） 
第１８条 旅行中の休日等は、特別の用務のために勤務する事由を事前に届出て上司

の許可を得たものを除き休務したものとみなす。 
第３節 服務 

（出勤） 
第１９条 職員は、定刻までに出勤して自ら出勤簿に押印しなければならない。 
（欠勤、遅刻、早退の届出） 
第２０条 職員が欠勤、遅刻若しくは早退するときは、あらかじめ届出書を代表理事

に提出しなければならない。病気その他の事故により、やむを得ず届出書の提出が

できなかったときは、その後、すみやかに提出しなければならない。 
（勤務時間中の離席） 
第２１条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。 
２ 勤務時間中一時所定の執務場所を離れるときは、上司又は他の職員に用務、行先

等を明らかにしておかなければならない。 
（応接） 
第２２条 職員は、面接又は電話等による応対にあたっては、親切ていねいを旨とし

必要があるときは、これを記録して関係者に連絡しなければならない。 
第４節 休暇 

（年次休暇） 
第２３条 職員の休暇については、小川町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条

例（平成７年７月１日条例第１５号）を準用する。 
第５節 旅行 

（旅行命令） 
第２４条 代表理事は、業務のため職員に旅行を命ずることができる。 
 
（旅費） 
第２５条 職員が旅行する場合の手続き及び旅費については、別に定める一般財団法

人埼玉伝統工芸協会職員旅費規程による。 
（旅行中の勤務時間の取扱） 
第２６条 旅行中は、正規の勤務時間を勤務したものとする。 
（復命） 
第２７条 旅行を命ぜられた職員が帰着したときは、すみやかに復命書をもってその

要領を復命しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭をもって復命

することができる。 
 
第４章 給与 
（給与） 
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第２８条 職員の給与については、別に定める一般財団法人埼玉伝統工芸協会職員給

与規程による。 
 
（退職手当） 
第２９条 職員が退職したときは、別に定める一般財団法人埼玉伝統工芸協会職員退

職手当支給規程により退職手当を支給する。 
 
第５章 休職・復職・退職・定年及び解雇 

第１節 休職及び復職 
（休職） 
第３０条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、その意志に反してこれを

休職することができる。 
（１）心身の故障のため、長期の休養を要する場合 

（２）刑事事件に関し起訴された場合 

（３）その他特別の事由がある場合 

２ 前項の休職は、辞令をもってこれを命ずる。 
（休職の期間） 
第３１条 前条の規定による休職期間は、次のとおりとする。 
（１）前条第１号の場合  １年以上２年未満 
（２）前条第２号の場合  その事件が裁判所に係属する期間 
（３）前条第３号の場合  その必要な期間 
（復職） 
第３２条 代表理事は、前条の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅

したと認められたときは、すみやかに復職を命じなければならない。 
第２節 退職・定年及び解雇 

（退職） 
第３３条 職員が次の各号の一に該当する場合は、その日を以って退職の日とし、職

員としての身分を喪失する。 
（１）退職を願い出て承認されたとき 

（２）死亡したとき 

（３）休職期間が満了したとき 

２ 前項第１号の願書を提出しても解雇の承認があるまでは、その職務に服さなけれ

ばならない。 
 
（定年） 
第３４条 職員の定年は、年齢６０年とする。 
２ 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の３月３１日に

退職する。 
３ 代表理事は、職員が前項の規定により退職すべきこととなる場合において、次の

各号のいずれかに該当すると認めるときは、定年退職日の翌日から起算して２年を
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超えない範囲において、その職員を協会の業務に従事させるため引き続いて勤務さ

せることができる。 
（１）当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員

を引き続き勤務させることが必要であると認められるとき。 

（２）当該職務に係る勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員補充

が容易でないと認められるとき。 

（３）その他当該職員が退職することにより著しい支障が生ずると認められるとき 
４ 代表理事は、前項の事由が引き続き存すると認められるときは、１年を超えない

範囲内でさらに期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係

る定年退職日の翌年から起算して３年を超えることができない。 
（解雇） 
第３５条 職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇する。ただし、第３号に該

当しても病気休暇を与えられ、又は休職中の者については、この限りではない。 
（１）条件付採用期間満了前において正式に採用をしないことを決定したとき 
（２）懲戒により解雇処分に付されたとき 
（３）精神又は身体の故障のため業務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられない

と認められるとき 
（４）勤務成績が著しく不良と認められるとき 

（５）事業の廃止、若しくは縮小のため過員を生じたとき 
２ 解雇にあたり、当該職員の請求のあった場合には、弁明する機会を与えなければ

ならない。 
（退職の予告） 
第３６条 職員は、退職を希望するときは、少なくとも１４日前までに申し出て承認

を得なければならない。 
 
（解雇の予告） 
第３７条 第３５条第１項第１号、第３号、第４号又は第５号に掲げる理由により職

員を解雇する場合は、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第２０条に定めると

ころにより、少なくとも３０日前にその予告をするものとする。 
 
第６章 安全及び衛生 
（非常事態に対する処置及び報告） 
第３８条 職員は、災害の発生を予想し、又はその危険なることを知り、若しくは事

故を起こしたときは、臨機の処置をとるとともに直ちに上司に報告しその指示に従

うものとする。  
２ 非常事態が発生した場合は、職員は互いに協力して被害を最小に止めるよう努力

しなければならない。 
（健康診断） 
第３９条 職員の健康を保持するため雇用の際及び定期又は臨時に健康診断を行う

ものとする。 
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（病者の就業禁止） 
第４０条 職員が伝染性疾患、精神病又は労働のため病状が増悪する恐れのある疾病

にかかった場合にあっては、その就業を禁止するものとする。 
２ 前項の就業禁止による休業は、これを出勤とみなす。 
（衛生上有害者の就業禁止） 
第４１条 職員の同居家族又は寄寓先の家族が伝染性疾患にかかり、又はその疑いが

ある場合には、適性な予防処置を講じた後でなければ、その就業を禁止することが

ある。 
２ 前項の場合においては、前条第２項の規定を準用する。 
 
第７章 災害補償 
（補償） 
第４２条 職員が業務を執行するにあたり、災害を受けたときは、法令の定めると

ころによりその被害を補償する。 
 
第８章 賞罰 
（表彰） 
第４３条 職員が次の各号の一に該当するときは、理事会において審査のうえこれを

表彰する。 
（１）永年勤続し、職務に誠実で他の模範となるもの、又は業務能率が著しく優れて

いる者 
（２）業務上有益なる発明、研究又は改良をなし、顕著なる功績があった者 
（３）災害を未然に防止し非常の際特に功労のあった者 
（４）当協会の名誉となる行為があった者 
（５）その他前各号に準ずる程度の善行又は功労があったと認められる者 
（表彰の方法） 
第４４条 前条の表彰は、次の方法により行うものとする。 
（１）表彰状 
（２）賞品又は賞金 
（懲戒） 
第４５条 職員が次の各号の一に該当するときは、これに対し懲戒処分とし、戒告、

減給、停職又は解雇の処分をすることができる。 
（１）定款、諸規程に違反し、専断過失、不正の行為があったとき 
（２）当協会の信用を失墜する行為があったとき 
（３）法律上の罪を犯し、禁固以上の刑に処せられたとき 
（４）故意又は重大な過失により協会の事業に不利益を与える行為があったとき 
（５）職員としてふさわしくない非行のあったとき 
（懲戒の種類） 
第４６条 懲戒は、次の各号によって行う。 
（１）戒告 始末書をとり本人に将来を戒める旨の申し渡しをする 



 2-8 

（２）減給 戒告のうえ１日以上６か月以下の期間給料の１０分の１以下を減ずるも

のとする 
（３）停職 戒告のうえ、１日以上６か月の範囲内で停職を行う。停職された者は、

その身分を保有するが職務に従事しない。又、停職の期間中はいかなる給与も支

給しない 
（４）懲戒解雇 予告なしに解雇し、退職手当を支給しない 
（弁償） 
第４７条 職員は、故意又は重大な過失により、協会に損害を与えた場合は、審議の

うえその者から全部又は一部を弁償させることができる。  
 
第９章 補則 
（届出等の手続） 
第４８条 この規則により、代表理事に届出又は提出すべき書類及びその様式は、代

表理事が定める。 
２ この規則により、代表理事に届出又は提出すべき書類は、すべて所属長を経由し

なければならない。 
（委任） 
第４９条 この規則の施行について必要な事項は、代表理事が別に定める。 

 
   附 則 
この規則は、平成元年９月２０日から施行する。 
 附 則 

 この規則は、平成５年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規則は、平成７年７月１日から施行する。 
   附 則 
 この規則は、平成８年１２月２１日から施行する。 
   附 則 
 この規則は、平成１３年１月１日から施行する。 
   附 則 
 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 
（施行期日） 
この規程は平成２２年４月１日より施行する。 

   附 則 
この規則は、一般財団法人埼玉伝統工芸協会の設立の登記の日から施行する。 

 
 


