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社会福祉法人豊島区社会福祉事業団登録ヘルパー及びガイドヘルパー就業規則 

 

 (平成１７年３月２８日規則第１５号) 

  

 第 １ 章  総則 

  

 （目的） 

第１条 この規則は、社会福祉法人豊島区社会福祉事業団(以下「事業団」という。)に雇用される登録ヘル

パー及びガイドヘルパー（以下「登録ヘルパー等」という。）の就業に関する事項を定める。 

２ この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和２２年法律第４９号)、その他の法令の定める 

ところによる。 

 （登録ヘルパー等の定義） 

第２条 この規則で登録ヘルパーとは、訪問介護ステーションにおいて勤務日及び勤務時間を不定期に雇

用する介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２項に規定する訪問介護の業務又は第１１５条

の４５第１項第１号に規定する業務に従事する者をいい、ガイドヘルパーとは、訪問介護ステーション

において勤務日及び勤務時間を不定期に雇用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律１２３号）第５条第２項に規定する居宅介護の業務、第３項に規定する重度

訪問介護の業務又は第４項に規定する同行援護の業務に従事する者をいう。 

 （遵守事項） 

第３条 登録ヘルパー等は、次の事項を遵守しなければならない。 

① 職務の遂行にあたっては全力をあげてこれに専念すること。 

② 法令及び事業団の規程に従い、かつ、職務上の命令に忠実に従うこと。 

③ その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。 

④ 職務上知り得た秘密を洩らさないこと（その職を退いた後も同様とする）。 

 

第 ２ 章 人事 

 

 （採用） 

第４条 事業団は、登録ヘルパー又はガイドヘルパーとして就業を希望する者で、それぞれ次の区分ごと

に、いずれかの資格等を有するもののうちから選考を行い、それに合格した者を登録ヘルパー又はガイ

ドヘルパーとして雇用する。 

①登録ヘルパー 介護福祉士、ホームヘルパー１級・２級、介護職員初任者研修修了者又は豊島区総合

事業基準緩和サービス従事者養成研修修了者 

②ガイドヘルパー 同行援護従業者養成研修等修了者 

 （採用時の提出書類） 

第５条 登録ヘルパー又はガイドヘルパーとして採用された者は、次の書類を遅滞なく提出しなければな
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らない。 

① 誓約書 

② 身元保証書 

③ 住民票記載事項証明書及び戸籍の記載のない住民票の写し（行政手続きにおける特定の個人を識別 

するための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」という。）第７条第１項又は第２項に規定す 

る個人番号が不記載のもの） 

④ 必要とする資格証明書の写し 

⑤ 番号法第２条第７項に規定する個人番号カード表裏面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カ 

ードに記載された事項がその者に係るものであることを証明するもの（ただし、対面で本人確認を 

行う場合は、原本を提示する。） 

⑥ 給与所得者の扶養親族控除申告書その他税法上必要とする書類 

⑦ 写真（３月以内に撮影したもの） 

⑧ その他理事長が必要と認めるもの 

２  本条第１項各号の書類は、事業団が必要と認めない場合は、その一部を省略することができる。 

３ 本条第１項の定めにより提出した書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに事業団に対し書面 

で変更事項を届け出なければならない。 

４ 事業団は、登録ヘルパー又はガイドヘルパーが本条第１項又は第３項の届出を怠ることによって生ずる

不利益に対して、 

その責を負わない。 

 （労働条件通知書） 

第６条 事業団は、登録ヘルパー等の採用に際し、この規則を提示し、労働条件を明らかにするとともに、

賃金、就業場所、従事する業務、労働時間及び休日などの内容が明らかになる別に定める労働条件通知

書を交付する。 

 （異動） 

第７条 理事長は、施設又は事業所の運営その他組織の活性化を図る必要が生じたときは、異動を命ずる 

ことができる。 

 （定年) 

第８条 登録ヘルパー等の定年は、満７０歳とする。ただし、現に雇用している登録ヘルパー等が定年後 

も雇用の継続を希望するときは、理事長が別に定める継続雇用制度により、原則として当該職員が満７ 

５歳に達した日以後における最初の３月３１日までの間、雇用の継続を行うものとする。 

２ 現に雇用している登録ヘルパー等で採用時に満７０歳に達していた者の定年については、別に定める。 

 （退職） 

第９条 登録ヘルパー等が次の各号のいずれかに該当する場合は、退職とする。 

① 自己の都合による理由で退職を願い出て受理されたとき。 

② 定年に達した日以後における最初の３月３１日が到来したとき。 

③ 死亡したとき。 
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④ 前各号のほか、特別の理由があって退職が適当と認められたとき。 

２  登録ヘルパー等が自己の都合で退職しようとするときは、原則として１４日前までにその旨を所属長 

を経て理事長に願い出なければならない。 

 （解雇） 

第１０条 登録ヘルパー等が次の各号のいずれかに該当するときは、解雇する。 

① 精神又は身体の障害等により、業務に耐えられないと認められるとき。 

② 勤務成績、態度素行、業務能率等が著しく悪く登録訪問介護員として不適格と認めたとき。 

③ 第１３条の即時解雇の事由に該当したとき。 

④ その他前各号に準ずる理由があり、登録ヘルパー又はガイドヘルパーとして不適格と認めたとき。 

        ⑤ 事業団の業務上の都合により止むを得ない事由があるとき。 

 

第 ３ 章 勤務条件 

 

 （労働時間及び休憩時間） 

第１１条 登録ヘルパー等の１週間の就業時間は、休憩時間を除き３８時間４５分以内とし、休憩時間は、

１日の就業時間が６時間を超える場合は４５分、７時間４５分を超える場合は６０分とする。 

２ 所属長はあらかじめ、１か月単位を原則として、就業日、就業時間、就業場所等を各人ごとに作成す

る勤務割表 により定める。ただし、所属長は業務の都合によりこれを変更することができる。 

 （勤務を割り振らない日） 

第１２条 登録ヘルパー等に対し、個別契約において１週間に１日以上の勤務を割り振らない日を定める。 

２ 前項で定めた勤務を割り振らない日のうち、振り替えることができる日は１日のみとし、その日が含

まれる週の後４週間の範囲で振り替えるものとする。  

３ 勤務を割り振らない日は無給とする。 

(時間外勤務及び休日勤務) 

第１３条 業務上必要があるときは、登録ヘルパー等に対して時間外又は休日に勤務を命ずることができ

る。 

 （出退勤） 

第１４条 登録ヘルパー等は、出勤したときは直ちに自らタイムカードに打刻し、又は出勤簿に押印しな

ければならない。 

２ 登録ヘルパー等は、利用者宅を訪問したときは、サービス実施記録等にサービス開始時刻と終了時刻

を記入しなければならない。 

３ 打刻、押印又はサービス実施記録等への記入のない場合は、欠勤の取扱いを受けても異議の申立は認

められない。 

 （欠勤） 

第１５条 登録ヘルパー等は、病気その他やむを得ない事由により欠勤するときは、事前にその事由と欠

勤する日を所属長に申し出なければならない。ただし、事前に申し出る余裕がないときは、事後速やか
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に届け出なければならない。 

 （遅刻、早退及び外出） 

第１６条 遅刻又は早退しようとする者は、その都度所属長に届け出なければならない。 

２  就業時間中の外出は認めない。ただし、やむを得ない事由により私用のため外出せざるを得ない場合

は、所属長の許可を受けなればならない。 

（年次有給休暇） 

第１７条 登録ヘルパー等の年次有給休暇の日数は、１年につき別表１のとおりとする。ただし、前年に

おける勤務実績（就業日の合計日数（勤務割表において就業日とされた日の合計日数をいう。以下同じ。）

に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。）が８割に満たない登録ヘルパー等については、この限

りでない。 

２ 前項に規定する１年は、会計年度の期間による。 

３ 新たに採用された登録ヘルパー等の採用年度の年次有給休暇の日数は、別表２のとおりとする。 

４ 年次有給休暇は、登録ヘルパー等の請求する時季に取得させる。ただし、登録ヘルパー等が請求した時

季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがあ

る。 

５ 年次有給休暇は、１日又は半日を単位として取得させる。ただし、理事長は、職務に支障がないと認め

る場合は、労働者代表との書面による協定に基づき、１年について５日の範囲で１時間を単位として取得

させることができる。 

６ 年次有給休暇を時間単位で取得する場合の１日に相当する時間数は、当該登録ヘルパー等の1日当たり

の平均勤務時間（５分未満の端数があるときは、これを切り上げて５分にした時間）をもって１日とする。 

７ 第４項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各登録ヘルパー等の有する年次

有給休暇日数のうち５日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。 

８ 第１項又は第３項の年次有給休暇が１０日以上与えられた登録ヘルパー等に対しては、第４項の規定

にかかわらず、付与日から１年以内に、当該登録ヘルパー等の有する年次有給休暇日数のうち５日につ

いて、理事長が当該登録ヘルパー等の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定

して取得させる。ただし、当該登録ヘルパー等が第４項又は前項の規定による年次有給休暇を取得した

場合においては、当該取得した日数分を５日から控除するものとする。 

９  第１項及び第３項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、

２０日を限度に翌年に限りこれを繰り越すことができる。 

 （特別休暇） 

第１８条 登録ヘルパー等は、所属長の承認を得て、勤務時間中において、選挙権その他公民としての権利

を行使することができる。 

２ 所属長は、登録ヘルパー等が結婚したときは、その申出により、３日以内の特別休暇を与えるものと

する。 

３ 所属長は、登録ヘルパー等の親族が死亡した場合においては、その申出により、別表２の定める範囲

内において特別休暇を与えるものとする。 

４ 事業団は、前３項の特別休暇に対して、別に定めた時間給額で賃金を支払う。 
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 （生理休暇） 

第１９条 生理日の就業が著しく困難な女子には、その請求により生理休暇を与える。 

２ 生理休暇は無給とする。 

 （母子保健健診休暇） 

第２０条 母子保健健診休暇は、妊娠中の、又は出産後１年を経過しない女子職員が母子保健法（昭和４０

年法律第１４１号）の規定に基づく医師、助産師又は保健師（以下「医師等」という。）の健康診査又は

保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。 

２ 母子保健健診休暇は、母子保健法の規定に基づく母子健康手帳の交付を受けてから妊娠２３週までは４

週間に１回、妊娠２４週から３５週までは２週間に１回、妊娠３６週から出産までは１週間に１回（ただ

し、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数）及び出産後１

年までは医師等の指示された回数の範囲内で承認する。 

３ 母子保健健診休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。 

４ 母子保健健診休暇は無給とする。 

（妊娠及び出産休業） 

第２１条 ８週間（多胎妊娠の場合は１６週間）以内に出産予定の女性労働者から請求があったときは、休 

業させる。 

２  妊娠及び出産休業を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子健康手帳を示さなければな 

らない。 

３ 妊娠及び出産休業期間中の給与は無給とする。 

（産後休業） 

第２２条  産後８週間を経過していない女性労働者は、就業させない。ただし、産後６週間を経過した女子 

職員が勤務に服することを申し出た場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就く 

ときは、この限りではない。 

２  産後休業を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子健康手帳を示さなければならない。 

３ 産後休業期間中の給与は無給とする。 

 

第 ４ 章 賃金等 

 

 （賃金） 

第２３条 登録ヘルパー等の賃金は時間給とし、勤務内容、勤務時間、技能、能力等を勘案して、個別契

約により定める。 

２ 休日、欠勤、その他不就業の場合は、賃金を支給しない。 

 （手当） 

第２４条 登録ヘルパー等に支給する手当は、時間外手当、年末年始手当及び移動手当とし、支給範囲、

支給要件、支給額については、別に定める。 

 （支払方法） 

第２５条 この規程に基づく賃金等は、現金で直接本人支払わなければならない。ただし登録ヘルパー等
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から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。 

 （賃金等の計算期間及び支払日） 

第２６条 賃金等は、月の１日から末日までの期間（以下「計算期間」という。）について、その全額を

計算期間が属する月の翌月の２５日に支払うものとする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に

当たるときは、その日の前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支払日とす

る。  （旅費） 

第２７条 登録ヘルパー等が業務上出張するときは、別に定める基準に基づき費用弁償として旅費を支給 

する。 

 

第 ５ 章 安全及び衛生 

 

 （安全保持） 

第２８条 登録ヘルパー等は就業にあたっては、常に災害の未然防止に留意して職場の安全に努めなけれ 

ばならない。 

 （災害時の措置） 

第２９条 登録ヘルパー等は、火災その他の災害を発見し、又はその危険を予知したときは、その状況に 

応じ臨機の措置をとるとともに、直ちに上司及び関係者に連絡し、職員相互に協力してその被害の拡大 

防止に努めなければならない。 

 （衛生管理） 

第３０条 登録ヘルパー等は、事業団が管理する施設内外の清潔に留意し、職場の換気、採光、保温、防 

湿等の衛生管理の保持に努めなければならない。 

（健康診断） 

第３１条 登録ヘルパー等は、事業団が行う定期又は臨時の健康診断並びに健康保持に必要な検査及び診 

断を受けなければならない。 

 ２ 前項の健康診断の結果、理事長が必要と認めた場合には、その症状に応じ、必要な措置を命ずるもの 

とする。 

（就業禁止） 

 第３２条 登録ヘルパー等が、精神障害のため、現に自身を傷つけ、または他人に害を及ぼすおそれのあ

る場合、及び労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２号）第６１条第１項各号のいずれかに該当

する場合、又はその疑いがある場合は、事業団の指定する医師に意見を聴いた上で、その登録ヘルパー

等の就業を禁止することがある。 

 

第 ６ 章 災害補償 

 

（災害補償） 

第３３条 登録ヘルパー等が職務上の事由、又は通勤により負傷、疾病又は死亡したときは、労働者災害
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補償保険法(昭和２２年法律第５０号)の定めるところにより補償を行う。 

 

第 ７ 章  表彰及び懲戒 

  

（表彰） 

第３４条  登録ヘルパー等が次の各号のいずれかに該当するときは、これを表彰することができる。 

① 職務に関し、特に優れた提案、考案又は研究をし、事業団の運営に寄与した者 

② 担当職務に熟達し、かつ職務に精励すること多年にわたる者 

③ 職務の内外を問わず、顕著な功績のあった者 

２  表彰は、表彰状及び記念品を授与してこれを行う。 

３ 当該表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

（懲戒） 

第３５条  登録ヘルパー等が次の各号のいずれかに該当するときは、これに対し懲戒を行うことができる。 

① 第３条各号の規定に違反したとき。 

② 故意又は重大な過失により、事業団又は事業団の管理する施設に損害を与えたとき。 

③ その他事業団の職員たるにふさわしくない非行のあったとき。 

（懲戒の種類） 

第３６条  前条に規定する懲戒は、次の区分により行う。 

① 戒告  将来を戒める。 

② 減給  １日以上６月以下の範囲で減給する。ただし、その減給は、１回の額が平均給与の１日分の半

額以内、総額が一給与支払期における給与総額の１０分の１を超えない範囲とする。 

③ 出勤停止  出勤を１日以上７日以内の範囲で停止し、その間の給与は支給しない。 

④ 免職  予告期間を設けることなく、即時解雇する。 

（懲戒の決定等） 

第３７条  前条に規定する懲戒は、別に定める懲戒審査委員会に諮問のうえ、理事長が決定する。 

２  戒告、減給、出勤停止及び免職は、その旨を記載した書面を当該登録ヘルパー等に交付して行うものと

する。 

 

第 ８ 章 雑則 

 

（損害賠償） 

第３８条 登録ヘルパー等が、故意又は重大な過失により事業団及び施設に損害を与えた場合は、その損

害を賠償しなければならない。ただし、過失によるときは事情により、これを減免することができる。 

 （貸与物品の返還） 

第３９条 登録ヘルパー等は、退職し、又は解雇されたときは、事業団より貸与された物品をすみやかに

返納しなければならない。 

 （委任） 
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第４０条 この規則に規定するもののほか、実施の細部について必要な事項は、理事長が定める。 

 

 附則 

１ 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団職員就業規則(平成６年規則第２号)の一部を次のように改正する。 

 別表第１（第２８条関係）中 

「 

在宅介護支援センターに勤

務する職員 

日勤 ８：３０ １７：１５ １２：００～１２：４

５ 

遅勤 １０：３０ １９：１５ １２：３０～１３：１

５ 

」を 

「 

在宅介護支援センター、訪問介

護ステーションに勤務する職

員 

日勤 ８：３０ １７：１５ １２：００～１２：４

５ 

遅勤 １０：３０ １９：１５ １２：３０～１３：１

５ 

」に 

改める。 

２ この規則は、平成１７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 

この規則は、平成２８年３月３１日から施行する。 

附則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附則 

１ この規則は、平成３０年７月１日から施行する。 

２ この規則施行の日において、改正前の規則により既に継続雇用を行っている者の労働契約期間は、改

正後の規則により定年退職するまでの間、期間の定めのない労働契約に変更する。 

附則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、別表２の改正規定（別表の名称を改める部

分を除く。）は、平成３０年９月１日から適用する。 

（社会福祉法人豊島区社会福祉事業団特定職員の採用等に関する規程の一部を改正する規程） 

２ 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団特定職員の採用等に関する規程（平成３０年６月１３日理事会決

議）の一部を次のように改正する。 
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第１条及び第３条中「登録訪問介護員就業規則」を「登録ヘルパー及びガイドヘルパー就業規則」に

改め、第４条中「登録訪問介護員」を「登録ヘルパー及びガイドヘルパー」に改める。 

（社会福祉法人豊島区社会福祉事業団訪問介護ステーション高齢者訪問介護事業運営規程の一部を改正

する規程） 

３ 社会福祉法人豊島区社会福祉事業団訪問介護ステーション高齢者訪問介護事業運営規程の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第１項中「訪問介護員及び登録訪問介護員（以下「従業者」という。）」を「従業者」に改め

る。 

附則 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



年次有給休暇

1.勤続年数は、別表2の休暇付与月の属する年度の翌年度を1年目とし、以後1年ずつ加えて適用する。

2.前年度下半期の就業期間が6月に満たない場合は6月に換算後適用する。

採用年度の年次有給休暇

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

12日 11日 10日 10日 10日 10日 4日 3日 1日 16日 15日 13日

9日 8日 7日 7日 7日 7日 3日 2日 1日 12日 11日 10日

7日 6日 5日 5日 5日 5日 2日 2日 1日 9日 8日 8日

5日 4日 4日 3日 3日 3日 2日 1日 1日 6日 6日 5日

2日 2日 2日 2日 1日 1日 1日 1日 0日 3日 3日 3日

姻族

73日～120日

1日～72日

217日以上

169日～216日

121日～168日

73日～120日

1日～72日

6日

3日

5年目

20日

13日

10日

6日

一親等の直系尊属(父母)

同直系卑属(子)

日数

3日

3日

3日

同傍系者(兄弟姉妹)

一親等の直系尊属(配偶者の父母)

2日

2日

二親等の直系尊属(祖父母)

同直系卑属(孫) 2日

2日

別表1(第17条第1項関係)

17日

12日

9日

3年目

勤 続 年 数

19日

12日

9日

4年目

20日

12日

9日

1年目

前年度下半期の
就業日の合計日数に

2を乗じた日数 6年目以降2年目

親族の範囲

別表3(第21条関係)

別表2(第17条第3項関係)

血族

忌引休暇

1.採用日以降、3月継続勤務し、その間の勤務実績が8割以上の者に付与する。

2.月の途中に採用の者は、採用月から3月経過後の月の1日付で付与する。

採用日以降3月の就業日の

合計日数に4を乗じた日数

217日以上

169日～216日

121日～168日

採　　用　　月

休 暇 付 与 月

18日

配偶者

12日

9日

6日

3日

6日

3日 3日

7日

3日

6日

20日

15日

11日

3日
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