◎独立 行政法 人都市再生 機構在外 職員給 与規程
（令和３年４ 月１日規 程第21号）
（総則）
第 １ 条 独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機 構 職 員 給 与 規 程 （ 以 下 ｢職 員 給 与 規 程 ｣と い
う。） 第 31 条に規定す る外国におい て勤務す る職員（以下 「在外職 員」とい
う。）に 対する給 与の 支給について は、別 に 定めるものの ほか、こ の規程の定
めるところに よる。
（給与の種類 ）
第２条 在外 職員の給 与の種類は、 次に掲げ るとおりとす る。
一 職能給
二 加算給
三 扶養手当
四 特別手当
五 在勤手当
２ 人事部長 が必要と 認める場合に は、人事 部長が別に定 める支給 割合を乗じ
た額を在勤手 当として 支給すること ができる 。
（職能給、 加算給、 扶養手当及び 特別手当 ）
第３条 在外 職員の職 能給、加算給 （以下「 在外職員職能 給等」と いう。）、扶
養手当及び特 別手当は 、この規程に 特別の定 めがある場合 を除くほ か、職員
給与規程の規 定に基い て支給し、在 外職員職 能給等の額は 、職員給 与規程に
規定する職能 給等に100分の80を乗じて 得た 額とする。
（給与の支給 定日及び 支給方法）
第４条 在外 職員の給 与（特別手 当を除く 。以下この条に おいて同 じ。）の 支給
定日は、毎月16日（そ の日が休日に 当たると きは、その日 前におい て、その
日に最も近い 休日でな い日）とする 。ただし 、理事長が特 別の事由 があると
認めた場合に は、その 都度、別に定 める日と することがで きる。
２ 在外職員 の給与は 、前項の支給 定日（同 項ただし書の 規定によ り別に定め
る日を含む 。）におい て、当月 分の在外 職員 職能給等 、扶養手 当、在勤手当を
支給する。
（在勤手当）
第５条 在勤 手当は、 在外職員が外 国の事務 所（以下「在 外事務所 」という 。）
において勤務 するのに 必要な衣食住 等の経費 に充当するた めに支給 されるも
のとし、その 額は在外 職員がその職 務と責任 に応じて能力 を十分発 揮するこ
とができるよ う、在外 事務所の所在 地（以下「在勤地」とい う。）における物
価、為替相場 及び生活 水準を勘案し て定める ものとする。
２ 在勤手当 は、在勤 基本手当、住 居手当、 配偶者手当及 び子女教 育手当とす
る。
（在勤基本手 当）
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第６条 在勤 基本手当 は、在外職員 が在勤地 において勤務 するのに 必要な衣食
等の経費に充 当するた めに支給する 。
２ 在勤基本 手当の月 額は、別表第 １に掲げ るところに従 い、在勤 地欄に掲げ
る都市及び号 別によっ て定める。
３ 在勤基本 手当の号 は、人事部長 が別に定 める。
（在勤基本手 当の支給 期間）
第７条 在勤 基本手当 は、在外職 員が在勤 地 に到着した日 の翌日か ら、帰国（出
張のための帰 国を除く 。）を命ぜられ て在勤地 を出発する日 又は新在 勤地への
転勤を命ぜら れて旧在 勤地を出発す る日の前 日まで（以下 「在勤基 本手当の
支給期間」と いう 。） 支給する。
２ 外国にお いて新た に在外職員と なった者 には、その日 から在勤 基本手当を
支給する。
３ 在勤基本 手当の支 給期間中に在 勤基本手 当の号別に異 動を生じ た在外職員
には、その日 から新た に定められた 号別によ り在勤基本手 当を支給 する。
４ 在外職員 が離職し 、又は死亡し たときは 、その日まで 在勤基本 手当を支給
する。
５ 在勤基本 手当の支 給期間中に本 邦へ出張 を命ぜられ、 又は休暇 帰国を許さ
れた在外職員 で、在勤 地を出発した 日から在 勤地に帰着す る日まで の期間が
60日を超える ものには 、第１項の規 定にかか わらず、60日を超える 期間につ
いての在勤基 本手当は 支給しない。
（住居手当）
第８条 住居 手当は、 在外職員が在 勤地にお いて勤務する のに必要 な住宅費に
充当するため に支給す る。
２ 住居手当 の月額は 、在外職員が 居住して いる家具付き でない住 宅の１月に
要する家賃の 額（在外 職員が居住し ている住 宅が家具付き である場 合には、
それが家具付 きでない ものとしたと きに支払 われるべき家 賃の額） から同家
賃の額に別表 第２の控 除率欄に定め る率を乗 じて得た額を 控除した 額とする 。
ただし、別表 第２に掲 げる在勤地及 び号の別 により定める 額（配偶 者（届出
をしないが事 実上婚姻 関係と同様の 事情にあ る者を含む 。）又は 子（主として
在外職員の収 入によっ て生計を維持 している 者に限る 。）（ 以下「配 偶者等」
という。）を伴 う在外職 員以外の者又 は人事部 長が別に定め る真に特 別の事情
がある者以外 の者にあ っては、その額 の100分の80に相当する額）を限度とす
る。
３ 住居手当 の号は、 人事部長が別 に定める 。
４ 住居手当 の支給に 関し必要な事 項は、別 に定める。
（住居手当の 支給期間 等）
第９条 住居 手当は在 勤基本手当の 支給期間 と同じ期間、 支給する 。
２ 外国にお いて新た に在外職員と なった者 には、その日 から住居 手当を支給
する。
３ 住居手当 の支給期 間中に住居手 当の号別 に異動を生じ た在外職 員には、そ
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の日から新た に定めら れた号別によ り住居手 当を支給する 。
４ 住居手当 の支給期 間の終了後、 やむを得 ない事故のた め、人事 部長の許可
を得て、引き 続き配偶 者等を旧在勤 地に残留 させる在外職 員には、 第１項の
規定にかかわ らず、180日以内において その 事故の存する 間、従前 のとおり住
居手当を支給 すること ができる。
５ 在外職員 が離職し 、又は死 亡したと きは、その日まで住 居手当を 支給する。
ただし、当該 在外職員 が死亡した場 合におい て、人事部長 が特に必 要がある
と認めるとき は、死亡 した翌日から180日を 超えない期間 に限り、当該在外職
員が死亡時に 伴ってい た配偶者等に 従前の住 居手当の支給 額に相当 する額を
支給すること ができる 。
６ 前項ただ し書の規 定による配偶 者等への 支給の順位は 、配偶者 及び子の順
序とし、同順 位者があ る場合には、 年長者を 先にする。
（配偶者手当 ）
第10条 配偶 者手当は 、配偶者（在外 職員を除 く。）を伴う在 外職員に 支給する。
２ 配偶者手 当の支給 額は、配偶者 手当を受 ける在外職員 が現に受 ける在勤基
本手当の支給 額の100分の20に相当する額と する。
（配偶者手当 の支給期 間）
第11条 配偶 者手当は 、在外職員の 在勤基本 手当の支給期 間中にお いて、当該
在外職員の配 偶者が当 該在外職員の 在勤地に 到着した日の 翌日（在 外職員の
配偶者が当該 在外職員 の在勤地にお いて配偶 者となった場 合にあっ ては、配
偶者となった 日）から 、当該在外職 員の在勤 基本手当の支 給期間の 終了する
日（その配偶 者がその 日の前に帰国 する場合 （その地を出 発する日 からその
地に帰着する 日までの 期間が60日以内である 場合を除く 。）にあ っ ては、その
配偶者が帰国 のためそ の地を出発す る日の前 日、その配偶 者がその 日の前に
配偶者でなく なった場 合又は死亡し た場合に あっては、配 偶者でな くなった
日又は死亡し た日）ま で支給する。
２ 在勤基本 手当の支 給期間の終了 後、やむ を得ない事故 のため、 人事部長の
許可を得て、 引き続き 配偶者を旧在 勤地に残 留させる在外 職員には 、前項の
規定にかかわ らず、180日以内の期間に おい てその事故の 存する間 、従前のと
おり配偶者手 当を支給 することがで きる。
３ 配偶者手 当を受け る在外職員が 離職し、 又は死亡した ときは、 その日まで
配偶者手当を 支給する 。ただし、当 該在外職 員が死亡した 場合にお いて、人
事部長が特に 必要があ ると認めると きは 、死 亡した日の翌 日から180日を超え
ない期間に限 り、引き 続き当該在外 職員の配 偶者に配偶者 手当を支 給するこ
とができる。
（配偶者手当 を受ける 在外職員の扶 養手当）
第12条 配偶 者手当を 受ける在外職 員の扶養 手当は、配偶 者に係る 部分は支給
しない。
（子女教育手 当）
第13条 子女 教育手当 は、在外職員 の子のう ち次に掲げる 者で主と して当該在
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外職員の収入 によって 生計を維持し ている者（以下「年少子 女」と いう。）が
本邦以外の他 において 学校教育その 他の教育 を受けるのに 必要な経 費に充当
するために支 給する。
一 ４歳以 上18歳未満の子
二 18歳に達した子 であって、就学する 学 校（別に定 める学校 を 除く。）にお
いて、18歳に達した日 から、19歳に達するま での間に新た に所属す る学年
の開始日から 起算して １年を経過す る日まで の間にある者
２ 子女教育 手当の月 額は、年少子 女１人に つき8,000円とする。
３ 在外職員 の年少子 女が適当な学 校教育を 受けるのに相 当な経費 を要する地
として人事部 長が別に 定める地（以 下この項 及び第６項に おいて「 指定地」
という。）に所在す る 在外事務所に 勤務する 在外職員の年 少子女（ ６歳以上の
年少子女であ って、学 校教育法（昭 和22年法律第26号）に規定する 小学校、
中学校又は高 等学校に 相当するもの として人 事部長が認め る教育施 設におい
て教育を受け るべきも のに限る 。以下 、この項 から第５項ま でにおい て同じ。）
が当該在外事 務所の所 在する指定地 又はその 他の指定地に おいて学 校教育を
受けるときは 、当該在 外職員に支給 する子女 教育手当の月 額は前項 の規定に
かかわらず、 当該年少 子女一人につ き同項の 額に、次の各 号に掲げ る場合の
区分に応じ、 それぞれ 当該各号に定 める額か ら自己負担額 （在外職 員が年少
子女の教育の ために自 ら負担すべき 額として 別に定める額 をいう。 以下この
条において同 じ。）を 控除した額を 加算した 額とする。
一 在外職 員の年少 子女が当該在 外職員の 勤務する在外 事務所の 所在する指
定地において 学校教育 を受ける場合 にあって は、次の額の うちいず れか少
ない額
イ 適当 な学校教 育を受けるの に必要な 授業料その他 の経費（ 別に定める
費目に係るも のに限る 。以下こ の条にお いて「必要経 費」と いう 。）とし
て人事部長が 当該在外 職員の勤務す る在外事 務所の所在す る指定地 にお
いて標準的で あると別 に認定する額
ロ 現に 要する当 該年少子女に 係る必要 経費の額
二 在外職 員の年少 子女が前号に 規定する 指定地以外の 指定地に おいて学校
教育を受ける 場合にあ っては、次の 額のうち 最も少ない額
イ 前号 イに規定 する額
ロ 当該 年少子女 が学校教育を 受ける指 定地における 必要経費 として人事
部長が標準的 であると 別に認定する 額
ハ 前号 ロに規定 する額
４ 在外職員 の勤務す る在外事務所 の所在す る地であって 、当該在 外職員の年
少子女に適当 な学校教 育を受けさせ ることが できない地と して人事 部長が別
に定める地に 所在する 在外事務所に 勤務する 在外職員の年 少子女が 、当該在
外事務所の所 在する地 以外の地（本邦 を除く 。）におい て学校教 育 を受けると
きにおける当 該在外職 員に支給する 子女教育 手当の月額は 、第２項 の規定に
かかわらず、 当該年少 子女一人につ き、同項 の額に、次の 各号に規 定する額
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のうちいずれ か少ない 額から自己負 担額を控 除した額を加 算した額 とする。
一 在外職 員の勤務 する在外事務 所の所在 する地以外の 地におけ る学校教育
に係る必要経 費として 人事部長が当 該年少子 女の学校教育 を受ける 地にお
いて標準的で あると別 に認定する額
二 前項第 一号ロに 規定する額
５ 前２項の 場合にお いて、在外職 員の年少 子女が学校教 育を受け る地に海外
に在留する邦 人の子女 のための在外 教育施設 （人事部長が 指定する 施設に限
る。）が 存在し 、かつ、当該年少子女 が当該教 育施設におい て教育を 受けない
ことについて 合理的な 理由がある場 合として 人事部長が別 に定める 場合に該
当しないとき は、加算 される額は、150,000円を限度とす る。
６ 指定地に 所在する 在外事務所に 勤務する 在外職員の年 少子女（ ６歳未満の
年少子女、又 は６歳以 上の年少子女 であって 学校教育法に 規定する 幼稚園に
相当するもの として人 事部長が認め る教育施 設において教 育を受け るべきも
のに限る 。）が 当該在外 事務所の所在 する指定 地又はその他 の指定地 において
学校教育を受 けるとき は、当該在外 職員に支 給する子女教 育手当の 月額は、
第２項の規定 にかかわ らず、当該年 少子女一 人につき、同 項の額に 、現に要
する当該年少 子女に係 る必要経費の 額から自 己負担額を控 除した額 を加算し
た額とする。 この場合 において、加 算される 額は、43,000円を限度 とする。
（子女教育 手当の支 給期間）
第14条 子女 教育手当 は、在外職員 の在勤基 本手当の支給 期間中に おいて、当
該在外職員の 年少子女 （次項の規定 に該当す るものを除く 。以下こ の項にお
いて同じ 。）が当該 在 外職員の在勤 地に到着 した日の翌日（ 在外職 員の年少子
女が当該在外 職員の在 勤地において 年少子女 に該当するこ ととなっ た者であ
る場合にあっ ては、年 少子女に該当 すること となった日） から、当 該在外職
員の在勤基本 手当の支 給期間の終了 する日（ その年少子女 がその日 の前に帰
国する場合（ その地を 出発する日か らその地 に帰着する日 までの期 間が60日
以内である場 合を除く 。）にあっては その年少 子女が帰国の ためその 地を出発
する日の前日 、その年 少子女がその 日の前に 年少子女に該 当しない こととな
った場合又は 死亡した 場合にあって は年少子 女に該当しな いことと なった日
又は死亡した 日）ま で 支給する。ただし 、そ の期間が60日以内であ る場合は、
この限りでな い。
２ 在外職員 の年少子 女が当該在外 職員の在 勤地及び本邦 以外の地 において学
校教育その他 の教育を 受ける場合に は、その 地において当 該教育を 受けるこ
とにつき相当 の事情が あると人事部 長が認め る場合に限り 、前項の 規定に準
じて、当該在 外職員に 子女教育手当 を支給す る。
３ 子女教育 手当を受 ける在外職員 が離職し 、又は死亡し たときは 、その日ま
で子女教育手 当を支給 する。
４ 前３項に 規定する もののほか、 第１項た だし書の期間 がやむを 得ない事情
により60日以内の期間 にとどまるこ ととなっ た場合の子女 教育手当 の支給期
間の特例その 他子女教 育手当の支給 に関し必 要な事項は、 別に定め る。
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（租税相当額 の支給）
第15条 在外 職員が、 在勤国の法令 に基づい て、給与及び 手当に対 して租税を
課せられたと きは、そ の者に対して 、租税の 額に相当する 額を支給 する。
（給与の端 数計算）
第16条 本邦 通貨をも って定められ た在外職 員の給与を外 国通貨で 送金するた
め当該外国通 貨に換算 する場合にお いて、当 該外国通貨の 最低単位 に満たな
い端数を生じ たときは 、当該端数を 切り捨て て当該給与を 支給する ことがで
きる。
２ 外国通貨 をもって 定められた在 外職員の 給与の支給額 に当該外 国通貨の最
低単位に満た ない端数 を生じたとき は、当該 端数を切り捨 てて当該 給与を支
給することが できる。
（準用）
第17条 この 規程に定 めるもののほ か、在外 職員の給与に ついて必 要な事項は 、
職員給与規程 及び在外 公館の名称及 び位置並 びに在外公館 に勤務す る外務公
務員の給与に 関する法 律（昭和27年法律第93号）の規定を 準用する 。
附 則
この規程は 、令和３ 年４月１日か ら施行す る。
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別表第１

在勤基本手当月額表
地
域

在勤地

大
洋 シドニー
州

１号

２号

３号

４号

５号

６号

７号

８号

９号

432,000

405,500

390,300

370,100

337,900

295,700

253,400

219,700

202,700

別表第２

住居手当限度額表
地
域

在勤地

大
洋 シドニー
州

控除率

16.3%

限度額
単位
オーストラリア・ドル

１号

２号

３号

４号

５号

4,278

3,784

3,290

2,962

2,632

