
 1 / 10 
 

 
2019 年 10 月 1 日 

慶應義塾人事部 
目次  
Ⅰ.ルール編  Ⅱ．手続き編 
１．雇用期間 １．申請手続き 
２．勤務時間（週労働時間） ２．勤務管理 
３．休憩時間 ３．退職手続き 
４．契約期間  
５．給与（時間給単価） Ⅲ．よくある質問編 
６．所得税と社会保険  １．採用申請 
７．時間外・休日・深夜勤務手当 ２．勤務管理 
８．通勤交通費等 ３．有給休暇 
９．有給休暇   ４．退職 
１０．外国籍の方の雇用 ５．その他 

 
 
臨時職員（アルバイト）とは 

 塾内では「アルバイト」という呼称も用いられていますが、「臨時職員」が正式な名称です。 
法律上、正社員（専任教職員）と同じ労働者であり、労働関係の法律、厚生労働省通達等が適用さ

れます。慶應義塾臨時職員就業規則もご参照ください。 

 
 

Ⅰ．ルール編  

 
１． 雇用期間 
（１）就業規則により 長 3 年までと定められています。 長 3 年には他部署の臨時職員としての  
   雇用期間も通算契約期間に算入されます（臨時職員就業規則第 5 条）。    

 
（２）職務の特殊性から後任採用が困難であるなど、義塾が特に必要と認めた場合は 長 5 年までの

雇用を認めることがあります。採用申請書とは別に理由書（様式任意）を提出してください。   

なお、義塾の正規学生である場合、理由書の提出は不要です。 

 
（３）労働契約法第 18 条の定めるところにより、以下の空白期間（クーリング）を設けた場合は、こ

れまでの契約期間がリセットされます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

臨時職員（アルバイト）ハンドブック 
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（４）臨時職員就業規則の改正により、（３）の条件を満たさず、契約期間がリセットとならなかった

場合でもその空白期間分は契約期間を延長することができます。なお、契約期間を延長することがで

きるのは 2018 年 4 月 1 日以降の空白期間分のみとします。 

 
2017 年 4 月 1 日から 2017 年 10 月 31 日  長雇用年限：2020 年 3 月 31 日 
空白期間 1 か月              クーリングなし 
2017 年 12 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日  長雇用年限：2020 年 3 月 31 日のまま 
↓ 
2019 年 4 月 1 日から 2019 年 6 月 30 日    
空白期間 1 か月                       クーリングなし 
2019 年 8 月 1 日から 2019 年 9 月 30 日   長雇用年限：2020 年 4 月 30 日   

            
２．勤務時間（週労働時間） 

就業規則により週 37.5 時間（休憩時間は除く)を上限として定めています。ここでいう上限は雇用 
契約上の上限であり、残業を命じてはいけないという意味ではありません。 

 
３．休憩時間 

1 日の労働時間が 6 時間を超える場合、必ず 1 時間以上の休憩時間を与えてください。 
原則として休憩をとる場合は 1 時間以上としてください。 

 
４．契約期間 
雇用契約は、年度ごとの契約になります。 

 
５．給与（時間給単価） 
（１）給与は時間給単価で計算します。時間給単価は、適用水準および業務内容によりＡ・Ｂ・Ｃの  
   3 つに区分されます。 
 ・経常費（間接経費・調整予算・指定寄附を含む）で雇用する場合の適用水準および業務内容は、 
  原則Ａ区分とします。 
 ・同一人に異なる単価を適用する場合、申請者は業務により単価が異なることを当人に説明し、承 
  諾を得なければなりません。 
 ・時間給単価は、法定 低賃金の改定に伴って変更される場合があります。 

 
区分 時間給単価（円）※2019 年 10 月 1 日適用 適用水準および業務内容 

Ａ 

学生 

＜高校生(義塾・他校)＞ 1,050   
（勤務地が TTCK の場合：870） 

一般事務・一般研究補助業務 
＜学部生(義塾(※1)・他大学)＞ 1,050  

＜大学院生(義塾(※1)・他大学)＞ 1,100 

一般 
(※2) 

1,100 
（勤務地が TTCK の場合：950） 

Ｂ 
1,100～1,700 

（勤務地が TTCK の場合：1,000～1,700（※3）） 

専門分野に関する技術・技能を伴う

研究補助・企画運営補助業務または

診療補助業務等 

Ｃ 1,800～3,000 

専門知識や資格、特殊技術・技能を

要する研究開発・企画運営業務また

は診療補助業務等 
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※1 義塾の正規学生の他、特別留学生・別科生を含みます。 
  ※2 一般の他、義塾の科目等履修生・特別聴講生・研究生を含みます。 
  ※3 A 欄を下回る単価設定はできません。 

 
（２）Ｂ区分・Ｃ区分の単価適用については、次のとおりとします。 

・単価設定は 100 円単位とします。 
 ・単価設定の詳細については、採用申請書の単価設定理由欄に記入するか、別途、単価設定理由書    

（様式任意）を作成・提出してください。 
 ・単価の適用は申請年度内に限ります。翌年度も同一の内容であっても再度申請し、あらためて承 

認を得る必要があります。 
・Ｂ区分の単価設定は、業務推進への貢献度合と職務遂行能力に応じた階層を設け、同等業務の市 
場性を考慮した水準でなければなりません。 

・Ｃ区分の単価設定は、業務推進への専門性に加え学歴・資格・職務経験などの統一的な条件を設 
 け、同等業務の市場性を考慮した水準でなければなりません。 

 
６．所得税と社会保険 
（１）所得税 
 ・義塾を本務とする方は甲欄、本務としない方は乙欄の税額表を用いて源泉徴収します。 
 ・義塾を本務とするか否かは、「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」（以下、扶養控除等申 
  告書）の申告にもとづきます。 
 ・新任の方は、採用申請書等の提出期限までに提出してください。 
 ・扶養控除等申告書は、暦年（1 月～12 月）ごとに全員提出してください。年が替わり、引き続 
  き勤務をされる方は、遅くともその年の勤務初日までに、該当年の扶養控除等申告書を提出して 
  ください。 
 ・臨時職員として複数の部署で勤務する場合でも、その年に一度提出していれば、あらためて提出 
  する必要はありません。適用する税額表を変更したい場合（甲欄→乙欄、乙欄→甲欄）のみ、扶

養控除等申告書を提出してください。 

   
（２）社会保険 
 ・週労働時間および契約期間等の雇用条件により加入の要否が判断されます。 
    ※加入要件を満たす場合は必ず加入することになります。任意加入ではありません。 
 ・雇用契約上では要件を満たさない場合でも、勤務実態により要件を満たす勤務がある場合には、  
  加入を要すると判断されることがあります。 
 ・保険料は、本人が負担するものの他、義塾（事業主）が負担するものがあります。外部資金で雇 
  用される方にかかる事業主負担分の保険料は外部資金で負担することになります。 

 
 ＜加入要件＞ 
 【社会保険（健康保険・介護保険・厚生年金保険）】 
 （ａ）週 28.125 時間以上（注１）、かつ 2 か月を超える条件で雇用する場合。 
 （ｂ）（ａ）を満たさない場合でも、以下①～④のすべてを満たす場合。 

① 週の所定労働時間が 20 時間以上であること 
② 雇用期間が 1 年以上見込まれること（注２） 
③ 賃金の月額が 8.8 万円以上であること 
④ 学生でないこと（注３） 

※複数の勤務先（事業所）で加入要件を満たす場合は、複数の事業所でその方にかかる社会保険料 
を按分負担することになります。任意のひとつの事業所での加入とはなりません。 
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 【雇用保険】 
  週 20 時間以上（注１）かつ 31 日以上の雇用が引き続き見込まれる条件で雇用する場合で、学生 
でないこと（注３）。 

  ※複数の事業所で加入要件を満たす場合は、主たる賃金を受けるひとつの事業所で加入します。 

 
 【労災保険】 
週労働時間数や雇用契約期間等によらず、すべての方が加入対象。 

  
注１ 義塾において複数の雇用契約を締結している場合、それらの週労働時間を合算します。 
注２ 雇用契約期間が 1 年未満の場合でも、1 年以上となる契約更新の可能性が雇用契約書等で

明示される場合（期間満了予定日が 1 年以上先の場合等）は、「1 年以上見込まれる」に

該当します。 
 注３ ここでいう学生は昼間学生であり、休学中の場合、通信課程、夜間課程、定時制課程に在

籍する場合は除きます。 

 
 ＊2019 年度 保険料率（予定） 

（各保険料率は法改正や慶應義塾健康保険組合の料率決定等に伴い、変更となる場合があります。） 

 健康保険料 介護保険料※１ 
厚生年金保険料 

（2017 年 9 月分～） 

子ども・子育て

拠出金※2 
雇用保険料 

 

労災保険料 

 

本人 

負担 
28 / 1000 5.7/ 1000 91.5  / 1000 （負担なし） 3 / 1000 （負担なし） 

事業主 

負担 
41/1000 5.7 / 1000 91.5  / 1000 3.4 / 1000 6 / 1000 2.18 / 1000 

      
※1 介護保険料は、健康保険加入者で、被保険者本人またはその扶養家族が 40 歳以上 65 歳 
  未満である場合のみ 
※2 子ども・子育て拠出金は、厚生年金保険加入者について事業主のみ負担 

 
 ＊義塾において複数部署・複数資金にて勤務する場合の保険料の事業主負担について 

  
【健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金】 
・健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金の保険料額は、給与額を一定

の幅で区分した「標準報酬月額」に当てはめて決定されます。複数資金間で負担割合を調整する

必要があります。 
・負担割合は「社会保険料事業主負担按分申請書」に記入し、提出してください。 
・外部資金と経常費の双方より給与等（通勤交通費以外の諸手当を除く）の支給があるものの社会

保険料については、原則として、外部資金においてはその雇用契約内容にもとづき算出した相応

の保険料を負担し、残りを経常費にて負担することとします。 

 
【雇用保険料、労災保険料】 

  ・雇用保険料、労災保険料の保険料額は給与等の支給額にもとづいて算出されます。各資金での

負担額も、それぞれの資金の支給額にもとづいた算出となりますので、各部署・各資金担当間

での調整や「社会保険料事業主負担按分申請書」の提出は不要です。 
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７．時間外・休日・深夜勤務手当 

（１）時間外勤務 
・採用申請書の契約時間に関わらず、1 日 8 時間、1 週 40 時間を超えた勤務（月をまたぐ場合も

含む）については時間外勤務となります。 
・時間外勤務の時間給単価は、通常単価の 1.25 倍です。 

 
（２）休日勤務 
・法定休日（日曜日、ただし日曜日が契約日の場合は別に定める曜日）に出勤し、振替休日が取得 
できない場合は、休日勤務となります。振替休日を取得した場合は、勤務表にその旨を入力また

は記入してください。 
※振替休日=「休日を労働日とし、代わりに他の労働日を休日とすること」 

・休日勤務の時間給単価は、通常単価の 1.35 倍です。なお、22 時から 5 時までの深夜時間帯に勤 
務した場合の時間給単価は、通常単価の 1.6 倍です。 

 ・振替休日を取得できる場合は振替ありで申請するよう徹底してください。 

 
（３）深夜勤務 
・22 時から 5 時までの深夜時間帯に行った勤務は、深夜勤務とします。 
・8 時間を超えない部分を「時間内深夜」、8 時間を超える部分を「時間外深夜」とします。 
・時間内深夜の時間給単価は、時間単価に 0.25 倍の割増賃金を付加したものとします。 
・時間外深夜の時間給単価は、通常の時間単価の 1.5 倍です。 

 
（４）労働時間、時間給単価、賃金計算の取扱い 
 ・１か月の労働時間を合計し、時間内・時間内深夜は 10 分単位切り上げ、時間外・時間外深夜・

休日・休日深夜は 30 分単位切り上げとします。 
 ・割増賃金の時間給単価は、1 円未満四捨五入とします。 
 ・１か月の賃金は、時間内の合計を 10 円単位で切り上げた金額と、時間外・時間内深夜・時間外

深夜・休日・休日深夜の合計を 10 円単位で切り上げた金額を合計したものです。 

 
８．通勤交通費等 
 ・経常費における臨時職員の通勤交通費の取扱いは、義塾の規程を準用します。 

・外部資金における臨時職員の通勤交通費の取扱いは各外部資金での取り決めに準ずるものとし、 
取り決めがない場合、義塾の規程を準用します。 

・住所が変わり、通勤経路に変更が生じる場合はすみやかに申請してください。 

 
【通勤交通費の取扱い】 
（１） 利用路線は、原則として合理的かつ経済的と認められる経路によるものとします。バス代に

ついては自宅から 寄り駅までの直線距離が 1km 以上の場合のみ支給します。通勤交通費と

交通費の支給上限は JR 通勤定期券 120 キロメートル区間の相当額を限度とします。 

 
（２） 原則として、その月の勤務日数に応じて実費を支払います。 

 
（３） 切符代（10 円単位）と IC カード運賃（1 円単位）に差異が生じる場合、原則、切符代で支給

します。外部資金における臨時職員の通勤交通費について、IC カード運賃での支給を希望す

る場合は、切符代より安価になる場合に限り、IC カード運賃にて支給します。 
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（４） 義塾の学生（正規学生、非正規生（特別留学生・別科生））には、通勤交通費は支払われません。 
ただし、以下の場合は、申請にもとづき交通費を支給します。 
（ａ）勤務地が塾外施設である場合 
（ｂ）所属する学部、研究科の通学キャンパス以外の塾内キャンパスで勤務する場合 
（ｃ）所属する学部、研究科の通学キャンパスで勤務する場合で、 

・学事日程における夏季休校の期間（またはそれに相当する期間） 
・学事日程における秋学期末試験の 終日翌日から翌年度の春学期授業開始の前日 
 までの期間（またはそれに相当する期間） 

 
※いわゆる授業期間中における（ａ）・（ｂ）の通勤交通費は、みなしの通学定期区間と重複する区間

を除いて支給します。この「みなしの通学定期区間」は原則、自宅 寄り駅から所属する学部、研

究科の通学キャンパスまでの 短経路とします。 

 
＜通勤交通費の申請方法（自宅等～通常の勤務先（塾内／塾外施設））＞ 
 臨時職員（アルバイト）採用申請書上で通勤交通費が「1．支給する」となっている 

・一般、他大学生 
・義塾の非正規生（科目等履修生・特別聴講生・研究生） 
・義塾の正規学生、非正規生（特別留学生・別科生）で上記（ａ）～（ｃ）に該当する場合 

 

→臨時職員勤務管理システムの「通勤経路等登録」より申請してください。 
人事部にて経路を確認後、承認します。 

 

※義塾の正規学生、非正規生（特別留学生・別科生）のうち、いわゆる授業期間中以外の期間のみ通勤

交通費を支給する場合等は原則、交通費支給有無の区分変更を人事部までご相談ください。 

  
【出張交通費の取扱い】 
（１） 特急料金や航空運賃、宿泊費等を支給する場合は、臨時職員給与への合算はしませんので、

出張旅費申請書で請求してください。 

 
（２） 切符代（10 円単位）と IC カード運賃（1 円単位）に差異が生じる場合、原則、切符代で支給

します。外部資金における臨時職員の通勤交通費について、IC カード運賃での支給を希望す

る場合は、切符代より安価になる場合に限り、IC カード運賃にて支給します。 

 
※義塾の学生（正規学生、非正規生（特別留学生・別科生））の出張交通費は、いわゆる授業 

期間中の場合、みなしの通学定期区間と重複する区間を除いて支給します。 

 
＜出張交通費の申請方法（自宅等～出張先（通常の勤務先以外））＞ 

→臨時職員勤務管理システムの勤務表入力画面内の「交通費経路追加」より申請してください。 

 
９．有給休暇 
有給休暇の取得により支給される給与についても、当該雇用資金にて負担となります。 
※義塾において複数の雇用契約を締結している場合、それらを合わせた条件で有給休暇の付与が

判定されます。 
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１０．外国籍の方の雇用 
外国籍の方を雇用する場合は、就労可能である適切な在留資格の取得、もしくは在留資格別に定め

られた就労を可能とする諸手続きが必要です。適切な手続きを行っていない場合、被雇用者本人が

罰せられるだけでなく、使用者も「不法就労」を助長した罪に問われる可能性があります。手続き

が完了していることが確認できない時点で勤務を開始させることのないよう、ご注意ください。 

 
（１）在留資格：「留学」 

・義塾に在籍する（学籍番号が付与されている）学生は、正規生・非正規生に関わらず、資格外活

動許可の取得は原則として不要です。 
・他大学等に在籍する学生の場合は資格外活動許可の取得が必要ですので、必ずご確認ください。 
＜参考＞ http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/shikakugai.html 

 
※在留資格「留学」の場合、週 28 時間以内、長期休業期間にあっては、1 日あたり 8 時間以内の

就労時間制限があります。なお、この制限は雇用契約上の時間ではなく、時間外勤務を含めての

制限ですので、ご注意ください。 

 
（２）在留資格：「家族滞在」、「文化活動」等 

・法務省入国管理局で「資格外活動の許可」の申請をする必要があります。「資格外活動の許可」 
には、個別的許可と包括的許可があり、すでに包括的許可を受けている場合は申請不要です。 

 
（３）その他の在留資格 
・就労可能である適切な在留資格（※）を持つ必要があります。各在留資格における就労の可否に 
ついては、法務省入国管理局や外務省のサイトで確認することができます。 

 
＜参考＞ 
法務省入国管理局：「在留資格一覧表」 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html 
外務省：ビザ（査証）について     http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/ 

 
 ※適切な在留資格 

…就労可能な在留資格を持っていても、臨時職員としての従事内容が、認められる就労活動に該当 
しない場合は、在留資格の変更や資格外活動許可の取得が必要です。適切な在留資格か不明な場 
合は、義塾で臨時職員をするにあたり、在留資格の変更や資格外活動の許可が必要かを法務省入 
国管理局に確認してください。 

 

Ⅱ. 手続き編 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【全体の流れ】 

１． 申請手続き（採用日・契約変更日等の 10 日前まで） 
２． 勤務管理 
３． 退職手続き 

 
※申請書類は Keio Information Farm（以下、KIF）内の人事部イントラ部門ホームページ 
各種申請書類（諸届、帳票類）よりダウンロードしてください。 
法令等の変更にあわせて申請書類が更新されることがありますので、 新版であることを確 
認のうえ使用してください。 
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１.申請手続き 
採用日・契約変更日等の 10 日前までに申請書類を提出してください。事後申請とならないように

してください。提出が遅れた場合、臨時職員勤務管理システムへの登録が遅れることがあります。 

 
＜申請書類＞ 
① 臨時職員（アルバイト）採用申請書  

採用申請書ファイル内の記入方法・提出方法を確認のうえ、記入・提出してください。 

 
② 履歴書 

・義塾の正規学生は提出不要です。 
・過去に臨時職員採用時に履歴書を提出したことがあり、前回契約終了日から今回契約開始日の 
期間が１年未満の方は、再提出不要です。 

 
③ 給与振込口座 

・keio ID 取得後、https://jsreg.adst.keio.ac.jp/より(もしくは keio.jp→教職員→人事手続きシス

テムより)申請してください。 
・過去に申請されたことがあり、かつ、口座の変更を希望されない場合は申請不要です 
・ゆうちょ銀行の口座は申請できません。 

 
④ 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 

・「Ⅰ.ルール編／６．所得税と社会保険／（１）所得税」を参照してください。 

 
---以下は該当者のみ---- 
⑤ 雇用保険被保険者証（※雇用保険加入者） 

・以前に雇用保険に加入していたことがある方は提出してください。雇用保険に加入したことが 
ない方は提出不要ですが、その旨を連絡してください。 

⑥ 慶應義塾健康保険組合被扶養者申請書・年金手帳（※健康保険・厚生年金保険加入者） 
・被扶養者がいない場合、被扶養者申請書の提出不要です。 
・配偶者を被扶養者とされる場合は、国民年金第 3 号被保険者資格取得届および配偶者の年金手

帳（基礎年金番号通知書）の写しもあわせて提出してください。 
⑦ 在留資格等届出書（※外国籍の方） 

・特別永住者を除く外国籍の方は、「在留資格等届出書」（所定様式）に「在留カード」の写し（両 
面）を添付して提出してください。 

・資格外活動の許可が必要な場合のみ（在留資格が留学である義塾の学生以外）、「資格外活動許

可書」の写しあるいは「パスポートの資格外活動許可の証印シールが貼付されているページ」

の写しを添付してください。資格外活動の許可には有効期限がありますので、雇用契約期間が

有効期限内であるか必ず確認してください。 
⑧ 租税条約に関する届出書 

・留学生や海外の居住者の納税国と日本が租税条約を締結している場合、所得税の減免措置を受 
 けられる場合があります（申請方法等は人事部給与厚生担当まで事前にお問い合わせください）。 

⑨ 社会保険料事業主負担按分申請書 
・社会保険加入対象者で、臨時職員として塾内において複数資金で勤務する者における社会保険 

料事業主負担額の配分について各部署・各資金間で調整のうえ提出してください。 
  ・社会保険加入対象者で、臨時職員と臨時職員以外の非専任教職員を兼ねる場合も、各部署・各 

資金間で調整のうえ提出してください。 
・雇用保険のみ加入の場合は、提出不要です。 
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２． 勤務管理 
勤務内容等を入力のうえ、別途案内している勤務管理承認期限（各地区・各部門において承認期限 
を別途定めている場合はその期限）までに所属長・管轄事務担当の承認を済ませてください。 

 
※あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を所定の支払日（翌月 16 日）に支払わなかっ

た場合には、労働基準法に違反することになりますので、登録・承認の遅れにご注意ください。 

 
３．退職手続き 

終勤務月の前月中に、臨時職員勤務管理システム上で契約更新確認画面が表示されます。 
 

・当年度雇用されている臨時職員の方の契約を終了する場合 
 →臨時職員勤務管理システムにて“更新確認（契約を更新しない）”を選択してください。  
・当年度雇用されている臨時職員の方が契約 長期間の場合 
→臨時職員勤務管理システムにて“更新確認（契約の満了を確認しました）”を選択してください。 

 
なお、以下に該当する方が今年度の契約期間終了前に退職する際は、「退職願」または「期間満了

確認書」を提出してください（※）。 
・一般の臨時職員（雇用期間が１ヶ月未満の場合、期間満了確認書の提出は不要です）  
・健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入している臨時職員 
・「在留資格等届出書」を提出した臨時職員 

 
 ※ 
・本人都合により雇用契約期間の途中で退職する場合は、「退職願」を退職日の 14 日前までに提出

してください。 
・本人都合ではなく、従事業務の終了等により雇用契約期間の退職する場合は、 終勤務月の前月

末日までに「期間満了確認書」を提出してください。雇用契約期間は期間満了日までとなります。 

 

Ⅲ. よくある質問編 

１．採用申請 
Ｑ．臨時職員を採用したいが、人材が見つからない。 
Ａ．経常費での雇用の場合、慶應義塾職員採用情報 WEB サイトにて公募を行うことができますの

で、必要に応じて、人事部人事企画担当までご連絡ください。 

 
Ｑ．当初申請時より、勤務条件（勤務日数・時間数・曜日等）や雇用資金源が変更になった。どのよ 

うに申請すればよいか。 
Ａ．「臨時職員（アルバイト）採用申請書」を提出してください。 

なお、勤務条件（勤務曜日、勤務時間）は月単位での申請となります。月の途中で勤務条件を変

更することはできません。現在申請されている期間からの延長かつ勤務条件の変更の場合は、臨

時職員勤務管理システム上で更新確認を行ってください。 

 
２．勤務管理 
Ｑ．勤務表はいつまでに確定・承認すればよいか。 
Ａ．KIF の人事部イントラ部門ホームページの各種申請書類（諸届、帳票類）に「臨時職員（アルバ

イト）採用申請書と勤務表に関して」を掲載していますのでご確認ください。 
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Ｑ．出張を依頼した場合、移動時間は労働時間に含まれるのか。 
Ａ．原則含まれません。ただし、荷物運搬等の業務を伴う移動時間については労働時間に含みます。 

 
Ｑ．定期健康診断や検診を受診した場合、労働時間や交通費はどのように申請すればよいか。 
Ａ．社会保険に加入の臨時職員の方は、定期健康診断や法定外の検診にかかる時間は、経常費・外部

資金ともに有給です（社会保険に加入していない臨時職員の方が、任意で健診・検診を受ける場

合はいずれも無給です）。ただし外部資金においては、健診・検診にかかる時間やそれに伴う移

動時間の人件費を負担できない場合がありますので、資金元に確認してください。 
労働時間の詳細な扱いは、人事企画担当までお問い合わせください。なお、交通費はいずれの場

合も支給されません。 

 
３．有給休暇 
Ｑ．有給休暇の 8 割出勤確認はどのように行われるのか。 
Ａ．勤務実績をもとに出勤率を計算し、8 割を超える場合に有給休暇が付与されます。 

申請内容と勤務実態に乖離が生じている場合、休暇発生に本人不利益が生じることがありますの

で、勤務の実態に即した申請をしていただくようお願いいたします。 

 
Ｑ．有給休暇に期限はあるのか。 
Ａ．付与日から 2 年で時効となり、消滅します。計画的に有給休暇を申請してください。 

 
４．退職 
Ｑ．契約期間を 3 月末までと申請していたが、業務が想定より早く終了し、2 月末で終了となった。

この場合は退職願と期間満了確認書のどちらを提出したらよいか。 
Ａ．この場合は本人都合の退職ではありませんので「期間満了確認書」を提出してください。 

 
Ｑ．1 か月以上の雇用契約をしていた臨時職員が退職願／期間満了確認書を提出しないまま退職した。 
Ａ．退職願／期間満了確認書は要提出書類です。 

本人に書類を郵送し、返送してもらうなどの方法で必ず提出してください。 

 
Ｑ．複数の資金で雇用しているが、ひとつの資金だけ契約終了となった。退職手続きは必要か。 
Ａ．資金ごとの契約ですので、その資金での契約終了ごとに退職願／期間満了確認書が必要です。 

（ただし、契約期間内に資金変更をした場合は、変更前資金についての期間満了確認書の提出は 
不要です。） 

 
Ｑ．本人が退職願／期間満了確認書の日付を誤って記入してしまった。 
Ａ．書き直し、または、本人印で訂正のうえ提出してください。難しい場合には、日付訂正について 

本人とのやりとりが記録に残る方法（E メール等）でご確認いただいたうえで、所属長・勤務管 
理責任者等の代理の方の訂正印で訂正してください。 

 
５．その他 
Ｑ．臨時職員の住所や氏名に変更があった場合、どのような手続きが必要か。 
Ａ．住所変更は https://jsreg.adst.keio.ac.jp/より申請してください。 

氏名変更は「住所等変更届」を提出してください。 


