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地方 公務員法 （昭和二十 五年法律 第二百六 十一号） 【地方公 務員法及び 地方自治 法の一部 を改正す る法律（平 成二十九 年法律第 二十九号 ）による
改正 後】（抄）
こ
( の法 律の適用 を受ける 地方公務 員

第 四条 こ の法律の規 定は、一 般職に属 するすべ ての地方公 務員 以
( 下「職員」 という。 に
) 適用す る。
この 法律の規 定は、法 律に特別 の定がある 場合を除 く外、特 別職に属 する地方公 務員には 適用しな い。
２

務成績の 評価をい う。以下同 じ。 、
) 休職、免 職及び懲戒 等を行う 権限を有 するもの とする。
前項の任命 権者は、 同項に規 定する権 限の一部 をその補助 機関たる 上級の地 方公務員 に委任する ことがで きる。

くほか 、この法律 並びにこ れに基づ く条例、 地方公共団 体の規則 及び地方 公共団体 の機関の 定める規程 に従い、 それぞれ 職員の任 命、人事評 価 任
(
用、 給与、分 限その他 の人事管 理の基礎と するため に、職員 がその職 務を遂行 するに当た り発揮し た能力及 び挙げた 業績を把握 した上で 行われる 勤

長 、市町村 の消防長 特
( 別区が 連合して 維持する消 防の消防 長を含む 。 そ
) の他 法令又は 条例に基 づく任命 権者は、法 律に特別 の定めが ある場合 を除

任
( 命権者 )
第六条 地方公 共団体の 長、議会 の議長、選 挙管理委 員会、代 表監査委 員、教育委 員会、人 事委員会 及び公平 委員会並 びに警視総 監、道府 県警察本 部

２

平
( 等 取扱いの原 則 )
第 十三条 全て国民は 、この法 律の適用 について 、平等に取 り扱われ なければ ならず、 人種、信条 、性別、 社会的身 分若しく は門地に よつて、又 は第

十六条第 四号に該 当する場 合を除く ほか、政治 的意見若 しくは政 治的所属 関係によつ て差別さ れてはな らない。

人 事委員会は 、随時、 前項の規 定により 講ずべき 措置につい て地方公 共団体の 議会及び 長に勧告す ることが できる。

講 じなけれ ばならな い。

情
( 勢適応 の原則 )
第十四 条 地方 公共団体 は、この 法律に基い て定めら れた給与 、勤務時 間その他 の勤務条件 が社会一 般の情勢 に適応す るように、 随時、適 当な措置 を
２

任
( 用の根 本基準 )
第十 五条 職 員の任用は 、この法 律の定め るところ により、受 験成績、 人事評価 その他の 能力の実証 に基づい て行わな ければな らない。
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二

一
降任

昇任

採用

職員を その職員 が現に任 命されてい る職以外 の職員の 職に任命 することで あつて前 二号に定 めるもの に該当しな いものを いう。

職員をその 職員が現 に任命さ れている 職より下位 の職制上 の段階に 属する職 員の職に任 命するこ とをいう 。

職員以外 の者を職 員の職に 任命するこ と 臨
( 時 的任用を除 く。 を
) いう。
職員 をその職 員が現に任 命されて いる職よ り上位の 職制上の段 階に属す る職員の 職に任命 することを いう。

この法律 において 、次の各 号に掲げ る用語の意 義は、当 該各号に 定めると ころによる 。

三
転任

定
(義 )
第十 五条の二

四
標準職務 遂行能力

職制上の 段階の標 準的な職 職
( 員の職 に限る。 以下同じ 。 の
) 職務 を遂行す る上で発揮 すること が求めら れる能力 として任 命

五
２

地方公 共団体の 長及び議会 の議長以 外の任命 権者は、 標準職務遂 行能力及 び第一項 第五号の 標準的な 職を定めよ うとする ときは、 あらかじ め、地

前 項第五号 の標準的 な職は、 職制上の段 階及び職 務の種類 に応じ、 任命権者が 定める。

権者が定 めるものを いう。
３
方公共 団体の長に 協議しな ければな らない。

欠
( 格条項 )
第十 六条 次の 各号のい ずれかに 該当する 者は、条 例で定める 場合を除 くほか、 職員とな り、又は競 争試験若 しくは選 考を受け ることがで きない。
二

人事委 員会又は公 平委員会 の委員の 職にあつ て、第六十 条から第 六十三条 までに規 定する罪を 犯し犯し 、刑に処 せられた 者

当 該地方公 共団体に おいて懲戒 免職の処 分を受け 、当該処 分の日から 二年を経 過しない 者

禁錮以 上の刑に 処せられ 、その執 行を終わる まで又は その執行 を受ける ことがなく なるまで の者

三

日本 国憲法施 行の日以 後におい て、日本国 憲法又は その下に 成立した 政府を暴力 で破壊す ることを 主張する 政党その 他の団体を 結成し、 又はこ

一

四
れに 加入した 者

任
( 命 の方法 )
第 十七条 職員の職 に欠員を生 じた場合 において は、任命 権者は、 採用、昇任 、降任又 は転任の いずれか の方法によ り、職員 を任命す ることが できる。

２ 人 事委員会 競
( 争試験 等を行う公 平委員会 を含む。 以下この 節におい て同じ。 を
) 置く地 方公共団体 において は、人事 委員会は 、前項の任 命の方法
のう ちのいず れによる べきかに ついての 一般的基準 を定める ことがで きる。

採
( 用 の方法 )
第十七条の 二 人事 委員会を 置く地方 公共団体に おいては 、職員の 採用は、 競争試験に よるもの とする。 ただし、 人事委員会 規則 競
( 争試験等 を行う

- 2 -

２

公平委員 会を置く 地方公共団 体におい ては、公 平委員会 規則。以 下この節に おいて同 じ。 で
) 定 める場合 には、選 考 競
( 争試 験以外の 能力の実 証に基
づく 試験をいう 。以下同 じ。 に
) よ ることを 妨げない 。
人事委 員会を置 かない地 方公共団 体において は、職員 の採用は 、競争試 験又は選考 によるも のとする 。

３ 人 事委員会 人
( 事委員 会を置か ない地方 公共団体に おいては 、任命権 者とする 。以下この 節におい て「人事 委員会等 」という。 は
) 、正 式任用にな
つ てある職 に就いてい た職員が 、職制若 しくは定 数の改廃又 は予算の 減少に基 づく廃職 又は過員に よりその 職を離れ た後にお いて、再び その職に 復

)

する場合 における 資格要件 、採用手 続及び採用 の際にお ける身分 に関し必 要な事項を 定めるこ とができ る。
試
( 験機関

第十八 条 採用 のための 競争試験 以
( 下「採 用試験」 という。 又
) は選考 は、人事委 員会等が 行うもの とする。 ただし、 人事委員会 等は、他 の地方公 共
団 体の機関 との協定 によりこれ と共同し て、又は 国若しく は他の地方 公共団体 の機関と の協定に よりこれ らの機関に 委託して 、採用試 験又は選 考を
行うこ とができる 。

採
( 用試験 の公開平 等 )
第十 八条の二 採用試験 は、人事 委員会等 の定める 受験の資格 を有する 全ての国 民に対し て平等の条 件で公開 されなけ ればなら ない。

受
( 験 の阻害及び 情報提供 の禁止 )
第 十八条の 三 試験機 関に属す る者その 他職員は 、受験を阻 害し、又 は受験に 不当な影 響を与える 目的をも つて特別 若しくは 秘密の情 報を提供し ては
ならない 。

受
( 験の資 格要件 )
第十九 条 人事 委員会等 は、受験 者に必要な 資格とし て職務の 遂行上必 要であつ て最少かつ 適当な限 度の客観 的かつ画 一的な要件 を定める ものとす る。

採用試験 は、筆記試 験その他 の人事委 員会等が 定める方法 により行 うものと する。

いての適 性を有す るかどう かを正確に 判定する ことをも つてその 目的とする 。

採
( 用試 験の目的 及び方法 )
第二 十条 採 用試験は 、受験者 が、当該 採用試験に 係る職の 属する職 制上の段 階の標準的 な職に係 る標準職 務遂行能 力及び当該 採用試験 に係る職 につ
２
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採
( 用候補 者名簿の 作成及び これによ る採用 )
第二 十一条 人 事委員会 を置く地 方公共団 体におけ る採用試験 による職 員の採用 について は、人事委 員会は、 試験ごと に採用候 補者名簿を 作成する も
２

採用候 補者名簿に よる職員 の採用は 、任命権 者が、人事 委員会の 提示する 当該名簿 に記載され た者の中 から行う ものとす る。

採 用候補者 名簿には 、採用試験 において 合格点以 上を得た 者の氏名及 び得点を 記載する ものとす る。

の とする。
３

採用 候補者名 簿に記載 された者 の数が採用 すべき者 の数より も少ない 場合その他 の人事委 員会規則 で定める 場合には、 人事委員 会は、他 の最も適

前各 項に定める ものを除 くほか、 採用候補 者名簿の作 成及びこ れによる 採用の方 法に関し必 要な事項 は、人事 委員会規 則で定め なければな らない。

当な 採用候補 者名簿に 記載された 者を加え て提示す ることを 妨げない。

４
５

選
( 考による 採用 )
第二十 一条の二 選考は、 当該選考 に係る職 の属する職 制上の段 階の標準 的な職に 係る標準 職務遂行能 力及び当 該選考に 係る職に ついての適 性を有す
２

人事委員会 等は、そ の定める 職員の職 について 前条第一項 に規定す る採用候 補者名簿 がなく、か つ、人事 行政の運 営上必要 であると認 める場合 に

選考 による職 員の採用は 、任命権 者が、人 事委員会 等の行う 選考に合格 した者の 中から行 うものと する。

るか どうかを 正確に判 定するこ とをもつて その目的 とする。
３

お いては、 その職の 採用試験 又は選考 に相当する 国又は他 の地方公 共団体の 採用試験又 は選考に 合格した 者を、そ の職の選考 に合格し た者とみ なす
ことが できる。

昇
( 任の 方法 )
第二 十一条の 三 職員 の昇任は、 任命権者 が、職員 の受験成 績、人事評 価その他 の能力の 実証に基 づき、任 命しようと する職の 属する職 制上の段 階の

標準的な 職に係る標 準職務遂 行能力及 び当該任 命しようと する職に ついての 適性を有 すると認 められる者 の中から 行うもの とする。

昇
( 任試験又 は選考の 実施 )
第二十 一条の四 任命権者 が職員を 人事委員 会規則で 定める職 人
( 事委員 会を置かな い地方公 共団体に おいては 、任命権者 が定める 職 に
) 昇任 させる場

昇任試験 は、人事委 員会等の 指定する 職に正式 に任用され た職員に 限り、受 験するこ とができる 。

合に は、当該 職につい て昇任の ための競 争試験 以
( 下「昇任 試験」とい う。 又
) は選考が行 われなけ ればなら ない。
人事 委員会は 、前項の 人事委員会 規則を定 めようと するとき は、あらか じめ、任 命権者の 意見を聴 くものとす る。

３

第十八 条から第 二十一条 までの規 定は、第一 項の規定 による職 員の昇任 試験を実施 する場合 について 準用する 。この場合 において 、第十八 条の二

２
４
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５

中「定め る受験の 資格を有す る全ての 国民」と あるのは 「指定す る職に正式 に任用さ れた全て の職員」 と、第二十 一条中「 職員の採 用」とあ るのは

「職 員の昇任」 と、「採 用候補者 名簿」と あるのは 「昇任候補 者名簿」 と、同条 第四項中 「採用すべ き」とあ るのは「 昇任させ るべき」と 、同条第
五 項中「採 用の方法 」とある のは「昇 任の方法」 と読み替 えるもの とする。

第 十八条並 びに第二 十一条の二 第一項及 び第二項 の規定は 、第一項の 規定によ る職員の 昇任のた めの選考を 実施する 場合につ いて準用 する。この
場 合におい て、同条第 二項中「 職員の採 用」とあ るのは、「 職員の昇 任」と読 み替える ものとする 。

職員の 転任は、 任命権者が 、職員の 人事評価 その他の 能力の実証 に基づき 、任命し ようとす る職の属 する職制上 の段階の 標準的な 職に係る 標準職

段階の 標準的な 職に係る 標準職務 遂行能力及 び当該任 命しよう とする職 についての 適性を有 すると認 められる 職に任命 するものと する。

降
( 任及び転任 の方法 )
第二十一 条の五 任 命権者は 、職員を 降任させ る場合には 、当該職 員の人事 評価その 他の能力の 実証に基 づき、任 命しよう とする職 の属する職 制上の
２

務遂行 能力及び当 該任命し ようとす る職につ いての適性 を有する と認めら れる者の 中から行 うものとす る。

職 員の採用 は、全て 条件付の ものとし 、当該職員 がその職 において 六月を勤 務し、その 間その職 務を良好 な成績で 遂行したと きに正式 採

（条件付 採用）
第二 十二条

用 になるも のとする 。この場 合におい て、人事委 員会等は 、人事委 員会規則 （人事委員 会を置か ない地方 公共団体 においては 、地方公 共団体の 規則
）で定 めるとこ ろにより 、条件付採 用の期間 を一年に 至るまで 延長するこ とができ る。

次に掲 げる職員（ 以下この 条におい て「会計 年度任用職 員」とい う。）の 採用は、 第十七条 の二第一項 及び第二 項の規定 にかかわ ら

（会 計 年度 任 用職 員 の 採用 の 方法 等 ）
第二十 二条の二

一会 計年度を 超えない 範囲内で 置かれる非 常勤の職 （第二十 八条の五 第一項に 規定する短 時間勤務 の職を除 く。）（ 次号におい て「会計 年度任

ず 、競争試 験又は選考 によるも のとする 。
一

用の 職」とい う。）を 占める職員 であつて 、その一 週間当た りの通常 の勤務時間 が常時勤 務を要す る職を占 める職員の 一週間当 たりの通 常の勤務
時間に比 し短い時間 であるも の

会 計年度任 用の職を 占める職 員であつ て、その一 週間当た りの通常 の勤務時 間が常時勤 務を要す る職を占 める職員 の一週間当 たりの通 常の勤務

会 計年度任 用職員の任 期は、そ の採用の 日から同 日の属する 会計年度 の末日ま での期間 の範囲内で 任命権者 が定める 。

二
２

任命権者 は、前二 項の規定 により会 計年度任用 職員を採 用する場 合には、 当該会計年 度任用職 員にその 任期を明 示しなけれ ばならな い。

時 間と同一 の時間で あるもの
３

- 5 -

４

任命 権者は、 会計年度任 用職員の 任期が第 二項に規 定する期 間に満たな い場合に は、当該 会計年度 任用職員の 勤務実績 を考慮し た上で、 当該期間
第三項 の規定は 、前項の 規定によ り任期を更 新する場 合につい て準用す る。

の範 囲内におい て、その 任期を更 新するこ とができ る。
５

任 命権者は 、会計年 度任用職員 の採用又 は任期の 更新に当 たつては、 職務の遂 行に必要 かつ十分 な任期を定 めるもの とし、必 要以上に 短い任期を
会計 年度任用 職員に対 する前条 の規定の適 用につい ては、同 条中「六 月」とある のは、「 一月」と する。

定 めること により、採 用又は任 期の更新 を反復し て行うこと のないよ う配慮し なければ ならない。

６
７

２

職 員は、他の 職員の職 を兼ねる 場合にお いても、こ れに対し て給与を 受けては ならない 。

職員の 給与は、 生計費並び に国及び 他の地方 公共団体 の職員並び に民間事 業の従事 者の給与 その他の 事情を考慮 して定め られなけ ればなら ない。

給
( 与、勤 務時間そ の他の勤 務条件の根 本基準 )
第二十 四条 職 員の給与 は、その 職務と責任 に応ずる ものでな ければな らない。
３

職員の勤 務時間そ の他職員 の給与以外 の勤務条 件を定め るに当つ ては、国 及び他の地 方公共団 体の職員 との間に 権衡を失し ないよう に適当な 考慮
職員の給与 、勤務時 間その他 の勤務条 件は、条 例で定める 。

が払われ なければ ならない。

４
５

給
( 与 に関する条 例及び給 与の支給 )
第 二十五条 職員の給 与は、前 条第五項 の規定に よる給与に 関する条 例に基づ いて支給 されなけれ ばならず 、また、 これに基 づかずに は、いかな る金
銭又は有 価物も職 員に支給 してはな らない。

三

二

一

時間外勤 務手当、 夜間勤務 手当及び 休日勤務手 当に関す る事項

昇 給の基準に 関する事 項

等級別 基準職務 表

給 料表

職員の給 与は、法 律又は条例 により特 に認めら れた場合 を除き、通 貨で、直 接職員に 、その全 額を支払 わなければ ならない 。

四

前号 に規定す るものを 除くほか、 地方自治 法第二百 四条第二 項に規定す る手当を 支給する 場合にお いては、当 該手当に 関する事 項

２

五

非常勤職 員の職その 他勤務条 件の特別 な職があ るときは、 これらに ついて行 う給与の 調整に関す る事項

給与 に関する条 例には、 次に掲げ る事項を 規定するも のとする 。

六

前各号 に規定す るものを 除くほか 、給与の支 給方法及 び支給条 件に関す る事項

３

七
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５

４

第三項第二 号の等級 別基準職 務表には 、職員の 職務を前項 の等級ご とに分類 する際に 基準となる べき職務 の内容を 定めてい なければな らない。

前項 第一号の 給料表には 、職員の 職務の複 雑、困難 及び責任 の度に基づ く等級ご とに明確 な給料額 の幅を定め ていなけ ればなら ない。

（高齢 者部分休 業）

任命 権者は、 高年齢と して条例 で定める年 齢に達し た職員が 申請した 場合におい て、公務 の運営に 支障がな いと認める ときは、 条例

前 条第二項 から第四 項までの 規定は、高 齢者部分 休業につ いて準用 する。

」という 。）を承認 すること ができる 。

八条 の二第一 項に規定 する定年退 職日をい う。）ま での期間 中、一週間 の勤務時 間の一部 について 勤務しない こと（次 項におい て「高齢 者部分休 業

で定める ところに より、当 該職員が 当該条例で 定める年 齢に達し た日以後 の日で当該 申請にお いて示し た日から 当該職員に 係る定年 退職日（ 第二十

第 二十六条 の三

２
（分限 及び懲戒の 基準）

すべて職 員の分限 及び懲戒に ついては 、公正で なければ ならない 。

職員は 、この法 律で定め る事由に よる場合で なければ 、懲戒処 分を受け ることがな い。

場合 でなければ 、その意 に反して 、休職さ れず、又 、条例で定 める事由 による場 合でなけ れば、その 意に反し て降給さ れること がない。

職員 は、この 法律で定め る事由に よる場合 でなけれ ば、その 意に反して 、降任さ れ、若し くは免職 されず、こ の法律又 は条例で 定める事 由による

第二 十七条
２
３

三

二

一

職制若 しくは定 数の改廃又 は予算の 減少によ り廃職又 は過員を 生じた場合

前 二号に規 定する場 合のほか 、その職に 必要な適 格性を欠 く場合

心身 の故障のた め、職務 の遂行に 支障があ り、又はこ れに堪え ない場合

人事評価 又は勤務 の状況を示 す事実に 照らして 、勤務実 績がよくな い場合

一

刑事事件 に関し起訴 された場 合

心身 の故障の ため、長 期の休養を 要する場 合

職員の 意に反す る降任、 免職、休 職及び降給 の手続及 び効果は 、法律に 特別の定が 定めがあ る場合を 除く外、 ほか、条例 で定めな ければな らない。

二

とが できる。

職 員が、左の 各号の一 に該当す る場合に おいては 次の各号に 掲げる場 合のいず れかに該 当するとき は、その 意に反し て反して 、これを休 職するこ

四

降
( 任、免職 、休職等 )
第二十八 条 職員 が、次の 各号に掲 げる場合の いずれか に該当す るときは 、その意に 反して、 これを降 任し、又 は免職す ることがで きる。

２

３
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４

職員 は、第十 六条各号 第
( 三号第 二号を除く 。 の
) 一 にいずれ かに該当す るに至つ たときは 、条例に 特別の定が 定めがあ る場合を 除く外、 ほか、そ
の職 を失う。

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 最初の三 月三十一日 までの間 において 、条例で 定める日（ 以下「定 年退

（定年 による退 職）
第 二十八条 の二

前項の定 年は、国 の職員につ き定めら れている 定年を基 準として条 例で定め るものと する。

職日」と いう。） に退職す る。
２

前項 の場合にお いて、地 方公共団 体におけ る当該職員 に関しそ の職務と 責任に特 殊性がある こと又は 欠員の補 充が困難 であるこ とにより国 の職員

前 三項の規定 は、臨時 的に任用 される職 員その他の 法律によ り任期を 定めて任 用される 職員及び非 常勤職員 には適用 しない。

が できる。 この場合 においては 、国及び 他の地方 公共団体 の職員との 間に権衡 を失しな いように 適当な考 慮が払われ なければ ならない 。

につき 定められ ている定 年を基準 として定め ることが 実情に即 さないと 認められる ときは、 当該職員 の定年に ついては 、条例で別 の定めを すること

３

４
（定年に よる退職 の特例）

任命権 者は、定 年に達し た職員が 前条第一項 の規定に より退職 すべきこ ととなる場 合におい て、その 職員の職 務の特殊性 又はその 職

任命 権者は、 前項の期 限又はこ の項の規定 により延 長された 期限が到 来する場合 において 、前項の 事由が引 き続き存 すると認め られる十 分な理由

事 させるた め引き続い て勤務さ せること ができる 。

わらず 、条例で 定めると ころにより 、その職 員に係る 定年退職 日の翌日か ら起算し て一年を 超えない 範囲内で期 限を定め 、その職 員を当該 職務に従

員 の職務の 遂行上の 特別の事 情からみ てその退職 により公 務の運営 に著しい 支障が生ず ると認め られる十 分な理由 があるとき は、同項 の規定に かか

第二 十八条の三

２

があ るときは 、条例で 定めるとこ ろにより 、一年を 超えない 範囲内で期 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
日の翌日 から起算し て三年を 超えるこ とができ ない。
（ 定年退職 者等の再 任用）

任命権者 は、当該 地方公共 団体の定 年退職者等 （第二十 八条の二 第一項の 規定により 退職した 者若しく は前条の 規定により 勤務した

前項の 任期又は この項の 規定によ り更新され た任期は 、条例で 定めると ころにより 、一年を 超えない 範囲内で 更新するこ とができ る。

を採 用しよう とする職に 係る定年 に達して いないと きは、この 限りでな い。

前の勤務 実績等に 基づく選 考により、 一年を超 えない範 囲内で任 期を定め、 常時勤務 を要する 職に採用 することが できる。 ただし、 その者が その者

後退 職した者 又は定年 退職日以 前に退職 した者のう ち勤続期 間等を考 慮してこ れらに準ず るものと して条例 で定める 者をいう。 以下同じ 。）を、 従

第二十 八条の四

２
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３

前二 項の規定 による任期 について は、その 末日は、 その者が 条例で定め る年齢に 達する日 以後にお ける最初の 三月三十 一日まで の間にお いて条例
前項の 年齢は、 国の職員 につき定 められてい る任期の 末日に係 る年齢を 基準として 定めるも のとする 。

で定 める日以前 でなけれ ばならな い。
４
第 一項の規 定による 採用につい ては、第 二十二条 の規定は 、適用しな い。

任命権者 は、当該 地方公共団 体の定年 退職者等 を、従前 の勤務実績 等に基づ く選考に より、一 年を超えな い範囲内 で任期を 定め、短

５
第二十八 条の五

時間 勤務の職 （当該職 を占める職 員の一週 間当たり の通常の 勤務時間が 、常時勤 務を要す る職でそ の職務が当 該短時間 勤務の職 と同種の ものを占 め
２

短時間 勤務の職 については 、定年退 職者等の うち第二 十八条の二 第一項か ら第三項 までの規 定の適用 があるもの とした場 合の当該 職に係る 定年に

前 項の規定 により採 用された 職員につい ては、前 条第二項 から第五 項までの規 定を準用 する。

る職員の 一週間当た りの通常 の勤務時 間に比し 短い時間で あるもの をいう。 以下同じ 。）に採用 すること ができる 。
３
達した 者に限り任 用するこ とができ るものと する。

第二十八条 の四第一 項本文の 規定によ るほか、 地方公共団 体の組合 を組織す る地方公 共団体の任 命権者に あつては 当該地方 公共団体

前 二項の規 定により 採用され た職員につ いては、 第二十八 条の四第 二項から 第五項まで の規定を 準用する 。

を準用す る。

績等 に基づく 選考によ り、一年を 超えない 範囲内で 任期を定 め、短時間 勤務の職 に採用す ることが できる。 この場合に おいては 、同条第 三項の規 定

合の定年 退職者等 を、地方 公共団体 の組合の任 命権者に あつては 当該地方 公共団体の 組合を組 織する地 方公共団 体の定年 退職者等を 、従前の 勤務実

前条第 一項の規定 によるほ か、地方 公共団体 の組合を組 織する地 方公共団 体の任命 権者にあつ ては当該 地方公共 団体が組 織する地 方公共団体 の組

合にお いては、 同項ただ し書の規定 を準用す る。

年 退職者等 を、従前 の勤務実 績等に基 づく選考に より、一 年を超え ない範囲 内で任期を 定め、常 時勤務を 要する職 に採用する ことがで きる。こ の場

が組 織する地方 公共団体 の組合の 定年退職 者等を、 地方公共団 体の組合 の任命権 者にあつ ては当該地 方公共団 体の組合 を組織す る地方公共 団体の定

第二十八 条の六

２

３
（懲戒 ）

職員が次 の各号の 一に該当 する場合に おいては 、これに 対し懲戒 処分として 戒告、減 給、停職 又は免職 の処分をす ることが できる。

職務上 の義務に 違反し、 又は職務 を怠つた場 合

に違 反した場 合

この 法律若し くは第五 十七条に規 定する特 例を定め た法律又 はこれに基 く条例、 地方公共 団体の規 則若しくは 地方公共 団体の機 関の定め る規程

第二 十九条
一
二
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２

３

４

三

全体 の奉仕者 たるにふさ わしくな い非行の あつた場 合

職員が、任 命権者の 要請に応 じ当該地 方公共団 体の特別職 に属する 地方公務 員、他の 地方公共団 体若しく は特定地 方独立行 政法人の地 方公務員 、

国 家公務員 又は地方 公社（地 方住宅供 給公社、地 方道路公 社及び土 地開発公 社をいう。 ）その他 その業務 が地方公 共団体若し くは国の 事務若し くは

事業と 密接な関 連を有す る法人のう ち条例で 定めるも のに使用 される者（ 以下この 項におい て「特別 職地方公務 員等」と いう。） となるた め退職し

、 引き続き 特別職地方 公務員等 として在 職した後 、引き続い て当該退 職を前提 として職 員として採 用された 場合（一 の特別職 地方公務員 等として 在

職した後 、引き続 き一以上 の特別職 地方公務員 等として 在職し、 引き続い て当該退職 を前提と して職員 として採 用された場 合を含む 。）にお いて、

当該 退職まで の引き続 く職員とし ての在職 期間（当 該退職前 に同様の退 職（以下 この項に おいて「 先の退職」 という。 ）、特別 職地方公 務員等と し

ての在職 及び職員と しての採 用がある 場合には 、当該先の 退職まで の引き続 く職員と しての在職 期間を含 む。次項 において 「要請に 応じた退職 前の

在職期 間」とい う。）中 に前項各 号のいずれ かに該当 したとき は、これ に対し同項 に規定す る懲戒処 分を行う ことがで きる。

職員が 、第二十 八条の四第 一項又は 第二十八 条の五第 一項の規定 により採 用された 場合にお いて、定 年退職者等 となつた 日までの 引き続く 職員と

しての 在職期間（ 要請に応 じた退職 前の在職 期間を含む 。）又は これらの 規定によ りかつて 採用されて 職員とし て在職し ていた期 間中に第一 項各号
の一 に該当し たときは 、これに 対し同項に 規定する 懲戒処分 を行うこ とができ る。
職員 の懲戒の 手続及び効 果は、法 律に特別 の定があ る場合を 除く外、条 例で定め なければ ならない 。

次に掲 げる職員及 びこれに 対する処 分につい ては、第二 十七条第 二項、第 二十八条 第一項から 第三項ま で、第四 十九条第 一項及び 第

一
臨時的に 任用され た職員

条件 附採用期 間中の職 員
前項 各号に掲げ る職員の 分限につ いては、 条例で必要 な事項を 定めるこ とができ る。

二

二 項並びに 行政不服審 査法 平
( 成二十六年 法律第六 十八号 の
) 規定を適 用しない 。

適
( 用除外 )
第二十 九条の二

２

職員（臨 時的に任 用された 職員、条 件付採用期 間中の職 員及び非 常勤職員 （短時間勤 務の職を 占める職 員を除く 。）を除く 。以下こ

（ 再就職者 による依 頼等の規制 ）
第三十 八条の二

の節 、第六十 条及び第 六十三条 において 同じ。）で あつた者 であつて 離職後に 営利企業等 （営利企 業及び営 利企業以 外の法人（ 国、国際 機関、地 方

公共団体 、独立行 政法人通 則法（平成 十一年法 律第百三 号）第二 条第四項に 規定する 行政執行 法人及び 特定地方独 立行政法 人を除く 。）をい う。以

下同 じ。）の 地位に就い ている者 （退職手 当通算予 定職員であ つた者で あつて引 き続いて 退職手当通 算法人の 地位に就 いている 者及び公益 的法人等

への一般職 の地方公 務員の派 遣等に関 する法律（ 平成十二 年法律第 五十号） 第十条第二 項に規定 する退職 派遣者を 除く。以下 「再就職 者」とい う。
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）は、離 職前五年 間に在職し ていた地 方公共団 体の執行 機関の組 織（当該執 行機関（ 当該執行 機関の附 属機関を含 む。）の 補助機関 及び当該 執行機

関の 管理に属す る機関の 総体をい う。第三 十八条の 七において 同じ。） 若しくは 議会の事 務局（事務 局を置か ない場合 には、こ れに準ずる 組織。同

条 において 同じ。） 若しくは 特定地方 独立行政法 人（以下 「地方公 共団体の 執行機関の 組織等」 という。 ）の職員 若しくは特 定地方独 立行政法 人の

役員（ 以下「役 職員」と いう。）又 はこれら に類する 者として 人事委員会 規則（人 事委員会 を置かな い地方公共 団体にお いては、 地方公共 団体の規

則 。以下こ の条（第七 項を除く 。）、第 三十八条 の七、第六 十条及び 第六十四 条におい て同じ。） で定める ものに対 し、当該 地方公共団 体若しく は

当該特定 地方独立 行政法人 と当該営 利企業等若 しくはそ の子法人 （国家公 務員法（昭 和二十二 年法律第 百二十号 ）第百六条 の二第一 項に規定 する子

法人 の例を基 準として 人事委員会 規則で定 めるもの をいう。 以下同じ。 ）との間 で締結さ れる売買 、貸借、請 負その他 の契約又 は当該営 利企業等 若

しくはそ の子法人に 対して行 われる行 政手続法 （平成五年 法律第八 十八号） 第二条第 二号に規定 する処分 に関する 事務（以 下「契約 等事務」と いう。

２

前項の 規定による 請求を受 けた任命 権者は、 その日から 十五日以 内に、同 項の説明 書を交付し なければ ならない 。

職 員は、そ の意に反 して不利益 な処分を 受けたと 思うとき は、任命権 者に対し 処分の事 由を記載 した説明書 の交付を 請求する ことがで きる。

処分の 事

）であ つて離職 前五年間 の職務に 属するもの に関し、 離職後二 年間、職 務上の行為 をするよ うに、又 はしない ように要 求し、又は 依頼して はならな
い。
２～８ （略）

任 命権者は 、職員に 対し、懲 戒その他 その意に反 すると認 める不利 益な処分 を行う場合 において は、その 際、その 職員に対し

（不利益 処分に関 する説明書 の交付）
第四 十九条

３

第一 項又は第 二項の説 明書には 、当該処分 につき、 人事委員 会又は公 平委員会に 対して審 査請求を すること ができる 旨及び審査 請求をす ることが

由 を記載し た説明書 を交付し なければ ならない。

４

でき る期間を 記載しな ければなら ない。

不
( 利 益取扱の 禁止 )
第 五十六条 職員は 、職員団体 の構成員 であるこ と、職員 団体を結 成しようと したこと 、若しく はこれに 加入しよう としたこ と又は職 員団体の ために
正当な 行為をした ことの故 をもつて 不利益な 取扱を受 けることは ない。
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○

国家 公務員法 （昭和二十 二年法律 第百二十 号）（抄 ）

病院 、療養所、 診療所等 で人事院 規則で定 めるものに 勤務する 医師及び 歯科医師

年齢六十 五年

一

庁 舎の監視 その他の 庁務及び これに準ず る業務に 従事する 職員で人 事院規則で 定めるも の

年齢 六十三年

二

前二号 に掲げる 職員のほか 、その職 務と責任 に特殊性 があること 又は欠員 の補充が 困難であ ることに より定年を 年齢六十 年とする ことが著 しく

六十年 を超え、 六十五年 を超えない 範囲内で 人事院規 則で定め る年齢

前二項の 規定は、 臨時的職 員その他の 法律によ り任期を 定めて任 用される 職員及び常 時勤務を 要しない 官職を占 める職員に は適用し ない。

不適当 と認められ る官職を 占める職 員で人事 院規則で定 めるもの

三

前項の定 年は、年 齢六十年と する。た だし、次 の各号に 掲げる職員 の定年は 、当該各 号に定め る年齢とす る。

職する。

条 第一項に 規定する任 命権者若 しくは法 律で別に 定められた 任命権者 があらか じめ指定 する日のい ずれか早 い日 以
( 下 「定年退 職日」と いう。 に
)退

定
( 年によ る退職 )
第八十 一条の二 職員は 、法律に別 段の定め のある場 合を除き 、定年に達 したとき は、定年 に達した 日以後にお ける最初 の三月三 十一日又 は第五十五

②

③

任命権者 は、前項 の期限又は この項の 規定によ り延長さ れた期限が 到来する 場合にお いて、前 項の事由 が引き続き 存すると 認められ る十分な 理由

させるこ とができ る。

わ らず、そ の職員に係 る定年退 職日の翌 日から起 算して一年 を超えな い範囲内 で期限を 定め、その 職員を当 該職務に 従事させ るため引 き続いて勤 務

員の職 務の遂行 上の特別 の事情から みてその 退職によ り公務の 運営に著し い支障が 生ずると 認められ る十分な理 由がある ときは、 同項の規 定にかか

定
( 年 による退 職の特例 )
第 八十一条 の三 任 命権者は 、定年に 達した職員 が前条第 一項の規 定により 退職すべき こととな る場合に おいて、 その職員の 職務の特 殊性又は その職

②

があると きは、人事 院の承認 を得て、 一年を超 えない範囲 内で期限 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
日から 起算して 三年を超 えること ができない 。

定
( 年退 職者等の 再任用 )
第八 十一条の 四 任命 権者は、 第八十一 条の二第一 項の規定 により退 職した者 若しくは前 条の規定 により勤 務した後 退職した者 若しくは 定年退職 日以

前に退職 した者の うち勤続 期間等を考 慮してこ れらに準 ずるもの として人事 院規則で 定める者 以
( 下「定 年退職者 等」とい う。 又
) は 自衛隊法 の規定

によ り退職し た者であつ て定年退 職者等に 準ずるも のとして人 事院規則 で定める 者 次
( 条に おいて「 自衛隊法 による定年 退職者等 」という 。 を
) 、従
前の勤務実 績等に基 づく選考 により、 一年を超え ない範囲 内で任期 を定め、 常時勤務を 要する官 職に採用 すること ができる。 ただし、 その者が その
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前項の任期 又はこの 項の規定 により更 新された 任期は、人 事院規則 の定める ところに より、一年 を超えな い範囲内 で更新す ることがで きる。

者を採用 しようと する官職に 係る定年 に達して いないと きは、こ の限りでな い。
②

前二項 の規定に よる任期 について は、その末 日は、そ の者が年 齢六十五 年に達する 日以後に おける最 初の三月 三十一日以 前でなけ ればなら ない。

任命 権者は、 定年退職 者等又は 自衛隊法に よる定年 退職者等 を、従前 の勤務実績 等に基づ く選考に より、一 年を超えな い範囲内 で任

③
第 八十一条 の五

②

短 時間勤務 の官職に ついては 、定年退職 者等及び 自衛隊法 による定 年退職者等 のうち第 八十一条 の二第一 項及び第 二項の規定 の適用が あるもの と

前項 の規定によ り採用さ れた職員 の任期に ついては、 前条第二 項及び第 三項の規 定を準用す る。

期を定め 、短時間 勤務の官 職 当
( 該官 職を占め る職員の 一週間当た りの通常 の勤務時 間が、常 時勤務を要 する官職 でその職 務が当該 短時間勤 務の官
職と 同種のも のを占め る職員の一 週間当た りの通常 の勤務時 間に比し短 い時間で あるもの をいう。 第三項にお いて同じ 。 に
) 採 用すること ができる 。
③

し た場合の 当該官職 に係る定年 に達した 者に限り 任用する ことができ るものと する。

定
( 年に関す る事務の調 整等 )
第八十一 条の六 内閣総理大 臣は、職 員の定年 に関する 事務の適 正な運営を 確保する ため、各 行政機関 が行う当該 事務の運 営に関し 必要な調 整を行う

ほか 、職員の定 年に関す る制度の 実施に関 する施策 を調査研究 し、その 権限に属 する事項 について適 切な方策 を講ずる ものとす る。

前項に規 定する根 本基準の実 施に関し 必要な事 項は、こ の法律又は 国家公務 員倫理法 に定める ものを除 いては、人 事院規則 でこれを 定める。

ばならな い。

服
( 務 の根本基準 )
第 九十六条 すべて職 員は、国 民全体の 奉仕者と して、公共 の利益の ために勤 務し、且 つ、職務の 遂行に当 つては、 全力を挙 げてこれ に専念しな けれ
②

服
( 務 の宣誓 )
第 九十七条 職員は 、政令の定 めるとこ ろにより 、服務の 宣誓をし なければな らない。

職員は、 政府が代表 する使用 者として の公衆に 対して同盟 罷業、怠 業その他 の争議行 為をなし、 又は政府 の活動能 率を低下 させる怠業 的行為を し

法
( 令及び上 司の命令に 従う義務 並びに争 議行為等 の禁止 )
第九十八 条 職員 は、その 職務を遂行 するにつ いて、法 令に従い 、且つ、上 司の職務 上の命令 に忠実に 従わなけれ ばならな い。
②

てはならな い。又、 何人も、 このよう な違法な行 為を企て 、又はそ の遂行を 共謀し、そ そのかし 、若しく はあおつ てはならな い。
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③

職員 で同盟罷 業その他前 項の規定 に違反す る行為を した者は 、その行為 の開始と ともに、 国に対し 、法令に基 いて保有 する任命 又は雇用 上の権利
をも つて、対抗 すること ができな い。

信
( 用失 墜行為の 禁止 )
第 九十九条 職員は、 その官職 の信用を 傷つけ、 又は官職全 体の不名 誉となる ような行 為をしては ならない 。

前 項の規定 は、第十 八条の四の 規定によ り権限の 委任を受 けた再就職 等監視委 員会が行 う調査に ついて準用 する。こ の場合に おいて、 同項中「 人

れ ばならな い。

受け る必要がな い。人事 院が正式 に要求し た情報に ついて、人 事院に対 して、陳 述及び証 言を行わな かつた者 は、この 法律の罰 則の適用を 受けなけ

行われる 調査又は 審理に際し て、秘密 の又は公 表を制限 された情 報を陳述し 又は証言 すること を人事院 から求めら れた場合 には、何 人からも 許可を

前三項の 規定は、 人事院で 扱われる調 査又は審 理の際人 事院から 求められ る情報に関 しては、 これを適 用しない 。何人も、 人事院の 権限によ つて

当 する官職 の所轄庁 の長 の
) 許 可を要す る。
前 項の許可は 、法律又 は政令の 定める条 件及び手続 に係る場 合を除い ては、こ れを拒む ことができ ない。

法 令による 証人、鑑 定人等と なり、職務 上の秘密 に属する 事項を発 表するには 、所轄庁 の長 退
( 職者につい ては、そ の退職し た官職又 はこれに相

秘
( 密を守る義 務 )
第百条 職員は、職 務上知る ことので きた秘密 を漏らして はならな い。その 職を退い た後といえ ども同様 とする。
②
③
④

⑤

事 院」とあ るのは「再 就職等監 視委員会 」と、「 調査又は審 理」とあ るのは「 調査」と 読み替える ものとす る。

前項の 規定は、 人事院規則 の定める ところに より、所 轄庁の長 の申出によ り人事院 の承認を 得た場合 には、これ を適用し ない。

私
( 企業からの 隔離 )
第百三条 職員は、 商業、工 業又は金 融業その 他営利を目 的とする 私企業 以
( 下営利企 業という 。 を
) 営む ことを目 的とする 会社その 他の団体の 役員、
顧問若 しくは評 議員の職 を兼ね、 又は自ら営 利企業を 営んでは ならない 。
②

営 利企業につ いて、株 式所有の 関係その 他の関係 により、当 該企業の 経営に参 加し得る 地位にある 職員に対 し、人事 院は、人 事院規則の 定めると

前項の 通知を受 けた職員 は、その 通知の内容 について 不服があ るときは 、その通知 を受領し た日の翌 日から起 算して三月 以内に、 人事院に 審査請

と認 めるとき は、その旨 を当該職 員に通知 すること ができる。

人事 院は、人 事院規則 の定めると ころによ り、前項 の報告に 基き、企業 に対する 関係の全 部又は一 部の存続が 、その職 員の職務 遂行上適 当でない

ころ により、 株式所有 の関係そ の他の関 係について 報告を徴 すること ができる 。

③
④
⑤
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⑥
⑦

求をする ことがで きる。

第九十条第 三項並び に第九十 一条第二 項及び第 三項の規定 は前項の 審査請求 のあつた 場合につい て、第九 十二条の 二の規定 は第四項の 通知の取 消
し の訴えに ついて、 それぞれ 準用する 。

第 五項の審 査請求を しなかつた 職員及び 人事院が 同項の審 査請求につ いて調査 した結果 、通知の 内容が正当 であると 裁決され た職員は 、人事院規

則 の定める ところによ り、人事 院規則の 定める期 間内に、そ の企業に 対する関 係の全部 若しくは一 部を絶つ か、又は その官職 を退かなけ ればなら な
い。

他
( の事業 又は事務 の関与制 限 )
第百四 条 職員 が報酬を 得て、営 利企業以外 の事業の 団体の役 員、顧問 若しくは評 議員の職 を兼ね、 その他い かなる事 業に従事し 、若しく は事務を 行
う にも、内 閣総理大 臣及びその 職員の所 轄庁の長 の許可を 要する。

前項 の規定は、 次に掲げ る場合に は適用し ない。

職 業安定法 昭
( 和二十 二年法律 第百四十 一号 、
) 船 員職業安 定法 昭
( 和 二十三年 法律第百 三十号 そ
) の他の法 令の定め る職業の安 定に関す る事務と
し て行う場 合

)

三 官民人材 交流センタ ー 以
( 下 「センター 」という 。 の
) 職員 が、その 職務とし て行う場 合
前項第 二号の「 退職手当 通算法人 」とは、独 立行政法 人 独
( 立行 政法人通 則法第二 条第一項 に規定する 独立行政 法人をい う。以下 同じ。 そ
) の他特

的として 行う場合 を含む。

二 退 職手当通算 予定職員 を退職手 当通算法 人の地位 に就かせる ことを目 的として 行う場合 独
( 立行政 法人通則 法第五十四 条第一項 において 読み替
えて 準用する 第四項に 規定する 退職手当 通算予定役 員を同条 第一項に おいて準 用する次項 に規定す る退職手 当通算法 人の地位に 就かせる ことを目

一

はな らない。

当該役職 員をその 離職後に 、若しく は役職員で あつた者 を、当該 営利企業 等若しくは その子法 人の地位 に就かせ ることを 要求し、若 しくは依 頼して

事業の 方針を決 定する機 関 株
( 主総 会その他 これに準ず る機関を いう。 を
) 支配され ている法 人として 政令で定め るものを いう。以 下同じ。 の
) 地位
に 就かせる ことを目的 として、 当該役職 員若しく は役職員で あつた者 に関する 情報を提 供し、若し くは当該 地位に関 する情報 の提供を 依頼し、又 は

五年 法律第百十 八号 第
) 二条第二 項に規定す る特定地 方独立行 政法人を 除く。 を
) いう。以 下同じ。 に
) 対し、 他の職員若 しくは行 政執行法 人の役員 (
以 下「役職 員」とい う。 を
) そ の離職後 に、若し くは役職 員であつた 者を、当 該営利企 業等若し くはその子 法人 当
( 該営利企業 等に財務 及び営業 又は

他
( の役職員 についての 依頼等の 規制 )
第百六条 の二 職 員は、営利 企業等 営
( 利企業 及び営利企 業以外の 法人 国
( 、 国際機関 、地方公 共団体、 行政執行法 人及び地 方独立行 政法人法 平
( 成十

②

③
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④

○

別の法律 により設 立された法 人でその 業務が国 の事務又 は事業と 密接な関連 を有する もののう ち政令で 定めるもの 退
( 職手 当 こ
( れに 相当する 給付を

含む 。 に
) 関す る規程に おいて、職 員が任命 権者又は その委任 を受けた 者の要請に 応じ、引 き続いて 当該法人 の役員又は 当該法人 に使用さ れる者と
な つた場合 に、職員 としての 勤続期間 を当該法人 の役員又 は当該法 人に使用 される者と しての勤 続期間に 通算する ことと定め ている法 人に限る 。 )
をいう 。

第二項 第二号の「 退職手当 通算予定 職員」と は、任命権 者又はそ の委任を 受けた者 の要請に応 じ、引き 続いて退 職手当通 算法人 前
( 項に規定 する

退職手当 通算法人 をいう。 以下同じ 。 の
) 役員 又は退職 手当通算法 人に使用 される者 となるた め退職する こととな る職員で あつて、 当該退職 手当通
算法 人に在職 した後、 特別の事情 がない限 り引き続 いて選考 による採用 が予定さ れている 者のうち 政令で定め るものを いう。

地方自治 法（昭和 二十二年 法律第六 十七号）【 地方公務 員法及び 地方自治 法の一部を 改正する 法律（平 成二十九 年法律第 二十九号） による改 正後
】（ 抄 ）
普通 地方公共 団体の議 会の議員は 、衆議院 議員又は 参議院議 員と兼ね ることがで きない。

普通地方 公共団体 の議会の議 員は、地 方公共団 体の議会 の議員並 びに常勤の 職員及び 地方公務 員法（昭 和二十五年 法律第二 百六十一 号）第二 十八

第九十二 条
②

条の五第 一項に規定 する短時 間勤務の 職を占め る職員（ 以下「短時 間勤務職 員」とい う。）と 兼ねること ができな い。

普通 地方公共 団体の長は 、その権 限に属す る事務を 分掌させる ため、必 要な内部 組織を設 けることが できる。 この場合 において 、当該

普通地方 公共団体 の長は、 前項の内 部組織の編 成に当た つては、 当該普通 地方公共団 体の事務 及び事業 の運営が 簡素かつ 効率的なも のとなる よう

普通地 方公共団 体の長の直 近下位の 内部組織 の設置及 びその分掌 する事務 について は、条例 で定めるも のとする 。

第 百五十八 条
②
十分配慮 しなけれ ばならな い。

普通 地方公共 団体の長 の事務の引 継ぎに関 する規定 は、政令 でこれを 定める。

前 項の政令 には、正 当の理由が なくて事 務の引継 ぎを拒ん だ者に対 し、十万円 以下の過 料を科す る規定を 設けること ができる 。

第百五十九 条
②

第二百四 条 普通 地方公共 団体は、 普通地方 公共団体の 長及びそ の補助機 関たる常 勤の職員、 委員会の 常勤の委 員 教
( 育委 員会にあ つては、 教育長 、
)
常勤 の監査委 員、議会 の事務局 長又は書記 長、書記 その他の 常勤の職 員、委員会 の事務局 長若しく は書記長 、委員の事 務局長又 は委員会 若しくは 委

員の事務 を補助す る書記その 他の常勤 の職員そ の他普通 地方公共団 体の常勤 の職員並 びに短時 間勤務職員 及び地方 公務員法 第二十二 条の二第一 項第
二号 に掲げる職 員に対し 、給料及 び旅費を 支給しなけ ればなら ない。
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②

③

普通 地方公共 団体は、条 例で、前 項の職員 に対し、 扶養手当 、地域手当 、住居手 当、初任 給調整手 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 ずる手当を 含む。 、
) へき地 手当 こ
( れ に準ずる 手当を含む 。 、
) 時 間外勤務手 当、宿日 直手当、 管理職員 特別勤務手 当、夜間
勤 務手当、 休日勤務 手当、管 理職手当 、期末手当 、勤勉手 当、寒冷 地手当、 特定任期付 職員業績 手当、任 期付研究 員業績手当 、義務教 育等教員 特別

手当、 定時制通 信教育手 当、産業教 育手当、 農林漁業 普及指導 手当、災害 派遣手当 武
( 力攻撃 災害等派 遣手当及 び新型イ ンフルエン ザ等緊急 事態派
遣 手当を含 む。 又
) は 退職手当 を支給する ことがで きる。
給料 、手当及 び旅費の 額並びに その支給方 法は、条 例でこれ を定めな ければなら ない。

前項の 指名競争 入札、随意 契約又は せり売り は、政令 で定める場 合に該当 するとき に限り、 これによ ることがで きる。

契
( 約の締 結 )
第二百 三十四条 売買、 貸借、請 負その他の 契約は、 一般競争 入札、指 名競争入札 、随意契 約又はせ り売りの 方法によ り締結する ものとす る。
２

低の 価格をもつ て申込み をした者 以外の者 を契約の 相手方とす ることが できる。

普通地 方公共団 体が競争 入札につ き入札保証 金を納付 させた場 合におい て、落札者 が契約を 締結しな いときは 、その者の 納付に係 る入札保 証金

競争入 札に加わ ろうとする 者に必要 な資格、 競争入札 における 公告又は指 名の方法 、随意契 約及びせ り売りの手 続その他 契約の締 結の方法 に関し

ないも のとする 。

できる等 これらの者 の作成に 係るもの であるこ とを確実に 示すこと ができる ものとし て総務省 令で定める ものを講 じなけれ ば、当該 契約は、確 定し

た者 及び契約 の相手方 の作成に係 るもので あること を示すた めに講ずる 措置であ つて、当 該電磁的 記録が改 変されてい るかどう かを確認 すること が

受けた者 が契約の 相手方と ともに、 契約書に記 名押印し 、又は契 約内容を 記録した電 磁的記録 に当該普 通地方公 共団体の 長若しくは その委任 を受け

政令の 定めると ころによ りその納付 に代えて 提供され た担保を 含む。 は
) 、当該普 通地方公共 団体に帰 属するも のとする 。
普通地 方公共団体 が契約に つき契約 書又は契 約内容を記 録した電 磁的記録 を作成す る場合にお いては、 当該普通 地方公共 団体の長 又はその委 任を

(

通地方公 共団体の 支出の原因 となる契 約につい ては、政 令の定め るところに より、予 定価格の 制限の範 囲内の価格 をもつて 申込みを した者の うち最

３ 普 通地方公共 団体は、 一般競争 入札又は 指名競争入 札 以
( 下 この条に おいて「競 争入札」 という。 に
) 付する 場合にお いては、 政令の定め るところ
によ り、契約 の目的に 応じ、予 定価格の制 限の範囲 内で最高 又は最低 の価格を もつて申込 みをした 者を契約 の相手方 とするもの とする。 ただし、 普

４
５

６

委 員会は、 国の関与 に関する 審査の申出 があつた 場合にお いて、相 当であると 認めると きは、職 権により 、調停案を 作成して 、

必要な 事項は、政 令でこれ を定める 。
調
(停 )
第二 百五十条 の十九

これを当該 国の関与 に関する 審査の申 出をした普 通地方公 共団体の 長その他 の執行機関 及び相手 方である 国の行政 庁に示し、 その受諾 を勧告す ると
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２

○

ともに、 理由を付 してその要 旨を公表 すること ができる 。

前項の調停 案に係る 調停は、 調停案を 示された 普通地方公 共団体の 長その他 の執行機 関及び国の 行政庁か ら、これ を受諾し た旨を記載 した文書 が

委 員会に提 出された ときに成 立するも のとする。 この場合 において は、委員 会は、直ち にその旨 及び調停 の要旨を 公表すると ともに、 当該普通 地方
公共団 体の長そ の他の執 行機関及び 国の行政 庁にその 旨を通知 しなければ ならない 。

市町村立学 校職員給 与負担法 （昭和二 十三年法律 第百三十 五号）【 地方公務 員法及び地 方自治法 の一部を 改正する 法律（平成 二十九年 法律第二 十
)

市（地方 自治法（ 昭和二十 二年法律第 六十七号 ）第二百 五十二条 の十九第一 項の指定 都市（次 条におい て「指定 都市」とい う。）を 除き、特

九号） による改 正後】 抄
(
第一条

別区 を含む。 ）町村立 の小学校、 中学校、 義務教育 学校、中 等教育学校 の前期課 程及び特 別支援学 校の校長 （中等教育 学校の前 期課程に あつては 、

当該課程 の属する中 等教育学 校の校長 とする。 ）、副校長 、教頭、 主幹教諭 、指導教 諭、教諭 、養護教諭 、栄養教 諭、助教 諭、養護 助教諭、寄 宿舎

指導員 、講師（ 常勤の者 及び地方 公務員法（ 昭和二十 五年法律 第二百六 十一号） 第二十八条 の五第一 項に規定 する短時 間勤務の職 を占める 者に限る 。

） 、学校栄 養職員（ 学校給食法 （昭和二 十九年法 律第百六 十号）第 七条に規定 する職員 のうち栄 養の指導 及び管理を つかさど る主幹教 諭並びに 栄養

教諭以 外の者をい い、同法 第六条に 規定する 施設の当 該職員を含 む。以下 同じ。） 及び事務 職員のうち 次に掲げ る職員で あるもの の給料、扶 養手当

、地 域手当、 住居手当 、初任給 調整手当 、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 準ずる手 当を含む。 ）、へき 地手当（ こ

れに準ず る手当を 含む。） 、時間外勤 務手当（ 学校栄養 職員及び 事務職員に 係るもの とする。 ）、宿日 直手当、管 理職員特 別勤務手 当、管理 職手当

、期 末手当、 勤勉手当、 義務教育 等教員特 別手当、 寒冷地手当 、特定任 期付職員 業績手当 、退職手当 、退職年 金及び退 職一時金 並びに旅 費（都道府

県が定める 支給に関 する基準 に適合す るものに限 る。）（ 以下「給 料その他 の給与」と いう。） 並びに定 時制通信 教育手当 （中等教育 学校の校 長に

係るも のとする 。）並び に講師（公 立義務教 育諸学校 の学級編 制及び教職 員定数の 標準に関 する法律 （昭和三 十三年法律 第百十六 号。以下 「義務教

育 諸学校標 準法」とい う。）第 十七条第 二項に規 定する非常 勤の講師 に限る。 ）の報酬 、職務を 行うために 要する費 用の弁償 及び期末 手当（次条 に

）

公立高 等学校の 適正配置 及び教職員 定数の標 準等に関 する法律 （昭和三十 六年法律 第百八十 八号。以 下「高等学 校標準法 」という 。）第十 五条

規定に基 づき都道府 県が定め る都道府 県特別支 援学校教 職員定数に 基づき配 置される 職員（義 務教育諸学 校標準法 第十八条 各号に掲 げる者を含 む。

義務教育 諸学校標 準法第六条 第一項の 規定に基 づき都道 府県が定 める都道府 県小中学 校等教職 員定数及 び義務教育 諸学校標 準法第十 条第一項 の

おいて「 報酬等」 という。 ）は、都 道府県の負 担とする 。
一

二

の規定 に基づき 都道府県が 定める特 別支援学 校高等部 教職員定数 に基づき 配置され る職員（ 特別支援学 校の高等 部に係る 高等学校 標準法第二 十四
条 各号に掲げ る者を含 む。）
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三

特別 支援学校 の幼稚部に 置くべき 職員の数 として都 道府県が 定める数に 基づき配 置される 職員

市 （指定都 市を除く 。）町村 立の高等学 校（中等 教育学校 の後期課 程を含む。 ）で学校 教育法（ 昭和二十 二年法律第 二十六号 ）第四条 第一項

講 師に限る 。）の報 酬等は、都 道府県の 負担とす る。
土地収 用法（昭 和二十六 年法律第 二百十九号 ） 抄
(
)

含む。 ）である ものの給 料その他 の給与、定 時制通信 教育手当 及び産業 教育手当並 びに講師 （高等学 校標準法 第二十三 条第二項に 規定する 非常勤の

等学校標 準法第七条 の規定に 基づき都 道府県が 定める高等 学校等教 職員定数 に基づき 配置される 職員（高 等学校標 準法第二 十四条各 号に掲げる 者を

する 指導教諭 、教諭、 助教諭及び 講師（常 勤の者及 び地方公 務員法第二 十八条の 五第一項 に規定す る短時間勤 務の職を 占める者 に限る。 ）のうち 高

教頭、主 幹教諭（ 定時制の 課程に関 する校務の 一部を整 理する者 又は定時 制の課程の 授業を担 任する者 に限る。 ）並びに定 時制の課 程の授業 を担任

を 置く高等 学校の校長 及び中等 教育学校 の校長を 除く。）、 定時制の 課程に関 する校務 をつかさど る副校長 、定時制 の課程に 関する校務 を整理す る

に規定 する定時 制の課程 （以下この 条におい て「定時 制の課程 」という。 ）を置く ものの校 長（定時 制の課程の ほかに同 項に規定 する全日 制の課程

第 二条

○
（組織 及び委員）
収用委員 会は、委 員七人を もつて組織 する。

収用 委員会に は、就任 の順位を定 めて、二 人以上の 予備委員 を置かなけ ればなら ない。

第五 十二条
２

委員及び 予備委員は 、法律、 経済又は 行政に関 してすぐれ た経験と 知識を有 し、公共 の福祉に関 し公正な 判断をす ることが できる者 のうちから 、

委員及 び予備委 員は、非 常勤とする 。ただし 、政令で 定める都 道府県の収 用委員会 の委員は 、政令で 定めるとこ ろにより 、常勤と すること ができ

府県知 事は、そ の委員及 び予備委 員を罷免 しなければ ならない 。

前項 の場合にお いては、 任命後最 初の議会 でその承 認を得なけ ればなら ない。こ の場合に おいて、議 会の承認 を得るこ とができ ないときは 、都道

は、 都道府県 知事は、 第三項の規 定にかか わらず、 都道府県 の議会の 同意を得な いで委員 及び予備 委員を任 命すること ができる 。

委員 及び予備 委員の任 期が満了 し、又は欠 員を生じ た場合に おいて、 都道府県 の議会の閉 会又は解 散のため にその同 意を得るこ とができ ないとき

一 号）第二 十八条の五 第一項に 規定する 短時間勤 務の職を占 める職員 と兼ねる ことがで きない。

委 員及び予 備委員は 、地方公共 団体の議 会の議員 又は地方 公共団体の 長若しく は常勤の 職員若し くは地方 公務員法（ 昭和二十 五年法律 第二百六 十

都道府県の 議会の同 意を得て 、都道府 県知事が任 命する。

３
４
５
６
７
る。
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○

地 方公 営企業法 （昭和二 十七年法律 第二百九 十二号） 抄
(
（管 理者の選 任及び身 分取扱い ）

)

管理 者は、地 方公営企業 の経営に 関し識見 を有する 者のうちか ら、地方 公共団体 の長が任 命する。

一

禁 錮以上の 刑に処せ られ、その 執行を終 わるまで 又はその 執行を受け ることが なくなる までの者

成年被 後見人若 しくは被 保佐人又 は破産者で 復権を得 ない者

次の各号 のいずれか に該当す る者は、 管理者と なることが できない 。

第七条の 二
２
二

管理者 は、衆議院 議員若し くは参議 院議員又 は地方公共 団体の議 会の議員 若しくは 常勤の職員 若しくは 地方公務 員法第二 十八条の 五第一項に 規定

４
管理 者は、再任 されるこ とができ る。

管理者の 任期は、 四年とする 。

３

５
管 理者は、 常勤とす る。

する短時 間勤務の 職を占め る職員と 兼ねること ができな い。

６

地方公 共団体の 長は、管理 者が心身 の故障の ため職務 の遂行に 堪えないと 認める場 合又は管 理者の業 務の執行が 適当でな いため経 営の状況 が悪化

したと 認める場合 その他管 理者がそ の職に必 要な適格 性を欠くと 認める場 合には、 これを罷 免すること ができる 。

地方公共 団体の長 は、管理 者に職務 上の義務違 反その他 管理者た るに適し ない非行が あると認 める場合 には、こ れに対し懲 戒処分と して戒告 、減
給、停職 又は免職 の処分を することが できる。

管理者は 、前二項の 規定によ る場合を 除くほか 、その意に 反して罷 免され、 又は懲戒 処分を受け ることが ない。
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７
８
９

管理者は、 第二項各 号の一に 該当する に至つたと きは、そ の職を失 う。

地方自 治法第百 五十九条 、第百六十 五条第二 項及び第 百八十条 の五第六項 から第八 項まで並 びに地方 公務員法 第三十条か ら第三十 七条まで 及び第

三 十八条第 一項の規定 は、管理 者につい て準用す る。

)

高 等 学校の 定時制教 育及び通 信教育振興 法（昭和 二十八年 法律第二 百三十八 号）【地方 公務員法 及び地方 自治法の 一部を改正 する法律 （平成二 十
九 年法律第 二十九号） による改 正後】 抄
(

（公 立の高等 学校の教 員等の定 時制通信教 育手当）

地方自治 法（昭和二 十二年法 律第六十 七号）第 二百四条第 二項の規 定により 支給する ことができ る定時制 通信教育 手当は、 公立の高等 学校の

校長 、副校長、 教頭、主 幹教諭、 指導教諭 、教員（教 諭、養護 教諭、助 教諭、養 護助教諭及 び講師（ 常時勤務 の者並び に地方公務 員法（昭 和二十五

第五条

○

11 10

○

年法律第 二百六十 一号）第二 十八条の 五第一項 に規定す る短時間 勤務の職を 占める者 及び同法 第二十二 条の二第一 項第二号 に掲げる 者に限る 。）を

前号 に規定する 高等学校 の実習助 手（本務 として定時 制教育又 は通信教 育に従事 する者に限 る。）で あつて、 その技術 が優秀と 認められる もの

時制 教育又は 通信教育 に従事する 者に限る 。）及び 教員（本 務として定 時制教育 又は通信 教育に従 事する者に 限る。）

は通信制 の課程に 関する校 務の一部 を整理する 者又は本 務として 定時制教 育若しくは 通信教育 に従事す る者に限 る。）、指 導教諭（ 本務とし て定

か さどる者 に限る。） 、教頭（ 定時制の 課程又は 通信制の課 程に関す る校務を 整理する 者に限る。 ）、主幹 教諭（本 務として 定時制の課 程若しく

当該課 程の属す る中等教 育学校の校 長とする 。）の職 にある者 に限る。） 、副校長 （本務と して定時 制の課程又 は通信制 の課程に 関する校 務をつ

公立の 高等学校 で、定時 制の課程 又は通信制 の課程を 置くもの の校長（ 本務として 当該高等 学校の校 長（中等 教育学校の 後期課程 にあつて は、

いう 。以下この 条におい て同じ。 ）及び実 習助手の うち次に掲 げる者を 対象とす るものと し、その内 容は、条 例で定め る。
一

二
として 政令で定 める者

警 察法 （昭和二 十九年法律 第百六十 二号）【 地方公務 員法及び地 方自治法 の一部を 改正する 法律（平 成二十九年 法律第二 十九号） による改 正後】
（抄）

国家 公務員法 （昭和二 十二年法 律第百二十 号）第九 十六条第 一項、第 九十七条、 第九十八 条第一項 、第九十 九条、第百 条第一項 及び第二 項、

（委員 の服務等）
第十 条

第百三条 第一項及 び第二項 並びに第百 四条の規 定は、委 員の服務 について準 用する。 この場合 において 、同法第九 十七条中 「政令」 とあるの は「内

閣府 令」と、 同法第百三 条第二項 中「人事 院規則の 定めるとこ ろにより 、所轄庁 の長の申 出により人 事院の承 認」とあ り、又は 同法第百 四条中「内
閣総理大臣 及びその 職員の所 轄庁の長 の許可」と あるのは 「内閣総 理大臣の 承認」と読 み替える ものとす る。

委 員は、国 若しくは 地方公共団 体の常勤 の職員又 は国家公 務員法第六 十条の二 第一項に 規定する 短時間勤 務の官職若 しくは地 方公務員 法（昭和 二
委員 は、政党 その他の 政治的団 体の役員と なり、又 は積極的 に政治運 動をして はならない 。

２
３

委員の給 与は、別 に法律で定 める。

十 五年法律 第二百六十 一号）第 二十八条 の五第一 項に規定す る短時間 勤務の職 を占める 職員と兼 ねることが できない 。
４

地方公 務員法第 三十条から 第三十四 条まで及 び第三十 八条第一項 本文の規 定は、委 員の服務 について準 用する。 ただし、 都道府県 知事は

（委員 の服務等 ）
第 四十二条

、委員 が同項に 規定する地 位を兼ね 、又は同 項に規定 する行為を すること が委員の 職務の遂 行上支障が あると認 める場合 のほかは 、同項に規 定する
許 可を与える ものとす る。
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委員 は、地方 公共団体の 議会の議 員若しく は常勤の 職員又は 地方公務員 法第二十 八条の五 第一項に 規定する短 時間勤務 の職を占 める職員 と兼ねる
委員は 、政党そ の他の政 治的団体 の役員とな り、又は 積極的に 政治運動 をしてはな らない。

２
３

労働基 準法（昭和 二十二年 法律第四 十九号） 【民法の一 部を改正 する法律 の施行に 伴う関係法 律の整備 等に関す る法律（ 平成二十九 年法律第 四十

こと ができない 。

○
五号）に よる改正 後】（抄 ）

行政官 庁は、前項 の基準に 関し、期 間の定め のある労働 契約を締 結する使 用者に対 し、必要な 助言及び 指導を行 うことが できる。

に防止 するため 、使用者 が講ずべき 労働契約 の期間の 満了に係 る通知に関 する事項 その他必 要な事項 についての 基準を定 めること ができる 。

二 満六十歳以 上の労働 者との間 に締結さ れる労働 契約 前
( 号 に掲げる 労働契約を 除く。 )
厚生労 働大臣は 、期間の 定めのあ る労働契約 の締結時 及び当該 労働契約 の期間の満 了時にお いて労働 者と使用 者との間に 紛争が生 ずること を未然

労働契約

一 専 門的な知識 、技術又 は経験 以
( 下この号 及び第四 十一条の 二第一項 第一号にお いて「専 門的知識 等」とい う。 で
) あ つて高度 のものとし て厚生
労働 大臣が定 める基準 に該当す る専門的知 識等を有 する労働 者 当
( 該高 度の専門 的知識等 を必要と する業務に 就く者に 限る。 と
) の間に締 結される

労 働契約に あつては 、五年 を
) 超える期 間について 締結して はならな い。

契
( 約期間 等 )
第十四 条 労働 契約は、 期間の定 めのないも のを除き 、一定の 事業の完 了に必要な 期間を定 めるもの のほかは 、三年 次
( の各号の いずれか に該当する

②
③

労
( 働条件の明 示 )
第十五条 使用者は 、労働契 約の締結 に際し、 労働者に対 して賃金 、労働時 間その他 の労働条 件を明示し なければ ならない 。この場 合において 、賃金
②

前 項の場合、 就業のた めに住居 を変更し た労働者 が、契約解 除の日か ら十四日 以内に帰 郷する場合 において は、使用 者は、必 要な旅費を 負担しな

前項の 規定によ つて明示さ れた労働 条件が事 実と相違 する場合 においては 、労働者 は、即時 に労働契 約を解除す ることが できる。

及び労 働時間に 関する事 項その他 の厚生労働 省令で定 める事項 について は、厚生 労働省令で 定める方 法により 明示しな ければなら ない。
③
けれ ばならな い。

療
( 養 補償 )
第七十五条 労働者 が業務上 負傷し、 又は疾病に かかつた 場合にお いては、 使用者は、 その費用 で必要な 療養を行 い、又は必 要な療養 の費用を 負担し
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②

なければ ならない 。
前項に規定 する業務 上の疾病 及び療養 の範囲は 、厚生労働 省令で定 める。

前項の 規定によ り難い場 合におけ る改訂の方 法その他 同項の規 定による 改訂につい て必要な 事項は、 厚生労働 省令で定め る。

の額 の改訂につ いてもこ れに準ず る。

いる休業 補償の額 を改訂し、 その改訂 をした四 半期に属 する最初 の月から改 訂された 額により 休業補償 を行わなけ ればなら ない。改 訂後の休 業補償

昇し 又は低下 した比率 に応じて 、その上昇 し又は低 下するに 至つた四 半期の次 の次の四半 期におい て、前項 の規定に より当該労 働者に対 して行つ て

る 産業に係 る毎月き まつて支給 する給与 の四半期 の労働者 一人当りの 一箇月平 均額。以 下平均給 与額とい う。 が
) 、 当該労働 者が業務上 負傷し、 又
は疾病 にかかつた 日の属す る四半期 における 平均給与額 の百分の 百二十を こえ、又 は百分の 八十を下る に至つた 場合にお いては、 使用者は、 その上

通常の賃 金の、一月 から三月 まで、四 月から六 月まで、七 月から九 月まで及 び十月か ら十二月ま での各区 分による 期間 以
( 下 四半期と いう。 ご
) との
一箇月 一人当り 平均額 常
( 時百人未 満の労働 者を使用 する事業場 について は、厚生 労働省に おいて作 成する毎月 勤労統計 における 当該事業 場の属す

使用者は 、前項の 規定により 休業補償 を行つて いる労働 者と同一の 事業場に おける同 種の労働 者に対して 所定労働 時間労働 した場合 に支払わ れる

賃金の百 分の六十 の休業補 償を行わ なければな らない。

休
( 業補 償 )
第 七十六条 労働者が 前条の規 定による 療養のた め、労働す ることが できない ために賃 金を受けな い場合に おいては 、使用者 は、労働者 の療養中 平均
②

③

障
( 害補償 )
第七十七 条 労働 者が業務 上負傷し 、又は疾病 にかかり 、治つた 場合にお いて、その 身体に障 害が存す るときは 、使用者 は、その障 害の程度 に応じて
、平 均賃金に 別表第二 に定める日 数を乗じ て得た金 額の障害 補償を行わ なければ ならない 。

休
( 業 補償及び 障害補償の 例外 )
第 七十八条 労働者 が重大な過 失によつ て業務上 負傷し、 又は疾病 にかかり、 且つ使用 者がその 過失につ いて行政官 庁の認定 を受けた 場合にお いては
、休業 補償又は障 害補償を 行わなく てもよい 。

遺
( 族補償 )
第七 十九条 労働者が業 務上死亡 した場合 において は、使用者 は、遺族 に対して 、平均賃 金の千日分 の遺族補 償を行わ なければ ならない。
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葬
( 祭料 )
第八 十条 労働 者が業務 上死亡し た場合に おいては 、使用者は 、葬祭を 行う者に 対して、 平均賃金の 六十日分 の葬祭料 を支払わ なければな らない。

打
( 切補 償 )
第 八十一条 第七十五 条の規定 によつて 補償を受 ける労働者 が、療養 開始後三 年を経過 しても負傷 又は疾病 がなおら ない場合 においては 、使用者 は、
平均賃金 の千二百 日分の打 切補償を 行い、その 後はこの 法律の規 定による 補償を行わ なくても よい。

分
( 割補償 )
第八十 二条 使 用者は、 支払能力 のあること を証明し 、補償を 受けるべ き者の同意 を得た場 合におい ては、第 七十七条 又は第七十 九条の規 定による 補
償 に替え、 平均賃金 に別表第三 に定める 日数を乗 じて得た 金額を、六 年にわた り毎年補 償するこ とができ る。

)

補償を受け る権利は 、これを 譲渡し、 又は差し 押えてはな らない。

補
( 償を受け る権利 )
第八十三 条 補償 を受ける権 利は、労 働者の退 職によつ て変更さ れることは ない。
②
他
( の 法律との関 係

使用者は 、この法 律による補 償を行つ た場合に おいては 、同一の事 由につい ては、そ の価額の 限度にお いて民法に よる損害 賠償の責 を免れる 。

第 八十四条 この法律 に規定す る災害補 償の事由 について、 労働者災 害補償保 険法 昭
( 和 二十二年 法律第五 十号 又
) は 厚生労働 省令で指 定する法令 に基
づいてこ の法律の 災害補償 に相当す る給付が行 なわれる べきもの である場 合において は、使用 者は、補 償の責を 免れる。
②

審
( 査 及び仲裁 )
第 八十五条 業務上 の負傷、疾 病又は死 亡の認定 、療養の 方法、補 償金額の決 定その他 補償の実 施に関し て異議のあ る者は、 行政官庁 に対して 、審査
行政官庁 は、必要 があると 認める場 合において は、職権 で審査又 は事件の 仲裁をする ことがで きる。

又は事 件の仲裁を 申し立て ることが できる。
②

第一 項の規定 により審 査若しくは 仲裁の申 立てがあ つた事件 又は前項の 規定によ り行政官 庁が審査 若しくは仲 裁を開始 した事件 について 民事訴訟

行政官 庁は、審 査又は仲 裁のため に必要であ ると認め る場合に おいては 、医師に診 断又は検 案をさせ ることが できる。

が提 起された ときは、行 政官庁は 、当該事 件につい ては、審査 又は仲裁 をしない 。

③
④

- 24 -

⑤

第一 項の規定 による審査 又は仲裁 の申立て 及び第二 項の規定 による審査 又は仲裁 の開始は 、時効の 完成猶予及 び更新に 関しては 、これを 裁判上の
請求 とみなす。

前 条の規定 による審査 及び仲裁 の結果に 不服のあ る者は、労 働者災害 補償保険 審査官の 審査又は仲 裁を申し 立てるこ とができ る。

前条第 三項の規定 は、前項 の規定に より審査 又は仲裁の 申立てが あつた場 合に、こ れを準用す る。

第八十 六条
②

前 項の場合、 元請負人 が補償の 請求を受 けた場合に おいては 、補償を 引き受け た下請負 人に対して 、まづ催 告すべき ことを請 求すること ができる 。

下 請負人に 、同一の 事業につい て重複し て補償を 引き受け させてはな らない。

前 項の場合 、元請負 人が書面 による契約 で下請負 人に補償 を引き受 けさせた場 合におい ては、そ の下請負 人もまた 使用者とす る。但し 、二以上 の

請
( 負事業に関 する例外 )
第八十七 条 厚生労 働省令で 定める事 業が数次 の請負によ つて行わ れる場合 において は、災害補 償につい ては、そ の元請負 人を使用 者とみなす 。
②
③

ただ し、その 下請負人 が破産手 続開始の決 定を受け 、又は行 方が知れ ない場合 においては 、この限 りでない 。

船員法 （昭和二十 二年法律 第百号） 【民法の 一部を改正 する法律 の施行に 伴う関係 法律の整備 等に関す る法律（ 平成二十 九年法律 第四十五号 ）に

補
( 償 に関する 細目 )
第 八十八条 この章 に定める ものの外 、補償に関 する細目 は、厚生 労働省令 で定める。
○
よる改正 後】（抄 ）

船 員が雇入契 約存続中 職務外で 負傷し、 又は疾病 にかかつた ときは、 船舶所有 者は、三 箇月の範囲 内におい て、その 費用で療 養を施し、 又は療養

必 要な費用 を負担し なければな らない。

療
( 養補償 )
第八十 九条 船 員が職務 上負傷し 、又は疾病 にかかつ たときは 、船舶所 有者は、 その負傷又 は疾病が なおるま で、その 費用で療養 を施し、 又は療養 に
②

前 条の療養は 、次の各 号のもの とする。

に必 要な費用 を負担し なければ ならない 。但し、そ の負傷又 は疾病に つき船員 に故意又は 重大な過 失のあつ たときは 、この限り でない。

診察

第九 十条
一
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六

五

四

三

二

移送

治療に 必要な自宅 以外の場 所への収 容 食
( 料の 支給を含 む。

病 院又は診 療所への 入院及びそ の療養に 伴う世話 その他の 看護

居宅に おける療 養上の管 理及びそ の療養に伴 う世話そ の他の看 護

処置、手術 その他の 治療

薬剤 又は治療 材料の支給

)

七

傷
( 病手当 及び予後 手当 )
第九十 一条 船 員が職務 上負傷し 、又は疾病 にかかつ たときは 、船舶所 有者は、四 箇月の範 囲内にお いてその 負傷又は 疾病がなお るまで毎 月一回、 国

②

前二 項の規定 は、負傷又 は疾病に つき船員 に故意又 は重大な 過失のあつ たときは 、これを 適用しな い。

船舶所有 者は、前 項の負傷 又は疾病が なおつた 後遅滞な く、標準 報酬の月 額の百分の 六十に相 当する額 の予後手 当を支払わ なければ ならない 。

土 交通省令 の定める 報酬 以
( 下 標準報酬 という。 の
) 月額に 相当する額 の傷病手 当を支払 い、その 四箇月が 経過しても その負傷 又は疾病 がなおら ない
ときは 、そのなお るまで毎 月一回、 標準報酬 の月額の百 分の六十 に相当す る額の傷 病手当を 支払わなけ ればなら ない。
③

障
( 害手当 )
第九十 二条 船 員の職務 上の負傷又 は疾病が なおつた 場合にお いて、なお その船員 の身体に 障害が存 するときは 、船舶所 有者は、 なおつた 後遅滞な く

、 標準報酬 の月額に障 害の程度 に応じ別 表に定め る月数を乗 じて得た 額の障害 手当を支 払わなけれ ばならな い。但し 、その負 傷又は疾 病につき船 員
に故意又 は重大な 過失のあ つたとき は、この限 りでない 。

行
( 方不明 手当 )
第九十 二条の二 船舶所 有者は、 船員が職務 上行方不 明となつ たときは 、三箇月 の範囲内に おいて、 行方不明 期間中毎 月一回、国 土交通省 令の定め る

被 扶養者に 標準報酬 の月額に相 当する額 の行方不 明手当を 支払わな ければなら ない。但 し、行方 不明の期 間が一箇月 に満たな い場合は 、この限 りで
ない。

遺
( 族手当 )
第九 十三条 船員が職務 上死亡し たときは 、船舶所 有者は、遅 滞なく、 国土交通 省令の定 める遺族に 標準報酬 の月額の 三十六箇 月分に相当 する額の 遺
族手当を支 払わなけ ればなら ない。船 員が職務上 の負傷又 は疾病に 因り死亡 したときも 同様とす る。
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葬
(祭料 )
第 九十四条 船員が 職務上死 亡したと きは、船舶 所有者は 、遅滞な く、国土 交通省令の 定める遺 族で葬祭 を行う者 に標準報酬 の月額の 二箇月分 に相当
する額 の葬祭料 を支払わ なければな らない。 船員が職 務上の負 傷又は疾病 に因り死 亡したと きも同様 とする。

他
( の給 付との関 係 )
第九 十五条 第八十九 条から前条 までの規 定により 療養又は 費用、手当 若しくは 葬祭料の 支払 以
( 下 災害補償 と総称す る。 を
) 受 くべき者 が、その 災害

補償を受 くべき事由 と同一の 事由によ り労働者 災害補償保 険法 昭
( 和二十二年 法律第五 十号 若
) し くは船員 保険法に よる保険 給付又は 国土交通省 令で
指定す る法令に 基いて災 害補償に 相当する給 付を受く べきとき は、船舶 所有者は、 災害補償 の責を免 れる。

審
( 査及 び仲裁 )
第九 十六条 職務上の 負傷、疾 病、行方不 明又は死 亡の認定 、療養の 方法、災 害補償の金 額の決定 その他災 害補償の 実施に関し て異議の ある者は 、国
国土交通大 臣は、必 要がある と認める ときは、 職権で審査 又は事件 の仲裁を すること ができる。

土交通大 臣に対し て審査又は 事件の仲 裁を申し 立てるこ とができ る。
②

国土交 通大臣は 、審査又 は事件の 仲裁に際し 船長その 他の関係 人の意見 を聴かなけ ればなら ない。

国 土交通大 臣は、審 査又は事件 の仲裁の ため必要 があると 認めるとき は、医師 に診断又 は検案を させること ができる 。

③
④

第一項 の規定によ る審査又 は事件の 仲裁の申 立て及び第 二項の規 定による 審査又は 事件の仲裁 の開始は 、時効の 完成猶予 及び更新 に関しては 、こ

女 子 教職員の 出産に際し ての補助 教職員の 確保に関 する法律（ 昭和三十 年法律第 百二十五 号）（抄 ）

れを裁判 上の請求 とみなす 。

⑤

○

この 法律にお いて「学校 」とは、 幼稚園、 小学校、 中学校、 義務教育学 校、高等 学校、中 等教育学 校、特別支 援学校及 び幼保連 携型認定 こど

こ の法律に おいて「 教職員」 とは、校 長（園長を 含む。以 下同じ。 ）、副校 長（副園長 を含む。 ）、教頭 、主幹教 諭（幼保連 携型認定 こども園 の

も園をい う。

第二 条
２

主 幹養護教 諭及び主 幹栄養教 諭を含む。 ）、指導 教諭、教 諭、養護 教諭、栄養 教諭、主 幹保育教 諭、指導 保育教諭、 保育教諭 、助教諭 、養護助 教諭

、助保 育教諭、 講師（常時 勤務の者 及び地方 公務員法 （昭和二十 五年法律 第二百六 十一号） 第二十八条 の五第一 項に規定 する短時 間勤務の職 を占め

る 者に限る。 ）、実習 助手、寄 宿舎指導 員、学校栄 養職員（ 学校給食 法（昭和 二十九年法 律第百六 十号）第 七条に規 定する職員 のうち栄 養の指導 及
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○

び管理を つかさど る主幹教諭 並びに栄 養教諭以 外の者を いう。以 下同じ。） 及び事務 職員をい う。

農業 、 水産 、工業又 は商船に 係る産業 教育に従 事する公立 の高等学 校の教員 及び実習 助手に対す る産業教 育手当の 支給に関 する法律（ 昭和三十 二

年法律第 百四十五 号）【地 方公務員法 及び地方 自治法の 一部を改 正する法律 （平成二 十九年法 律第二十 九号）によ る改正後 】（抄）
（定義）

この法 律におい て「教員」 とは、副 校長、教 頭、主幹 教諭、指導 教諭、教 諭、助教 諭又は講 師（常時勤 務の者並 びに地方 公務員法 （昭和二 十

公 立義務教 育諸学校の 学級編制 及び教職 員定数の 標準に関す る法律（ 昭和三十 三年法律 第百十六 号）【地方 公務員法 及び地方 自治法の 一部を改正

をいう。

五 年法律第 二百六十一 号）第二 十八条の 五第一項 に規定する 短時間勤 務の職を 占める者 及び同法第 二十二条 の二第一 項第二号 に掲げる 者に限る。 ）

第二条

〇

する法律 （平成二 十九年法 律第二十 九号）によ る改正後 】（抄）

都道府 県小中学 校等教職 員定数に ついては、 第七条第 一項第一 号から第 三号まで 及び第三項 、第八条 第一号並 びに第九 条第一号か ら第三号 までに

それ ぞれ、当 該各条に規 定する数 を標準と して、当 該各条に定 める教職 員の職の 種類の区 分ごとの 総数を定め なければ ならない 。

員 定数」とい う。 は
) 、それぞれ 、次条、 第七条第 一項及び 第二項並び に第八条 から第九 条までに 規定する数 を合計し た数を標 準として 定めるも の
とする。 この場合 において は、各都道 府県が定 める都道 府県小中 学校等教職 員定数及 び各指定 都市が定 める指定 都市小中学 校等教職 員定数ご とに、

定 する施設 を含む。 以下この 項において 同じ。 に
) 置くべき 教職員の 総数 以
( 下 「都道府 県小中学 校等教職 員定数」と いう。 並
) びに各指 定都市ご と
の、指 定都市の 設置する小 学校、中 学校及び 義務教育 学校並びに 中等教育 学校の前 期課程に 置くべき教 職員の総 数 以
( 下「 指定都市 小中学校 等教職

都
( 道府県 小中学校 等教職員 定数等の 標準 )
第六条 各都道 府県ごと の、都道 府県及び 市町村の設 置する小 学校、中 学校及び 義務教育学 校並びに 中等教育 学校の前 期課程 学
( 校給食法 第六条に規

２

規定す る学級の 数は、第 三条第二項 の規定に より都道 府県の教 育委員会 が定めた基 準により 算定する ものとす る。

都
( 道府 県特別支 援学校教職 員定数等 の標準 )
第十 条 各都 道府県ご との、都 道府県及び 市町村の 設置する 特別支援 学校の小学 部及び中 学部に置 くべき教 職員の総数 以
( 下「 都道府県特 別支援学 校

教職員定 数」とい う。 並
) び に各指定 都市ごとの 、指定都 市の設置 する特別 支援学校の 小学部及 び中学部 に置くべ き教職員の 総数 以
( 下「指定都 市特
別支 援学校教職 員定数」 という。 は
) 、それ ぞれ、次 条、第十 一条第一項 及び第十 二条から 第十四条 までに規定 する数を 合計した 数を標準 として定
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２

めるもの とする。

都道府県特 別支援学 校教職員 定数につ いては、 第十一条第 一項第一 号、第二 号及び第 四号並びに 第二項に 規定する 学級の数 は、第三条 第三項の 規
定 により都 道府県の 教育委員 会が定め た基準によ り算定す るものと する。
（ 教職員定 数の短時間 勤務の職 を占める 者等の数 への換算）

第六条 の二から 第九条ま で又は第十 条の二か ら第十四 条までに 定めるとこ ろにより 算定した 教職員の 数は、政令 で定める ところに より、公

第七条 又は第十 一条に定め るところ により算 定した教 頭及び教諭 等の数は 、政令で 定めると ころによ り、公立の 義務教育 諸学校に 置く非常 勤の講

の職を 占める者 の数に換 算するこ とができる 。

講師、寄 宿舎指導員 、学校栄 養職員又 は事務職 員で地方公 務員法（ 昭和二十 五年法律 第二百六十 一号）第 二十八条 の五第一 項に規定 する短時間 勤務

立の 義務教育 諸学校（ 共同調理場 を含む。 ）に置く 校長、副 校長、教頭 、主幹教 諭、指導 教諭、教 諭、養護教 諭、栄養 教諭、助 教諭、養 護助教諭 、

第十七条

２

師（地 方公務員法 第二十二 条の二第 一項第一 号に掲げる 者に限り 、その配 置の目的 等を考慮 して政令で 定める者 を除く。 ）の数に 換算するこ とがで
きる 。

教
( 職 員定数に 含まない 数 )
第 十八条 第六条第 一項及び 第十条第 一項の規定 による都 道府県小 中学校等 教職員定数 、指定都 市小中学 校等教職 員定数、都 道府県特 別支援学 校教職

三

二

一

地方 公務員法第 二十六条 の六第七 項の規定 により任期 を定めて 採用され る者及び 臨時的に 任用される 者

地方公務 員法第二 十六条の五 第一項の 規定によ り同項に 規定する自 己啓発等 休業をし ている者

教育 公務員特 例法第二 十六条第 一項の規定 により同 項に規定 する大学 院修学休業 をしてい る者

休職者

員定数 及び指定 都市特別 支援学校教 職員定数 には、次 に掲げる 者に係るも のを含ま ないもの とする。

四

女 子教職員 の出産に 際しての 補助教職員 の確保に 関する法 律 昭
( 和三 十年法律 第百二十 五号 第
) 三 条第一項 同
( 条第三 項におい て準用す る場合を

含 む。 の
) 規 定により 臨時的に 任用され る者
地 方公務員の 育児休業 等に関す る法律 平
( 成三年法 律第百十 号 第
) 六条 第一項の 規定によ り任期を定 めて採用 される者 及び臨時 的に任用さ れる者

五
六
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○

公 立 高等学校 の適正配 置及び教職 員定数の 標準等に 関する法 律（昭和 三十六年法 律第百八 十八号） 【地方公 務員法及び 地方自治 法の一部 を改正す

)

る法律 （平成二十 九年法律 第二十九 号）によ る改正後 】（抄）
教
( 職員定 数の標準

第七 条 公立 の高等学校 中
( 等教 育学校の後 期課程を 含む。以 下この条 において同 じ。 に
) 置くべき教 職員の当 該高等学 校を設置 する都道府 県又は市 町
村ごとの総 数 以
( 下 「高等学校 等教職員 定数」と いう。 は
) 、次条か ら第十二 条までに規 定する数 を合計し た数を標 準として定 めるもの とする。

教
( 職員定数 の標準 )
第十五条 公立の 特別支援 学校の高 等部に置く べき教職 員の当該 特別支援 学校を設置 する都道 府県又は 市町村ご との総数 以
( 下「特 別支援学 校高等部

教職 員定数」 という。 は
) 、次条 から第二 十一条まで に規定す る数を合 計した数 を標準と して定める ものとす る。
教
( 諭 等の数 )
第 十七条 教諭等の 数は、次に 定めると ころによ り算定し た数を合 計した数と する。

次の 表の上欄に 掲げる特 別支援学 校の区分 ごとの学 校 高
( 等部 が置かれ ていないも のを除く 。 の
) 数に 当該特別 支援学校 の区分に 応ずる同表 の下

合計 数

で
) ある生徒 に対する 教育を主 として行う 特別支援 学校 以
( 下 「養護特 別支援学 校」とい う。 の
) 高 等部 専
( 門 教育を主 とする学 科のみを 置くものを
除く。 の
) 数との 合計数に二 を乗じて 得た数と 養護特別 支援学校の 高等部で 専門教育 を主とす る学科の みを置くも のの数に 一を乗じ て得た数 との

特 別支援学 校の高等 部に置かれ る専門教 育を主と する学科 の数と知的 障害者、 肢体不自 由者又は 病弱者 身
( 体虚弱者 を含む。 次号におい て同じ。

以上のもの の数に二 を乗じて 得た数と の合計数

特別支援 学校の高等 部でその 学級数が 六学級か ら十七学級 までのも のの数に 一を乗じ て得た数と 特別支援 学校の高 等部でそ の学級数 が十八学級

一 六 学級以上の 高等部の みを置く 特別支援 学校の数 と高等部を 置く特別 支援学校 でその学 級数 幼
( 稚 部の学級 数を除く。 が
) 二十 七学級以上 のもの
小 学部及び 中学部の 学級数が二 十七学級 以上のも のを除く 。 の
(
) 数と の合計数 に一を乗じ て得た数
特別 支援学校 の高等部 の学級数の 合計数に 二を乗じ て得た数
二
三
四

五

乗 ずる数

欄に掲 げる数を 乗じて得 た数の合 計数、四 学級以上の 高等部ご とに当該 部の学級 数から三を 減じて得 た数に六 分の一を 乗じて得た 数 一
( 未 満の端
数 を生じた ときは、 一に切り 上げる。第 二十条に おいて同 じ。 の
) 合 計数及び 高等部の みを置く特 別支援学 校の数に 一を乗じ て得た数を 合計した
数
特 別支援学校 の区分
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病 弱者であ る生徒に対 する教育 を主とし て行う特 別支援学校

肢体不 自由者で ある生徒 に対する教 育を主と して行う 特別支援 学校

知 的障害者 である生 徒に対す る教育を 主として行 う特別支 援学校

聴覚 障害者であ る生徒に 対する教 育を主と して行う 特別支援学 校

視覚障害 者である 生徒に対す る教育を 主として 行う特別 支援学校

一

三

一

一

一

次の 表の上欄 に掲げる 寄宿する 特別支援学 校の児童 及び生徒 の数の区 分ごとの寄 宿舎を置 く特別支 援学校の 数に当該区 分に応ず る同表の 下欄に

八 十人以下

寄宿す る特別支 援学校の 児童及び 生徒の数

三

二

乗ず る数

六

掲げ る数を乗 じて得た 数の合計数 から公立 義務教育 諸学校の 学級編制及 び教職員 定数の標 準に関す る法律 昭
( 和三十三 年法律第 百十六号 第
) 十一条

八十一 人から二百 人まで

四

第一項第 六号第十一 条第一項 第八号に 定めると ころにより 算定した 数を減じ て得た数

二百 一人以上
（教 職員定数の 短時間勤 務の職を 占める者 等の数へ の換算）

第八条 から第十 二条まで 又は第十六 条から第 二十一条 までに定 めるところ により算 定した教 職員の数 は、政令で 定めると ころによ り、公

第九条又 は第十七 条に定める ところに より算定 した教諭 等の数は、 政令で定 めるとこ ろにより 、公立の 高等学校（ 中等教育 学校の後 期課程を 含む。

定する短 時間勤務 の職を占 める者の 数に換算す ることが できる。

助 教諭、養 護助教諭、 講師、実 習助手、 寄宿舎指 導員又は事 務職員で 地方公務 員法（昭 和二十五年 法律第二 百六十一 号）第二 十八条の 五第一項に 規

立の高 等学校（ 中等教育 学校の後期 課程を含 む。）又 は特別支 援学校の高 等部に置 く校長、 副校長、 教頭、主幹 教諭、指 導教諭、 教諭、養 護教諭、

第 二十三条

２

）又は特 別支援学校 の高等部 に置く非 常勤の講 師（地方公 務員法第 二十二条 の二第一 項第一号 に掲げる者 に限り、 その配置 の目的等 を考慮して 政令
で定め る者を除 く。）の 数に換算 することが できる。

教
( 職員 定数に含 まない数 )
第二 十四条 第七条及 び第十五 条に規定 する高等学 校等教職 員定数及 び特別支 援学校高等 部教職員 定数には 、次に掲 げる者に係 るものを 含まない もの
一

教育公 務員特例 法第二十 六条第一 項の規定に より同項 に規定す る大学院 修学休業を している 者

休職者

とする。
二
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○

五

四

三

女子教 職員の出 産に際し ての補助 教職員の確 保に関す る法律 昭
( 和三十年 法律第百 二十五号 第
) 三条第 一項の規 定により臨 時的に任 用される 者
地 方公務員 の育児休 業等に関す る法律 平
( 成三年法 律第百十 号 第
) 六条 第一項の 規定によ り任期を 定めて採用 される者 及び臨時 的に任用 される者

地方公務員 法第二十 六条の六 第七項の 規定によ り任期を定 めて採用 される者 及び臨時 的に任用さ れる者

地方 公務員法 第二十六条 の五第一 項の規定 により同 項に規定 する自己啓 発等休業 をしてい る者

六

公立の義務 教育諸学 校等の教 育職員の 給与等に関 する特別 措置法（ 昭和四十 六年法律第 七十七号 ）（抄）
（ 定義）

この法律 において 、「義務 教育諸学校 等」とは 、学校教 育法（昭 和二十二年 法律第二 十六号） に規定す る公立の 小学校、中 学校、義 務教育学

育児休業 、介護休 業等育児 又は家族 介護を行う 労働者の 福祉に関 する法律 （平成三年 法律第七 十六号） 【女性の 職業生活に おける活 躍の推進 に関

年 法律第二 百六十一 号）第二十 八条の五 第一項に 規定する 短時間勤 務の職を占 める者に 限る。） 、実習助 手及び寄宿 舎指導員 をいう。

いて同 じ。）、 教頭、主 幹教諭、 指導教諭、 教諭、養 護教諭、 栄養教諭 、助教諭 、養護助教 諭、講師 （常時勤 務の者及 び地方公務 員法（昭 和二十五

この 法律におい て、「教 育職員」 とは、義 務教育諸学 校等の校 長（園長 を含む。 次条第一 項において 同じ。） 、副校長 （副園長 を含む。同 項にお

校、 高等学校 、中等教 育学校、特 別支援学 校又は幼 稚園をい う。

第二条
２

○

する法律 等の一部 を改正す る法律（令 和元年法 律第二十 四号）に よる改正後 】（抄）

第 二章から 第九章まで 、第三十 条、前章 、第五十 三条、第五 十四条、 第五十六 条、第五 十六条の 二、前条、 次条から 第六十四 条まで及 び

（公務員に 関する特 例）
第六十 一条

第 六十六条 の規定は、 国家公務 員及び地 方公務員 に関しては 、適用し ない。

前三項の 規定は、 地方公務員 法（昭和 二十五年 法律第二 百六十一 号）第四条 第一項に 規定する 職員（同 法第二十八 条の五第 一項に規 定する短 時間

２～５（ 略）
６

勤務の職 を占める職 員以外の 非常勤職 員にあっ ては、第 十一条第一 項ただし 書の規定 を適用す るとしたな らば同項 ただし書 各号のい ずれにも該 当す

るもの に限る。 ）につい て準用す る。この 場合におい て、第三 項中「当 該職員の 勤務する行 政執行法 人の長」 とあるの は「地方公 務員法（ 昭和二十

五 年法律第 二百六十 一号）第 六条第一項 に規定す る任命権 者又はそ の委任を受 けた者（ 地方教育 行政の組 織及び運営 に関する 法律（昭 和三十一 年法

律第百 六十二号 ）第三十七 条第一項 に規定す る県費負 担教職員に ついては 、市町村 の教育委 員会。次項 及び第五 項におい て同じ。 ）」と、第 四項中

「 行政執行法 人の長」 とあるの は「地方 公務員法第 六条第一 項に規定 する任命 権者又はそ の委任を 受けた者 」と、「 同項」とあ るのは「 前項」と 、
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前項中「 行政執行 法人の長」 とあるの は「地方 公務員法 第六条第 一項に規定 する任命 権者又は その委任 を受けた者 」と、「 業務」と あるのは 「公務

」と 、同項ただ し書中「 国家公務 員法第八 十一条の 五第一項に 規定する 短時間勤 務の官職 を占める者 以外の常 時勤務す ることを 要しない職 員」とあ
（略）

る のは「同 法第二十 八条の五 第一項に 規定する短 時間勤務 の職を占 める職員 以外の非常 勤職員」 と読み替 えるもの とする。
７～

（略 ）

第十 二項から前 項までの 規定は、 地方公務 員法第四 条第一項に 規定する 職員（同 法第二十 八条の五第 一項に規 定する短 時間勤務 の職を占め る職員

前項 の規定は 、要介護家 族を介護 する行政 執行法人 の職員につ いて準用 する。こ の場合に おいて、同 項中「第 十六条の 八第一項 」とあるの は「第

て勤務し ないこと を承認し なければな らない。

もの に限る。 ）が当該 子を養育 するため に請求した 場合にお いて、業 務の運営 に支障がな いと認め るときは 、その者 について、 所定労働 時間を超 え

占める 者以外の常 時勤務す ることを 要しない 職員にあ っては、第 十六条の 八第一項 の規定を 適用すると したなら ば同項各 号のいず れにも該当 しない

行 政執行法 人の長は 、三歳に満 たない子 を養育す る当該行 政執行法 人の職員（ 国家公務 員法第八 十一条の 五第一項に 規定する 短時間勤 務の官職 を

「業務 」とある のは「公 務」と読 み替えるも のとする 。

のは「地 方公務員法 第六条第 一項に規 定する任 命権者又は その委任 を受けた 者」と、 「職員」 とあるのは 「同法第 四条第一 項に規定 する職員」 と、

おい て同じ。 ）」と、 第十四項中 「行政執 行法人の 」とある のは「地方 公務員法 第四条第 一項に規 定する」 と、前項中 「行政執 行法人の 長」とあ る

び運営に 関する法 律（昭和 三十一年 法律第百六 十二号） 第三十七 条第一項 に規定する 県費負担 教職員に ついては 、市町村 の教育委員 会。第十 五項に

該 職員の勤 務する行政 執行法人 の長」と あるのは 「地方公務 員法第六 条第一項 に規定す る任命権者 又はその 委任を受 けた者（ 地方教育 行政の組織 及

いて読 み替えて 準用する 第六条第一 項ただし 書各号の いずれに も該当しな いものに 限る。） について 準用する。 この場合 において 、第十二 項中「当

以 外の非常 勤職員に あっては 、第十六 条の六第二 項におい て準用す る第六条 第一項ただ し書の規 定を適用 するとし たならば第 十六条の 六第二項 にお

～

とあ るのは「 公務」と 読み替え るものとす る。

方公務 員法第六条 第一項に 規定する 任命権者 又はその委 任を受け た者」と 、「職員 」とある のは「同法 第四条第 一項に規 定する職 員」と、「 業務」

同 じ。）」 と、第九 項中「行政 執行法人 の」とあ るのは「 地方公務員 法第四条 第一項に 規定する 」と、前 項中「行政 執行法人 の長」と あるのは 「地

営に関 する法律 （昭和三 十一年法 律第百六十 二号）第 三十七条 第一項に 規定する県 費負担教 職員につ いては、 市町村の 教育委員会 。第十項 において

員の勤務 する行政執 行法人の 長」とあ るのは「 地方公務員 法第六条 第一項に 規定する 任命権者又 はその委 任を受け た者（地 方教育行 政の組織及 び運

て読 み替えて 準用する 第六条第一 項ただし 書各号の いずれに も該当しな いものに 限る。） について 準用する。 この場合 において 、第七項 中「当該 職

外の非常 勤職員に あっては 、第十六 条の三第二 項におい て準用す る第六条 第一項ただ し書の規 定を適用 するとし たならば第 十六条の 三第二項 におい

第 七項から 前項までの 規定は、 地方公務 員法第四 条第一項に 規定する 職員（同 法第二十 八条の五第 一項に規 定する短 時間勤務 の職を占め る職員以

10
15

十六条の九 第一項に おいて準 用する第 十六条の八 第一項」 と、「同 項各号」 とあるのは 「第十六 条の九第 一項にお いて準用す る第十六 条の八第 一項
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11
16 12
17
18

各号」と 、「当該 子を養育す る」とあ るのは「 当該要介 護家族を 介護する」 と読み替 えるもの とする。

地方 公務員法第 六条第一 項に規定 する任命 権者又は その委任を 受けた者 （地方教 育行政の 組織及び運 営に関す る法律（ 昭和三十 一年法律第 百六十

二 号）第三 十七条第 一項に規 定する県 費負担教職 員につい ては、市 町村の教 育委員会。 以下この 条におい て同じ。 ）は、三歳 に満たな い子を養 育す

る地方 公務員法 第四条第 一項に規定 する職員 （同法第 二十八条 の五第一項 に規定す る短時間 勤務の職 を占める職 員以外の 非常勤職 員にあっ ては、第

十 六条の八 第一項の規 定を適用 するとし たならば 同項各号の いずれに も該当し ないもの に限る。） が当該子 を養育す るために 請求した場 合におい て
（略）

、公務の 運営に支 障がない と認める ときは、そ の者につ いて、所 定労働時 間を超えて 勤務しな いことを 承認しな ければなら ない。
～

地方 公務員法 第六条第一 項に規定 する任命 権者又は その委任を 受けた者 は、職場 において 行われる同 法第四条 第一項に 規定する 職員に対す る地方

」と、「 前条第一 項」とあ るのは「第 六十一条 第三十三 項」と読 み替えるも のとする 。

るの は「行政 執行法人 の役員」 と、同条 第四項中「 労働者は 」とある のは「行 政執行法人 の職員は 」と、「 事業主」 とあるのは 「行政執 行法人の 長

執行法 人の職員」 と、「当 該労働者 」とある のは「当 該職員」と 、同条第 三項中「 事業主（ その者が法 人である 場合にあ っては、 その役員） 」とあ

と あるのは 「行政執 行法人の長 」と、同 条第二項 中「事業 主」とあ るのは「行 政執行法 人の長」 と、「そ の雇用する 労働者」 とあるの は「当該 行政

第二十 五条の二 の規定は 、行政執 行法人の職 員に係る 第三十三 項に規定 する言動 について準 用する。 この場合 において 、同条第一 項中「事 業主」

た場合に ついて準用 する。こ の場合に おいて、 同条第二項 中「解雇 その他不 利益な」 とあるの は、「不利 益な」と 読み替え るものと する。

第二 十五条第 二項の規 定は、行政 執行法人 の職員が 前項の相 談を行い、 又は行政 執行法人 の長によ る当該相 談への対応 に協力し た際に事 実を述べ

ならない 。

境 が害され ることのな いよう、 当該職員 からの相 談に応じ、 適切に対 応するた めに必要 な体制の整 備その他 の雇用管 理上必要 な措置を 講じなけれ ば

児休業 、第三項 の規定に よる休業そ の他の子 の養育又 は家族の 介護に関す る厚生労 働省令で 定める制 度の利用に 関する言 動により 当該職員 の勤務環

行 政執行法 人の長は 、職場に おいて行 われる当該 行政執行 法人の職 員に対す る国家公務 員の育児 休業等に 関する法 律第三条第 一項の規 定による 育

職員 」とあるの は「同法 第四条第 一項に規 定する職 員」と、「 業務」と あるのは 「公務」 と読み替え るものと する。

の委任を 受けた者 」と、前項 中「行政 執行法人 の長」と あるのは 「地方公務 員法第六 条第一項 に規定す る任命権者 又はその 委任を受 けた者」 と、「

る。 この場合 において 、第二十 九項中「当 該職員の 勤務する 行政執行 法人の長 」とあるの は「地方 公務員法 第六条第 一項に規定 する任命 権者又は そ

員にあ っては、第 二十三条 第三項た だし書の 規定を適用 するとし たならば 同項ただ し書各号 のいずれに も該当し ないもの に限る。 ）について 準用す

前 三項の規 定は、地 方公務員法 第四条第 一項に規 定する職 員（同法第 二十八条 の五第一 項に規定 する短時 間勤務の職 を占める 職員以外 の非常勤 職

営に支 障がある と認めら れる時間 を除き、こ れを承認 しなけれ ばならな い。）

行政執行 法人の長は 、第二十 九項の規 定による 承認を受け ようとす る職員か らその承 認の請求が あったと きは、当 該請求に 係る時間 のうち業務 の運

31

公務員の育 児休業等 に関する 法律第二 条第一項の 規定によ る育児休 業、第六 項において 準用する 第三項の 規定によ る休業その 他の子の 養育又は 家族
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19
20
32
33
34
35
36

○

の介護に 関する厚 生労働省令 で定める 制度の利 用に関す る言動に より当該職 員の勤務 環境が害 されるこ とのないよ う、当該 職員から の相談に 応じ、
適切 に対応する ために必 要な体制 の整備そ の他の雇 用管理上必 要な措置 を講じな ければな らない。

教育公 務員特例法 （昭和二 十四年法 律第一号 ）【地方公 務員法及 び地方自 治法の一 部を改正す る法律（ 平成二十 九年法律 第二十九 号）による 改正
後】（抄 ）

大学の教 員に対す る地方公 務員法（ 昭和二十五 年法律第 二百六十 一号）第 二十八条 の二第一項 、第二項 及び第四 項の規定 の適用につ いては、

（ 定年）
第八条

同条 第一項中 「定年に 達した日 以後におけ る最初の 三月三十 一日まで の間にお いて、条例 で定める 日」とあ るのは「 定年に達し た日から 起算して 一

年を超え ない範囲 内で評議会 の議に基 づき学長 があらか じめ指定 する日」と 、同条第 二項中「 国の職員 につき定め られてい る定年を 基準とし て条例

で」 とあるのは 「評議会 の議に基 づき学長 が」と、 同条第四項 中「臨時 的に任用 される職 員その他の 法律によ り任期を 定めて任 用される職 員」とあ
２

大学の 教員への採 用につい ての地方 公務員法 第二十八条 の四から 第二十八 条の六ま での規定の 適用につ いては、 同法第二 十八条の四 第一項、 第二

大 学の教員 について は、地方公 務員法第 二十八条 の二第三 項及び第二 十八条の 三の規定 は、適用 しない。

る のは「臨 時的に任 用される 職員」と する。
３

十八条の 五第一項 並びに第 二十八条 の六第一項 及び第二 項中「任 期を定め 」とあるの は「教授 会の議に 基づき学 長が定める 任期をも つて」と 、同法

第二 十八条の 四第二項 （同法第二 十八条の 五第二項 及び第二 十八条の六 第三項に おいて準 用する場 合を含む。 ）中「範 囲内で」 とあるの は「範囲 内
で教授会 の議に基づ き学長が 定める期 間をもつ て」とする 。
（ 兼職及び 他の事業 等の従事）

教育公 務員は、 教育に関 する他の 職を兼ね、 又は教育 に関する 他の事業 若しくは 事務に従事 すること が本務の 遂行に支 障がないと 任命権者

第一項 の場合にお いては、 地方公務 員法第三 十八条第二 項の規定 により人 事委員会 が定める許 可の基準 によるこ とを要し ない。

掲げる 者を除く 。）につ いては、適 用しない 。

前項の 規定は、 非常勤の 講師（地 方公務員法 第二十八 条の五第 一項に規 定する短時 間勤務の 職を占め る者及び 同法第二十 二条の二 第一項第 二号に

の事 業若しくは 事務に従 事するこ とができ る。

委員会。 第二十三 条第二項及 び第二十 四条第二 項におい て同じ。 ）において 認める場 合には、 給与を受 け、又は受 けないで 、その職 を兼ね、 又はそ

（地 方教育行 政の組織 及び運営 に関する法 律第三十 七条第一 項に規定 する県費 負担教職員 について は、市町 村（特別 区を含む。 以下同じ 。）の教 育

第十七 条

２
３
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初
( 任 者研修
)

都 道府県（ 地方自治 法（昭和二 十二年法 律第六十 七号）第 二百五十 二条の十九 第一項の 指定都市 の設置す る小学校、 中学校及 び義務教 育

、き
、地 教 育 振 興 法 （ 昭 和 二 十 九 年 法 律 第 百 四 十 三 号 ） （ 抄 ）
へ

をつ かさどる 主幹教諭 を除く。 、
) 指導教 諭、教諭、 主幹保育 教諭、指 導保育教 諭、保育教 諭又は講 師のうち から、指 導教員を 命じるもの とする。
指導 教員は、初 任者に対 して教諭 又は保育 教諭の職務 の遂行に 必要な事 項につい て指導及び 助言を行 うものと する。

日 から一年 間の教諭又 は保育教 諭の職務 の遂行に 必要な事項 に関する 実践的な 研修 以
( 下 「初任者 研修」と いう。 を
) 実施しな ければなら ない。
任命 権者は、 初任者研 修を受け る者 次
( 項 において 「初任者」 という。 の
) 所属す る学校の 副校長、 教頭、主 幹教諭 養
( 護又は栄 養の指導 及び管理

第 二十三条 公立の 小学校等 の教諭等 の任命権者 は、当該 教諭等 政
( 令で指定 する臨時 的に任用 された者そ の他の政 令で定め る者を除 く。 に
) 対 して、
その採 用 現
( に教 諭等の職 以外の職 に任命さ れている者 を教諭等 の職に任 命する場 合を含む。 附則第四 条第一項 附則第五 条第一項に おいて同 じ。 の
)
２
３
○
第五条 の二

学 校並びに 中等教育 学校の前期 課程並び に共同調 理場につ いては、 当該指定都 市。次条 において 同じ。） は、条例で 定めると ころによ り、文部 科学

省令で 定める基準 を参酌し て条例で 指定する へき地学 校並びにこ れに準ず る学校及 び共同調 理場（以下 「へき地 学校等」 という。 ）に勤務す る教員

及び 職員（地 方公務員 法（昭和 二十五年 法律第二百 六十一号 ）第二十 八条の四 第一項、第 二十八条 の五第一 項若しく は第二十八 条の六第 一項若し く

は第二項 、地方公 務員の育 児休業等に 関する法 律（平成 三年法律 第百十号） 第十八条 第一項又 は地方公 共団体の一 般職の任 期付職員 の採用に 関する

法律 （平成十 四年法律第 四十八号 ）第五条 の規定に より採用さ れた教員 及び職員 （次条第 一項におい て「再任 用教職員 等」とい う。）を 除く。）に
へ き地手当 の月額は 、文部科学 省令で定 める基準 を参酌し て条例で定 める。

対して、へ き地手当 を支給し なければ ならない。
２

へき地 学校等が当 該学校に 勤務する 教員及び 職員に対し 地域手当 が支給さ れる地域 に所在す る場合にお けるへき 地手当と 地域手当 その他の手 当と

次 の各号に 掲げる学 校の設置廃 止、設置 者の変更 その他政 令で定める 事項 次
( 条において 「設置廃 止等」と いう。 は
) 、それぞ れ当該各 号に定

学校 教育法（昭 和二十二 年法律第 二十六号 ）（抄）

の調整等 に関し必 要な事項 は、文部 科学省令で 定める基 準を参酌 して条例 で定める 。

３

○
第 四条

める者 の認可を 受けなけれ ばならな い。これ らの学校 のうち、高 等学校 中
( 等教育学 校の後期 課程を含 む。 の
) 通 常の課程 以
( 下「全 日制の課 程」と
い う。 、
) 夜 間その他 特別の時間 又は時期 において 授業を行 う課程 以
( 下「定時 制の課程」 という。 及
) び通信 による教 育を行う 課程 以
( 下 「通信制 の
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②

③

百三十 一条にお いて同じ 。 の
) 設置 する高等 学校、中等 教育学校 及び特別 支援学校 都道府県 の教育委 員会
私立の 幼稚園、小 学校、中 学校、義 務教育学 校、高等学 校、中等 教育学校 及び特別 支援学校 都道府県 知事

市町村 市
( 町村が 単独で又 は他の市 町村と共 同して設 立する公立 大学法人 を含む。 次条、第 十三条第二 項、第十 四条、第 百三十条 第一項及び 第

課程」と いう。 、
) 大学の学 部、大学 院及び大学 院の研究 科並びに 第百八条 第二項の 大学の学科 について も、同様 とする。
公立又は私 立の大学 及び高等 専門学校 文部科 学大臣
一
二
三

前項 の規定に かかわら ず、同項 第一号に掲 げる学校 を設置す る者は、 次に掲げる 事項を行 うときは 、同項の 認可を受け ることを 要しない 。この場

合に おいて、 当該学校 を設置する 者は、文 部科学大 臣の定め るところに より、あ らかじめ 、文部科 学大臣に届 け出なけ ればなら ない。

大学 の学部若し くは大学 院の研究 科又は第 百八条第二 項の大学 の学科の 設置であ つて、当該 大学が授 与する学 位の種類 及び分野 の変更を伴 わな
大学の 学部若し くは大学院 の研究科 又は第百 八条第二 項の大学の 学科の廃 止

一
二
前 二号に掲げ るものの ほか、政 令で定め る事項

いもの
三

指 定都市が 単独で又 は他の市 町
)(

文部科学 大臣は、 前項の届 出があつた 場合にお いて、そ の届出に 係る事項 が、設備、 授業その 他の事項 に関する 法令の規定 に適合し ないと認 める
ときは、 その届出 をした者に 対し、必 要な措置 をとるべ きことを 命ずること ができる 。

地方自治法 昭
( 和二 十二年法 律第六十七 号 第
) 二 百五十二条 の十九第 一項の指 定都市 以
( 下「指定 都市」と いう。

第二 項第一号 の学位の 種類及び 分野の変更 に関する 基準は、 文部科学 大臣が、こ れを定め る。

④

村 と共同し て設立す る公立大 学法人を 含む。 の
) 設置する 高等学校、 中等教育 学校及び 特別支援 学校につい ては、第 一項の規 定は、適 用しない。 こ
の場合 において 、当該高 等学校、中 等教育学 校及び特 別支援学 校を設置す る者は、 同項の規 定により 認可を受け なければ ならない とされて いる事項
⑤

学校 給食法（昭 和二十九 年法律第 百六十号 ）（抄）

を 行おうと するときは 、あらか じめ、都 道府県の 教育委員会 に届け出 なければ ならない 。

○

二
( 以上の義 務教育諸 学校の学 校給食の 実施に必要 な施設 )
第六条 義務教育 諸学校の 設置者は 、その設 置する義 務教育諸学 校の学校 給食を実 施するた めの施設と して、二 以上の義 務教育諸 学校の学校 給食の実
施に 必要な施 設 以
( 下「 共同調理 場」とい う。 を
) 設 けること ができる 。

学
( 校 給食栄養 管理者 )
第七条 義 務教育諸 学校又は 共同調理 場において 学校給食 の栄養に 関する専 門的事項を つかさど る職員 第
( 十条第三 項におい て「学校 給食栄養 管理者
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○

」という 。 は
) 、教 育職員免 許法 昭
( 和 二十四年 法律第百 四十七号 第
) 四条第 二項に規 定する栄養 教諭の免 許状を有 する者又 は栄養士法 昭
( 和二 十二年
法律 第二百四十 五号 第
) 二条第一項 の規定に よる栄養 士の免許 を有する 者で学校給 食の実施 に必要な 知識若し くは経験を 有するも のでなけ ればなら
な い。

地方 教育行政 の組織及び 運営に関 する法律 （昭和三 十一年法律 第百六十 二号）【 地方公務 員法及び地 方自治法 の一部を 改正する 法律（平成 二十九
年法律第二 十九号） による改 正後】（ 抄）

教育長及 び委員は 、地方公 共団体の議 会の議員 若しくは 長、地方 公共団体に 執行機関 として置 かれる委 員会の委 員（教育委 員会にあ つては、

（ 兼職禁止 ）
第六条

教育 長及び委 員）若し くは委員又 は地方公 共団体の 常勤の職 員若しくは 地方公務 員法（昭 和二十五 年法律第 二百六十一 号）第二 十八条の 五第一項 に
規定する 短時間勤務 の職を占 める職員 と兼ねる ことができ ない。

前項 の都道府 県委員会 の権限に属 する事務 に係る第 二十五条 第二項の規 定の適用 について は、同項 第四号中「 職員」と あるのは 、「職員 並びに第

命権 は、都道 府県委員 会に属す る。

任
( 命権者 )
第三十 七条 市町 村立学校 職員給与 負担法 昭
( 和二十三 年法律第 百三十五 号 第
) 一条 及び第二 条に規定す る職員 以
( 下「県費 負担教職 員」とい う。 の
)任
２

三十 七条第一 項に規定す る県費負 担教職員 」とする 。

この法律 に特別の 定めがあ るものの ほか、県費 負担教職 員に対し て地方公 務員法を 適用する場 合におい ては、同 法中次の 表の上欄に 掲げ

（地方 公務員法 の適用の 特例）
第 四十七条
規定

職員

読 み替えら れる字句

職員（第 三号の場 合にあつ ては、都道 府県教育 委員会又 は地方教 育行政の組 織

読 み替える字 句

る規定の 中欄に掲 げる字句 は、それ ぞれ同表の 下欄に掲 げる字句 とする。
第十六条 各号列記以 外の部分

及び運 営に関す る法律第 五十五条 第一項若 しくは第六 十一条第 一項の規 定によ

り 同法第三 十七条第 一項に規 定する県費 負担教職 員の任用 に関する 事務を行う

ことと された市 町村教育委 員会の任 命に係る 職員及び 懲戒免職の 処分を受 けた
当 時属してい た地方公 共団体の 職員）

- 38 -

２

第十六条 第三号

都道府県 教育委員 会（地方 教育行政 の組織及び 運営に関 する法律 第五十五 条第

定す る特例を 定めた法 律

この 法律若し くは第五十 七条に規

短 時間勤務 の職（

当 該地方公共 団体

常時勤務 を要する職

当 該地方公 共団体

任命権者

市町村教 育委員会

織及び 運営に関 する法律

この法 律、第五 十七条に 規定する特 例を定め た法律若 しくは地 方教育行政 の組

当該 市町村を 包括する 都道府県の 区域内の 市町村の 短時間勤 務の職（

市町 村

当 該市町村 を包括する 都道府県 の区域内 の市町村 の常時勤務 を要する 職

市町 村

市 町村教育 委員会

当該地 方公共団 体におい て

一項 又は第六十 一条第一 項の規定 により同 法第三十 七条第一項 に規定す る県費

負 担教職員 の懲戒に 関する事 務を行う こととされ た市町村 教育委員 会を含む 。

任命権 者

都道 府県及び 市町村

）によ り

第三十四 条第二項
地 方公共団 体

市町村教 育委員会

第 二十六条 の二第一項 及び第

第三 十七条
任命権 者

第二十 九条第一項 第一号

第二十 八条の五 第一項

第二 十八条の 四第一項

二十六条 の三第一 項

第 三十八条 、第三十 八条の二
第六項 第六号、 第三十八 条の
三 （見出し を含む。） 、第三
十八条の 四（見出 しを含む 。
）並 びに第三 十八条の 五の見
出し及び 同条第一項

前 項に定め るものの ほか、県 費負担教職 員に対し て地方公 務員法の 規定を適 用する場合 における 技術的読 替は、政 令で定める 。

都道 府県委員 会は、地 方公務員法 第二十七 条第二項 及び第二 十八条第一 項の規定 にかかわ らず、そ の任命に係 る市町村 の県費負 担教

（県費 負担教職員 の免職及 び都道府 県の職へ の採用）
第四 十七条の 二

職員（教 諭、養護 教諭、栄 養教諭、助 教諭及び 養護助教 諭（同法 第二十八条 の四第一 項又は第 二十八条 の五第一項 の規定に より採用 された者 （以下

この 項におい て「再任用 職員」と いう。） を除く。 ）並びに講 師（再任 用職員及 び同法第 二十二条の 二第一項 各号に掲 げる者を 除く。）に 限る。）

で次の各号 のいずれ にも該当 するもの （同法第二 十八条第 一項各号 又は第二 項各号のい ずれかに 該当する 者を除く 。）を免職 し、引き 続いて当 該都
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２
３
４

一

研修等 必要な措 置が講じ られたと してもなお 児童又は 生徒に対 する指導 を適切に行 うことが できない と認めら れること

児童又は生 徒に対す る指導が 不適切で あること 。

道府県の 常時勤務 を要する職 （指導主 事並びに 校長、園 長及び教 員の職を除 く。）に 採用する ことがで きる。
二

事 実の確認 の方法そ の他前項の 県費負担 教職員が 同項各号 に該当する かどうか を判断す るための 手続に関し 必要な事 項は、都 道府県の 教育委員会
規 則で定め るものとす る

都道 府県委員 会は、第 一項の規 定による採 用に当た つては、 公務の能 率的な運営 を確保す る見地か ら、同項 の県費負担 教職員の 適性、知 識等につ
いて 十分に考 慮するも のとする。

第四 十条後段の 規定は、 第一項の 場合につ いて準用す る。この 場合にお いて、同 条後段中「 当該他の 市町村」 とあるの は、「当 該都道府県 」と読
み替え るものと する。）

市（ 地方自治 法第二百五 十二条の 十九第一 項の指定 都市（以 下「指定都 市」とい う。）を 除く。以 下この条に おいて同 じ。）町 村の

（初任 者研修に係 る非常勤 講師の派 遣）
第四 十七条の 三

教育委員 会は、都 道府県委員 会が教育 公務員特 例法第二 十三条第 一項の初任 者研修を 実施する 場合にお いて、市町 村の設置 する小学 校、中学 校、義

務教 育学校、高 等学校、 中等教育 学校（後 期課程に 定時制の課 程（学校 教育法第 四条第一 項に規定す る定時制 の課程を いう。以 下同じ。） のみを置

く ものに限 る。）又 は特別支 援学校に 非常勤の講 師（地方 公務員法 第二十八 条の五第一 項に規定 する短時 間勤務の 職を占める 者を除く 。以下こ の条

及び第 六十一条 第一項に おいて同じ 。）（高 等学校に あつては 、定時制の 課程の授 業を担任 する非常 勤の講師に 限る。） を勤務さ せる必要 があると

認 めるとき は、都道府 県委員会 に対し、 当該都道 府県委員会 の事務局 の非常勤 の職員の 派遣を求め ることが できる。

前項 の規定に よる求め に応じて 派遣される 職員（第 四項にお いて「派 遣職員」と いう。） は、派遣 を受けた 市町村の 職員の身分 を併せ有 すること

市 町村の教 育委員会 は、第一 項の規定に 基づき派 遣された 非常勤の 講師の服 務を監督す る。

２

とな るものと し、その 報酬、職務 を行うた めに要す る費用の 弁償及び期 末手当（ 地方公務 員法第二 十二条の 二第一項第 二号に掲 げる者に あつては 、
３

前項に 規定する もののほか 、派遣職 員の身分 取扱いに 関しては 、当該職員 の派遣を した都道 府県の非 常勤の講師 に関する 定めの適 用がある ものと

給料、手 当及び旅費 ）は、当 該職員の 派遣をし た都道府県 の負担と する。
４
する。

条
( 例によ る事務処 理の特例 )
第五 十五条 都道府県は 、都道府 県委員会 の権限に 属する事務 の一部を 、条例の 定めると ころにより 、市町村 が処理す ることと することが できる。 こ

の場合にお いては、 当該市町 村が処理 することと された事 務は、当 該市町村 の教育委員 会が管理 し及び執 行するも のとする。
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２
３

４

前項 の条例を 制定し又は 改廃する 場合にお いては、 都道府県 知事は、あ らかじめ 、当該都 道府県委 員会の権限 に属する 事務の一 部を処理 し又は処
理す ることとな る市町村 の長に協 議しなけ ればなら ない。

市町村 長は、前 項の規定 による協 議を受けた ときは、 当該市町 村委員会 に通知する とともに 、その意 見を踏ま えて当該協 議に応じ なければ ならな

い。た だし、第 二十三条 第一項の条 例の定め るところ により、 当該市町村 委員会が 、当該市 町村が処 理し又は処 理するこ ととする 事務の全 てを管理
し 、及び執 行しない場 合は、こ の限りで ない。

都道 府県の議 会は、第 一項の条 例の制定又 は改廃の 議決をす る前に、 当該都道府 県委員会 の意見を 聴かなけ ればならな い。

５ 第一項の 規定によ り都道府県 委員会の 権限に属 する事務 都
( 道府県 の教育委 員会規則に 基づくも のに限る 。 の
) 一部 を市町村 が処理し 又は処理 する
こととす る場合であ つて、同 項の条例 の定める ところによ り教育委 員会規則 に委任し て当該事務 の範囲を 定める場 合には、 都道府県 委員会は、 当該

教育委 員会規則 を制定し 又は改廃 しようとす るときは 、あらか じめ、当 該事務を処 理し又は 処理する こととな る市町村 委員会に協 議しなけ ればなら

な い。この 場合にお いて、当該 事務が第 二十三条 第一項の 条例の定め るところ により当 該市町村 の長が処 理し又は処 理するこ ととなる ものであ ると

きは、 当該協議を 受けた市 町村委員 会は、当 該市町村長 に通知す るととも に、その 意見を踏 まえて当該 協議に応 じなけれ ばならな い。

市町村の 長は、そ の議会の 議決を経て 、都道府 県知事に 対し、第 一項の規 定により当 該都道府 県委員会 の権限に 属する事務 の一部を 当該市町 村が
処理する こととす るよう要請 すること ができる 。

前項の規定 による要 請があつ たときは 、都道府 県知事は、 速やかに 、当該都 道府県委 員会に通知 するとと もに、そ の意見を 踏まえて当 該市町村 の
長 と協議し なければ ならない 。

市 町村の議 会は、第 六項の議決 をする前 に、当該 市町村委 員会の意見 を聴かな ければな らない。 ただし、第 二十三条 第一項の 条例の定 めるとこ ろ

に より、当 該市町村委 員会が、 第六項の 要請に係 る事務の全 てを管理 し、及び 執行しな い場合は、 この限り でない。

地方 自治法第 二百五十 二条の十 七の三並び に第二百 五十二条 の十七の 四第一項及 び第三項 から第七 項までの 規定は、 第一項の条 例の定め るところ
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６
７
８
９

によ り、都道 府県委員 会の権限に 属する事 務の一部 を市町村 が処理する 場合につ いて準用 する。こ の場合に おいて、こ れらの規 定中「規 則」とあ る

のは「教 育委員会規 則」と、 「都道府 県知事」 とあるのは 「都道府 県教育委 員会」と 、「市町 村長」とあ るのは「 市町村教 育委員会 地
( 方教育 行政
の組織 及び運営 に関する 法律 昭
( 和 三十一年 法律第百 六十二号 第
) 二十三 条第一項 の条例の定 めるとこ ろにより 当該市町 村の長が管 理し、及 び執行す

る 事務につ いては、 市町村長 」
) と読み 替えるもの とする。
第二十 三条第一項 の条例の 定めると ころによ り都道府 県知事が管 理し、及 び執行す る事務に ついては、 当該事務 を都道府 県委員会 が管理し、 及び

」と 、「都道 府県知事」 とあるの は「都道 府県教育 委員会」と 、」とあ るのは「 同条第四 項中」とす る。

県委員会 に通知す るととも に、その意 見を踏ま えて」と あるのは 「速やかに 、」と、 前項中「 これらの 規定中「規 則」とあ るのは「 教育委員 会規則

執行 する事務 とみなし て、第一 項から第 三項まで及 び第六項 から前項 までの規 定を適用す る。この 場合にお いて、第 七項中「速 やかに、 当該都道 府

10

中
( 等教育 学校を設 置する市 町村に関 する特例 )
第六 十一条 市 指
( 定都 市を除く。 以下この 項及び附 則第二十 八条にお いて同じ。 町
) 村の 設置する中 等教育学 校 後
( 期課 程に定時 制の課程 のみを置 く

も のを除く 。以下こ の条及び 附則第二 十八条にお いて同じ 。 の
) 県費 負担教職 員の任免 、給与 非
( 常勤の講 師にあつ ては、報酬 、職務を 行うため に要
する費 用の弁償 及び期末 手当の額 の
) 決定、 休職及び懲 戒に関す る事務は 、第三十 七条第一項 の規定に かかわら ず、当該 市町村の教 育委員会 が行う。

中核 市が設置す る中等教 育学校の 県費負担 教職員に係 る第五十 九条の規 定の適用 については 、同条中 「第二十 二条の四 」とある のは、「第 二十二

教育 委員会が 行う。

２ 市 指
( 定 都市及び 中核市を 除く。以下 この項に おいて同 じ。 町
) 村 が設置す る中等教 育学校の県 費負担教 職員の研 修は、第 四十五条並 びに教育 公務
員特例法 第二十一 条第二項 、第二十 二条の三か ら第二十 二条の五 まで、第 二十三条第 一項及び 第二十四 条第一項 の規定にか かわらず 、当該市 町村の
３

則

条の三 から第二 十二条の 五まで」 とする。
附

第 四十七条 第一項（ 地方公務 員法第二 十八条の四 第一項に 係る部分 に限る。 ）の規定は 、地方公 務員法の 一部を改 正する法律 （昭和五 十

（定年退 職者に係 る経過措置 ）
第二 十五条

六 年法律第 九十二号 ）附則第 五条の規 定の適用を 受ける県 費負担教 職員につ いて準用す る。

中核 市の設置 する特別 支援学校の 幼稚部の 教諭、助 教諭及び 講師に対す る教育公 務員特例 法第二十 四条第一 項の中堅教 諭等資質 向上研修

（ 中核市の 特別支援学 校の幼稚 部の教諭 等に対す る中堅教諭 等資質向 上研修の 特例）
第二十六 条

は、 当分の間 、第五十 九条の規定 にかかわ らず、当 該中核市 を包括する 都道府県 の教育委 員会が実 施しなけ ればならな い。

中核市 の県費負担 教職員に 対する教 育公務員 特例法第 二十五条第 一項の指 導改善研 修は、当 分の間、第 五十九条 の規定に かかわら ず、当

（中核 市の県費 負担教職 員に対す る指導改善 研修の特 例）
第 二十七条

該中核 市を包括す る都道府 県の教育 委員会が 実施しな ければなら ない。

市町村の設 置する中 等教育学 校の県費 負担教職員 に係る教 育公務員 特例法第 二十二条の 五第一項 に規定す る協議会 に関する事 務は、当 分

（市町村 の設置す る中等教 育学校の県 費負担教 職員に係 る協議会 の特例）
第二 十八条

の間、第六 十一条第 二項及び 同条第三 項の規定に より読み 替えて適 用する第 五十九条の 規定にか かわらず 、当該市 町村の教育 委員会が 行うこと を要
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しない。 この場合 において、 当該教育 委員会は 、同法第 二十二条 の三第一項 に規定す る指標を 定め、又 はこれを変 更しよう とすると きは、あ らかじ

め同 法第二十二 条の五第 二項第二 号に掲げ る者、当 該市町村を 包括する 都道府県 の教育委 員会又は独 立行政法 人教職員 支援機構 の意見を聴 くよう努
め るものと する。
（ 政令への 委任）
この 附則に定 めるもの のほか、こ の法律の 施行に関 し必要な 経過措置は 、政令で 定める。

国家 行政組織法 （昭和二 十三年法 律第百二 十号）（抄 ）

第二十九 条
○

３

２

官房、局若 しくは部 実
( 施庁 に置かれる 官房及び 部を除く 。 又
) は委 員会の事 務局には 、その所掌 事務の一 部を総括 整理する 職又は課 課
( に準ず る

局、 部又は委 員会の事務 局には、 次長を置 くことが できるも のとし、そ の設置、 職務及び 定数は、 政令でこれ を定める 。

官房には 、長を置 くことが できるもの とし、そ の設置及 び職務は 、政令で これを定め る。

内
( 部部局の 職 )
第二十 一条 委員 会の事務 局並びに 局、部、 課及び課に 準ずる室 に、それ ぞれ事務 局長並び に局長、部 長、課長 及び室長 を置く。

４

室 を含む。 の
) 所掌 に属しない 事務の能 率的な遂 行のため これを所掌 する職で 課長に準 ずるもの を置くこと ができる ものとし 、これら の設置、職 務
及び定 数は、政 令でこれ を定める。 官房又は 部を置か ない庁 実
( 施庁を除 く。 に
) こ れらの職 に相当す る職を置く ときも、 同様とす る。

行 政手続法 （平成五 年法律第 八十八号） （抄）

でこ れを定め る。官房 又は部を置 かない実 施庁にこ れらの職 に相当する 職を置く ときも、 同様とす る。

５ 実施庁 に置かれる 官房又は 部には、 政令の定 める数の範 囲内にお いて、そ の所掌事 務の一部を 総括整理 する職又 は課 課
( に 準ずる室 を含む。 の
)所
掌に属し ない事務 の能率的 な遂行の ためこれを 所掌する 職で課長 に準ずる ものを置く ことがで きるもの とし、こ れらの設 置、職務及 び定数は 、省令

○

二

一
申請

処分

法令

法令に基 づき、行 政庁の許 可、認可、 免許その 他の自己 に対し何 らかの利益 を付与す る処分 以
( 下「許認 可等」と いう。 を
) 求める行 為で

法律、 法律に基 づく命令 告
( 示を含 む。 、
) 条 例及び地 方公共団体 の執行機 関の規則 規
( 程を含 む。以下 「規則」 という。 を
) いう。
行 政庁の処分 その他公 権力の行 使に当た る行為をい う。

定
(義 )
第二 条 この 法律にお いて、次 の各号に 掲げる用語 の意義は 、当該各 号に定め るところに よる。

三
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四

五

六

行政庁 が、法令 に基づき 、特定の 者を名あて 人として 、直接に 、これに 義務を課し 、又はそ の権利を 制限する 処分をいう 。ただし

あって、 当該行為 に対して行 政庁が諾 否の応答 をすべき こととさ れているも のをいう 。
不利益処分

ロ

イ
名あ て人とな るべき者 の同意の 下にするこ ととされ ている処 分

申請に より求めら れた許認 可等を拒 否する処 分その他申 請に基づ き当該申 請をした 者を名あて 人として される処 分

事 実上の行 為及び事 実上の行為 をするに 当たりそ の範囲、 時期等を明 らかにす るために 法令上必 要とされて いる手続 としての 処分

、 次のいず れかに該 当するも のを除く 。

ハ

許認可等 の効力を 失わせる処 分であっ て、当該 許認可等 の基礎とな った事実 が消滅し た旨の届 出があった ことを理 由として されるも の
次に 掲げる機 関をいう 。

九 条第一項 若しくは 第二項に規 定する機 関、国家 行政組織 法 昭
( 和二 十三年法 律第百二 十号 第
) 三 条第二項 に規定する 機関、会 計検査院 若しく
はこれ らに置かれ る機関又 はこれら の機関の 職員であっ て法律上 独立に権 限を行使 すること を認められ た職員

法 律の規定 に基づき 内閣に置 かれる機関 若しくは 内閣の所 轄の下に 置かれる機 関、宮内 庁、内閣 府設置法 平
( 成十一 年法律第 八十九号 第
) 四十

行政 機関

ニ
イ

ロ

地方公共 団体の機 関 議
( 会を 除く。 )
行 政機関がそ の任務又 は所掌事 務の範囲 内におい て一定の行 政目的を 実現する ため特定 の者に一定 の作為又 は不作為 を求める 指導、

行政 指導

勧告 、助言その 他の行為 であって 処分に該 当しない ものをいう 。

法律 に基づく 命令 処
( 分 の要件を 定める告 示を含む 。次条第二 項におい て単に「 命令」と いう。 又
) は規則
審査基準 申
( 請によ り求めら れた許認 可等をする かどうか をその法 令の定め に従って判 断するた めに必要 とされる 基準をい う。以下同 じ。

)

七 届出 行政庁に 対し一定 の事項の 通知をする 行為 申
( 請に該当す るものを 除く。 で
) あって、 法令によ り直接に 当該通知が 義務付け られてい るも
の 自
( 己の期待す る一定の 法律上の 効果を発 生させるた めには当 該通知を すべきこ ととされて いるもの を含む。 を
) いう。
命令等 内閣又は 行政機関 が定める 次に掲げ るものをい う。
八
イ
ロ

ハ 処分 基準 不
( 利 益処分を するかどう か又はど のような 不利益処 分とするか について その法令 の定めに 従って判 断するため に必要と される基 準
をいう 。以下同 じ。 )

ニ 行政指 導指針 同
( 一の行政 目的を実 現するため 一定の条 件に該当 する複数 の者に対 し行政指導 をしよう とすると きにこれ らの行政指 導に共通
してそ の内容とな るべき事 項をいう 。以下同 じ。 )
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○

国家 公務員の 育児休業等 に関する 法律（平 成三年法 律第百九 号）（抄）

第 二十六条 各省各 庁の長は 、職員 任
( 期付短時 間勤務職 員その他そ の任用の 状況がこ れに類す る職員とし て人事院 規則で定 める職員 を除く。 が
) 請求
した場 合におい て、公務 の運営に支 障がない と認める ときは、 人事院規則 の定める ところに より、当 該職員がそ の小学校 就学の始 期 常
( 時勤 務する

こ とを要し ない職員 国
( 家公務 員法第八十 一条の四 第一項又 は第八十 一条の五第 一項の規 定により 採用され た職員で同 項に規定 する短時 間勤務の 官
職を占め るものを 除く。 に
) あっては 、三歳 に
) 達するま での子を 養育する ため一日に つき二時 間を超え ない範囲 内で勤務し ないこと 以
( 下こ の条に

おい て「育児 時間」と いう。 を
) 承認する ことができ る。
職員 が育児時間 の承認を 受けて勤 務しない 場合には、 給与法第 十五条の 規定にか かわらず、 その勤務 しない一 時間につ き、給与 法第十九条 に規定
第六条 及び第二 十一条の規 定は、育 児時間に ついて準 用する。

２
３

地方公務 員の育児 休業等に 関する法律 （平成三 年法律第 百十号） 【地方公 務員法及び 地方自治 法の一部 を改正す る法律（平 成二十九 年法律第 二十

する勤 務一時間 当たりの 給与額を 減額して給 与を支給 する。

○
九号）に よる改正 後】（抄）

育
( 児休業 の承認 )
第二条 職員 第
( 十八条第 一項の規 定により 採用された 同項に規 定する短 時間勤務 職員、臨時 的に任用 される職 員その他 その任用の 状況がこ れらに類

す る職員と して条例で 定める職 員を除く 。 は
) 、任 命権者 地
( 方公務員 法第六条 第一項に 規定する任 命権者及 びその委 任を受け た者をい う。以下同 じ。
の
) 承認 を受けて 、当該職員 の子 民
(法 明
( 治二 十九年法 律第八十九 号 第
) 八 百十七条の 二第一項 の規定に より職員 が当該職 員との間に おける同 項に規

定す る特別養 子縁組の 成立につい て家庭裁 判所に請 求した者 当
( 該請求 に係る家 事審判事件 が裁判所 に係属し ている場 合に限る 。 で
) あっ て、当該 職
員が現に 監護するも の、児童 福祉法 昭
( 和二十二 年法律第 百六十四 号 第
) 二十 七条第一 項第三号 の規定によ り同法第 六条の四 第二号に 規定する養 子縁

組里親 である職 員に委託 されてい る児童その 他これら に準ずる 者として 条例で定 める者を含 む。以下 同じ。 を
) 養育する ため、当 該子が三 歳に達す
る日 非
( 常勤 職員にあ っては、 当該子の 養育の事情 に応じ、 一歳に達 する日か ら一歳六 か月に達す る日まで の間で条 例で定め る日 当
( 該 子の養育 の事

情 を 考 慮 し て 特 に 必 要 と 認 め ら れ る 場 合 と し て 条 例 で 定 め る 場 合 に 該 当 す る と き は 、 二 歳 に 達 す る 日 ))
まで、育 児休業を すること ができる。 ただし
、当 該子につ いて、既 に育児休 業 当
( 該子 の出生の 日から国 家公務員の 育児休業 等に関す る法律 平
( 成三年法 律第百九 号。以下「 国家公務 員育児休 業

法」とい う。 第
) 三 条第一項 ただし書 の規定に より人事院 規則で定 める期間 を基準と して条例で 定める期 間内に、 職員 当
( 該 期間内に 労働基準 法 昭
(
和二 十二年法 律第四十九 号 第
) 六 十五条第二 項の規定 により勤 務しなか った職員を 除く。 が
) 当該子に ついてし た最初の 育児休業 を除く。 を
) したこ
とがあると きは、条 例で定め る特別の 事情がある 場合を除 き、この 限りでな い。
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２
３

育児 休業の承 認を受けよ うとする 職員は、 育児休業 をしよう とする期間 の初日及 び末日を 明らかに して、任命 権者に対 し、その 承認を請 求するも
のと する。

任命権 者は、前 項の規定 による請 求があった ときは、 当該請求 に係る期 間について 当該請求 をした職 員の業務 を処理する ための措 置を講ず ること
が著し く困難で ある場合 を除き、こ れを承認 しなけれ ばならな い。

２

前 条第二項 及び第三 項の規定 は、育児休 業の期間 の延長に ついて準 用する。

育児 休業の期間 の延長は 、条例で 定める特 別の事情が ある場合 を除き、 一回に限 るものとす る。

育
( 児休 業の期間 の延長 )
第三 条 育児 休業をし ている職員 は、任命 権者に対 し、当該 育児休業の 期間の延 長を請求 すること ができる。
３

育児 休業をし ている期間 について は、給与 を支給し ない。

育
( 児休 業の効果 )
第四 条 育児 休業をし ている職 員は、育児 休業を開 始した時 就いてい た職又は 育児休業の 期間中に 異動した 職を保有 するが、職 務に従事 しない。
２

育
( 児休業 をしてい る職員の期 末手当等 の支給 )
第七条 育児休 業をして いる職員に ついては 、第四条 第二項の 規定にかか わらず、 国家公務 員育児休 業法第八条 に規定す る育児休 業をして いる国家 公

務 員の期末 手当又は勤 勉手当の 支給に関 する事項 を基準とし て定める 条例の定 めるとこ ろにより、 期末手当 又は勤勉 手当を支 給するこ とができる 。

育
( 児休業をし た職員の 職務復帰 後におけ る給与等の 取扱い )
第八条 育児休業を した職員 について は、国家 公務員育児 休業法第 三条第一 項の規定 により育 児休業をし た国家公 務員の給 与及び退 職手当の取 扱いに

関する 事項を基 準として 、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 に関する 措置を講 じなけれ ばならない 。

育
( 児短 時間勤務 職員の給 与等の取扱 い )
第十 四条 育 児短時間 勤務職員 について は、国家公 務員育児 休業法第 十二条第 一項に規定 する育児 短時間勤 務をして いる国家公 務員の給 与、勤務 時間

及び休暇 の取扱い に関する 事項を基準 として、 給与、勤 務時間及 び休暇の取 扱いに関 する措置 を講じな ければなら ない。
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育
( 児短時 間勤務を した職員 の退職手 当の取扱い )
第十 五条 育児 短時間勤 務をした 職員につ いては、 国家公務員 育児休業 法第十二 条第一項 に規定する 育児短時 間勤務を した国家 公務員の退 職手当の 取
扱 いに関す る事項を 基準とし て、退職 した場合の 退職手当 の取扱い に関する 措置を講じ なければ ならない 。

任命権 者は、第 十条第二 項又は第十 一条第一 項の規定 による請 求があった 場合にお いて、当 該請求に 係る期間に ついて当 該請求を した職員

（ 育児短時 間勤務に伴 う短時間 勤務職員 の任用）
第十八条

の業 務を処理 するため 必要がある と認める ときは、 当該請求 に係る期間 を任期の 限度とし て、短時 間勤務職員 （地方公 務員法第 二十八条 の五第一 項
２

任命権 者は、第 一項の規定 により任 期を定め て採用さ れた短時間 勤務職員 について 、条例で 定めると ころにより 、当該育 児短時間 勤務職員 の第十

任 命権者は 、前項の 規定によ り任期を定 めて短時 間勤務職 員を採用 する場合に は、当該 短時間勤 務職員に その任期 を明示しな ければな らない。

に規定す る短時間勤 務の職を 占める職 員をいう 。以下この 条におい て同じ。 ）を採用 することが できる。
３

条第二 項の規定に よる請求 に係る期 間又は当 該期間の初 日から第 十一条第 一項の規 定による 請求に係る 期間の末 日までの 期間の範 囲内におい て、そ
第二 項の規定 は、前項の 規定によ り任期を 更新する 場合につ いて準用す る。

の任 期を更新 すること ができる 。
４

任命権者は 、第一項 の規定に より任期 を定めて 採用された 短時間勤 務職員を 、任期を 定めて採用 した趣旨 に反しな い場合に 限り、その 任期中、 他

任 命権者が 第一項又 は前項の規 定により 短時間勤 務職員を 任用する場 合には、 地方公務 員法第二 十八条の五 第三項の 規定は、 適用しな い。

の 職に任用 すること ができる 。

５
６
（部分休 業）

任 命権者（ 地方教育行 政の組織 及び運営 に関する 法律（昭和 三十一年 法律第百 六十二号 ）第三十 七条第一項 に規定す る県費負 担教職員 につ

第五条 及び第十 六条の規 定は、部 分休業につ いて準用 する。

の国 家公務員 の給与の支 給に関す る事項を 基準とし て定める条 例の定め るところ により、 減額して給 与を支給 するもの とする。

職員 が部分休 業の承認 を受けて勤 務しない 場合には 、国家公 務員育児休 業法第二 十六条第 二項に規 定する育児 時間の承 認を受け て勤務し ない場合

る。

間の一 部（二時間 を超えな い範囲内 の時間に 限る。） について勤 務しない こと（以 下この条 において「 部分休業 」という 。）を承 認すること ができ

務 員法第二 十八条の 五第一項に 規定する 短時間勤 務の職を 占める職 員を除く。 ）にあっ ては、三 歳）に達 するまでの 子を養育 するため 一日の勤 務時

した場 合におい て、公務 の運営に 支障がない と認める ときは、 条例の定 めるとこ ろにより、 当該職員 がその小 学校就学 の始期（非 常勤職員 （地方公

いては、 市町村の教 育委員会 ）は、職 員（育児 短時間勤務 職員その 他その任 用の状況 がこれに 類する職員 として条 例で定め る職員を 除く。）が 請求

第十 九条

２
３
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○

地方公務員 災害補償 法（昭和 四十二年 法律第百 二十一号） （抄）

地 方 公共団 体の一般 職の任期 付職員の 採用に関す る法律（ 平成十四 年法律第 四十八号 ）【地方公 務員法及 び地方自 治法の一 部を改正す る法律（ 平

額 の限度に おいて補 償の義務を 免れる。

前 項の場合 において 、補償を 受けるべき 者が、同 一の事由 につき国 家賠償法、 民法その 他の法律 による損 害賠償を 受けたとき は、基金 は、その 価

賠償の責 めを免れる 。

以下この 項におい て同じ。 が
) 国家賠 償法 昭
( 和 二十二年 法律第百 二十五号 、
) 民法 明
( 治二十九 年法律第 八十九号 そ
) の他の 法律によ る損害賠 償の責
めに 任ずる場 合におい て、基金が この法律 による補 償を行つ たときは、 同一の事 由につい ては、地 方公共団体 は、その 価額の限 度におい てその損 害

損
( 害賠 償との調 整等 )
第 五十八条 地方公共 団体 職
( 員が地方独 立行政法 人に在職 中に公務 上の災害又 は通勤に よる災害 を受けた 場合にあつ ては、当 該地方独 立行政法 人。

２

○
成 二十九年 法律第二 十九号）に よる改正 後】（抄 ）

この法律 において 「職員」と は、地方 公務員法 （昭和二 十五年法律 第二百六 十一号） 第四条第 一項に規定 する職員 （法律に より任期 を定めて

（定 義）
第二条

任用 すること とされてい る職を占 める職員 及び非常 勤職員を除 く。）を いう。た だし、前 条及び次項 において は、同法 第四条第 一項に規 定する職員
２

この法 律において 「任命権 者」とは 、地方公 務員法第六 条第一項 に規定す る任命権 者及びそ の委任を受 けた者を いう。

こ の法律に おいて「 短時間勤務 職員」と は、地方 公務員法 第二十八条 の五第一 項に規定 する短時 間勤務の 職を占める 職員をい う。

をいう。
３

任命権 者は、前 項の規定 によるほか 、住民に 対して職 員により 直接提供さ れるサー ビスにつ いて、そ の提供時間 を延長し 、若しく は繁忙時 におけ

合には 、条例で 定めると ころによ り、短時 間勤務職員 を任期を 定めて採 用するこ とができる 。

短
( 時間勤務職 員の任期 を定めた 採用 )
第五条 任命権者は 、短時間 勤務職員 を前条第 一項各号 に掲げる業 務のいず れかに従 事させる ことが公務 の能率的 運営を確 保するた めに必要で ある場
２

る提供 体制を充 実し、又は その延長 した提供 時間若し くは充実し た提供体 制を維持 する必要 がある場合 において 、短時間 勤務職員 を当該サー ビスに

係 る業務に従 事させる ことが公 務の能率 的運営を確 保するた めに必要 であると きは、条例 で定める ところに より、短 時間勤務職 員を任期 を定めて 採
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用するこ とができ る。

３ 任命権者は 、前二項 の規定に よるほか 、職員が 次に掲げる 承認 第
( 二号にあっ ては、承 認その他 の処分 を
) 受けて勤 務しない 時間につい て短時間 勤
務 職員を当 該職員の 業務に従 事させる ことが当該 業務を処 理するた め適当で あると認め る場合に は、条例 で定める ところによ り、短時 間勤務職 員を
地方公 務員法第二 十六条の 二第一項 又は第二 十六条の三 第一項の 規定によ る承認

任期を 定めて採 用するこ とができる 。
一

地方 公務員の育 児休業等 に関する 法律 平
( 成 三年法律 第百十号 第
) 十九条 第一項の 規定による 承認

二 育児 休業、介 護休業等 育児又は 家族介護を 行う労働 者の福祉 に関する 法律 平
( 成 三年法律 第七十六号 第
) 六十 一条第七項 第六十一 条第六項 の規定
によ り読み替 えて準用 する同条第 三項から 第五項ま での規定 を最低基準 として定 める条例 の規定に よる承認そ の他の処 分
三
（ 地方公務 員法の適 用除外）

任命権者 が第五条 又は前条 第二項の 規定により 短時間勤 務職員を 任用する 場合には 、地方公務 員法第二 十八条の 五第三項 の規定は、 適用しな

)

公益的法人 等への一 般職の地 方公務員 の派遣等 に関する法 律（平成 十二年法 律第五十 号）【地方 公務員法 及び地方 自治法の 一部を改正 する法律 （

い。

第九条

○

平 成二十九 年法律第 二十九号 ）による 改正後】（ 抄）
特
( 定法人の 業務に従 事するた めに退職し た者の採 用

第十条 任命権者 と特定法 人 当
( 該地 方公共団 体が出資 している株 式会社の うち、そ の業務の 全部又は一 部が地域 の振興、 住民の生 活の向上 その他公
益の 増進に寄 与すると ともに当該 地方公共 団体の事 務又は事 業と密接な 関連を有 するもの であり、 かつ、当 該地方公共 団体がそ の施策の 推進を図 る

ため人的 援助を行う ことが必 要である ものとし て条例で定 めるもの をいう。 以下同じ 。 と
) の間 で締結さ れた取決 めに定めら れた内容 に従って 当該

特定法 人の業務 に従事す るよう求 める任命権 者の要請 に応じて 職員 条
( 例 で定める 職員を除 く。 が
) 退 職し、引 き続き当 該特定法人 の役職員 として在
職 した後、 当該取決 めで定める 当該特定 法人にお いて業務 に従事す べき期間が 満了した 場合又は その者が 当該特定法 人の役職 員の地位 を失った 場合

その他 の条例で定 める場合 には、地 方公務員 法第十六 条各号 第
( 三号第二 号を除く。 の
) いず れかに該当 する場合 同
( 条の条 例で定め る場合を 除く。 )
その 他条例で 定める場 合を除き 、その者 が退職した 時就いて いた職又 はこれに 相当する職 に係る任 命権者は 、当該特 定法人の役 職員とし ての在職 に
引き続き 、その者 を職員と して採用す るものと する。

２ 前項の取 決めにおい ては、同 項の要請 に応じて 退職し引き 続き当該 特定法人 に在職す る者 以
( 下 「退職派 遣者」とい う。 の
) 当該特定法 人におけ る
報酬その他 の勤務条 件並びに 当該特定 法人におい て従事す べき業務 及び業務 に従事すべ き期間、 同項の規 定による 当該退職派 遣者の採 用に関す る事
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３

４

項その他 当該退職 派遣者が当 該特定法 人の業務 に従事す るに当た って合意し ておくべ きものと して条例 で定める事 項を定め るものと する。

前項の規定 により第 一項の取 決めで定 める退職 派遣者の特 定法人に おいて従 事すべき 業務は、当 該特定法 人の主た る業務が 地域の振興 、住民の 生

活 の向上そ の他公益 の増進に 寄与し、 かつ、地方 公共団体 の事務又 は事業と 密接な関連 を有する と認めら れる業務 以
( 下この 項におい て「公益寄 与

業務」 という。 で
) ある場 合を除き 、公益寄 与業務を主 たる内容 とするも のでなけ ればならな い。
第二項 の規定によ り第一項 の取決め で定める 退職派遣者 の特定法 人におい て業務に 従事すべき 期間は、 同項の要 請に応じ て退職をす る日の翌 日か
第一項の 規定によ る採用につ いては、 地方公務 員法第二 十二条の規 定は、適 用しない 。

ら起算し て三年を 超えない 範囲内で 定めるもの とする。
５

外 国の地方 公共団体 の機関等 に派遣され る一般職 の地方公 務員の処 遇等に関す る法律（ 昭和六十 二年法律 第七十八 号）（抄）

)

○
職
( 員の 派遣

三

二

前三 号に準ず る機関で 、条例で 定めるもの

我が国 が加盟して いる国際 機関

外 国政府の 機関

任命権者 は、前項 の規定によ り職員を 派遣する 場合には 、当該職員 の同意を 得なけれ ばならな い。

四

一

める 職員を除く 。 を
) 派 遣するこ とができる 。
外国の 地方公共 団体の機 関

第二 条 任命 権者 地
( 方 公務員法 第六条第 一項に規 定する任 命権者をい う。以下 同じ。 は
) 、地方公 共団体と 外国の地 方公共団体 との間の 合意若し くは
これに準 ずるもの に基づき又 は次に掲 げる機関 の要請に 応じ、こ れらの機関 の業務に 従事させ るため、 条例で定め るところ により、 職員 条
( 例 で定

２

派
( 遣 職員の給 与等 )
第 七条 派 遣職員の 派遣の期間 中の給与 及び派遣 職員が派 遣の終了 後派遣先の 業務上の 負傷又は 疾病に起 因して、当 該負傷若 しくは疾 病に係る 療養の

ため若 しくは当該 疾病に係 る就業禁 止の措置 により勤 務しないと き、又は 地方公務 員法第二 十八条第二 項第一号 に掲げる 事由に該 当して休職 にされ

たと きの当該 勤務しな い期間又 は休職の 期間中の給 与、派遣 職員が退 職したと きの退職手 当並びに 派遣職員 に対する 旅費の支給 について は、国際 機

関等に派 遣される 一般職の 国家公務員 の処遇等 に関する 法律 昭
( 和 四十五年 法律第百 十七号 第
) 二条第一 項の規定に より派遣 される国 家公務員 の給与
及び 旅費の支 給に関する 事項を基 準として 条例で定 めるものと する。
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○

地 方 独立行政 法人法（ 平成十五年 法律第百 十八号） 【地方公 務員法及 び地方自治 法の一部 を改正す る法律（ 平成二十九 年法律第 二十九号 ）による
改正後 】（抄）

定
(義 )
第二 条 この 法律におい て「地方 独立行政 法人」と は、住民の 生活、地 域社会及 び地域経 済の安定等 の公共上 の見地か らその地 域において 確実に実 施

されること が必要な 事務及び 事業であ って、地方 公共団体 が自ら主 体となっ て直接に実 施する必 要のない もののう ち、民間の 主体にゆ だねた場 合に

は必ず しも実施 されない おそれがあ るものと 地方公共 団体が認 めるものを 効率的か つ効果的 に行わせ ることを目 的として 、この法 律の定め るところ
に より地方 公共団体が 設立する 法人をい う。

２ この 法律にお いて「特 定地方独 立行政法人 」とは、 地方独立 行政法人 第
( 二十一 条第二号 に掲げる 業務を行う ものを除 く。 の
) う ち、その 業務の停
滞が 住民の生 活、地域 社会若しく は地域経 済の安定 に直接か つ著しい支 障を及ぼ すため、 又はその 業務運営 における中 立性及び 公正性を 特に確保 す

る必要が あるため、 その役員 及び職員 に地方公 務員の身分 を与える 必要があ るものと して地方 公共団体が 当該地方 独立行政 法人の定 款で定める もの
をいう 。

こ の法律の 運用に当 たっては、 地方独立 行政法人 の事務及 び事業が地 域社会及 び地域経 済の情勢 を踏まえ つつ適切に 行われる よう、地 方独立行 政

よう努めな ければな らない。

地方独立 行政法人は 、この法 律の定め るところ によりその 業務の内 容を公表 すること 等を通じて 、その組 織及び運 営の状況 を住民に 明らかにす る

なもので あること に鑑み、 適正かつ効 率的にそ の業務を 運営する よう努めな ければな らない。

業
( 務の 公共性、 透明性及 び自主性 等 )
第三 条 地方 独立行政 法人は、 その行う 事務及び事 業が住民 の生活、 地域社会 及び地域経 済の安定 等の公共 上の見地 から確実に 実施され ることが 必要
２
３

法 人の事務 及び事業の 特性並び に地方独 立行政法 人の業務運 営におけ る自主性 は、十分 配慮され なければな らない。

地 方公共団 体でなけ れば、地 方独立行 政法人に出 資するこ とができ ない。

財
( 産的基礎 )
第六条 地方独立行 政法人は 、その業 務を確実 に実施す るために必 要な資本 金その他 の財産的 基礎を有し なければ ならない 。
２

地方独立 行政法人 は、業務 の見直し 、社会経済 情勢の変 化その他 の事由に より、その 保有する 重要な財 産であっ て条例で定 めるもの が将来に わた

３ 設立団 体 地
( 方独 立行政法 人を設立 する一又 は二以上の 地方公共 団体をい う。以下 同じ。 は
) 、地方独 立行政法人 の資本金 の額の二 分の一以 上に相
当する 資金その 他の財産を 出資しな ければな らない。
４
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５
６

り業務を 確実に実 施する上で 必要がな くなった と認めら れる場合 において、 当該財産 が地方公 共団体か らの出資又 は設立団 体からの 支出 金
( 銭 の出
資に 該当するも のを除く 。 に
) 係る ものであ るときは 、第四十 二条の二 の規定によ り、当該 財産 以
( 下 「出資等 に係る不 要財産」 という。 を
) 処分し
な ければな らない。

地 方独立行 政法人に 出資される 財産のう ち金銭以 外のもの の価額は、 出資の日 現在にお ける時価 を基準とし て出資す る地方公 共団体が 評価した価
額 とする。
前項 の評価に 関し必要 な事項は 、政令で定 める。

設
(立 )
第七条 地方公 共団体は 、地方独 立行政法人 を設立し ようとす るときは 、その議会 の議決を 経て定款 を定め、 都道府県 都
( 道府県 の加入す る一部事務

組 合又は広 域連合を 含む。以下 この条に おいて同 じ。 又
) は 都道府県 及び都道 府県以外 の地方公共 団体が設 立しよう とする場 合にあって は総務大 臣
、その 他の場合に あっては 都道府県 知事の認 可を受けな ければな らない。

前項 の退職手 当以外の 給与及び 退職手当の 支給の基 準は、同 一又は類 似の職種の 国及び地 方公共団 体の職員 の給与を 参酌し、か つ、他の 特定地方

、 公表しな ければなら ない。こ れらを変 更したと きも、同様 とする。

特 定地方独 立行政法 人は、その 職員の退 職手当以 外の給与 及び退職手 当の支給 の基準を それぞれ 定め、これ らを設立 団体の長 に届け出 るととも に

れ ばならな い。

職
( 員の給 与 )
第五 十一条 特 定地方独 立行政法 人の職員 の給与は 、その職務 の内容と 責任に応 ずるもの であり、か つ、職員 が発揮し た能率が 考慮される ものでな け
２
３

独立 行政法人 の職員及 び民間事業 の従事者 の給与、 当該特定 地方独立行 政法人の 業務の実 績及び認 可中期計 画の第二十 六条第二 項第三号 の人件費 の
見積りそ の他の事情 を考慮し て定めら れなけれ ばならない 。
（ 職員に係 る他の法 律の適用除 外等）

次に 掲げる法 律の規定 は、特定 地方独立 行政法人の 職員（以 下この条 において 単に「職員 」という 。）には 適用しな い。

地方公務 員法第八 条（第一 項第四号 及び第七項 を除く。 ）、第十 四条第二 項、第十五 条の二第 三項、第 二十三条 の二第三項 、第二十 三条の四 か

第五十 三条
一

ら第二十 六条の三 まで、第 二十六条の 五第三項 （同法第 二十六条 の六第十一 項におい て準用す る場合を 含む。）、 第三十七 条、第三 十八条第 二項

、第 三十九条 第三項及び 第四項、 第四十六 条から第 四十九条ま で、第五 十二条か ら第五十 六条まで、 第五十八 条（第三 項中労働 基準法（昭 和二十

二年法律第 四十九号 ）第十四 条第二項 及び第三項 に係る部 分並びに 同法第七 十五条から 第八十八 条まで及 び船員法 （昭和二十 二年法律 第百号） 第
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２
３

八十九条 から第九 十六条まで に係る部 分（地方 公務員災 害補償法 （昭和四十 二年法律 第百二十 一号）第 二条第一項 に規定す る者に適 用される 場合
二

地 方公務員 の育児休 業等に関す る法律（ 平成三年 法律第百 十号）第四 条第二項 、第七条 、第八条 、第十四条 、第十五 条及び第 十九条の 規定

行政不 服審査法 （平成二 十六年法 律第六十八 号）の規 定

に限 る。）を除 く。）、 第五十八 条の二並 びに第五 十八条の三 の規定
三

職員（ 政令で定め る基準に 従い特定 地方独立 行政法人の 理事長が 定める職 にある者 を除く。） について は、地方 公務員法 第三十六条 の規定は 、適
用しない 。

地方公 共団体の 長、議会の 議長、選 挙管理委 員会、 特 定地方独 立行政法 人の理事 長

職員に関 する地方 公務員法の 適用につ いては、 次の表の 上欄に掲げ る同法の 規定中同 表の中欄 に掲げる字 句は、そ れぞれ同 表の下欄 に掲げる 字句
とする。
第六条 第一項

代 表監査委 員、教育 委員会、人 事委員会 及び公平 委
員会並 びに警視総 監、道府 県警察本 部長、市 町村の
消防 長（特別 区が連合 して維持 する消防の 消防長を
含む。） その他法 令又は条例 に基づく 任命権者

条例 、地方公共 団体の規 則及び地 方公共団 体の機関 設立団体 （地方独 立行政法人 法第六条 第三項に 規定する

設立 団体をいう 。以下同 じ。）の 条例及び 特定地方独 立

第 十六条各 号列記以 外の部分

第十四 条第一項

第八条第 一項第四号

地方公共 団体

条例

地方公 共団体

人 事行政の 運営

その 補助機関 たる上級 の地方公務 員

前項の任 命権者は 、同項

そ れぞれ職 員

特定地方 独立行政 法人

特 定地方独立 行政法人 又は設立 団体

設立団 体の条例

特 定地方独 立行政法 人

退職 管理

副理事長 若しくは 理事又は 上級の職員

特定 地方独立 行政法人 の理事長 は、前項

職員

の 定める

第十六 条第三号

人事 委員会を 置かない 地方公共団 体

行政法 人の

第十 七条の二 第二項

人事委員 会（人事委 員会を置 かない地 方公共団 体に 特定 地方独立 行政法人の 理事長

第六条第 二項

第十七条 の二第三 項

おい ては、任 命権者とす る。以下 この節に おいて「
人事委員会 等」とい う。）
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第十八条
他の 地方公共団 体の機関

人事委員会 等

これ らの機関又 は他の特 定地方独 立行政法 人

地方公共 団体の機 関若しくは 他の特定 地方独立 行政法人

特定 地方独立 行政法人の 理事長

任命権者 が、人事 委員会等の 行う

特定地方 独立行政法 人の理事 長

特定 地方独立 行政法人 の理事長が

特 定地方独 立行政法人 の理事長

こ れらの機 関
第十八 条の二、 第十九条 及び第二十 人事委 員会等
第二十一 条の二第 二項
人事 委員会等

、地 方公共団 体又は他の 特定地方 独立行政 法人

条 第二項
第二 十一条の 二第三項
又は他の 地方公共団 体

人事委 員会規則 で定める職 （人事委 員会を置 かない 特 定地方独 立行政法 人の理事 長が定める 職

特 定地方独立 行政法人 の理事長

第二十 一条の四 第一項
人事委員 会等

特定地方 独立行政 法人の理 事長

地 方公共団 体におい ては、任命 権者が定 める職）
第二十 一条の四第 三項
人事 委員会等
体に おいては、 地方公共 団体の規 則）
人 事委員会 を置かな い地方公共 団体

設立団体 の条例

特 定地方独 立行政法 人の規定

特定地 方独立行 政法人

人事委員 会規則（ 人事委員会 を置かな い地方公 共団 特定 地方独立 行政法人 の規程

第二 十二条

第 二十二条 の三第四 項

地方公 共団体の 規則
第 二十六条 の五第一項 、第五項 及び 条例
第六項（ 第二十六 条の六第 十一項に
おい て準用す る場合を 含む。）、 第
二十六条 の六第一項 から第三 項まで
、第六 項、第七 項各号列 記以外の 部
分 及び第八 項並びに 第二十七条 第二
項

組織

職制

第二 十八条第 一項第四 号

特定地 方独立行 政法人に おける

設立 団体の条 例
地 方公共団 体におけ る

第二十八 条第三項 及び第四 項並びに 条例
第二 十八条の 二第一項及 び第二項
第二十八条 の二第三 項

- 54 -

第 二十九条 第一項第 一号

第二十 八条の五 第一項

第二十八 条の四第二 項及び第 三項

第二十八 条の四第 一項

第 二十八条 の三第二項

第二十 八条の三 第一項

条 例、地方公 共団体の 規則若し くは地方 公共団体 の 設立団 体の条例 若しくは特 定地方独 立行政法 人の

地方公 共団体

条例

条例

地方公共 団体

とき は、条例 で定める ところに より

かかわ らず、条例 で定める ところに より

他 の地方公 共団体

条例 で

特 定地方独 立行政法 人

設立団 体の条例

設立団体 の条例

特定 地方独立 行政法人

ときは

か かわらず

地方 公共団体

特定地方 独立行政 法人におけ る

他の地方 公共団体 若しくは特 定地方独 立行政法 人

当該 地方公共 団体

設立団体 の条例

他の 特定地方 独立行政 法人若し くは地方公 共団体

当該特定 地方独立 行政法人

機関の 定める

条例

設立団 体の条例

第二 十九条第 二項

第 二十九条 第四項及 び第二十 九条の 条 例
二第二 項
条例

設立 団体の条例

特定地方 独立行政 法人の規 程

第 三十一条

条例、地 方公共団 体の規則及 び地方公 共団体の 機関 設立 団体の条 例及び特 定地方独 立行政法人 の
条例

の定 める

第三十二 条
第三十五 条

特定地方独 立行政法 人

特定地 方独立行 政法人の設 立団体の 区域

地方公 共団体
第 三十六条 第二項各 号列記以外 の部 地 方公共団体 の区域
分
条例

設立団体 の条例

第三 十六条第 二項第五 号

人事委員 会規則（人 事委員会 を置かな い地方公 共団 特定 地方独立 行政法人の 規程

人 事委員会 を置かな い地方公共 団体にお いては、 地 設立団 体の人事 委員会規 則（人事委 員会を置 かない設 立

体に おいては 、地方公共 団体の規 則）

第三十八 条第一項
第三十八条 の二第一 項
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第 三十八条 の二第七 項

第三 十八条の二 第二項

地方 公共団体 は

人事委 員会又は

人 事委員会 規則

地方公 共団体の 条例

方公共団 体の規則

設立団体 は

設 立団体の 人事委員 会又は

設立団 体の人事 委員会規 則

特定地方独 立行政法 人の規程

団体 において は、設立 団体の規 則）をいう

第 三十八条 の二第八項

そ の特定地方 独立行政 法人の組 織

当 該地方公 共団体

地方公 共団体は

設 立団体

当該特 定地方独 立行政法 人

特 定地方独 立行政法 人又は設 立団体は

設立団体 の人事委員 会

その組織
第三 十八条の 三、第三 十八条の四 及 人事 委員会

地方公共 団体

び第三十 八条の五第 一項

第三十 八条の六第 二項

地方 公共団体 （この条 の規定によ り当該職 員であつ 特定地方 独立行政 法人（こ の条の規定 により当 該職員で

地方公 共団体

設立団 体が条例 を定めて いる場合に おける当 該特定地 方

特定地方独 立行政法 人

第三十 八条の六 第一項

第三 十八条の 七

た者が在 職してい た地方公共 団体とみ なされる 地方 あつ た者が在 職してい た特定地 方独立行政 法人とみ なさ

公共 団体を含む 。）の廃 置分合に より当該 職員であ れる特定 地方独立 行政法人を 含む。） の合併（ 地方独立

つ た者が在 職してい た地方公 共団体（ 以下この条 に 行政 法人法第百 六条に規 定する合 併をいう 。）により 当

他の特定 地方独立 行政法人 を当該元在 職法人

及び義務 が他の特 定地方独 立行政法 人

（以下 この条に おいて「元 在職法人 」という 。）の権 利

おいて 「元在職 団体」と いう。）の 事務が他 の地方 該 職員であ つた者が 在職して いた特定地 方独立行 政法人
公 共団体
他の 地方公共 団体を当 該元在職団 体

他の地方 公共団体の 執行機関 の組織若 しくは議 会の 他の 特定地方 独立行政法 人の職員 若しくは 役員又は これ
事務局 で当該元 在職団体 の執行機 関の組織若 しくは らに類する 者として
議 会の事務 局に相当 するものの 職員又は これに類 す
る者と して当該他 の地方公 共団体の

元在 職団体の 執行機関 の組織若 しくは議 会の事務局 元在職 法人の職員 若しくは 役員又は これらに 類する者と
第四 十二条

条 例を定め ている地 方公共団体

の職員又 はこれに 類する者 として当該 元在職団 体の して
第六十条第 七号
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４～ ６（略）
（設立 団体が二 以上であ る場合の特 例）

独立行政 法人

設立団 体が二以 上である 地方独立 行政法人に 係る第十 四条第一 項及び第 二項、第十 七条第一 項から第 三項まで （これらの 規定を第 七十

設 立団体が 二以上で ある場合 における第 五十条の 二及び第 五十三条 第三項か ら第六項ま での規定 の適用に ついては 、第五十条 の二の表 第三十八 条

ずれの設 立団体の条 例を適用 するかを 定めなけ ればならな い。

第八条第 一項各号 に掲げる事 項のほか 、設立団 体が二以 上である特 定地方独 立行政法 人の定款 には、当 該特定地方 独立行政 法人の職 員に対し てい

定により 条例で定 めるもの とされて いる事項で あるとき は、あら かじめ、 それぞれ議 会の議決 を経なけ ればなら ない。

設立団 体は、前項 の規定に より協議 して定め ようとする 場合にお いて、当 該事項が 第六条第四 項、第十 九条の二 第四項又 は第四十 四条第一項 の規

び第二 項並びに 第八十七 条の二十第 四項の規 定により 条例又は 規則で定め るものと されてい る事項は 、当該設立 団体が協 議して定 めるもの とする。

第 四十六条 、第五十 六条の二 第一号及 び第二号、 第七十八 条の二第 二項、第 八十七条の 九第一項 及び第三 項第七号 、第八十七 条の十第 一項第二 号及

六条 第一項及び 第二項第 七号、第 二十七条 第一項、 第二十八条 第二項、 第三十四 条、第三 十五条第一 項後段、 第四十条 第六項、 第四十四条 第一項、

設立 団体が二 以上である 場合にお いて、第 六条第四 項、第十 三条第四項 後段及び 第六項第 二号、第 十九条の二 第四項、 第二十二 条第二項 、第二十

限の 行使につ いては、 当該設立 団体の長が 協議して 定めると ころによ る。

十四第 三項（同条 第八項に おいて準 用する場 合を含む。 ）、第八 十七条の 二十第三 項、第百 二十一条第 一項並び に第百二 十二条第 一項に規定 する権

第 二項及び 第五項、 第七十九条 の四、第 八十七条 の八第一 項、第八十 七条の九 第一項及 び第四項 、第八十 七条の十第 一項及び 第六項、 第八十七 条の

五十条 第三項、 第五十五 条、第七 十一条第二 項及び第 八項、第 七十二条 第一項、第 七十七条 の三、第 七十九条 の二第一 項、第七十 九条の三 第一項、

及び第四 項、第四十 一条第一 項ただし 書及び第 二項ただし 書、第四 十二条の 二第一項 、第二項、 第三項た だし書及 び第四項 、第四十 四条第一項 、第

号、 第二十六 条第一項 及び第三項 、第二十 八条第一 項及び第 六項、第三 十条第一 項、第三 十四条第 一項、第三 十六条、 第三十九 条、第四 十条第三 項

六条にお いて準用 する場合 を含む。 ）、第十九 条の二第 二項及び 第四項、 第二十二条 第一項、 第二十三 条第一項 、第二十五 条第一項 及び第二 項第一

第 百二十三 条

２

３
４
５

の 二第一項 の項中「 設立団体（ 地方独立 行政法人 法第六条 第三項に 規定する設 立団体」 とあるの は「条例 適用設立団 体（地方 独立行政 法人法第 百二

十三条 第四項の規 定により その条例 を特定地 方独立行 政法人の職 員に対し て適用す る旨が定 款に定めら れた地方 公共団体 」と、「 設立団体に おいて

は、 設立団体 」とある のは「条 例適用設 立団体にお いては、 条例適用 設立団体 」と、同表 第三十八 条の二第 七項の項 、第三十八 条の二第 八項の項 、

第三十八 条の三の 項、第三 十八条の四 及び第三 十八条の 五第一項 の項、第三 十八条の 六第一項 の項、第 三十八条の 六第二項 の項及び 第六十条 第七号

の項 中「設立 団体」とあ るのは「 条例適用 設立団体 」と、第五 十三条第 三項の表 第六条第 一項の項中 「設立団 体（地方 独立行政 法人法第六 条第三項

に規定する 設立団体 をいう。 以下同じ 。）」とあ るのは「 地方独立 行政法人 法第百二十 三条第四 項の規定 によりそ の条例を特 定地方独 立行政法 人の
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○

職員に対 して適用 する旨が定 款に定め られた地 方公共団 体（以下 「条例適用 設立団体 」という 。）」と 、同表第十 六条各号 列記以外 の部分の 項第二

十六 条の五第一 項、第五 項及び第 六項（第 二十六条 の六第十一 項におい て準用す る場合を 含む。）、 第二十六 条の六第 一項から 第三項まで 、第六項

、 第七項各 号列記以 外の部分 及び第八 項並びに第 二十七条 第二項の 項、第二 十八条第三 項及び第 四項並び に第二十 八条の二第 一項及び 第二項の 項、

第二十 八条の四 第一項の 項、第二十 八条の四 第二項及 び第三項 の項、第二 十九条第 二項の項 、第二十 九条第四項 及び第二 十九条の 二第二項 の項、第

三 十二条の 項、第三十 五条の項 、第三十 六条第二 項第五号の 項、第三 十八条の 二第一項 の項、第三 十八条の 二第七項 の項、第 三十八条の 二第八項 の

項、第三 十八条の 三、第三 十八条の 四及び第三 十八条の 五第一項 の項、第 三十八条の 六第一項 の項、第 三十八条 の六第二項 の項及び 第六十条 第七号

の項 中「設立 団体」と あるのは「 条例適用 設立団体 」と、第 五十三条第 四項から 第六項ま での規定 中「設立団 体（地方 独立行政 法人法（ 平成十五 年

法律第百 十八号）第 六条第三 項に規定 する設立 団体をいう 。以下同 じ。）」 とあるの は「地方独 立行政法 人法（平 成十五年 法律第百 十八号）第 百二

十三条 第四項の 規定によ りその条 例を同法第 二条第二 項に規定 する特定 地方独立行 政法人の 職員に対 して適用 する旨が 定款に定め られた地 方公共団

体 （以下「 条例適用 設立団体」 という。 ）」と、 「設立団 体の条例」 とあるの は「条例 適用設立 団体の条 例」とする 。
独立行政 法人通則 法（平成 十一年法律 第百三号 ）（抄）

この法 律におい て「行政 執行法人 」とは、公 共上の事 務等のう ち、その 特性に照ら し、国の 行政事務 と密接に 関連して行 われる国 の指示そ の他の

経済 の健全な 発展その他 の公益に 資するた め研究開 発の最大限 の成果を 確保する ことを目 的とする独 立行政法 人として 、個別法 で定めるも のをいう 。

点に 立って執 行するこ とが求め られる科 学技術に関 する試験 、研究又 は開発 以
( 下「研究 開発」と いう。 に
) 係るもの を主要な業 務として 国が中長 期
的な期間 について 定める業 務運営に関 する目標 を達成す るための 計画に基づ き行うこ とにより 、我が国 における科 学技術の 水準の向 上を通じ た国民

こ の法律にお いて「国 立研究開 発法人」 とは、公 共上の事務 等のうち 、その特 性に照ら し、一定の 自主性及 び自律性 を発揮し つつ、中長 期的な視

と する独立 行政法人 として、個 別法で定 めるもの をいう。

に立って 執行するこ とが求め られるも の 国
( 立研 究開発法 人が行う ものを除く 。 を
) 国 が中期的 な期間につ いて定め る業務運 営に関す る目標を達 成す
るため の計画に 基づき行 うことに より、国民 の需要に 的確に対 応した多 様で良質 なサービス の提供を 通じた公 共の利益 の増進を推 進するこ とを目的

この法律 において 「中期目標 管理法人 」とは、 公共上の 事務等のう ち、その 特性に照 らし、一 定の自主 性及び自律 性を発揮 しつつ、 中期的な 視点

の 主体に独 占して行わ せること が必要で あるもの 以
( 下この 条におい て「公共上 の事務等 」という 。 を
) 効果 的かつ効 率的に行 わせるた め、中期目 標
管理法人 、国立研 究開発法 人又は行 政執行法人 として、 この法律 及び個別 法の定める ところに より設立 される法 人をいう 。

あって 、国が自 ら主体と なって直接 に実施す る必要の ないもの のうち、民 間の主体 に委ねた 場合には 必ずしも実 施されな いおそれ があるも の又は一

定
(義 )
第 二条 こ の法律に おいて「 独立行政 法人」とは 、国民生 活及び社 会経済の 安定等の公 共上の見 地から確 実に実施 されること が必要な 事務及び 事業で

２

３

４
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○

国の相当 な関与の 下に確実に 執行する ことが求 められる ものを国 が事業年度 ごとに定 める業務 運営に関 する目標を 達成する ための計 画に基づ き行う

こと により、そ の公共上 の事務等 を正確か つ確実に 執行するこ とを目的 とする独 立行政法 人として、 個別法で 定めるも のをいう 。

則

被用者年 金制度の 一元化等 を図るため の厚生年 金保険法 等の一部 を改正する 法律（平 成二十四 年法律第 六十三号） （抄）
附
（ 警察職員 等に対する 老齢厚生 年金等の 特例）

警部 補、巡査 部長又は 巡査である 警察法（ 昭和二十 九年法律 第百六十二 号）第五 十六条第 二項に規 定する地 方警察職員 である地 方公務員

基準日前 の警察職 員であっ た期間が 十五年以上 である者

次の イからホ までに掲 げる者で、 これらの 者の区分 に応じ基 準日前の警 察職員で あった期 間の年月 数と基準日 以後の警 察職員で あった期 間の年
イ

基 準日前の 警察職員 であった期 間が九年 以上十二 年未満で ある者

十七年

基準日 前の警察 職員であ った期間 が十二年以 上十五年 未満であ る者

月数 とを合算 した年月数 がそれぞ れイから ホまでに 定める年数 以上であ るもの
ロ

基準日 前の警察職 員であっ た期間が 六年以上 九年未満で ある者

十八 年

十 五年

ハ

基準 日前の警 察職員で あった期 間が三年以 上六年未 満である 者

十 六年

ニ

基準日前 の警察職 員であった 期間が三 年未満で ある者

十九年

ホ

警 部補、巡 査部長又 は巡査で ある警察 官

次に 掲げる国の 職員であ る地方公 務員共済 組合の組 合員は、警 察職員と みなして 前項及び 次項の規定 を適用す る。
一

皇宮警 部補、皇 宮巡査部 長又は皇宮 巡査であ る皇宮護 衛官

改 正前国共 済法附則第 十三条第 二項に規 定する衛 視等（以下 この項に おいて「 衛視等」 という。） であった 警察職員 に対する この条の規 定の適用

二

二

一

みなす 。

ら 第四項ま での規定 に規定する 組合員期 間等が二 十五年以 上であり 、かつ、こ れらの規 定に規定 する組合 員期間が二 十年以上 である者 であるも のと

間と保 険料免除 期間とを 合算した 期間が二十 五年以上 である者 であるも のと、前 条の規定の 適用につ いては改 正前地共 済法附則第 二十六条 第二項か

であった 期間を有す るもので 次の各号 のいずれ かに該当す る者は、 厚生年金 保険法第 五十八条 第一項第四 号の規定 の適用に ついては 保険料納付 済期

共済 組合の組 合員（以 下この条に おいて「 警察職員 」という 。）で昭和 五十五年 一月一日 （以下こ の項にお いて「基準 日」とい う。）前 に警察職 員

第五十九 条

２

３

に ついては、 衛視等で あった間 警察職員 であったも のとみな す。
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４
５

６

前三 項に定め るもののほ か、第一 項に規定 する者に 関し、厚 生年金保険 法の適用 その他必 要な事項 については 、改正前 地共済法 附則第二 十八条の
四の 規定に準じ て、政令 で定める 。

地方公 務員法の 一部を改 正する法 律（昭和五 十六年法 律第九十 二号。以 下この項に おいて「 昭和五十 六年法律 第九十二号 」という 。）の公 布の日

におい て現に地 方公務員 共済組合の 組合員で あった者 で、その 者に係る地 方公務員 法（昭和 二十五年 法律第二百 六十一号 ）第二十 八条の二 第一項の

規 定に基づ く条例で定 める日（ 昭和五十 六年法律 第九十二号 附則第三 条の規定 の適用を 受ける者に あっては 、同条に 規定する 条例施行日 。以下こ の

項におい て「定年 退職日」 という。 ）まで引き 続いて地 方公務員 共済組合 の組合員で あったも のが、地 方公務員 法第二十八 条の二第 一項又は 昭和五

十六 年法律第 九十二号 附則第三条 の規定に より当該 定年退職 日に退職を した場合 （地方公 務員法第 二十八条の 三（昭和 五十六年 法律第九 十二号附 則

第四条に おいて準用 する場合 を含む。 ）の規定 により勤務 した後退 職をした 場合及び 地方公務員 法第二十 八条の四 （昭和五 十六年法 律第九十二 号附

則第五 条におい て準用す る場合を 含む。）の 規定によ り任用さ れた後退 職をした場 合を含む 。次項に おいて「 定年等に よる退職を した場合 」という 。

） において 、その者 の改正前地 共済法附 則第二十 八条の九 に規定する 組合員期 間等が二 十五年未 満であっ て、かつ、 四十歳に 達した日 の属する 月以

後の同 条に規定す る組合員 期間が十 五年以上 であるとき は、厚生 年金保険 法第五十 八条第一 項第四号の 規定の適 用につい ては、そ の者は、保 険料納
付済 期間と保 険料免除 期間とを 合算した期 間が二十 五年以上 である者 であるも のとみなす 。

次に 掲げる場 合は、定年 等による 退職をし た場合に 該当する ものとみな して、前 項の規定 を適用す る。ただし 、その者 の四十歳 に達した 日の属す

る月 以後の改正 前地共済 法附則第 二十八条 の十に規 定する組合 員期間（ 以下この 項におい て「組合員 期間」と いう。） のうち附 則第六十一 条第一項

の 規定によ りなおそ の効力を 有するも のとされた 改正前地 共済法附 則第二十 八条の七第 一項又は 第二項の 規定によ り長期給付 に関する 規定の適 用を

受ける こととさ れる地方 公務員共済 組合の組 合員（以 下この項 において「 特例継続 組合員」 という。 ）以外の長 期給付に 関する規 定の適用 を受ける
一

特例継続 組合員で あった者で 引き続き 特例継続 組合員以 外の長期給 付に関す る規定の 適用を受 ける地方 公務員共済 組合の組 合員（地 方公務員 等

特例 継続組合 員である 者の四十 歳に達した 日の属す る月以後 の組合員 期間が十五 年に達し た場合

地 方公務員 共済組合の 組合員と しての組 合員期間 が七年六月 未満であ る場合は 、この限 りでない。
二

共済組合 法第百四十 四条の三 第三項に 規定する 団体組合員 を除く。 ）となっ たものが 退職をし た場合にお いて、そ の者の四 十歳に達 した日の属 す

る月以 後の組合 員期間が 十五年以 上であり、 かつ、そ の者の改 正前地共 済法附則 第二十八条 の十第二 号に規定 する組合 員期間等が 二十五年 未満で
あ るとき。
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