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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）

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

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。

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

３

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

時間と同 一の時間 であるも の

４

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

人事 委員会を 置く地方 公共団体に おいては 、任命権 者は、人 事委員会規 則で定め るところ により、 常時勤務を 要する職 に欠員を 生じ

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
（臨時 的任用）
第 二十二条の 三
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た場合に おいて、 緊急のとき 、臨時の 職に関す るとき、 又は採用 候補者名簿 （第二十 一条の四 第四項に おいて読み 替えて準 用する第 二十一条 第一項

に規 定する昇任 候補者名 簿を含む 。）がな いときは 、人事委員 会の承認 を得て、 六月を超 えない期間 で臨時的 任用を行 うことが できる。こ の場合に

３

２

人事 委員会を 置かない 地方公共 団体におい ては、任 命権者は 、地方公 共団体の規 則で定め るところ により、 常時勤務を 要する職 に欠員を 生じた場

人事委 員会は、前 二項の規 定に違反 する臨時 的任用を取 り消すこ とができ る。

前 項の場合 において 、人事委員 会は、臨 時的に任 用される 者の資格要 件を定め ることが できる。

お いて、任 命権者は 、人事委 員会の承 認を得て、 当該臨時 的任用を 六月を超 えない期間 で更新す ることが できるが 、再度更新 すること はできな い。

４

合に おいて、 緊急のと き、又は臨 時の職に 関すると きは、六 月を超えな い期間で 臨時的任 用を行う ことができ る。この 場合にお いて、任 命権者は 、
５

前各項 に定める もののほか 、臨時的 に任用さ れた職員 に対しては 、この法 律を適用 する。

臨 時的任用 は、正式 任用に際 して、いか なる優先 権をも与 えるもの ではない。

当該臨時 的任用を六 月を超え ない期間 で更新す ることがで きるが、 再度更新 すること はできない 。
６

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

普 通地方公 共団体は 、その委員 会の非常 勤の委員 、非常勤 の監査委員 、自治紛 争処理委 員、審査 会、審議会 及び調査 会等の委 員その

○
】（抄）
第 二百三条 の二

他の構 成員、専 門委員、 監査専門委 員、投票 管理者、 開票管理 者、選挙長 、投票立 会人、開 票立会人 及び選挙立 会人その 他普通地 方公共団 体の非常
②

第一項の 者は、職 務を行うた め要する 費用の弁 償を受け ることがで きる。

前項 の者に対 する報酬 は、その 勤務日数に 応じてこ れを支給 する。た だし、条例 で特別の 定めをし た場合は 、この限 りでない。

勤 の職員（ 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 を除く。） に対し、 報酬を支 給しなけ ればなら ない。
③

普通 地方公共団 体は、条 例で、第 一項の者 のうち地方 公務員法 第二十二 条の二第 一項第一 号に掲げる 職員に対 し、期末 手当を支 給すること ができ

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）

報酬、 費用弁償 及び期末手 当の額並 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。

る。

④
⑤
第二 百四条

、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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普通 地方公共 団体は、条 例で、前 項の者に 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

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。

②

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
③

地方 自治法施行 令（昭和 二十二年 政令第十 六号）【地 方自治法 施行令等 の一部を 改正する政 令（令和 元年政令 第百五十 六号）に よる改正後 】（抄

派 遣手当を 含む。）又 は退職手 当を支給 すること ができる。

○
）

地方自 治法第二 百四十三条 の二第一 項に規定 する政令 で定める 基準は、次 の各号に 掲げる同 項に規定 する普通地 方公共団 体の長等 （以

（普通 地方公共団 体の長等 の損害賠 償責任の 一部免責の 基準等）
第百 七十三条

普 通地方公 共団体の 長

じて得た 額
イ

副知事 若しくは 副市町村長 、指定都 市の総合 区長、教 育委員会 の教育長若 しくは委 員、公安 委員会の 委員、選挙 管理委員 会の委員 、監査委 員
四

定資産評 価審査委 員会の委 員、消防長 又は地方 公営企業 の管理者

二

国 から普通 地方公共 団体の長等 の損害賠 償責任の 原因とな つた行為を 行つた日 を含む会 計年度に おいて在職 中に支給 され、又 は支

普通地方 公共団体の 職員（地 方警務官 並びにロ 及びハに掲 げる普通 地方公共 団体の職 員を除く。 ）
地方警 務官

一

人事委員 会の委員 若しくは 公平委員 会の委員、 労働委員 会の委員 、農業委 員会の委員 、収用委 員会の委 員、内水 面漁場管理 委員会の 委員、固

又は海 区漁業調整 委員会の 委員

ロ
ハ
ニ

六

公共 団体の長 等の基準 給与年額」 という。 ）に、次 に掲げる 地方警務官 以外の普 通地方公 共団体の 長等の区 分に応じ、 それぞれ 次に定め る数を乗

これらの 手当を除 く。）の 一会計年 度当たりの 額に相当 する額と して総務 省令で定め る方法に より算定 される額 （次項第 一号におい て「普通 地方

第 二百四条 第一項若し くは第二 項の規定 による給 与（扶養手 当、住居 手当、通 勤手当、 単身赴任手 当又は寒 冷地手当 が支給さ れている 場合には、

責任」 という。 ）の原因 となつた行 為を行つ た日を含 む会計年 度において 在職中に 支給され 、又は支 給されるべ き同法第 二百三条 の二第一 項又は

普 通地方公 共団体か ら地方自 治法第二 百四十三条 の二第一 項の損害 を賠償す る責任（以 下この条 において 「普通地 方公共団体 の長等の 損害賠償

地方警務官 （警察法 第五十六 条第一項 に規定す る地方警務 官をいう 。以下こ の項及び 次項各号に おいて同 じ。）以 外の普通 地方公共団 体の長等

下この条 において 「普通地方 公共団体 の長等」 という。 ）の区分 に応じ、当 該各号に 定める額 とする。
一

二
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２

３

４

給される べき一般 職の職員の 給与に関 する法律 （昭和二 十五年法 律第九十五 号）その 他の法律 による給 与（扶養手 当、住居 手当、通 勤手当、 単身

赴任 手当又は寒 冷地手当 が支給さ れている 場合には 、これらの 手当を除 く。）の 一会計年 度当たりの 額に相当 する額と して総務 省令で定め る方法

一

に より算定 される額 （次項第 二号にお いて「地方 警務官の 基準給与 年額」と いう。）に 、次に掲 げる地方 警務官の 区分に応じ 、それぞ れ次に定 め
警視総 監又は道府 県警察本 部長

る数を 乗じて得 た額
イ
イに 掲げる地 方警務官 以外の地 方警務官

二

ロ

普通 地方公共 団体の長 等の基準給 与年額

地方自治 法第二百 四十三条の 二第一項 に規定す る政令で 定める額は 、次の各 号に掲げ る普通地 方公共団体 の長等の 区分に応 じ、当該 各号に定 める
地 方警務官 以外の普 通地方公 共団体の長 等

額とする 。
一
地方警 務官

地 方警務官の 基準給与 年額

二

地 方自治法第 二百四十 三条の二 第一項の 条例（第二 号におい て「一部 免責条例 」という 。）を定め ている普 通地方公 共団体の 長は、当該 普通地方

公共 団体にお ける普通 地方公共 団体の長等 が同項の 規定によ り普通地 方公共団 体の長等の 損害賠償 責任を免 れたこと を知つたと きは、速 やかに、 次

当該普通地 方公共団 体の長等 の損害賠 償責任の 原因となつ た事実及 び当該普 通地方公 共団体の長 等が賠償 の責任を 負う額

に掲げる 事項を当 該普通地方 公共団体 の議会に 報告する とともに 、当該事項 を公表し なければ ならない 。
一

当該普 通地方公 共団体の 長等が賠 償の責任を 負う額か ら一部免 責条例に 基づき控除 する額及 びその算 定の根拠
地 方自治法 第二百四 十三条の二 第一項の 規定によ り当該普 通地方公共 団体の長 等が賠償 の責任を 免れた額

二
三

前三項 に定めるも ののほか 、地方自 治法第二 百四十三条 の二第一 項の規定 による普 通地方公共 団体の長 等の損害 賠償責任 の一部の 免責に関し 必要

普通 交付金は 、地方自治 法第二百 八十一条 第二項の 規定によ り特別区が 処理する こととさ れている 事務の処理 に要する 経費につ き

な事項は 、総務省 令で定め る。
（交付金 の交付）
第二百 十条の十 二

、 地方交付 税法（昭 和二十五年 法律第二 百十一号 ）第十一 条から第 十三条まで に規定す る算定方 法におお むね準ずる 算定方法 により算 定した財 政需

要額（ 次項及び第 二百十条 の十五に おいて「 基準財政 需要額」と いう。） が、地方 税法第七 百三十六条 第一項の 規定によ り読み替 えられた同 法第一

条第 二項にお いて準用 する同法 第五条第 二項の規定 により特 別区が課 する税（ 以下この項 において 「特別区 が課する 税」という 。）、同 法第七百 三

十四条第 三項にお いて準用 する同法第 七十一条 の二十六 第一項の 規定により 特別区に 交付する ものとさ れる利子割 に係る交 付金（以 下この項 におい

て「 利子割交 付金」とい う。）、 同法第七 百三十四 条第三項に おいて準 用する同 法第七十 一条の四十 七第一項 の規定に より特別 区に交付す るものと

される配当 割に係る 交付金（ 以下この 項において 「配当割 交付金」 という。 ）、同法第 七百三十 四条第三 項におい て準用する 同法第七 十一条の 六十
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２

３
４

七第一項 の規定に より特別区 に交付す るものと される株 式等譲渡 所得割に係 る交付金 （以下こ の項にお いて「株式 等譲渡所 得割交付 金」とい う。）

、同 法第七十二 条の百十 五第一項 及び第二 項の規定 により特別 区に交付 するもの とされる 地方消費税 に係る交 付金（以 下この項 において「 地方消費

税 交付金」 という。 ）、同法 第百三条 の規定によ り特別区 に交付す るものと されるゴル フ場利用 税に係る 交付金（ 以下この項 において 「ゴルフ 場利

用税交 付金」と いう。） 、地方税法 等の一部 を改正す る等の法 律（平成二 十八年法 律第十三 号。以下 この項にお いて「平 成二十八 年地方税 法等改正

法 」という 。）第二条 の規定に よる改正 前の地方 税法第百四 十三条第 一項の規 定により 特別区に交 付するも のとされ る自動車 取得税に係 る交付金 （

以下この 項におい て「自動 車取得税 交付金」と いう。） 並びに平 成二十八 年地方税法 等改正法 第二条の 規定によ る改正後の 地方税法 第百七十 七条の

六第 一項の規 定により 特別区に交 付するも のとされ る環境性 能割に係る 交付金（ 以下この 項におい て「環境性 能割交付 金」とい う。）の 収入額並 び

に地方揮 発油譲与税 法（昭和 三十年法 律第百十 三号）、自 動車重量 譲与税法 （昭和四 十六年法律 第九十号 ）、航空 機燃料譲 与税法（ 昭和四十七 年法

律第十 三号）及 び森林環 境税及び 森林環境譲 与税に関 する法律 （平成三 十一年法律 第三号） の規定に より特別 区に譲与 するものと される地 方揮発油

譲 与税、自 動車重量 譲与税、航 空機燃料 譲与税及 び森林環 境譲与税の 額につき 、特別区 が課する 税にあつ ては地方交 付税法第 十四条第 二項に規 定す

る基準 税率に係る 率を百分 の八十五 とし、利 子割交付金 にあつて は同条第 一項の利 子割交付 金の収入見 込額の百 分の七十 五の率を 百分の八十 五とし

、配 当割交付 金にあつ ては同項 の配当割交 付金の収 入見込額 の百分の 七十五の 率を百分の 八十五と し、株式 等譲渡所 得割交付金 にあつて は同項の 株

式等譲渡 所得割交 付金の収入 見込額の 百分の七 十五の率 を百分の 八十五とし 、地方消 費税交付 金にあつ ては同項の 地方消費 税交付金 の収入見 込額の

百分 の七十五の 率を百分 の八十五 とし、ゴ ルフ場利 用税交付金 にあつて は同項の ゴルフ場 利用税交付 金の収入 見込額の 百分の七 十五の率を 百分の八

十 五とし、 自動車取 得税交付 金にあつ ては同項の 自動車取 得税交付 金の収入 見込額の百 分の七十 五の率を 百分の八 十五とし、 環境性能 割交付金 にあ

つては 同項の環 境性能割 交付金の収 入見込額 の百分の 七十五の 率を百分の 八十五と し、同項 及び同条 第三項に規 定する算 定方法に おおむね 準ずる算

定 方法によ り算定した 財政収入 額（次項 及び第二 百十条の十 五におい て「基準 財政収入 額」という 。）を超 える特別 区に対し て、次項 に定めると こ
ろにより 交付する 。

各特別区 に対して 交付すべき 普通交付 金の額は 、当該特 別区の基準 財政需要 額が基準 財政収入 額を超え る額（以下 この項に おいて「 財源不足 額」

という。 ）とする。 ただし、 各特別区 について 算定した財 源不足額 の合算額 （以下こ の章にお いて「財源 不足額合 算額」と いう。） が普通交付 金の

（（財源 不足額合算 額－普通 交付金の 総額）／ 基準財政需 要額が基 準財政収 入額を超 える
×

総額を 超える場 合におい ては、次 の式により 算定した 額とする 。
当 該特別区 の財源不 足額－当該 特別区の 基準財政 需要額
特別区 の基準財政 需要額の 合算額）

各年度に おいて、 普通交付 金の総額 が前項ただ し書の規 定により 算定した 各特別区に 対して交 付すべき 普通交付 金の合算額 に満たな い場合に は、
当該不足 額は、当 該年度の 特別交付金 の総額を 減額して これに充 てるものと する。

特別交付 金は、普通 交付金の 額の算定 期日後に 生じた災害 等のため 特別の財 政需要が あり、又は 財政収入 の減少が あること その他特別 の事情が あ
ると認めら れる特別 区に対し 、当該事 情を考慮し て交付す る。
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第 四条

附

則

しゆん

地 方自治法 施行令の 一部を改 正する政令 （昭和三 十六年政 令第三百 七十九号） の施行前 に公有水 面の埋立 てに関する 法令によ り埋立て の 竣

功の認 可又は通 知がなさ れている埋 立地又は 干拓地で 、その編 入すべき特 別区につ いて同令 の施行の 際現に争論 があり、 同令によ る改正前 の第二百

市町村が 、平成十三 年四月一 日から平 成十四年 三月三十一 日までの 間におけ る療養の 給付並びに 入院時食 事療養費 、特定療 養費、療 養費

九 条第一項 後段の規定 による処 分がなさ れていな いものは、 これを公 有水面と みなして 第二百九条 の六第二 項の規定 を適用す ることがで きる。
第七 条の二

、訪問看 護療養費、 特別療養 費、移送 費及び高 額療養費の 支給に要 した費用 に対して 国民健康保 険法（昭 和三十三 年法律第 百九十二 号）第七十 条の

規定に 基づき国 が負担す る額及び 同法第七十 二条の規 定に基づ き国が調 整交付金と して交付 する額に ついて平 成十四年 五月三十一 日までの 間に調定

平成十三 年三月三 十一日まで の間にお ける第百 六条、第 百十四条 、第百十七 条、第百 二十条、 第二百十 三条の五第 一項、第 二百十四 条の

し たときは 、当該調 定に係る収 入は、第 百四十二 条第一項 第三号の規 定にかか わらず、 平成十三 年度の歳 入に組み入 れるもの とする。
第七 条の三

設置者が 公職の候 補者であ る場合にお いては当 該公職の 候補

当 該普通地 方公共団体 の議会の 名称、設 置者が解 散請求

設 置者が普通 地方公共 団体の議 会である 場合にお いては

設置者 が普通地方 公共団体 の議会で ある場合 においては

代表 者である 場合にお いては当該 解散請求 代表者の 氏名

者の氏名

す る第九十 条第一項 」と、同 条の表中
｢
第 百八条第 一項

とある のは
設置 者が公職 の候補者 である場 合において は当該公 職の候補

当該普 通地方公 共団体の議 会の名称 、設置者 が解散請 求

普 通地方公 共団体の 議会の解 散請求代表 者

代表者で ある場合 において は当該解散 請求代表 者の氏名

者の 氏名

公職の 候補者

」

第百六条の 規定の適 用につい ては、同 条中「並 びに第百四 十六条」 とあるの は「、第 百四十六条 並びに附 則第二項 の規定に より読み替 えて適用

四、第二 百十五条 の四及び第 二百十五 条の六の 規定の適 用につい ては、次に 定めると ころによ る。
一

「
第百八 条第一項

附則第二項 の規定に
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二
「

「

より読み 替えて適 用
する 第九十条第 一項

とする。

十 一項の規 定により 特別職と される職 にある者及 び地方公 営

地 方公務員 法（昭和 二十五年 法律第二百 六十一号 ）附則第 二

第二 十一項の 規定により 特別職と される職 にある者

地方 公務員法（ 昭和二十 五年法律 第二百六 十一号）附 則

企業労 働関係法 （昭和二 十七年法律 第二百八 十九号） 附則第
五 項に規定 する単純な 労務に雇 用される 一般職に 属する地方
公務員

普通地方 公共団体の 議会の議 員の解職 請求代表 者

」

」

第 百十四条 の規定の 適用につ いては、同 条中「並 びに第百 四十六条 」とあるの は「、第 百四十六 条並びに 附則第二 項の規定に より読み 替えて適

設置 者の氏名

公職の 候補者

地 方公務員 法（昭和 二十五年法 律第二百 六十一号 ）附則

設 置者の氏名

地方公務 員法（昭 和二十五 年法律第 二百六十 一号）附則 第二

第 二十一項 の規定に より特別 職とされる 職にある 者

者の氏名

設置者が 公職の候 補者であ る場合にお いては当 該公職の 候補

者の氏名

設置者が 公職の候補 者である 場合にお いては当 該公職の 候補

用 する第九 十条第一 項」と、同 条の表中
第百 八条第一 項

と あるのは
第 百八条第 一項

附則第二 項の規定に
より読 み替えて 適用
す る第九十 条第一項

十一項 の規定によ り特別職 とされる 職にある 者及び地 方公営
企業 労働関係 法（昭和 二十七年 法律第二 百八十九号 ）附則第
五項に規 定する単 純な労務 に雇用され る一般職 に属する 地方
公務 員

」
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三
「

「

とする。

」

」

第百十七条 の規定の 適用につ いては、 同条中「 並びに第百 四十六条 」とある のは「、 第百四十六 条並びに 附則第二 項の規定 により読み 替えて適

設 置者の氏名

普通地方 公共団体 の長の解職 請求代表 者

設 置者の氏 名

公職の 候補者

地 方公務員 法（昭和 二十五年 法律第二百 六十一号 ）附則

地方公務 員法（昭 和二十五年 法律第二 百六十一 号）附則

第二十一項 の規定に より特別 職とされ る職にある 者

地方公 務員法（ 昭和二十 五年法律 第二百六十 一号）附 則第二

第二 十一項の規 定により 特別職と される職 にある者

公務員

五項 に規定す る単純な 労務に雇 用される 一般職に属 する地方

企業労 働関係法（ 昭和二十 七年法律 第二百八 十九号） 附則第

十 一項の規 定により 特別職とさ れる職に ある者及 び地方公 営

公務 員

五項に規 定する単 純な労務 に雇用さ れる一般職 に属する 地方

企 業労働関 係法（昭和 二十七年 法律第二 百八十九 号）附則第

十一項 の規定に より特別 職とされる 職にある 者及び地 方公営

地方公 務員法（ 昭和二十五 年法律第 二百六十 一号）附 則第二

者の氏 名

設置者が 公職の候 補者であ る場合に おいては当 該公職の 候補

者の氏名

設置者が 公職の候 補者であ る場合にお いては当 該公職の 候補

用 する第九 十条第一 項」と、 同条の表 中
第 百八条第 一項

とあるの は
第 百八条第 一項

附則第二 項の規定 に
より 読み替えて 適用
す る第九十 条第一項

とする。
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四

五
「

「

六

第百 二十条の 規定の適用 について は、同条 中「第百 九条の二 、第百十一 条乃至第 百十五条 及び第百 十六条の二 乃至」と あるのは 、「第百 六条（

附則 第七条の三 第一号の 規定によ り読み替 えて適用 する場合を 含む。） 、第百七 条乃至第 百九条の二 、第百十 一条乃至 第百十四 条（附則第 七条の

三 第二号の 規定によ り読み替 えて適用 する場合を 含む。） 、第百十 五条、第 百十六条の 二、第百 十七条（ 附則第七 条の三第三 号の規定 により読 み
替えて 適用する 場合を含 む。）及び 」とする 。

設置者が広 域連合の 議会であ る場合に おいては 当該広域

設置 者が広域連 合の議会 である場 合におい ては当該広 域

公職 の候補者

地方公務 員法（昭和 二十五年 法律第二 百六十一 号）附則

広域連合 の議会の 解散請求 代表者

」

」

第二百 十三条の五 第一項の 規定の適 用につい ては、同項 中「並び に第百四 十六条第 二項」とあ るのは「 、第百四 十六条第 二項並びに 附則第二 項

設置者 が公職の 候補者で ある場合に おいては 当該公職 の候補

連合の議 会の名称、 設置者が 解散請求 代表者で ある場合

設 置者が公 職の候補 者である 場合におい ては当該 公職の候 補

連合 の議会の 名称、設置 者が解散 請求代表 者である 場合

地方公 務員法（ 昭和二十 五年法律第 二百六十 一号）附 則第二

第二十一 項の規定 により特別 職とされ る職にあ る者

公務 員

五項に 規定する単 純な労務 に雇用さ れる一般 職に属す る地方

企 業労働関 係法（昭 和二十七年 法律第二 百八十九 号）附則 第

十一項 の規定に より特別 職とされ る職にある 者及び地 方公営

におい ては当該 解散請求 代表者の氏 名

者 の氏名

に おいては 当該解散 請求代表者 の氏名

者の氏 名

の規定に より読み 替えて適 用する第 九十条第一 項」と、 同項の表 中
第百八条 第一項

とあ るのは
第百 八条第一項

附則第二 項の規定 に
より 読み替え て適用
する第九 十条第一項

とす る。

第二百 十四条の 四の規定 の適用に ついては、 同条中「 並びに第 百四十六 条第二項」 とあるの は「、第 百四十六 条第二項並 びに附則 第二項の 規定
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「

「

七
「

「

設 置者の氏 名

公職 の候補者

地方公務 員法（昭 和二十五年 法律第二 百六十一 号）附則

広域連 合の議会の 議員の解 職請求代 表者

設置者の氏 名

地方公 務員法（ 昭和二十 五年法律 第二百六 十一号）附 則第二

第二十一 項の規定 により特 別職とされ る職にあ る者

公 務員

五項に 規定する 単純な労 務に雇用さ れる一般 職に属す る地方

企 業労働関 係法（昭 和二十七 年法律第 二百八十九 号）附則 第

十一 項の規定に より特別 職とされ る職にあ る者及び 地方公営

者の氏 名

設置者 が公職の 候補者で ある場合に おいては 当該公職 の候補

者の氏 名

設置者 が公職の 候補者であ る場合に おいては 当該公職 の候補

により読 み替えて 適用する第 九十条第 一項」と 、同条の 表中
第 百八条第 一項

とあるの は
第百八条 第一項

附則第 二項の規定 に
より 読み替え て適用
する第九 十条第一 項

とす る。

設置者 の氏名

」

」

」

第二 百十五条の 四の規定 の適用に ついては 、同条中「 並びに第 百四十六 条第二項 」とある のは「、第 百四十六 条第二項 並びに附 則第二項の 規定

者の 氏名

設置 者が公職 の候補者 である場 合において は当該公 職の候補

により 読み替え て適用す る第九十 条第一項」 と、同条 の表中
第百八 条第一項

とあ るのは
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八

第百八条 第一項

附則第 二項の規 定に
よ り読み替 えて適用
する第九 十条第一 項

とす る。

設置者 が公職の 候補者で ある場合 において は当該公職 の候補

公 職の候補者

地方公務 員法（昭 和二十五 年法律第二 百六十一 号）附則

広域連 合の長の 解職請求代 表者

設置者の 氏名

地方 公務員法 （昭和二十 五年法律 第二百六 十一号） 附則第二

第二十一 項の規定 により特 別職とさ れる職にあ る者

者の 氏名

十一 項の規定 により特 別職とされ る職にあ る者及び 地方公営
企業労働 関係法（昭 和二十七 年法律第 二百八十 九号）附則 第
五項に 規定する 単純な労 務に雇用 される一般 職に属す る地方
公 務員

」

第二 百十五条 の六の規定 の適用に ついては 、同条中 「第二百 十三条の七 まで、第 二百十四 条の三か ら第二百十 四条の五 まで及び 第二百十 五条の

三か ら第二百十 五条の五 まで」と あるのは 、「第二 百十三条の 五（附則 第七条の 三第五号 の規定によ り読み替 えて適用 する場合 を含む。） まで、

第 二百十三 条の六、 第二百十 三条の七 、第二百十 四条の三 、第二百 十四条の 四（附則第 七条の三 第六号の 規定によ り読み替え て適用す る場合を 含

む。） 、第二百 十四条の 五、第二百 十五条の 三、第二 百十五条 の四（附則 第七条の 三第七号 の規定に より読み替 えて適用 する場合 を含む。 ）及び
第 二百十五 条の五」と する。

当分の間 、普通交付 金の交付 に係る第 二百十条 の十二第一 項の規定 の適用に ついては 、同項中 「額に」と あるのは 「額並び に道路交 通法

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

二項 及び第七 条の三第 二項」と する。

し、ゴ ルフ場利用 税交付金 にあつて は同法第 十四条第 一項」と、 「同条第 三項」と あるのは 「同条第三 項並びに 同法附則 第六条の 三、第七条 の二第

十 四条第一 項」と、 「ゴルフ場 利用税交 付金にあ つては同 項」とあ るのは「同 法附則第 七条の三 第二項に 規定する百 分の二十 五の率を 百分の十 五と

金にあ つては同 条第一項 」とある のは「同法 附則第七 条の二第 二項に規 定する百 分の二十五 の率を百 分の十五 とし、利 子割交付金 にあつて は同法第

（昭和三 十五年法律 第百五号 ）附則第 十六条第 一項の規定 により特 別区に交 付するも のとされ る交通安全 対策特別 交付金の 額に」と 、「利子割 交付

第七 条の四

○
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後】（抄 ）
（ 研修）
教 育公務員 は、その職 責を遂行 するため に、絶え ず研究と修 養に努め なければ ならない 。

教育公 務員の任命 権者は、 教育公務 員（公立 の小学校等 の校長及 び教員（ 臨時的に 任用された 者その他 の政令で 定める者 を除く。以 下この章 にお

第二十 一条
２

いて同じ 。）を除 く。）の 研修につ いて、それ に要する 施設、研 修を奨励 するための 方途その 他研修に 関する計 画を樹立し 、その実 施に努め なけれ
ばな らない。
（初任 者研修）

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

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。

理を 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 。

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

）の 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。

、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。

第 二十三条

２
３
（ 中堅教諭 等資質向上 研修）

公立 の小学校 等の教諭 等（臨時的 に任用さ れた者そ の他の政 令で定める 者を除く 。以下こ の項にお いて同じ 。）の任命 権者は、 当該教諭

任命権 者は、中 堅教諭等資 質向上研 修を実施 するに当 たり、中 堅教諭等資 質向上研 修を受け る者の能 力、適性等 について 評価を行 い、その 結果に

に関す る研修（ 以下「中 堅教諭等 資質向上研 修」とい う。）を 実施しな ければな らない。

的な実施 において中 核的な役 割を果た すことが 期待される 中堅教諭 等として の職務を 遂行する 上で必要と される資 質の向上 を図るた めに必要な 事項

等に 対して、 個々の能 力、適性等 に応じて 、公立の 小学校等 における教 育に関し 相当の経 験を有し 、その教 育活動その 他の学校 運営の円 滑かつ効 果

第二十四 条

２

基づき 、当該者ご とに中堅 教諭等資 質向上研 修に関す る計画書を 作成しな ければな らない。

公立の小学 校等の主 幹教諭、 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 教諭又は 講師（以下 「主幹教 諭

（大学院 修学休業 の許可及 びその要件 等）
第二 十六条

等」という 。）で次 の各号の いずれに も該当する ものは、 任命権者 の許可を 受けて、三 年を超え ない範囲 内で年を 単位として 定める期 間、大学 （短
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２

期大学を 除く。） の大学院の 課程若し くは専攻 科の課程 又はこれ らの課程に 相当する 外国の大 学の課程 （次項及び 第二十八 条第二項 において 「大学

条件付採 用期間中 の者、臨 時的に任用 された者 、初任者 研修を受 けている 者その他政 令で定め る者でな いこと。

定める 最低在職年 数を満た している こと。

取得し ようとす る専修免許 状に係る 基礎とな る免許状 について、 教育職員 免許法別 表第三、 別表第五 、別表第六 、別表第 六の二又 は別表第 七に

うとす る場合に は有する ことを必 要とされる ものをい う。次号 において 同じ。）を 有してい ること。

状又は栄 養教諭の一 種免許状 であつて 、同法別 表第三、別 表第五、 別表第六 、別表第 六の二又は 別表第七 の規定に より専修 免許状の 授与を受け よ

取得しよ うとする 専修免許状 に係る基 礎となる 免許状（ 教育職員免 許法に規 定する教 諭の一種 免許状若し くは特別 免許状、 養護教諭 の一種免 許

の取得を 目的とし ているこ と。

同 法に規定 する養護教 諭の専修 免許状、 栄養の指 導及び管理 をつかさ どる主幹 教諭又は 栄養教諭に あつては 同法に規 定する栄 養教諭の専 修免許状

にあつ ては教育 職員免許 法（昭和二 十四年法 律第百四 十七号） に規定する 教諭の専 修免許状 、養護を つかさどる 主幹教諭 又は養護 教諭にあ つては

主幹教 諭（養護 又は栄養 の指導及 び管理をつ 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

院の 課程等」と いう。） に在学し てその課 程を履修 するための 休業（以 下「大学 院修学休 業」という 。）をす ることが できる。
一

二

三
四

大学 院修学休 業の許可を 受けよう とする主 幹教諭等 は、取得 しようとす る専修免 許状の種 類、在学 しようとす る大学院 の課程等 及び大学 院修学休

則

業を しようとす る期間を 明らかに して、任 命権者に 対し、その 許可を申 請するも のとする 。
附

幼稚園、 特別支援 学校の幼 稚部及び幼 保連携型 認定こど も園（以 下この条に おいて「 幼稚園等 」という 。）の教 諭等の任命 権者につ いては、

（ 幼稚園等 の教諭等に 対する初 任者研修 等の特例 ）
第五条

当分 の間、第 二十三条 第一項の規 定は、適 用しない 。この場 合において 、幼稚園 等の教諭 等の任命 権者（指 定都市以外 の市町村 の設置す る幼稚園 及

び特別支 援学校の幼 稚部の教 諭等につ いては当 該市町村を 包括する 都道府県 の教育委 員会、当 該市町村の 設置する 幼保連携 型認定こ ども園の教 諭等

につい ては当該 市町村を 包括する 都道府県の 知事）は 、採用の 日から起 算して一 年に満たな い幼稚園 等の教諭 等（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、幼稚 園等の教 諭又は保 育教諭の 職務の遂行 に必要な 事項に関 する研修 を実施しな ければな らない。

市 （指定都市 を除く。 ）町村の 教育委員 会及び長 は、その所 管に属す る幼稚園 等の教諭 等に対して 都道府県 の教育委 員会及び 知事が行う 前項後段
第十 二条第一 項の規定 は、当分の 間、幼稚 園等の教 諭等につ いては、適 用しない 。

２
３

教育公 務員特例 法施行令 （昭和二 十四年政令 第六号） （抄）

の研 修に協力 しなけれ ばならな い。

〇
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（法 第二十一条 第二項の 政令で定 める者）
臨 時的に任 用された 者

法 第二十一 条第二項 の政令で 定める者は 、次に掲 げる者と する。

一

地方公 務員法（昭 和二十五 年法律第 二百六十 一号）第二 十六条の 六第七項 、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

第 二条
二

六条第一 項若しく は第十八 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）第三 条第一項 若し
くは 第二項、 第四条若 しくは第五 条の規定 により任 期を定め て採用され た者
（初任 者研修の 対象から 除く者）
臨 時的に任用 された者

法 第二十三 条第一項の 政令で定 める者は 、次に掲 げる者とす る。

一

教諭、助 教諭、保 育教諭、 助保育教諭 又は講師 （常時勤 務の者及 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

第 三条
二

限る。第 七条各号 及び附則第 三項にお いて同じ 。）（附 則第二項 第二号にお いて「教 諭等」と いう。） として国立 学校（学 校教育法 第二条第 二項

に規 定する国立 学校及び 国立大学 法人法（ 平成十五 年法律第百 十二号） 第二条第 一項に規 定する国立 大学法人 の設置す る幼保連 携型認定こ ども園

（ 就学前の 子どもに 関する教 育、保育 等の総合的 な提供の 推進に関 する法律 （平成十八 年法律第 七十七号 ）第二条 第七項に規 定する幼 保連携型 認

定こど も園をい う。以下 同じ。）を いう。以 下同じ。 ）、公立 学校（法第 二条第一 項に規定 する公立 学校をいう 。以下同 じ。）（ 地方独立 行政法

人 法（平成 十五年法律 第百十八 号）第六 十八条第 一項に規定 する公立 大学法人 の設置す る学校（学 校教育法 第一条に 規定する 学校及び 幼保連携型

認定こど も園をい う。以下 同じ。） を含む。附 則第二項 第二号に おいて同 じ。）又は 私立の学 校である 小学校等 （法第十 二条第一項 に規定す る小

学校 等をいう 。附則第 二項第二号 において 同じ。） において 引き続き一 年を超え る期間を 勤務した ことがあ る者で、任 命権者（ 地方自治 法（昭和

二十二年 法律第六十 七号）第 二百五十 二条の二 十二第一項 の中核市 （以下「 中核市」 という。 ）の地方教 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（以 下「県費負 担教職員 」という 。）につ いては当該 中核市の 教育委

員 会、市（ 中核市を 除く。以下 この号に おいて同 じ。）町 村が設置 する中等教 育学校（ 後期課程 に学校教 育法第四条 第一項に 規定する 定時制の 課

程のみ を置くもの を除く。 ）の県費 負担教職 員につい ては当該市 町村の教 育委員会 。次条第 二号及び第 四号にお いて同じ 。）が教 諭又は保育 教諭
三

地方公務 員法第二十 六条の六 第七項、 地方公務 員の育児休 業等に関 する法律 第六条第 一項若しく は第十八 条第一項 又は地方 公共団体の 一般職の

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 三項に規定 する特別 免許状を 有する者

の職 務の遂行 に必要な 事項につ いての知 識又は経験 の程度を 勘案し、 法第二十 三条第一項 の初任者 研修を実 施する必 要がないと 認めるも の
四

任期付職員 の採用に 関する法 律第三条 第一項若し くは第二 項、第四 条若しく は第五条の 規定によ り任期を 定めて採 用された者
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（中 堅教諭等資 質向上研 修の対象 から除く 者）
法 第二十四 条第一項 の政令で 定める者は 、次に掲 げる者と する。
臨 時的に任 用された 者

第 四条
一

他の任 命権者が実 施する法 第二十四 条第一項 の中堅教諭 等資質向 上研修（ 以下「中 堅教諭等資 質向上研 修」とい う。）を 受けた者で 、任命権 者

指 導主事、 社会教育 主事その 他教育委員 会の事務 局（地方 教育行政 の組織及び 運営に関 する法律 第二十三 条第一項 の条例の定 めるとこ ろにより

任期付職 員の採用に 関する法 律第三条 第一項若 しくは第二 項、第四 条若しく は第五条 の規定によ り任期を 定めて採 用された 者

地方公務 員法第二 十六条の六 第七項、 地方公務 員の育児 休業等に関 する法律 第六条第 一項若し くは第十八 条第一項 又は地方 公共団体 の一般職 の

が当該者 の能力、 適性等を 勘案して 中堅教諭等 資質向上 研修を実 施する必 要がないと 認めるも の

二
三
四

そ の長が同 項第一号 に掲げる事 務を管理 し、及び 執行する こととされ た地方公 共団体に あつては 、当該事 務を分掌す る内部部 局を含む 。）にお い

て学校 教育又は社 会教育に 関する事 務に従事 した経験を 有する者 で、任命 権者が当 該者の経 験の程度を 勘案して 中堅教諭 等資質向 上研修を実 施す
る必 要がない と認める もの
（大 学院修学休 業をする ことがで きない者 ）
指 導改善研 修を命ぜ られている 者

法 第二十六 条第一項 第四号の 政令で定め る者は、 次に掲げ る者とす る。

一

許可を 受けようと する大学 院修学休 業の期間 の満了の日 （以下こ の条にお いて「休 業期間満了 日」とい う。）の 前日まで の間又は 休業期間満 了

三

地方 公務員法第 二十八条 の四第一 項若しく は第二十八 条の五第 一項（地 方教育行 政の組織 及び運営に 関する法 律第四十 七条第一 項の規定に より

地方公務 員法第二 十八条の三 の規定に より定年 退職日の 翌日以降引 き続き勤 務してい る者

則

一

教諭等 として国 立学校、 公立学校 又は私立の 学校であ る小学校 等におい て引き続き 一年を超 える期間 を勤務し たことがあ る者で、 法附則第 五条

臨時的に 任用された 者

法附 則第五条 第一項の 政令で定め る者は、 次に掲げ る者とす る。

（法 附則第五 条第一項 の政令で 定める者 ）

附

読み替 えて適用 する場合 を含む。 ）又は第二 十八条の 六第一項 若しくは 第二項の 規定により 採用され た者

四

日から起 算して一 年以内に 定年退職 日（地方公 務員法第 二十八条 の二第一 項に規定す る定年退 職日をい う。次号 において 同じ。）が 到来する 者

二

第 六条

２
二
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３

○

三

第一項後 段の研修 を実施すべ き任命権 者又は都 道府県の 教育委員 会若しくは 知事が教 諭又は保 育教諭の 職務の遂行 に必要な 事項につ いての知 識又
は経 験の程度を 勘案し、 当該研修 を実施す る必要が ないと認め るもの

地方公 務員法第 二十六条 の六第七 項、地方公 務員の育 児休業等 に関する 法律第六条 第一項若 しくは第 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 る法律第三 条第一項 若しくは 第二項、 第四条若し くは第五 条の規定 により任 期を定めて 採用され た者
（幼稚園 等の教諭 等に対す る中堅教 諭等資質向 上研修の 特例）

第四条第 二号及び 第四号の規 定の適用 について は、当分 の間、地方 自治法第 二百五十 二条の十 九第一項の 指定都市 （以下こ の項にお いて「指 定都

市」とい う。）以外 の市町村 の設置す る幼稚園 の教諭、助 教諭及び 講師（以 下この項 において「 教諭等」 という。 ）の任命 権者は、 当該市町村 を包

括する 都道府県 の教育委 員会とし 、中核市の 設置する 特別支援 学校の幼 稚部の教諭 等の任命 権者は、 当該中核 市を包括 する都道府 県の教育 委員会と

し 、指定都 市以外の 市町村の設 置する幼 保連携型 認定こど も園の保育 教諭、助 保育教諭 及び講師 の任命権 者は、当該 市町村を 包括する 都道府県 の知
事とす る。

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）

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
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する。
第 四十七条 の四

教 育委員会 は、教育 委員会規則 で定める ところに より、そ の所管に属 する学校 のうちそ の指定す る二以上の 学校に係 る事務（ 学校教

育法第 三十七条 第十四項 （同法第二 十八条、 第四十九 条、第四 十九条の八 、第六十 二条、第 七十条第 一項及び第 八十二条 において 準用する 場合を含

む 。）の規 定により事 務職員が つかさど る事務そ の他の事務 であつて 共同処理 すること が当該事務 の効果的 な処理に 資するも のとして政 令で定め る

ものに限 る。）を 当該学校 の事務職 員が共同処 理するた めの組織 として、 当該指定す る二以上 の学校の うちいず れか一の学 校に、共 同学校事 務室を
２
室 長は、共 同学校事 務室の室 務をつかさ どる。

共同 学校事務室 に、室長 及び所要 の職員を 置く。

置く ことがで きる。
３

共同学 校事務室 の室長及び 職員は、 第一項の 規定によ る指定を受 けた学校 であつて 、当該共 同学校事 務室がその 事務を共 同処理す る学校の 事務職

前三 項に定め るもののほ か、共同 学校事務 室の室長 及び職員 に関し必要 な事項は 、政令で 定める。

つて 室長に充 てること ができる 。

員をも つて充てる 。ただし 、当該事 務職員を もつて室長 に充てる ことが困 難である ときその 他特別の事 情がある ときは、 当該事務 職員以外の 者をも

４

５

教 育委員会 は、教育 委員会規則 で定める ところに より、そ の所管に属 する学校 ごとに、 当該学校 の運営及び 当該運営 への必要 な支援

学校 運営協議 会の委員 は、次に 掲げる者に ついて、 教育委員 会が任命 する。

要 がある場 合として文 部科学省 令で定め る場合に は、二以上 の学校に ついて一 の学校運 営協議会を 置くこと ができる 。

に関し て協議す る機関と して、学校 運営協議 会を置く ように努 めなければ ならない 。ただし 、二以上 の学校の運 営に関し 相互に密 接な連携 を図る必

第 四十七条 の五

２

対象学校 （当該学 校運営協議 会が、そ の運営及 び当該運 営への必要 な支援に 関して協 議する学 校をいう 。以下この 条におい て同じ。 ）の所在 す
対 象学校に 在籍する 生徒、児 童又は幼児 の保護者

一
二

社会教 育法（昭 和二十四年 法律第二 百七号） 第九条の 七第一項 に規定する 地域学校 協働活動 推進員そ の他の対象 学校の運 営に資す る活動を 行う

る地域の 住民
三
者
対象 学校の校 長は、前 項の委員の 任命に関 する意見 を教育委 員会に申し 出ること ができる 。

その他当 該教育委 員会が必 要と認め る者

３

対象学校 の校長は、 当該対象 学校の運 営に関し て、教育課 程の編成 その他教 育委員会 規則で定め る事項に ついて基 本的な方 針を作成し 、当該対 象

四
４

学校の学校 運営協議 会の承認 を得なけ ればならな い。
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５

６
７

学校 運営協議 会は、前項 に規定す る基本的 な方針に 基づく対 象学校の運 営及び当 該運営へ の必要な 支援に関し 、対象学 校の所在 する地域 の住民、

対象 学校に在籍 する生徒 、児童又 は幼児の 保護者そ の他の関係 者の理解 を深める とともに 、対象学校 とこれら の者との 連携及び 協力の推進 に資する

た め、対象 学校の運 営及び当 該運営へ の必要な支 援に関す る協議の 結果に関 する情報を 積極的に 提供する よう努め るものとす る。

学 校運営協 議会は、 対象学校の 運営に関 する事項 （次項に 規定する事 項を除く 。）につ いて、教 育委員会又 は校長に 対して、 意見を述 べることが
で きる。

学校 運営協議 会は、対 象学校の 職員の採用 その他の 任用に関 して教育 委員会規則 で定める 事項につ いて、当 該職員の任 命権者に 対して意 見を述べ

るこ とができ る。この 場合におい て、当該 職員が県 費負担教 職員（第五 十五条第 一項又は 第六十一 条第一項の 規定によ り市町村 委員会が その任用 に

対 象学校の 職員の任 命権者は 、当該職員 の任用に 当たつて は、前項 の規定によ り述べら れた意見 を尊重す るものと する。

関する事 務を行う職 員を除く 。）であ るときは 、市町村委 員会を経 由するも のとする 。
８

教育委 員会は、 学校運営協 議会の運 営が適正 を欠くこ とにより、 対象学校 の運営に 現に支障 が生じ、 又は生ずる おそれが あると認 められる 場合に

地方教 育行政の 組織及び 運営に関 する法律施 行令（昭 和三十一 年政令第 二百二十一 号）（抄 ）

会規則で 定める。

学校 運営協議 会の委員 の任免の 手続及び任 期、学校 運営協議 会の議事 の手続そ の他学校運 営協議会 の運営に 関し必要 な事項につ いては、 教育委員

おいて は、当該学 校運営協 議会の適 正な運営 を確保する ために必 要な措置 を講じな ければな らない。

９

○

法第四十 七条第一 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（昭 和二十五 年法律第 二百六十 一号）の規 定を適用 する場合

（ 地方公務 員法の技術 的読替え ）
第七条

第五条 第一項及 び第十四 条

規定

人事委員 会（競争 試験等を 行う公

地 方公共団体

読み替 えられる 字句

都道府県の 人事委員 会

都道 府県及び 市町村

読み替え る字句

にお いては、 同法中次 の表の上欄 に掲げる 規定の中 欄に掲げ る字句は、 それぞれ 当該下欄 に掲げる 字句とす る。

第 十七条第 二項

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
第十 七条の二 第一項

人事委 員会規則（ 競争試験 等を行

人 事委員会 を置く地 方公共団体

任命権者 の属する地 方公共団 体の人事 委員会規 則

任命 権者の属 する地方 公共団体に 人事委員 会が置か れている 場合

において は、人事 委員会
第十七条の 二第一項 ただし書
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10

第十七 条の二第 二項
第十七条 の二第三 項

う公平委 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。）
人事 委員会を 置かない 地方公共 団
人事 委員会（人 事委員会 を置かな

に人事 委員会が 置かれて いない場合

任命権 者の属する 地方公共 団体の人 事委員会 （任命権者 の属する 地方公共 団体

任命権 者の属す る地方公 共団体に 人事委員会 が置かれ ていない 場合

い地 方公共団 体
採用試験

体

人事委 員会を置 く地方公共 団体に

第二十 一条第三項
人事委員 会は

人事委員会 規則

人事 委員会

人 事委員会 は

任命 権者の属 する地方 公共団体の 人事委員 会規則

任 命権者の 属する地 方公共団 体の人事委 員会は

任 命権者の 属する地方 公共団体 の人事委 員会規則

任命権 者の属す る地方公 共団体の人 事委員会

任命 権者の属 する地方 公共団体の 人事委員 会は

第二十一 条第一項

第二 十一条第 四項
人 事委員会 規則

任命権者 の属する地 方公共団 体の人事 委員会規 則

おける 採用試験

第二 十一条第五 項
人事委 員会規則

第二 十二条第 二項

第二十一 条の四第 二項

人事委員 会

人事委 員会の

人事委員 会規則

人 事委員会 を置く地 方公共団 体

人事 委員会は

任命権 者の属す る地方公 共団体に人 事委員会 が置かれ ていない 場合

任命権者の 属する地 方公共団 体の人事 委員会

任命権者 の属する 地方公共 団体の人 事委員会 の

任 命権者の 属する地方 公共団体 の人事委 員会規則

任命 権者の属 する地方 公共団体 に人事委 員会が置か れている 場合

任命権 者の属する 地方公共 団体の人 事委員会 は

任命権者 の属する 地方公共 団体に人事 委員会が 置かれて いない場 合

第 二十一条 の四第一 項

人事委 員会を置 かない地 方公共団

第 二十二条 第三項及 び第四項

人事 委員会を 置かない 地方公共団

体

第二十 二条第五項
第二十三 条の二第 二項

任 命権者が 地方公共 団体の長及 び

任命権 者

都道 府県教育 委員会

都道府県 教育委員 会

体
第二 十三条の 二第三項

議会の議長 以外の者 であると き
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第二 十三条の四
第二十 六条
任命 権者

地 方公共団 体の議会及 び長

人事 委員会

任 命権者

人 事委員会

地方公共 団体の長 に

任命権 者（地方自 治法第二 百五十二 条の二十 二第一項の 中核市の 地方教育 行政

都道 府県の議 会及び知事

都道府 県の人事 委員会

都 道府県教育 委員会

都道 府県の人 事委員会

都 道府県知 事に

第四十 六条

第 三十九条 第四項
人事委員会

人事 委員会

人事委員 会

任命権者 の属する 地方公共 団体の人 事委員会

任 命権者の 属する地方 公共団体 の人事委 員会

任命権 者の属す る地方公 共団体の人 事委員会

任 命権者の 属する地 方公共団 体の人事 委員会

第三十九 条第二項

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 員に係る ものにあ つては、当 該中核市 の教育委 員

第四 十九条第 四項
人事委 員会

任命 権者の属 する地方 公共団体の 人事委員 会

会。第 四項にお いて同じ 。）

第四十九 条の二第 一項
人 事委員会

都道府県 知事

第五 十一条の二
地方公 共団体の 長

都 道府県知 事

都道府県 教育委員会

地方公共 団体の長

任命権 者の属する 地方公共 団体の人 事委員会 規則

任命権 者

第 五十八条 の三第二項

人事 委員会規則

第 五十八条 の三第一 項

附則第二 十項

法 第四十七 条の五第 一項の政令 で定める 事務は、 次に掲げ るものと する。

（法第四 十七条の五 第一項の 政令で定 める事務 ）
第七条 の二

当該共 同学校事 務室がその 事務を共 同処理す る学校（ 以下「対 象学校」と いう。） において 使用する 教材、教具 その他の 備品の共 同購入に 関す
対象学校 の教職員 の給与及 び旅費の 支給に関す る事務

一
二

前二 号に掲げ るものの ほか、対象 学校の運 営の状況 又は当該 対象学校の 所在する 地域の状 況に照ら して、共同 学校事務 室におい て共同処 理する

る事務
三

こと が当該事 務の効果的 な処理に 資するも のとして 教育委員会 規則で定 める事務
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（共同学 校事務室 の室長及び 職員）

市 町村の教 育委員会 は、法第 四十七条 の五第四項 の規定に より共同 学校事務 室の室長及 び職員に 対象学校 の事務職 員をもつて 充てよう と

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

て、当 該事務職 員以外の 者をもつて 室長に充 てるとき も、同様 とする。

す る場合に おいて、 当該事務 職員が県 費負担教職 員である ときは、 その任命 権者の同意 を得なけ ればなら ない。同 項ただし書 に規定す る場合に おい

第七 条の三

○
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

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 法律施行 令（昭和三 十三年政 令第二百 二号）（ 抄）

きる。

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

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

○

法第十七 条第一項 の規定に より教職員 の数を校 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、

（ 教職員定 数の短時間 勤務の職 を占める 者等の数 への換算の 方法）
第九条

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

の職を占 める者（以 下この項 において 「短時間 勤務職員 」という。 ）の数に 換算する 場合にお いては、公 立の小学 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（共同 調理場を 含む。）の 教職員の 数に係る 場合にあ つては校長 、教頭及 び教諭等 、養護教 諭等（法第 八条に規 定する養

護 教諭等を いう。以 下この項 において同 じ。）、 栄養教諭 等又は事 務職員の別 、公立の 特別支援 学校の小 学部及び中 学部の教 職員の数 に係る場 合に

あつて は校長、 教頭及び教 諭等、養 護教諭等 、栄養教 諭等、寄宿 舎指導員 又は事務 職員の別 ごとに、第 一号に掲 げる数が 第二号に 掲げる数と 等しく
な る場合にお ける当該 条件を満 たす短時 間勤務職員 の数に換 算するも のとする 。
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２

二

一

短時間勤務 職員の一 週間当た りの通常 の勤務時 間数（以下 この条に おいて「 週当たり 勤務時間数 」という 。）によ る区分ご とに当該週 当たり勤

換算 しようと する教職員 の数

務 時間数に 当該区分 に係る短 時間勤務 職員の数を 乗じて得 た数の合 計数を四 十で除して 得た数（ 一未満の 端数を生 じた場合に あつては 、小数点 以

下第一 位の数字 が五以上 であるとき は一に切 り上げ、 四以下で あるときは 切り捨て る。次項 において 同じ。）

法第十 七条第二項 の規定に より教頭 及び教諭 等の数を同 項に規定 する非常 勤の講師 （以下この 項におい て単に「 非常勤の 講師」とい う。）の 数に

換算する 場合にお いては、 公立の小 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 課程の教 頭及び教 諭等又は公 立の特別 支援学校 の小学

部及 び中学部 の教頭及 び教諭等ご とに、第 一号に掲 げる数が 第二号に掲 げる数と 等しくな る場合に おける当該 条件を満 たす非常 勤の講師 の数に換 算
一

非常勤 の講師の 週当たり勤 務時間数 による区 分ごとに 当該週当た り勤務時 間数に当 該区分に 係る非常 勤の講師の 数を乗じ て得た数 の合計数 を四

換 算しよう とする教 頭及び教 諭等の数

するもの とする。
二
十で除 して得た数

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）第四 十七条の 四第一項 に規定す る非常勤の 講師その 他の教育 公務

法第十 七条第二 項の政令 で定める 非常勤の 講師は、次 に掲げる ものとす る。

（法第十 七条第二 項の政令で 定める非 常勤の講 師）
一
二
三

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

前二号に 掲げるも ののほか、 その配置 の目的等 を考慮し て文部科学 大臣が定 める非常 勤の講師

ける教職 員の配置 の適正化 を図るこ とを目的と しないも の

前号に 掲げるもの のほか、 市（指定 都市を除 く。）町村 における 学校教育 の振興を 目的として 配置され る非常勤 の講師の うち当該 都道府県に お

員特例 法第二十 三条第一 項の初任者 研修を実 施するた めに配置 される非常 勤の講師

第十 条

○

る法 律（平成 二十九年 法律第二十 九号）に よる改正 後】（抄 ）

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

（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 二十三条

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、

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
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２

〇

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。

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。

） 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。

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 律施行令 （昭和三十 七年政令 第二百十 五号）（ 抄）

法第二 十三条第 一項の規 定により教 職員の数 を校長、 副校長、 教頭、主幹 教諭、指 導教諭、 教諭、養 護教諭、 助教諭、養 護助教諭 、講師、 実

（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 の方法）

二

一

法第二十 三条第二 項の規定に より教諭 等の数を 同項に規 定する非常 勤の講師 （以下こ の項にお いて単に 「非常勤の 講師」と いう。） の数に換 算す

下第一位 の数字が 五以上で あるとき は一に切り 上げ、四 以下であ るときは 切り捨てる 。次項に おいて同 じ。）

務 時間数に 当該区分に 係る短時 間勤務職 員の数を 乗じて得た 数の合計 数を四十 で除して 得た数（一 未満の端 数を生じ た場合に あつては 、小数点以

短 時間勤務 職員の一 週間当たり の通常の 勤務時間 数（以下 この条にお いて「週 当たり勤 務時間数 」という。 ）による 区分ごと に当該週 当たり勤

換算し ようとす る教職員 の数

に掲 げる数と等 しくなる 場合にお ける当該 条件を満 たす短時間 勤務職員 の数に換 算するも のとする。

等部の教 職員の数 に係る場合 にあつて は校長、 教諭等、 養護教諭 等、実習助 手、寄宿 舎指導員 又は事務 職員の別ご とに、第 一号に掲 げる数が 第二号

教諭 等、養護 教諭等（ 法第十条 に規定する 養護教諭 等をいう 。以下こ の項にお いて同じ。 ）、実習 助手又は 事務職員 の別、公立 の特別支 援学校の 高

者（以 下この項に おいて「 短時間勤 務職員」 という。） の数に換 算する場 合におい ては、公 立の高等学 校の教職 員の数に 係る場合 にあつては 校長、

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 定する短 時間勤務 の職を占 める

第三条

２

る場合に おいては、 公立の高 等学校の 教諭等又 は公立の特 別支援学 校の高等 部の教諭 等ごとに 、第一号に 掲げる数 が第二号 に掲げる 数と等しく なる
一

非 常勤の講師 の週当た り勤務時 間数によ る区分ご とに当該週 当たり勤 務時間数 に当該区 分に係る非 常勤の講 師の数を 乗じて得 た数の合計 数を四

換算し ようとす る教諭等の 数

場合に おける当 該条件を 満たす非 常勤の講師 の数に換 算するも のとする 。
二

十で 除して得 た数

法 第二十三 条第二項 の政令で 定める非常 勤の講師 は、次に 掲げるも のとする。

（法 第二十三 条第二項の 政令で定 める非常 勤の講師 ）
第四条
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〇

一
二

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 四十七条 の四第一 項に規定す る非常勤 の講師そ の他の教 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 ために配置 される非 常勤の講 師
前号に 掲げるも ののほか 、その配 置の目的等 を考慮し て文部科 学大臣が 定める非常 勤の講師
災害対 策基本法施 行令（昭 和三十七 年政令第 二百八十八 号）（抄 ）

法第三十 一条の規 定により 指定行政 機関、指定 地方行政 機関又は 指定公共 機関から派 遣される 職員（以 下この条 及び次条 において「 派遣職

（派 遣職員の 身分等）
第十七条

派遣職 員は、派 遣を受けた 都道府県 又は市町 村の職員 の定数の外 に置くも のとする 。

員」と いう。） は、派遣 を受けた 都道府県又 は市町村 の職員の 身分を併 せ有するこ ととなる ものとす る。
２

派 遣職員の任 用につい ては、地 方公務員 法（昭和二 十五年法 律第二百 六十一号 ）第十七 条の二第一 項及び第 二項並び に第十八 条から第二 十二条ま

派遣 職員に対す る国家公 務員法第 八十二条 第一項第一 号の規定 の適用に ついては 、同号中 「この法律 若しくは 国家公務 員倫理法 又はこれら の法律

国又 は指定公 共機関の 職員として の職務と みなす。

律第百六 十五号） 第四十二 条第一号 及び第四十 六条第一 項第一号 の規定の 適用につい ては、派 遣を受け た都道府 県又は市 町村の職員 としての 職務を

派遣職 員に対する 国家公務 員法（昭 和二十二 年法律第百 二十号） 第七十八 条第一号 及び第八十 二条第一 項第二号 並びに自 衛隊法（ 昭和二十九 年法

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 ない。

派遣を 受けた都 道府県又 は市町村 の都道府県 知事等又 は市町村 長等は、 地方公務員 法第二十 九条第一 項の規定 にかかわら ず、派遣 職員に対 し懲戒

をそ の意に反し て降任し 、休職し 、又は免 職するこ とができな い。

派遣 を受けた 都道府県又 は市町村 の都道府 県知事等 又は市町 村長等は、 地方公務 員法第二 十八条第 一項又は第 二項の規 定にかか わらず、 派遣職員

での 規定は、 適用しな い。

３
４
５
６

７

に基づ く命令（ 国家公務 員倫理法 第五条第三 項の規定 に基づく 訓令及び 同条第四 項の規定に 基づく規 則を含む 。）」と あるのは「 この法律 若しくは

国 家公務員 倫理法若 しくはこれ らの法律 に基づく 命令（国 家公務員 倫理法第五 条第三項 の規定に 基づく訓 令及び同条 第四項の 規定に基 づく規則 を含

む。） 又は地方公 務員法（ 昭和二十 五年法律 第二百六 十一号）若 しくは同 法第五十 七条に規 定する特例 を定めた 法律若し くはこれ らに基づく 条例、

派遣 を受けた 都道府県 若しくは 市町村の 規則若しく は当該都 道府県若 しくは市 町村の機関 の定める 規程」と し、派遣 職員に対す る自衛隊 法第四十 六

条第一項 第三号の 規定の適 用について は、同号 中「この 法律若し くは自衛隊 員倫理法 （平成十 一年法律 第百三十号 ）又はこ れらの法 律に基づ く命令

」と あるのは 「この法律 若しくは 自衛隊員 倫理法（ 平成十一年 法律第百 三十号） 若しくは これらの法 律に基づ く命令又 は地方公 務員法（昭 和二十五

年法律第二 百六十一 号）若し くは同法 第五十七条 に規定す る特例を 定めた法 律若しくは これらに 基づく条 例、派遣 を受けた都 道府県若 しくは市 町村
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８

〇

の規則若 しくは当 該都道府県 若しくは 市町村の 機関の定 める規程 」とする。

派遣職員は 、派遣の 期間が終 了したと き、又は 派遣をした 指定行政 機関、指 定地方行 政機関若し くは指定 公共機関 の職員の 身分を失つ たときは 、
同 時に派遣 を受けた 都道府県 又は市町 村の職員の 身分を失 うものと する。
大規模 災害からの 復興に関 する法律 施行令（ 平成二十五 年政令第 二百三十 七号）（ 抄）

法第五 十五条の 規定によ り関係行 政機関から 派遣され る職員（ 以下「派 遣職員」と いう。） は、派遣 を受けた 都道府県 又は市町村 の職員

（派 遣職員の 身分等）
第四十一 条

派遣職 員は、派 遣を受けた 都道府県 又は市町 村の職員 の定数の外 に置くも のとする 。

の身分 を併せ有 すること となるも のとする。
２

派 遣職員の任 用につい ては、地 方公務員 法（昭和二 十五年法 律第二百 六十一号 ）第十七 条の二第一 項及び第 二項並び に第十八 条から第二 十二条ま

派遣 職員に対す る国家公 務員法第 八十二条 第一項第一 号の規定 の適用に ついては 、同号中 「この法律 若しくは 国家公務 員倫理法 又はこれら の法律

国の 職員とし ての職務 とみなす。

律第百六 十五号） 第四十二 条第一号 及び第四十 六条第一 項第一号 の規定の 適用につい ては、派 遣を受け た都道府 県又は市 町村の職員 としての 職務を

派遣職 員に対する 国家公務 員法（昭 和二十二 年法律第百 二十号） 第七十八 条第一号 及び第八十 二条第一 項第二号 並びに自 衛隊法（ 昭和二十九 年法

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 ない。

派遣を 受けた都 道府県又 は市町村 の都道府県 知事等又 は市町村 長等は、 地方公務員 法第二十 九条第一 項の規定 にかかわら ず、派遣 職員に対 し懲戒

をそ の意に反し て降任し 、休職し 、又は免 職するこ とができな い。

派遣 を受けた 都道府県又 は市町村 の都道府 県知事等 又は市町 村長等は、 地方公務 員法第二 十八条第 一項又は第 二項の規 定にかか わらず、 派遣職員

での 規定は、 適用しな い。

３
４
５
６

７

に基づ く命令（ 国家公務 員倫理法 第五条第三 項の規定 に基づく 訓令及び 同条第四 項の規定に 基づく規 則を含む 。）」と あるのは「 この法律 若しくは

国 家公務員 倫理法若 しくはこれ らの法律 に基づく 命令（国 家公務員 倫理法第五 条第三項 の規定に 基づく訓 令及び同条 第四項の 規定に基 づく規則 を含

む。） 又は地方公 務員法（ 昭和二十 五年法律 第二百六 十一号）若 しくは同 法第五十 七条に規 定する特例 を定めた 法律若し くはこれ らに基づく 条例、

大規 模災害か らの復興 に関する 法律（平 成二十五年 法律第五 十五号） 第五十五 条の規定に よる派遣 を受けた 都道府県 若しくは市 町村の規 則若しく は

当該都道 府県若し くは市町 村の機関の 定める規 程」とし 、派遣職 員に対する 自衛隊法 第四十六 条第一項 第三号の規 定の適用 について は、同号 中「こ

の法 律若しく は自衛隊員 倫理法（ 平成十一 年法律第 百三十号） 又はこれ らの法律 に基づく 命令」とあ るのは「 この法律 若しくは 自衛隊員倫 理法（平

成十一年法 律第百三 十号）若 しくはこ れらの法律 に基づく 命令又は 地方公務 員法（昭和 二十五年 法律第二 百六十一 号）若しく は同法第 五十七条 に規
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８

〇

定する特 例を定め た法律若し くはこれ らに基づ く条例、 大規模災 害からの復 興に関す る法律（ 平成二十 五年法律第 五十五号 ）第五十 五条の規 定によ

る派 遣を受けた 都道府県 若しくは 市町村の 規則若し くは当該都 道府県若 しくは市 町村の機 関の定める 規程」と する。

派遣職 員は、派 遣の期間 が終了し たとき、又 は派遣を した関係 行政機関 若しくは関 係地方行 政機関の 職員の身 分を失った ときは、 同時に派 遣を受
けた都 道府県又 は市町村 の職員の身 分を失う ものとす る。
文部 科学省組 織令（平 成十二年 政令第二百 五十一号 ）（抄）
（総合教 育政策局の 所掌事務 ）
総合教 育政策局 は、次に 掲げる事務 をつかさ どる。
（略）

学校運営協 議会（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） 第四十七 条の六に 規定する 学校運営協 議会を

（略）

市 町村の合 併の特例 に関する法 律（平成 十六年法 律第五十 九号）附則 第二条第 一項ただ し書の規 定によりな おその効 力を有す るものと された市 町

十三 ～三十九

等」とい う。）に 関すること 。

いう 。）その 他の学校 の運営に 関する学校 と地域住 民その他 の関係者 との連携 及び協力に 関する制 度（第三 十条第八 号において 「学校運 営協議会

十二

一 ～十一

第四条

〇

村 の合併の 特例に関す る法律施 行令（平 成十七年 政令第五十 五号）【 地方自治 法施行令 等の一部を 改正する 政令（令 和元年政 令第百五 十六号）に よ
る改正後 】（抄）

地方 自治法施 行令第百 四十二条第 一項及び 第二項、 第百四十 三条、第 百四十五条 から第百 四十八条 まで、第 百五十条、 第百五十 二条（第 一

（地方自 治法施行令 の財務に 関する規 定の準用 ）
第五十 条

項 第一号を 除く。） 、第百五十 四条から 第百五十 八条まで 、第百五 十九条、第 百六十条 、第百六 十一条か ら第百六十 五条の八 まで、第 百六十六 条の

二から 第百六十七 条の十七 まで、第 百六十八 条の六、 第百六十八 条の七第 一項及び 第三項、 第百六十九 条から第 百六十九 条の七ま で、第百七 十条の

二、 第百七十 条の四、 第百七十 条の五第 一項及び第 二項前段 、第百七 十一条か ら第百七十 一条の六 まで、第 百七十一 条の七第一 項及び第 二項並び に

第百七十 二条から 第百七十 三条の三ま での規定 は、合併 特例区の 財務につい て準用す る。この 場合にお いて、これ らの規定 （同令第 百六十九 条の二

第一 号、第百 七十三条及 び第百七 十三条の 三の規定 を除く。） 中「普通 地方公共 団体」と あるのは、 「合併特 例区」と 読み替え るほか、次 の表の上

欄に掲げる 同令の規 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 に読み替 えるもの とする。
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第百 四十五条第 一項

速 やかに合 併特例区 協議会（市 町村の合 併の特例 に関

地方自治 法第二百 三十三条 第五項

合併特 例区協議 会

市 町村の合 併の特例に 関する法 律第四十 五条第四 項

次の会 議におい てこれを議 会

す る法律（ 平成十六 年法律第 五十九号 ）第三十六 条第

一項に 規定する 合併特例 区協議会を いう。以 下同じ。

議会

速や かに合併 特例区協 議会

）

次の会議 においてこ れを議会

市町村の 合併の特例 に関する 法律第四 十七条に おいて

第百四 十五条第 二項
第百四 十六条第二 項

地方自 治法第二 百二十一 条第三項
指定金 融機関若 しくは指定 代理金融 機関又は 収納

施行 令第四十二 条第二項 に規定す る出納取 扱金融機関

出 納取扱金 融機関（ 市町村の合 併の特例 に関する 法律

準用す る地方自 治法第二 百二十一 条第三項

第百 五十二条 第一項、 第四項及 び
第五項
第百 五十五条

代 理金融機 関若しく は収納事 務取扱金 融機関

をいう 。以下同 じ。）又 は収納取扱 金融機関 （同項に

合併 特例区の長 、出納取 扱金融機 関若しく は収納取 扱

規 定する収 納取扱金融 機関をい う。以下 同じ。）
会計管理者 若しくは 指定金融 機関、指 定代理金融

金融機関 （以下こ の条にお いて「合併 特例区の 長等

第 百五十七 条第二項 及び第三項

第百五 十六条第 二項及び 第三項

規則

住民

会計 管理者

会計管理 者等

合併 特例区の 長又は出 納取扱金 融機関若し くは収納 取

合併特例 区規則

合併 特例区の 区域内に 住所を有す る者

合併特例 区の長

合 併特例区 の長等

第百五十 六条第一 項第一号

機関 、収納代 理金融機 関若しくは 収納事務 取扱金

第百五 十八条第一 項

会計管理 者又は指 定金融機 関、指定代 理金融機 関

扱金融機 関

融機関（ 以下この条 において 「会計管 理者等

第百 五十八条 第三項

、収 納代理金 融機関若し くは収納 事務取扱 金融機
関
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第百六 十一条第 三項

第百 六十一条第 一項第十 五号及び

第百五十 八条第四 項

会計管 理者又は 指定金融 機関、指定 代理金融 機関

規則

他の

規則

会 計管理者

扱金 融機関

合 併特例区 の長又は 出納取扱 金融機関 若しくは収 納取

合併特例 区規則

他の 普通地方 公共団体 又は

合 併特例区 規則

合併特 例区の長

会計 管理者

地方自治 法第二百三 十五条

規則

出納 取扱金融 機関

合併特 例区の長

市町 村の合併 の特例に 関する法律 第四十四 条ただし 書

合併特例 区規則

第百 六十四条

三条第八 号

第 十七号
第 百六十二 条第六号及 び第百六 十

、収納代 理金融機関 若しくは 収納事務 取扱金融 機
第 百六十四 条第五号

指定金融 機関又は 指定代理金 融機関

出 納取扱金 融機関

関
第百六 十五条第一 項

指定金 融機関又 は指定代理 金融機関

合併 特例区の長

第百 六十五条第 二項
会 計管理者

指 定金融機 関

職員

指定金 融機関又は 指定代理 金融機関

会計 管理者

会計管 理者

規則

指定 金融機関 又は指定 代理金融機 関

会計管理 者

指 定金融機 関、指定代 理金融機 関

地方自治 法第二百 三十五条

合併特例 区

出納取 扱金融機 関

合併特例 区の長及び 合併特例 区協議会 の構成員

出 納取扱金 融機関

合併特例 区の長

合併特例区 の長

合併特 例区規則

出納取扱 金融機関

合 併特例区の 長

出納取 扱金融機 関

市町 村の合併 の特例に 関する法 律第四十四 条ただし 書

第百六 十五条の 二

第百 六十五条 の四第三 項

市町 村

合併特 例区の長

第 百六十五 条の四第 二項

第百六十 五条の三第 二項

第百六十 五条の四 第五項

会 計管理者

第百六十五 条の五
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第百 六十七条の 二第一項 第一号、

第百六十 五条の六 第三項
規則

指 定金融機 関又は指 定代理金 融機関

合 併特例区 規則

出納取 扱金融機 関

十 六第一項

の七第 一項並び に第百六 十七条の

第 三号及び 第四号、 第百六十 七条

合併 特例区協議 会の同意 を得た合 併特例区 規則で定 め

会計管 理者

合併特例 区の長

承認を 受けなけれ ば、その 効力を生 じない

じ 。）の議 会の議決 を経てする 当該合併 市町村の 長の

第二条 第二項に 規定する 合併市町 村をいう。 以下同

則は、合 併市町村（ 市町村の 合併の特 例に関す る法律

るも のとする 。この場 合において 、当該合 併特例区 規

条例で定め るものと する

第百六十 七条の十 七

第百 六十八条 の六

出納 取扱金融 機関

、地 方独立行 政法人及 び普通地 方公共団体

指定金融 機関

及び地方 独立行政 法人

又は 当該合併特 例区を設 けている 合併市町 村が行う

合 併特例区 の長

第百六 十九条の 二第二号
が行う

合 併特例区 の長

会計管 理者

第百六十 九条の二 第三号

会計管 理者

債権

第百 六十八条の 七第一項

第百 七十条の 五第二項 前段

債 権（地方 自治法第二 百三十一 条の三第 一項に規
定する 歳入に係 る債権を 除く。）
債権 （地方自 治法第二 百三十一 条の三第三 項に規
定する 歳入に係る 債権（以 下「強制 徴収によ り徴
地方自治 法第二百 三十一条 の三第一項 又は前条

債権

前条

収す る債権」 という。 ）を除く 。）
債権（ 強制徴収 により徴収 する債権 を除く。 ）

債権

第百七十 一条
第 百七十一 条の二

第百 七十一条 の五及び第 百七十一
条の六第一 項
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第百七十 三条第一 項

第百七十 三条第一 項第一号

次の

合併特 例区又は 合併市町 村から同 項の損害を 賠償する

責任 （第三項及 び第四項 において 「合併特 例区の長 等

の 損害賠償 責任」と いう。） の原因と なつた行為 を行

つた日 を含む会 計年度に おいて在職 中に支給 され、又

は 支給され るべき同法 第二百三 条の二第 一項又は 第二

百四条第 一項若し くは第二 項の規定 による給与 （扶養

手当 、住居手 当、通勤 手当、単身 赴任手当 又は寒冷 地

手当が支 給されてい る場合に は、これ らの手当 を除

く。） の一会計 年度当た りの額に 相当する額 として総

務 省令で定 める方法 により算定 される額 （次項に おい

て「合 併特例区の 長等の基 準給与年 額」とい う。）に
、次 の

市町 村の合併 の特例に 関する法 律第四十七 条におい て

合 併特例区 の長等」

同項普通 地方公共 団体の長等 （

準用 する地方自 治法第二 百四十三 条の二第 一項合併 特
普通地 方公共団 体の長等 」

それぞ れ次に定 める数を乗 じて得た

例 区の長等 （
当 該各号に 定める

合併 特例区の長

二

地方警務官 （警察法 第五十六 条第一項 に規定する
普

地方 警務官を いう。以 下この項及 び次項各 号にお
いて同じ 。）以外の 普通地方 公共団体 の長等

通地方 公共団体 から地方 自治法第 二百四十三 条の
二 第一項の 損害を賠 償する責任 （以下こ の条にお
いて「 普通地方公 共団体の 長等の損 害賠償責 任」
とい う。）の 原因とな つた行為 を行つた 日を含む
会計年度 において 在職中に 支給され、 又は支給 さ
れる べき同法 第二百三条 の二第一 項又は第 二百四
条第一項若 しくは第 二項の規 定による 給与（扶養
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第百七 十三条第 一項第二 号

第 百七十三 条第二項
第百 七十三条 第三項

手当、住 居手当、 通勤手当、 単身赴任 手当又は 寒
冷地 手当が支給 されてい る場合に は、これ らの手
当 を除く。 ）の一会 計年度当 たりの額 に相当する
額とし て総務省 令で定め る方法によ り算定さ れる
額 （次項第 一号におい て「普通 地方公共 団体の長
等の基準 給与年額 」という 。）に、 次に掲げる 地
方警 務官以外 の普通地 方公共団体 の長等の 区分に
国か ら普通地 方公共団 体の長等の 損

応じ、そ れぞれ次に 定める数 を乗じて 得た額
地方警務 官

害 賠償責任 の原因と なつた行為 を行つた 日を含む
会計年 度において 在職中に 支給され 、又は支 給さ
れる べき一般 職の職員 の給与に 関する法律 （昭和
二十五年 法律第九 十五号）そ の他の法 律による 給
与（ 扶養手当、 住居手当 、通勤手 当、単身 赴任手
当 又は寒冷 地手当が 支給され ている場 合には、こ
れらの 手当を除 く。）の 一会計年度 当たりの 額に
相 当する額 として総務 省令で定 める方法 により算
定される 額（次項 第二号に おいて「 地方警務官 の
基準 給与年額 」という 。）に、次 に掲げる 地方警
務官の区 分に応じ、 それぞれ 次に定め る数を乗 じ
て得た 額
次の 各号に掲 げる普通 地方公共 団体の長等 の区分
に応じ 、当該各号 に定める 額
地方 自治法第二 百四十三 条の二第 一項の条 例

「一部免責 条例

合 併特例区 の職員

一

合併特例 区の長等 の基準給 与年額

市町村の 合併の特例 に関する 法律第四 十七条に おいて

準用する 地方自治 法第二百 四十三条の 二第一項 の合併
特例 区規則

「一 部免責合併 特例区規 則
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２

〇

普通 地方公共団 体におけ る普通地 方公共団 体の長

普通地方 公共団体 の長は

合併特例 区におけ る合併特例 区の長等

合併 特例区の 長は

普通地 方公共団 体の長等 の損害賠償 責任を

合併特 例区の合 併特例区協 議会並び に合併市 町村の議

合 併特例区 の長等の 損害賠償 責任を

等
普 通地方公 共団体の議 会

第百七 十三条第三 項第三号

普通地 方公共団 体の長等 の損害賠 償責任

普通地方 公共団体の 長等

一 部免責条 例

普通地方 公共団体 の長等

普通地方 公共団体の 長等が

普通地 方公共団 体の長等 の損害賠償 責任

合併特 例区規則

合併特例 区の長等の 損害賠償 責任

合併 特例区の 長等

一部免 責合併特 例区規則

合 併特例区 の長等

合併 特例区の 長等が

合 併特例区 の長等の 損害賠償 責任

会及び長

第百 七十三条 第四項

普 通地方公 共団体の 規則

指 定都市の 区域内の 合併特例区

第百 七十三条 第三項第 一号

第百七十 三条の三

都道府 県及び指 定都市

市町 村（指定都 市を除く 。以下こ の表にお いて同じ。

別 表第五第 二号から第 四号まで 及

市町村

都道 府県及び 指定都市

じ。）

市町 村の区域内 の合併特 例区

指定都市 の区域内 の合併特例 区

） の区域内 の合併特 例区

第百七 十三条第 三項第二 号

別表 第五第一号

市 町村（指 定都市を 除く。以 下この表 において同

び第六号

法第三十 五条の規 定は、前項 の規定に より読み 替えて準 用する地方 自治法施 行令第百 六十七条 の十七に 規定する合 併特例区 規則を制 定した場 合に
ついて準 用する。
地方財 政法施行 令（昭和二 十三年政 令第二百 六十七号 ）（抄）

法第五 条の三第 四項第一号 に規定す る標準的 な規模の 収入の額と して政令 で定める ところに より算定し た額は、 次の各号 に掲げる 地方公共

（標 準的な規 模の収入 の額）
第十三条
都

イ 及びロに 掲げる額 の合算額

団体 の区分に 応じ、当該 各号に定 めるとこ ろにより 算定した額 とする。
一
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二
三

四

五

イ

ロ

地方 交付税法 （昭和二十 五年法律 第二百十 一号）第 十条の規 定により算 定した普 通交付税 の額、都 の全区域を 道府県と みなして 同法第十 四条

の規 定により算 定した基 準財政収 入額から 同条の規 定により算 定した地 方揮発油 譲与税、 石油ガス譲 与税、森 林環境譲 与税、自 動車重量譲 与税

及 び航空機 燃料譲与 税の収入 見込額（ 以下イ及び 次号にお いて「特 定収入見 込額」とい う。）を 控除した 額の七十 五分の百に 相当する 額並びに
特定収 入見込額 の合算額

特別区 の存する区 域を市町 村とみな して地方 交付税法第 十四条の 規定によ り算定し た地方税法 （昭和二 十五年法 律第二百 二十六号） 第五条第

二項各号 に掲げる 税のうち 同法第七 百三十四条 第一項及 び第二項 第二号の 規定により 都が課す る税（以 下ロにお いて「調整 税」とい う。）並 び

に同 法第七百 三十五条 第一項の規 定により 都が課す る同法第 五条第五項 の税の収 入見込額 から調整 税に係る当 該収入見 込額に地 方自治法 第二百

八十二条 第二項に規 定する条 例で定め る割合を 乗じて得た 額を控除 した額の 七十五分 の百に相当 する額、 特別区の 存する区 域を市町 村とみなし

て地方 交付税法 第十四条 の規定に より算定し た特別と ん譲与税 の収入見 込額並びに 特別区の 存する区 域を市町 村とみな して同条の 規定によ り算

地方 交付税法 第十条の 規定によ り算定した 普通交付 税の額、 同法第十 四条の規 定により算 定した基 準財政収 入額から 特定収入見 込額を

定 した国有 資産等所 在市町村交 付金の収 入見込額 の七十五 分の百に相 当する額 の合算額
道 府県

地 方交付税法 第十条の 規定によ り算定し た普通交 付税の額、 同法第十 四条の規 定により 算定した基 準財政収 入額から 同条の規 定によ

控除 した額の 七十五分 の百に相 当する額及 び特定収 入見込額 の合算額
指定 都市

り算 定した特別 とん譲与 税、自動 車重量譲 与税、航 空機燃料譲 与税、地 方揮発油 譲与税、 石油ガス譲 与税及び 森林環境 譲与税の 収入見込額 （以下

地方交付 税法第十 条の規定 により算定 した普通 交付税の 額、同法 第十四条の 規定によ り算定し た基準財 政収入額

こ の号にお いて「特 定収入見 込額」と いう。）を 控除した 額の七十 五分の百 に相当する 額並びに 特定収入 見込額の 合算額
市 町村（指 定都市を 除く。）

か ら同条の 規定により 算定した 特別とん 譲与税、 自動車重量 譲与税、 航空機燃 料譲与税 、地方揮発 油譲与税 及び森林 環境譲与 税の収入 見込額（以

地方自治 法施行令（ 昭和二十 二年政令 第十六号 ）第二百十 条の十二 第一項及 び第二項 の規定に より算定し た普通交 付金の額 、これら の

下この号 において 「特定収 入見込額 」という。 ）を控除 した額の 七十五分 の百に相当 する額並 びに特定 収入見込 額の合算 額
特別区

規定によ り算定した 基準財政 収入額か らこれら の規定によ り算定し た自動車 重量譲与 税、航空 機燃料譲与 税、地方 揮発油譲 与税及び 森林環境譲 与

税の収 入見込額 （以下こ の号にお いて「特定 収入見込 額」とい う。）を 控除した 額の八十五 分の百に 相当する 額並びに 特定収入見 込額の合 算額

平 成三十一 年地方税 法施行令 等改正令附 則第九条 第一項の 規定によ りなお従前 の例によ ることと された平 成二十九年 度におけ る平成三 十一

（平成 二十九年度 における 標準的な 規模の収 入の額の 特例）
第十 一条

地方交 付税法等 の一部を 改正する法 律（平成 二十九年 法

年地方税 法施行令 等改正令 第四条の規 定による 改正前の 第十三条 の規定によ る額の算 定に係る 同条の規 定の適用に ついては 、次の表 の上欄に 掲げる
同 法第十四 条

同条 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。
第一号イ
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から同条

律第三号 ）第一条 の規定（同 法附則第 一条ただ し書に規

定す る改正規定 に限る。 ）による 改正前の 地方交付 税法

（ 第五号に おいて「 平成三十 年旧地方 交付税法」 とい

う。） 附則第七 条の二及 び地方交付 税法附則 第七条の 三

の 規定の適 用がないも のとした 場合にお ける地方 交付税

法等の一 部を改正 する法律 （平成三 十一年法律 第五号）

第三 条の規定 による改 正前の地方 特例交付 金等の地 方財

政の特別 措置に関す る法律（ 平成十一 年法律第 十七号）

第八条 第一項及 び地方税 法等の一 部を改正す る等の法 律

（ 平成二十 八年法律 第十三号。 以下イに おいて「 平成二

十八年 地方税法等 改正法」 という。 ）第九条 の規定によ

る廃 止前の地 方法人特 別税等に 関する暫定 措置法（ 平成

二十年法 律第二十 五号）第三 十九条の 規定によ り読み替

えら れた平成二 十八年地 方税法等 改正法附 則第三十 七条

の 規定によ る改正前 の地方交 付税法第 十四条（以 下この

条にお いて「読 替え後の 地方交付税 法第十四 条」とい
う 。）

に 読替え後の 地方交付 税法第十 四条の規 定により算 定し

た分 離課税所 得割交付 金（地方税 法（昭和 二十五年 法律

第二百二 十六号）附 則第七条 の四の規 定により 指定都市

に対し 交付する ものとさ れる分離 課税に係る 所得割に 係

る 交付金を いう。第 三号におい て同じ。 ）及び道 府県民

税所得 割臨時交付 金（地方 税法及び 航空機燃 料譲与税 法

の一 部を改正 する法律 （平成二 十九年法 律第二号） 附則

第五条第 七項の規 定により 指定都市に 対し交付 するもの

とさ れる道府 県民税の所 得割に係 る交付金 をいう。 第三

号において 同じ。） の交付見 込額（以 下イ及び次 号にお
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第 一号ロ

第二号

第三号

第 四号

第五号

いて「特 定交付見 込額」とい う。）を 加算した 額から読

同条

同法第十 四条

合 算額

から

同 法第十四 条

同条

地方税法 （昭和二 十五年法 律第二百 二十六号）

地方 交付税法 第十四条

合算額

及 び航空機 燃料譲与 税

、石 油ガス譲 与税、交 通安全対 策特別交付 金、分離 課税

読替え 後の地方交 付税法第 十四条

読 替え後の地 方交付税 法第十四 条

合算額 から特定 交付見込 額を控除 した額

に特定交付 見込額を 加算した 額から

読替え 後の地方 交付税法 第十四条

読替え後 の地方交 付税法第 十四条

地 方税法

読替え後 の地方交 付税法第 十四条

合 算額から 特定交付 見込額を 控除した額

、航 空機燃料譲 与税及び 交通安全 対策特別 交付金

替え 後の地方交 付税法第 十四条

及び石油 ガス譲与 税

所得 割交付金及 び道府県 民税所得 割臨時交 付金
同条

、地方 揮発油譲 与税及び交 通安全対 策特別交 付金

読 替え後の 地方交付 税法第十 四条

読替え 後の地方 交付税法 第十四条

及 び地方揮 発油譲与税

地方 交付税法 等の一部 を改正す る法律の施 行に伴う 関係

同 法第十四 条

地方自治 法施行令 （昭和二十 二年政令 第十六号 ）

政令 の整理に 関する政 令（平成三 十一年政 令第九十 号）

第二条の 規定による 改正前の 地方特例 交付金等 の地方財

政の特 別措置に 関する法 律施行令 （平成十一 年政令第 九

十 五号）第 二条の規 定により読 み替えら れた地方 自治法

施行令 （昭和二十 二年政令 第十六号 ）附則第 七条の四 の

規定 により読 み替えら れた地方 税法施行 令等の一部 を改

正する等 の政令（ 平成二十 八年政令第 百三十三 号。以下

この 号におい て「平成二 十八年地 方税法施 行令等改 正令

」という。 ）第六条 の規定に よる改正 前の地方自 治法施
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第二 項
基準財 政収入額

及 び地方揮 発油譲与 税

行令

平成二十 八年地方 税法施行令 等改正令 第六条の 規定によ

る 改正前の 地方自治 法施行令 第二百十 条の十二第 二項

基 準財政収 入額（平 成三十年 旧地方交付 税法附則 第七条

の 二第二項 及び地方交 付税法附 則第七条 の三第二 項に規

定する算 定方法に おおむね 準ずる算 定方法によ り加算し

た額 がある場 合には当 該額に相当 する額を 控除した 額と

し、当該 算定方法に より控除 した額が ある場合 には当該

額に相 当する額 を加算し た額とす る。）

、地方 揮発油譲 与税及び 交通安全 対策特別交 付金

平成三 十一年地方 税法施行 令等改正 令附則第 九条第一 項の規定に よりなお 従前の例 によるこ ととされた 平成三十 年度にお ける平成 三十一年

（平 成三十年 度におけ る標準的 な規模の収 入の額の 特例）
第十二条

附 則第七条 の二及び第 七条の三 の規定の 適用がな いもの

地方 税法施行令 等改正令 第四条の 規定によ る改正前 の第十三条 の規定に よる額の 算定に係 る同条の規 定の適用 について は、次の 表の上欄に 掲げる同
第十四 条

条 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。
第一号 イ

と した場合 における地 方交付税 法等の一 部を改正 する法

律（平成 三十一年 法律第五 号）第三 条の規定に よる改正

前の 地方特例 交付金等 の地方財政 の特別措 置に関す る法

律（平成 十一年法律 第十七号 ）第八条 第一項及 び地方税

法等の 一部を改 正する等 の法律（ 平成二十八 年法律第 十

三 号。以下 イにおい て「平成二 十八年地 方税法等 改正法

」とい う。）第九 条の規定 による廃 止前の地 方法人特 別

税等 に関する 暫定措置 法（平成 二十年法 律第二十五 号）

第三十九 条の規定 により読 み替えられ た平成二 十八年地

方税 法等改正 法附則第三 十七条の 規定によ る改正前 の地

方交付税法 第十四条 （以下こ の条にお いて「読替 え後の
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第一号 ロ

第二 号

第 三号

第四 号

から 同条

地方交付 税法第十 四条」とい う。）

に読替え 後の地方 交付税法第 十四条の 規定によ り算定し

た 分離課税 所得割交 付金（地 方税法（ 昭和二十五 年法律

第二百 二十六号 ）附則第 七条の四の 規定によ り指定都 市

に 対し交付 するものと される分 離課税に 係る所得 割に係

る交付金 をいう。 第三号に おいて同 じ。）及び 道府県民

税所 得割臨時 交付金（ 地方税法及 び航空機 燃料譲与 税法

の一部を 改正する法 律（平成 二十九年 法律第二 号）附則

第五条 第七項の 規定によ り指定都 市に対し交 付するも の

と される道 府県民税 の所得割に 係る交付 金をいう 。第三

号にお いて同じ。 ）の交付 見込額（ 以下イ及 び次号にお

いて 「特定交 付見込額 」という 。）を加算 した額か ら読

替え後の 地方交付 税法第十四 条

から

同法 第十四条

同条

地 方税法（ 昭和二十五 年法律第 二百二十 六号）

地方交 付税法第十 四条

合算額から 特定交付 見込額を 控除した 額

に特 定交付見 込額を加算 した額か ら

読替え後 の地方交 付税法第十 四条

読 替え後の地 方交付税 法第十四 条

地方税 法

読 替え後の 地方交付税 法第十四 条

、航空機 燃料譲与 税及び交通 安全対策 特別交付 金

合算額

読替え 後の地方 交付税法第 十四条

及び 航空機燃料 譲与税

同 法第十四条

読 替え後の 地方交付 税法第十四 条

合算 額から特定 交付見込 額を控除 した額

同条

、石油 ガス譲与税 、交通安 全対策特 別交付金 、分離課税

合 算額

及び 石油ガス 譲与税
同法第 十四条

読替 え後の地方 交付税法 第十四条

読替え後の 地方交付 税法第十 四条

所得割交 付金及び 道府県民 税所得割臨 時交付金
同条
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第五 号

及び地方 揮発油譲 与税

地方交付税 法等の一 部を改正 する法律 の施行に伴 う関係

、地 方揮発油 譲与税及 び交通安 全対策特別 交付金

、地方揮発 油譲与税 及び交通 安全対策 特別交付 金

する。）

た額 がある場 合には当 該額に相当 する額を 加算した 額と

当する額 を控除し た額とし 、当該算 定方法によ り控除し

る 算定方法 により加算 した額が ある場合 には当該 額に相

び第七 条の三第 二項に規 定する算定 方法にお おむね準 ず

基準 財政収入額 （地方交 付税法附 則第七条 の二第二項 及

る改 正前の地方 自治法施 行令第二 百十条の 十二第二 項

平成 二十八年 地方税法 施行令等 改正令第六 条の規定 によ

行令

」とい う。）第六 条の規定 による改 正前の地 方自治法施

こ の号にお いて「平 成二十八年 地方税法 施行令等 改正令

正する 等の政令 （平成二 十八年政 令第百三十 三号。以 下

規定によ り読み替え られた地 方税法施 行令等の 一部を改

施行 令（昭和 二十二年 政令第十六 号）附則 第七条の 四の

十五号） 第二条の 規定によ り読み替 えられた地 方自治法

政 の特別措 置に関する 法律施行 令（平成 十一年政 令第九

第二条 の規定に よる改正 前の地方特 例交付金 等の地方 財

政 令の整理 に関する 政令（平 成三十一 年政令第九 十号）

地方自 治法施行 令（昭和 二十二年 政令第十六 号）

第二項
基 準財政収 入額

及び地 方揮発油 譲与税

附則第七条 の二及び 第七条の 三の規定 の適用がな いもの

平 成三十一 年度にお ける第十 三条の規定 による額 の算定に 係る同条 の規定の適 用につい ては、次 の表の上 欄に掲げる 同条の規 定中同表 の中

（平成 三十一年度 における 標準的な 規模の収 入の額の 特例）
第十 三条

第十四 条

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。
第一 号イ

とした場合 における 地方特例 交付金等 の地方財政 の特別
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第一号 ロ

第二 号

第三号

措置に関 する法律 （平成十一 年法律第 十七号） 第八条第

一項 及び地方税 法等の一 部を改正 する等の 法律（平 成二

十 八年法律 第十三号 。以下イ において 「平成二十 八年地

方税法 等改正法 」という 。）第九条 の規定に よる廃止 前

の 地方法人 特別税等に 関する暫 定措置法 （平成二 十年法

律第二十 五号。以 下イにお いて「廃 止前暫定措 置法」と

いう 。）第三 十九条又 は平成二十 八年地方 税法等改 正法

附則第三 十二条の規 定により なおその 効力を有 するもの

とされ た廃止前 暫定措置 法第三十 九条の規定 により読 み

替 えられた 地方交付 税法第十四 条（以下 この条に おいて

「読替 え後の地方 交付税法 第十四条 」という 。）

に読替 え後の地方 交付税法 第十四条 の規定に より算定し

から

同法 第十四条

同条

地 方税法（ 昭和二十 五年法律第 二百二十 六号）

地方交 付税法第 十四条

合算額

及び 航空機燃 料譲与税

合算額か ら特定交 付見込額を 控除した 額

に特 定交付見 込額を加 算した額 から

読替え後 の地方交 付税法第 十四条

読 替え後の 地方交付 税法第十四 条

地方税 法

読 替え後の 地方交付 税法第十 四条

合算 額から特 定交付見込 額を控除 した額

、航空機 燃料譲与 税及び交 通安全対策 特別交付 金

から 同条

た分離課 税所得割 交付金（地 方税法（ 昭和二十 五年法律

第二 百二十六号 ）附則第 七条の四 の規定に より指定 都市

に 対し交付 するもの とされる 分離課税 に係る所得 割に係

る交付 金をいう 。第三号 において同 じ。）の 交付見込 額

（ 以下イ及 び次号にお いて「特 定交付見 込額」と いう。

合算 額

読替え 後の地方 交付税法 第十四条

）を加算 した額か ら読替え 後の地方 交付税法第 十四条

同 法第十四 条
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第四号

第五 号

及び 森林環境譲 与税

同条

、森林環 境譲与税 、交通安全 対策特別 交付金及 び分離課

読替 え後の地 方交付税 法第十四 条

及び森林 環境譲与 税

同条

同法第 十四条

地方特例 交付金等の 地方財政 の特別措 置に関す る法律施

、 森林環境譲 与税及び 交通安全 対策特別 交付金

読替え 後の地方 交付税法第 十四条

読 替え後の 地方交付税 法第十四 条

税 所得割交 付金

地方 自治法施行 令（昭和 二十二年 政令第十 六号）

行令（平 成十一年政 令第九十 五号）第 二条の規 定により

読み替 えられた 地方自治 法施行令 （昭和二十 二年政令 第

十 六号）附 則第七条 の四の規定 により読 み替えら れた同

地方自 治法施行令 第二百十 条の十二 第二項

令
第二 項

基準 財政収入 額（地方 交付税法 附則第七条 の二第二 項及

、森林環 境譲与税 及び交通 安全対策特 別交付金

する。）

た 額がある 場合には当 該額に相 当する額 を加算し た額と

当する 額を控除 した額と し、当該算 定方法に より控除 し

る 算定方法 により加 算した額 がある場 合には当該 額に相

び第 七条の三第 二項に規 定する算 定方法に おおむね 準ず

基準財政 収入額

及び 森林環境 譲与税

附則第七 条の二及 び第七条 の三の規定 の適用が ないもの

平成三十 二年度以後 の各年度 における 第十三条 の規定に よる額の算 定に係る 同条の規 定の適用 については 、当分の 間、次の 表の上欄 に掲げ

（平成 三十二年 度以後に おける標 準的な規模 の収入の 額の特例 ）
第 十四条

第十 四条

る同条 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。
第一 号イ

とした場 合におけ る地方特 例交付金等 の地方財 政の特別

措置 に関する 法律（平成 十一年法 律第十七 号）第八 条第

一項の規定 により読 み替えら れた地方 交付税法第 十四条
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第一 号ロ

第 二号

第三号

第 四号

第五号

（以下こ の条にお いて「読替 え後の地 方交付税 法第十四
条」 という。）

に読 替え後の地 方交付税 法第十四 条の規定 により算定 し

及 び航空機 燃料譲与 税

合 算額から 特定交付 見込額を控 除した額

、航空 機燃料譲 与税及び 交通安全 対策特別交 付金

か ら同条

た分離 課税所得 割交付金 （地方税法 （昭和二 十五年法 律

第 二百二十 六号）附則 第七条の 四の規定 により指 定都市

に対し交 付するも のとされ る分離課 税に係る所 得割に係

る交 付金をい う。第三 号において 同じ。） の交付見 込額

（以下イ 及び次号に おいて「 特定交付 見込額」 という。

合算額

読替え後 の地方交 付税法第 十四条

）を加 算した額 から読替 え後の地 方交付税法 第十四条

地方 交付税法 第十四条

地方 税法

に 特定交付 見込額を 加算した 額から

地方税法 （昭和二 十五年法律 第二百二 十六号）

から

合算額 から特定 交付見込額 を控除し た額

読替え後 の地方交 付税法第十 四条

合 算額

読替 え後の地 方交付税 法第十四 条

同条

同法第十 四条

読替え後 の地方交 付税法第 十四条

読替え 後の地方 交付税法 第十四条

同条

、森 林環境譲 与税、交通 安全対策 特別交付 金及び分 離課

同 法第十四 条

及び森林 環境譲与税

及び 森林環境 譲与税

同条

同 法第十四条

地方 特例交付 金等の地方 財政の特 別措置に 関する法 律施

、森林 環境譲与税 及び交通 安全対策 特別交付 金

読 替え後の 地方交付 税法第十四 条

読替え 後の地方 交付税法第 十四条

税所得 割交付金

地方自治 法施行令（ 昭和二十 二年政令 第十六号 ）

行令 （平成十 一年政令第 九十五号 ）第二条 の規定に より

読み替えら れた地方 自治法施 行令（昭 和二十二年 政令第
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〇

十六号） 附則第七 条の四の規 定により 読み替え られた同

地方 自治法施行 令第二百 十条の十 二第二項

令
第 二項

基 準財政収 入額（地 方交付税 法附則第七 条の二第 二項及

、森林 環境譲与 税及び交 通安全対 策特別交付 金

する。 ）

た額があ る場合には 当該額に 相当する 額を加算 した額と

当す る額を控 除した額 とし、当該 算定方法 により控 除し

る算定方 法により 加算した 額がある 場合には当 該額に相

び 第七条の 三第二項に 規定する 算定方法 におおむ ね準ず

基準財 政収入額

及 び森林環 境譲与税

地方特例 交付金等 の地方財 政の特別措 置に関す る法律施 行令（平 成十一年 政令第九十 五号）（ 抄）

地 方自治法 施行令（ 昭和二十 二年政令第 十六号） 附則第七 条の四の 規定により 読み替え られた同 令第二百 十条の十二 第一項の 規定の適 用につ

（特 別区財政調 整交付金 の特例）
第 二条

いては 、当分の 間、同項 中「の収入 額」とあ るのは「 の収入額 、地方特例 交付金等 の地方財 政の特別 措置に関す る法律（ 平成十一 年法律第 十七号。

以 下この項 において「 特例交付 金法」と いう。） 第二条第一 項の規定 により特 別区に交 付するもの とされる 地方特例 交付金の 額」と、 「同法第十 四

条第一項 」とある のは「特 例交付金 法第八条第 一項の規 定により 読み替え られた地方 交付税法 第十四条 第一項」 と、「同 項及び同条 第三項並 びに同

法」 とあるの は「地方 特例交付金 にあつて は同項の 地方特例 交付金の額 の百分の 七十五の 率を百分 の八十五 とし、同項 、特例交 付金法第 八条第二 項
の規定に より読み替 えられた 地方交付 税法第十 四条第三項 並びに地 方交付税 法」とす る。
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