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○

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（
平成 二十九年法 律第二十 九号）に よる改正 後】（抄 ）

こ の法律は、 地方公共 団体が人 的援助を 行うことが 必要と認 められる 公益的法 人等の業務 に専ら従 事させる ために職 員 地
( 方公 務員法 昭
( 和二

（目的 ）
第 一条

十五年法 律第二百 六十一号 第
) 四条第 一項に規 定する職 員をいう。 第七条を 除き、以 下同じ。 を
) 派遣す る制度等 を整備する ことによ り、公益 的法人
等の 業務の円 滑な実施 の確保等を 通じて、 地域の振 興、住民 の生活の向 上等に関 する地方 公共団体 の諸施策の 推進を図 り、もっ て公共の 福祉の増 進
に資する ことを目的 とする。
（ 職員の派 遣）

二

一

一 般社団法 人又は一 般財団法人

四 地方自治 法 昭
( 和二 十二年法 律第六十 七号 第
) 二 百六十三 条の三第一 項に規定 する連合 組織で同 項の規定 による届出 をしたも の
任命 権者は、前 項の規定 による職 員の派遣 以
( 下「職 員派遣」 という。 の
) 実施に 当たって は、あらか じめ、当 該職員に 同項の取 決めの内容 を明示

三

地方独 立行政法人 法 平
( 成 十五年法律 第百十八 号 第
) 八条 第一項第 五号に規 定する一 般地方独立 行政法人
特別 の法律に より設立 された法 人 前
( 号に 掲げるも の及び営利 を目的と するもの を除く。 で
) 政令で 定めるも の

る。

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 以
( 下この 項及び第 三項にお いて「公益 的法人等 」という 。 と
) の間 の取決め に基づき 、当該
公益 的法人等の 業務にそ の役職員 として専 ら従事さ せるため、 条例で定 めるとこ ろにより 、職員 条
( 例で定め る職員を除 く。 を
) 派遣するこ とができ

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 者及びそ の委任を受 けた者を いう。以 下同じ。 は
) 、次に 掲げる団 体のうち、 その業務
の全 部又は一 部が当該 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

２

し、そ の同意を 得なけれ ばならな い。

前項 の規定に より第一 項の取決め で定める 職員派遣 に係る職 員の派遣先 団体にお いて従事 すべき業 務は、当該 派遣先団 体の主た る業務が 地方公共

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。

３ 第一項 の取決め においては 、当該職 員派遣に 係る職員 の職員派 遣を受ける 公益的法 人等 以
( 下 「派遣先 団体」と いう。 に
) おける報 酬その他 の勤務
条件及 び当該派遣 先団体に おいて従 事すべき 業務、当 該職員の職 員派遣の 期間、当 該職員の 職務への復 帰に関す る事項そ の他職員 派遣に当た って合
４

団体 の事務又 は事業と密 接な関連 を有する と認めら れる業務で ある場合 を除き、 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
務を主たる 内容とす るもので なければ ならない。
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（職 員派遣の期 間）
職 員派遣の 期間は、 三年を超 えることが できない 。

前 項の期間 は、任命 権者が特に 必要があ ると認め るときは 、派遣先団 体との合 意により 、職員派 遣をされた 職員 以
( 下「派遣職 員」とい う。 の
)同

第 三条
２

意 を得て、 職員派遣を した日か ら引き続 き五年を 超えない範 囲内にお いて、こ れを延長 することが できる。
（派 遣先団体 の業務へ の従事等）

派遣職員は 、その職 員派遣の 期間中、 第二条第一 項の取決 めに定め られた内 容に従って 、派遣先 団体の業 務に従事 するもの とする。

派 遣職員は 、その職 員派遣の 期間中、職 員派遣さ れた時就 いていた 職又は職員 派遣の期 間中に異 動した職 を保有す るが、職務 に従事し ない。

第四条
２
（派遣 職員の職務 への復帰 ）

任命 権者は、 派遣職員 が派遣先団 体の役職 員の地位 を失った 場合その 他の条例で 定める場 合であっ て、その 職員派遣を 継続する ことがで きな

派遣職員は 、その職 員派遣の 期間が満 了したと きは、職務 に復帰す る。

いか又は 適当でな いと認める ときは、 速やかに 当該職員 派遣に係 る派遣職員 を職務に 復帰させ なければ ならない。

第五 条
２
（派遣 職員の給 与）

派 遣職員には 、その職 員派遣の 期間中、 給与を支給 しない。

派遣 職員が派 遣先団体 において 従事する業 務が地方 公共団体 の委託を 受けて行う 業務、地 方公共団 体と共同 して行う 業務若しく は地方公 共団体の

第 六条
２

事務 若しくは 事業を補 完し若しく は支援す ると認め られる業 務であって その実施 により地 方公共団 体の事務 若しくは事 業の効率 的若しく は効果的 な

実施が図 られると認 められる ものであ る場合又 はこれらの 業務が派 遣先団体 の主たる 業務であ る場合には 、地方公 共団体は 、前項の 規定にかか わら
ず、派 遣職員に 対して、 その職員 派遣の期間 中、条例 で定める ところに より、給 与を支給す ることが できる。
（派遣 職員に関す る地方公 務員等共 済組合法 の特例）

員共 済組合 同
( 法第三条 第一項に 規定する地 方公務員 共済組合 をいう。 の
) 組合員 であるも のとする。
派遣職 員に関す る地方公 務員等共 済組合法の 規定の適 用につい ては、同 法第百十三 条第二項 各号列記 以外の部 分中「地方 公共団体 市
( 町村 立学校

第七 条 派遣 職員に対 する地方 公務員等 共済組合法 昭
( 和三 十七年法律 第百五十 二号 の
) 規 定の適用 について は、派遣 先団体の業 務を公務 とみなす 。
派遣 職員は、 地方公務 員等共済組 合法第三 十九条第 三項の規 定にかかわ らず、引 き続き職 員派遣を された日の 前日にお いて所属 していた 地方公務
２
３
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職員給与 負担法 昭
( 和二十三 年法律第 百三十五号 第
) 一条 又は第二 条の規定に より都道 府県がそ の給与を 負担する者 にあつて は、都道 府県。以 下この
条に おいて同じ 。 」
) と あるのは「 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
) 二条 第三項に 規定する

派 遣先団体 以
( 下「派 遣先団体 」という 。 」
) と、 同項各号 中「地方 公共団体 」とあり、 並びに同 法第百十 六条第一 項中「地方 公共団体 の機関、 特定
地方独 立行政法 人又は職 員団体」と あり、及 び「地方 公共団体 、特定地方 独立行政 法人又は 職員団体 第
( 三項に おいて「 地方公共団 体等」と いう。 )

」 とあるの は「派遣先 団体」と 、同項中 「第百十 三条第二項 同
( 条第 六項の規定 により読 み替えて 適用する 場合を含む 。 又
) は 同条第四項 及び第五 項
並びに」 とあるの は「第百 十三条第 二項及び」 と、同条 第三項中 「第百十 三条第四項 第二号に 掲げる費 用及び同 条第五項に 規定する 費用 長
( 期給付

に係 るものに 限る。 並
) びに厚生 年金保険 法」とある のは「厚 生年金保 険法」と 、「地方公 共団体等 」とある のは「派 遣先団体 」とする。

派 遣職員に 関する子ど も・子育 て支援法 平
( 成二十 四年法律 第六十五 号 の
) 規定 の適用に ついては 、派遣先団 体を同法 第六十九 条第一項 第三号

（派遣 職員に関 する子ど も・子育 て支援法の 特例）
第 八条
に規定 する団体と みなす。

地方公 共団体は 、派遣職 員が職務 に復帰し た場合にお ける任用 、給与等 に関する 処遇及び職 員派遣後 職務に復 帰した職 員が退職し た場合 派
(

（派遣職 員の復帰 時等におけ る処遇）
第九 条

遣 職員がそ の職員派 遣の期間 中に退職 した場合を 含む。 の
) 退職手当 の取扱い について は、部内 の職員との 均衡を失 すること のないよ う、条例で 定
めると ころによ り必要な 措置を講じ 、又は適 切な配慮 をしなけ ればならな い。
（特定法 人の業務 に従事す るために 退職した者 の採用）

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

引き 続き、そ の者を職員 として採 用するも のとする 。

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

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

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

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

２
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３

４
５

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

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
ら起 算して三 年を超え ない範囲内 で定める ものとす る。
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。

特定法 人又は退 職派遣者 は、地方 公務員等共 済組合法 第百四十 条第一項 に規定す る公庫等又 は公庫等 職員とみ なして、 それぞれ同 条 第
(三

（ 退職派遣 者に関す る地方公務 員等共済 組合法の 特例）
第十一 条

項を 除く。 の
) 規定を適 用する。 この場合 において 、同条第 一項中「役 員及び常 時勤務に 服するこ とを要しな い者」と あるのは 「常時勤 務に服する
ことを要 しない者 」と、「退 職した場 合 政
( 令 で定める場 合を除く 。 」
) とあ るのは「 退職した 場合」と 、同条第二 項第一号 中「五年 」とある のは「
三年 」とする。

地方公共団 体は、退 職派遣者 が第十条 第一項の規 定により 職員とし て採用さ れた場合に おける任 用、給与 等に関す る処遇及 び同項の規 定に

（退職 派遣者の 採用時に おける処遇 等）
第 十二条

より採用 された職 員が退職 した場合 の退職手当 の取扱い について は、部内 の職員との 均衡を失 すること のないよ う、条例 で定めると ころによ り必要
な措 置を講じ 、又は適 切な配慮を しなけれ ばならな い。

２ 第十 条第一項の 規定によ り採用さ れた職員 同
( 項の規 定により かつて採用 されたこ とのある 職員を含 む。 に
) 対 する地方 公務員法 第二十九条 の規定
の適用 について は、同条 第二項中 「又は」と あるのは 「若しく は」と、 「使用さ れる者」と あるのは 「使用さ れる者又 は公益的法 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 」と、「 在職した後 、引き続 いて当該 退職を前 提と
して」 とあるのは 「在職し た後、引 き続いて 当該退職 を前提とし て又は同 条第一項 の規定に 基づいて」 とする。
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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 第二条第一 項第三号 の法人を 定める政 令（平成十 二年政令 第五百二 十三号） （抄）

八

七

六

五

四

三

二

一

学 校法人 私
( 立学校法 昭
( 和二十 四年法律 第二百七十 号 第
) 六 十四条第 四項の規定 により設 立された 法人を含 む。
独立行政 法人環境 再生保全 機構

国立研 究開発法 人日本原子 力研究開 発機構

国 立研究開 発法人科 学技術振 興機構

国立 研究開発法 人海洋研 究開発機 構

沖縄振興 開発金融 公庫

独立 行政法人 鉄道建設 ・運輸施 設整備支援 機構

国立研 究開発法人 宇宙航空 研究開発 機構

医 療法人

○

九
危険 物保安技 術協会

十三
漁業 信用基金協 会

漁業協同 組合連合 会

)

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 律第二条 第一項第 三号の政令 で定める 法人は、 次に掲げ る法人とす る。

十

十四
漁 船保険組 合

漁業共済 組合

十五

独立行 政法人石 油天然ガス ・金属鉱 物資源機 構

十一

十六

独 立行政法人 勤労者退 職金共済 機構

漁業 協同組合

十七

独立行政 法人空港 周辺整備 機構

十二

十八

更生 保護法人

健康 保険組合

二十 一
港務局

十九

二十二

独立 行政法人国 際観光振 興機構

広域臨海環 境整備セ ンター

二十 三

独 立行政法 人国際協 力機構

二十

二十四
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二 十九

二十八

二 十七

二十 六

二十五

自 動車安全運 転センタ ー

市街地 再開発組 合

独 立行政法 人国民生 活センタ ー

国民健 康保険団 体連合会

独立行政 法人国際交 流基金

三十七

三十 六

三十五

三 十四

三十三

三十二

三十 一

消費生 活協同組 合

商工会連 合会

商工 会議所

商工会

独 立行政法 人日本高速 道路保有 ・債務返 済機構

独立行 政法人住 宅金融支 援機構

住宅街区整 備組合

社会 福祉法人

独 立行政法 人福祉医 療機構

三十 八
消 防団員等 公務災害 補償等共 済基金

三十

三 十九

四 十六

四十五

四十四

四十 三

四十二

四 十一

水害予防 組合

森 林組合連 合会

森林組 合

信用保証協 会

信用 協同組合

独立行政 法人国立 重度知的 障害者総合 施設のぞ みの園

国 立研究開発 法人新エ ネルギー ・産業技 術総合開発 機構

職業訓練 法人

四十七

全国 市町村職 員共済組 合連合会

四十

四十 八

独立行政 法人中小 企業基盤整 備機構
地 方公務員 共済組合

地方公 務員等共済 組合法の 一部を改 正する法 律 平
( 成二 十三年法 律第五十六 号 附
) 則 第二十三条 第一項第 三号に規 定する存 続共済会

四十九
五十
五十一
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五十九

五十 八

五十七

五 十六

五十五

五 十四

五十 三

五十二

土地開発公 社

独立 行政法人 都市再生機 構

特定非営 利活動法 人

中 小企業団体 中央会

地方道 路公社

地 方住宅供 給公社

地方公 務員災害 補償基金

地方公務 員共済組合 連合会

六十二

六 十一
土地 区画整理 組合

土地改良 事業団体 連合会

土 地改良区 連合

土地改良 区

六十 三
都道府県 職業能力開 発協会

六十

六十四
独立行 政法人日 本学生支 援機構
独立行 政法人日 本芸術文化 振興会

六十 五
六十七
日 本下水道事 業団

独 立行政法 人日本学 術振興会

六 十八

独立行政 法人高齢 ・障害・ 求職者雇用 支援機構

六 十六

六十九

七十六

七十 五

七十四

七 十三

七十二

七十一

農業 共済組合連 合会

農業共済 組合

独立 行政法人 労働政策 研究・研 修機構

独立行政 法人日本 貿易振興 機構

独 立行政法 人日本スポ ーツ振興 センター

日本赤 十字社

日本私立学 校振興・ 共済事業 団

日本消 防検定協 会

七十 七

農 業協同組 合

七十

七十八
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七十九

農業協同 組合連合会

八十六

八十 五

八十四

八 十三

八十二

八 十一

国立研 究開発法 人理化学 研究所

預金保険機 構

独立 行政法人 水資源機構

防災街区 整備事業 組合

独 立行政法人 農畜産業 振興機構

農事組 合法人

農 業信用基 金協会

独立行政 法人農業 者年金基 金

八十七
独 立行政法 人労働者健 康安全機 構

八十

八 十八
日本司法 支援セン ター
独立行 政法人家 畜改良セ ンター

八十九
九十

国立研 究開発法 人水産研究 ・教育機 構

国立研究 開発法人農 業・食品 産業技術 総合研究 機構

九十四
国 立研究開発 法人土木 研究所

九十一

九 十五
国立研究 開発法人 建築研究 所

国立研 究開発法 人国際農 林水産業 研究セン ター

九十六
地方 公共団体 金融機構

九十 二

九十 七
地方競馬全 国協会

国 立研究開 発法人森 林研究・ 整備機構

九十八
全国健 康保険協 会

九 十三

九十九

百三

百二

百一

株式会 社東日本大 震災事業 者再生支 援機構

原 子力損害 賠償・廃 炉等支援機 構

日本年 金機構

独立行政法 人奄美群 島振興開 発基金

株式会 社日本政 策金融公庫

百四

株式 会社国際 協力銀行

百

百五
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百八

百七

百六

地方税共 同機構

国立 研究開発 法人海上 ・港湾・ 航空技術研 究所

独立行政 法人地域 医療機能 推進機構

地 方公共団 体情報シス テム機構

国立大学法 人法（平 成十五年 法律第百 十二号） （ 抄 ）

百九
○

この法律 は、大学 の教育研 究に対する 国民の要 請にこた えるとと もに、我が 国の高等 教育及び 学術研究 の水準の 向上と均衡 ある発展 を図るた

（ 目的）
第一条

め、 国立大学 を設置し て教育研究 を行う国 立大学法 人の組織 及び運営並 びに大学 共同利用 機関を設 置して大 学の共同利 用に供す る大学共 同利用機 関
法人の組 織及び運営 について 定めるこ とを目的 とする。
（ 定義）

この法律 において 「国立大 学法人」 とは、国 立大学を設 置するこ とを目的 として、 この法律の 定めると ころによ り設立さ れる法人を いう。

第
) 三十一条 第一項の 規定によ り中期計 画に基づ き国立大学 法人等が 定める計 画をいう 。
こ の法律に おいて「学 則」とは 、国立大 学法人の 規則のうち 、修業年 限、教育 課程、教 育研究組織 その他の 学生の修 学上必要 な事項を定 めたもの

こ の法律に おいて「 年度計画 」とは、 準用通則法 第
( 三十 五条におい て準用す る独立行 政法人通 則法 平
( 成 十一年法 律第百三号 を
) いう 。以下同じ 。

いう。

この法律 において 「中期計画 」とは、 中期目標 を達成す るための 計画であっ て、第三 十一条第 一項の規 定により国 立大学法 人等が作 成するも のを

目標であ って、第 三十条第 一項の規 定により文 部科学大 臣が定め るものを いう。

この法 律において 「中期目 標」とは 、国立大 学法人及び 大学共同 利用機関 法人 以
( 下 「国立大 学法人等 」という 。 が
) 達成 すべき業 務運営に関 する

される 大学の共 同利用の 研究所をい う。

この法 律におい て「大学 共同利用 機関」とは 、別表第 二の第二 欄に掲げ る研究分野 について 、大学に おける学 術研究の 発展等に資 するため に設置

人を いう。

この 法律にお いて「大 学共同利用 機関法人 」とは、 大学共同 利用機関を 設置する ことを目 的として 、この法律 の定める ところに より設立 される法

この法律 において 「国立大 学」とは 、別表第一 の第二欄 に掲げる 大学をい う。

第二条
２
３
４
５
６
７
８

を いう。
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