第一
一
１

２

地方公務員法 の一部を改正する法律要綱
改正の 内容
定年前再任用短時間勤務職員の任 用

任命権者は、当該任命権 者の属する地方公共団体の 条例年齢以上退職者（条例で定め る年齢に達し

た日以 後に退職（臨時的に任用さ れる職員等が退職する場合 を除く。）をした者をいう 。以下同じ。

）を、条例で定めるところ により、従前の勤務実績その他の 人事委員会規則で定める情 報に基づく選

考により、短時間勤務の職 に採用することができるも のとすること。ただし、条 例年齢以上退職者が

その者を採用しようとする 短時間勤務の職に係る定年 退職日相当日（短時間勤務 の職を占める職員が

、常時勤務を要する 職でその職務が当該短時間 勤務の職と同種の職を占めている ものとした場合にお

ける第二十八条の六 第一項に規定する定年退職 日をいう。以下同じ。）を 経過した者であるときは、
この限りでな いものとすること。

１の 条例で定める年齢は、国の 職員につき定められている 国家公務員法第六十条の二 第一項に規定
する年 齢を基準として定めるものとする こと。

３

４

１に より採用された職員（以下「定年 前再任用短時間勤務職員」 という。）の任期は、採用 の日か
ら定年退職日 相当日までとすること。

任命権者は、条例年齢以上退職 者のうちその者を採用しよ うとする短時間勤務の職に 係る定年退職

日相当 日を経過していない者以外 の者を当該短時間勤務の職 に採用することができず、定年前 再任用

短時間 勤務職員のうち当該職員を 昇任し、降任し、又は転任 しようとする短時間勤務の 職に係る定年

退職日相当日を経過してい ない職員以外の職員を当該短時間 勤務の職に昇任し、降任し 、又は転任す
ることができないものとす ること。

任命権者は、定年 前再任用短時間勤務職員を 、常時勤務を要する職に昇 任し、降任し、又は転任す

１による採 用については、条件付採用 の規定は、適用しないもの とすること。

５

６

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は、１の 本文によるほか、当該地方 公共団

ることができないも のとすること。

７

体の組合の条 例年齢以上退職者を、条例 で定めるところにより、従 前の勤務実績その他の人事 委員会

規則で 定める情報に基づく選考により、 短時間勤務の職に採用する ことができるものとするこ と。

二

８

９

１

地方 公共団体の組合の任命権者は、１ の本文によるほか、当該地 方公共団体の組合を組織す る地方

公共団体の条 例年齢以上退職者を、条例 で定めるところにより、従 前の勤務実績その他の地方公共団

体の組 合の規則（競争試験等を行う公平 委員会を置く地方公共団体 の組合においては、公平委 員会規

則）で 定める情報に基づく選考に より、短時間勤務の職に採 用することができるものとするこ と。

７及び８の場合において は、１のただし書及び３か ら６までを準用するものと すること。

定年前再任用短時間勤務 職員（１により採用された職員に 限る。以下同じ。）が、条 例年齢以上退

（第二十二条の四、第二十二条 の五及び第二十九条関係）

任命権者は、管理監督職（地方 自治法第二百四条第二項に 規定する管理職手当を支給 される職員の

管理監 督職勤務上限年齢による降 任等

すること。

地方公共団体の機関 の定める規程に違反した場 合等においても、懲戒処分 を行うことができるものと

くは第五十七条に規 定する特例を定めた法律又 はこれらに基づく条例、地方公共 団体の規則若しくは

は１によりかつて採用され て定年前再任用短時間勤務 職員として在職していた期 間中にこの法律若し

職者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

10

職及びこれに 準ずる職であって条例で定める職 をいう。以下同じ。）を占 める職員でその占める管理

監督職に係る 管理監督職勤務上限年齢に 達している職員について、 異動期間（当該管理監督職勤務上

限年齢 に達した日の翌日から同日以後に おける最初の四月一日まで の間をいう。以下同じ。） （五の

１から ４までにより延長された期 間を含む。以下１において 同じ。）に、管理監督職以外の職 又は管

理監督 職勤務上限年齢が当該職員 の年齢を超える管理監督職 （以下これらの職を「他の 職」という。

）への降任又は転任（降給 を伴う転任に限る。）をするもの とすること。ただし、異動 期間に、地方

公務員法の他の規定により 当該職員について他の職へ の昇任、降任若しくは転任 をした場合又は六に

より当該職員を管理監督職 を占めたまま引き続き勤務 させることとした場合は、 この限りでないもの

１の管理監 督職勤務上限年齢は、条例 で定めるものとすること。

とすること。
２

管理 監督職及び管理監督職勤務 上限年齢を定めるに当たっては、 国及び他の地方公共団体の 職員と

１による他の職への降任又は転 任（以下「他の職への降任 等」という。）を行うに当 たって任命権

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 ものとすること。

３

４

三

四

５

者が遵守すべ き基準に関する事項その他の他の 職への降任等に関し必要な 事項は、条例で定めるもの
とすること。

（第二 十八条の二及び第四十九条 関係）

他の職への降任等については、 処分事由説明書の交付を要 しないものとすること。

管理監督職への任用の制限

任命権者は、採用し、昇任 し、降任し、又は転任しようとす る管理監督職に係る管理監 督職勤務上限

年齢に達している者を 、その者が当該管理監督職 を占めているものとした場 合における異動期間の末日

の翌日（他の職への降 任等をされた職員にあって は、当該他の職への降任等 をされた日）以後、当該管

理監督職に採用 し、昇任し、降任し、又は 転任することができないものとす ること。

（第二十八条の三 関係）

管理監 督職勤務上限年齢による降 任等及び管理監督職への任用の制 限の適用除外

（第二十八 条の四関係）

二及び三は、 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には適 用しな
い ものとすること。

五
１

２

管理監 督職勤務上限年齢による降任等及 び管理監督職への任用の制 限の特例

任命 権者は、他の職への降任等 をすべき管理監督職を占め る職員について、次の事由がある と認め

るとき は、条例で定めるところにより、 当該職員が占める管理監督 職に係る異動期間の末日の 翌日か

ら起算 して一年を超えない期間内 （当該期間内に第二十八条 の六第一項に規定する定年退職日 （以下

「定年 退職日」という。）がある 職員にあっては、当該異動 期間の末日の翌日から定年 退職日までの

期間内。３において同じ。 ）で当該異動期間を延長し、引き 続き当該管理監督職を占め る職員に、当

当該職員の職務 の特殊性を勘案して、当該 職員の他の職への降任等に より、当該管理監督職の欠

営に著しい支障が 生ずると認められる事由と して条例で定める事由

当該職員の職務の遂行 上の特別の事情を勘案して 、当該職員の他の職への降 任等により公務の運

該管理監督職を占めたまま 勤務をさせることができる ものとすること。
イ

ロ

員の補充が 困難となることにより公務 の運営に著しい支障が生ずると認 められる事由として条例で
定める事由

任命権者は、１又は２により異 動期間（これらにより延長 された期間を含む。）が延 長された管理

３

監督職を占め る職員について、１の事由が引き 続きあると認めるときは、 条例で定めるところにより

、延長された 当該異動期間の末日の翌日 から起算して一年を超えな い期間内（当該期間内に定年退職

日があ る職員にあっては、延長された当 該異動期間の末日の翌日か ら定年退職日までの期間内 。４に

おいて 同じ。）で延長された当該 異動期間を更に延長するこ とができるものとすること。ただ し、更

に延長 される当該異動期間の末日 は、当該職員が占める管理 監督職に係る異動期間の末 日の翌日から
起算して三年を超えること ができないものとすること。

任命権者は、１に より異動期間を延長するこ とができる場合を除き、他 の職への降任等をすべき特

定管理監督職群（職務の内 容が相互に類似する複数の 管理監督職であって、これ らの欠員を容易に補

充することができな い年齢別構成その他の特別 の事情がある管理監督職として人 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）で定め る管理監督職をいう。以下

同じ。）に属 する管理監督職を占める職 員について、当該職員の他の職へ の降任等により、当該特定

管理監督職群 に属する管理監督職の欠員 の補充が困難となることに より公務の運営に著しい支 障が生

ずると 認められる事由として条例で定め る事由があると認めるとき は、条例で定めるところに より、

４

５

当該職員が占 める管理監督職に係る異動期間の 末日の翌日から起算して一 年を超えない期間内で当該

異動期間を延 長し、引き続き当該管理監 督職を占めている職員に当 該管理監督職を占めたまま勤務を

させ、 又は当該職員を当該管理監督職が 属する特定管理監督職群の 他の管理監督職に降任し、 若しく
は転任 することができるものとす ること。

任命権者は、１若しくは ２により異動期間（これら により延長された期間を含 む。）が延長された

管理監督職を占める職員に ついて３の事由があると認めると き（２により延長された当 該異動期間を

更に延長することができる ときを除く。）、又は３若 しくは４により異動期間（ １から４までにより

延長された期間を含む。） が延長された管理監督職を 占める職員について３の事 由が引き続きあると

認めるときは、条例 で定めるところにより、延 長された当該異動期間の末日の翌 日から起算して一年

を超えない期間内で 延長された当該異動期間を 更に延長することができる ものとすること。

１か ら４までに定めるもののほ か、これらによる異動期間（これ らにより延長された期間を 含む。

）の延長及び 当該延長に係る職員の降任 又は転任に関し必要な事項 は、条例で定めるものとす ること。

（第 二十八条の五関係）

六

七

八

定年に よる退職の特例

五の１から４ までにより異動期間（これ らにより延長された期間を 含む。）を延長した職員であって

、 定年退職日において管理監督職を 占めている職員については 、定年により退職すべきこ ととなる職員

の 職務の遂行上の特別の事情 を勘案して、当該職員の退 職により公務の運営に著しい支障 が生ずると認

め られる事由等として条例で 定める事由があると認める ときであって、かつ、五の １又は２により当該

定年退職日まで当該異 動期間を延長した場合に限り、定 年退職日の翌日以後も引き 続き勤務させること

ができるものとし、当 該期限は、当該職員が占め ている管理監督職に係る異 動期間の末日の翌日から起

（第二十八条の七関係）

（改正前の 第二十八条の四から第二十 八条の六まで関係）

令和五年四月一日から令和十三 年三月三十一日までの間に おける第二十八条の六第二 項の条例で定

定年の 特例

定年退職者等の再任 用に関する規定を削除する ものとすること。

定年退職者等 の再任用

算して三年を超えるこ とができないものとするこ と。

１

九

２

１

（附則第二十一項関係）

める定年に関 しては、国の職員につき定められ ている当該期間における定 年に関する特例を基準とし
て、条例で特 例を定めるものとすること 。

第二十八条の六第三項の規定に 基づき地方公共団体におけ る当該職員の定年について 条例で別の定

めをし ている場合には、令和五年 四月一日から令和十三年三 月三十一日までの間における当該 定年に

関し、 条例で特例を定めることが できるものとすること。こ の場合においては、国及び 他の地方公共

（附則第二十二項関係）

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ものと すること。

任用及び給与に関す る情報の提供並びに勤務の 意思の確認

任命権者は 、当分の間、職員（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、非常勤職員 その他１による情報の提供 及び意思の確認を行わない 職員として条例で定める職

員を除く。以 下九において同じ。）が条 例で定める年齢に達する日の属す る年度の前年度（当該前年

度に職員でな かった者その他の当該前年 度において１による情報の 提供及び意思の確認を行う ことが

できな い職員として条例で定める職員に あっては、条例で定める期 間）において、当該職員に 対し、

第二
一

二

２

３

条例で定める ところにより、当該職員が当該条 例で定める年齢に達する日 以後に適用される任用及び

給与に関する 措置の内容その他の必要な 情報を提供するものとする とともに、同日の翌日以後におけ
る勤務 の意思を確認するよう努めるもの とすること。

１の情報の提供及び意思 の確認を行わない職員とし て条例で定める職員は、国家公務 員法附則第九

条に規 定する情報の提供及び意思 の確認を行わない職員を基 準として定めるものとする こと。

（附則第二十三項から第 二十五項まで関係）

１の条例で定める 年齢は、国の職員につき定められ ている国家公務員法附則第 九条に規定する年齢
を基準として定めるものと する。
附則
施行期日

この法律は、令和五 年四月一日から施行するも のとすること。ただし、二 は、公布の日から施行する

（附則第一条 関係）

この法律による改正後の地方公 務員法（以下「新地方公務 員法」という。）の規定に よる職員（地

実施の ための準備等

ものとす ること。

１

２

３

方公務員法第 三条に規定する一般職に属する職 員をいう。以下同じ。）の 任用、分限その他の人事行

政に関する制 度の適正かつ円滑な実施を 確保するため、任命権者（ 同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１及び３並びに三におい て同じ。）は、長期的な人 事管理

の計画 的推進その他必要な準備を 行うものとし、地方公共団 体の長は、任命権者の行う準備に 関し必
要な連 絡、調整その他の措置を講 ずるものとすること。

（附則第二条第一項関係）

総務大臣は、新地 方公務員法の規定による職 員の任用、分限その他の人 事行政に関する制度の適正

かつ円滑な実施を確保する ため、地方公共団体に対し て必要な資料の提出を求め ることその他の方法

（附則第二条第二項関係）

により１の準備及び 措置の実施状況を把握した 上で、必要があると認めるときは 、当該準備及び措置
について技術的な助 言又は勧告をするものとす ること。

任命 権者は、施行日の前日まで の間に、施行日から令和六年三月 三十一日までの間に条例で 定める

年齢に達する 職員（当該職員が占める職 に係るこの法律による改正 前の地方公務員法（以下「 旧地方

公務員 法」という。）第二十八条の二第 二項の規定に基づく定年が 当該条例で定める年齢であ る職員

三
１

に限る。）に 対し、第一の九の例により、当該 職員が当該条例で定める年 齢に達する日以後に適用さ

（附則第二条第三項 関係）

れる任用及び 給与に関する措置の内容そ の他の必要な情報を提供す るものとするとともに、同日の翌
日以後 における勤務の意思を確認するよ う努めるものとすること。
経過措置

任命権者は、当該任命権 者の属する地方公共団体に おける施行日前に旧地方公 務員法第二十八条の

二第一項の規定により退職 した者等のうち、条例で定める年 齢（２において「特定年齢 」という。）

に達する日以後における最 初の三月三十一日（以下「 特定年齢到達年度の末日」 という。）までの間

にある者であって、当該者 を採用しようとする常時勤 務を要する職に係る旧地方 公務員法第二十八条

の二第二項及び第三 項の規定に基づく定年（施 行日以後に設置された職その他の 条例で定める職にあ

っては、条例で定め る年齢）に達している者等 を、条例で定めるところに より、従前の勤務実績その

他の人事委員 会規則（競争試験等を行う 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、

人事委員会及 び競争試験等を行う公平委 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。

以下同 じ。）で定める情報に基づく選考 により、一年を超えない範 囲内で任期を定め、当該常 時勤務

２

３

４

を要する職に 採用することができるものとする こと。

特定 年齢は、国の職員につき定 められている国家公務員法 等の一部を改正する法律（令和三 年法律

第六十 一号）附則第四条第一項に規定す る年齢を基準として定める ものとすること。

（附則 第四条関係）

地方公共団体の組合を組 織する地方公共団体の任命 権者は、１によるほか、当 該地方公共団体の組

合における施行日前に旧地 方公務員法第二十八条の二第一項 の規定により退職した者等 のうち、特定

年齢到達年度の末日までの 間にある者であって、当該 者を採用しようとする常時 勤務を要する職に係

る旧地方公務員法第二十八 条の二第二項及び第三項の 規定に基づく定年（施行日 以後に設置された職

その他の条例で定め る職にあっては、条例で定 める年齢）に達している者等を、 条例で定めるところ

により、従前の勤務 実績その他の人事委員会規 則で定める情報に基づく選 考により、一年を超えない

範囲内で任期 を定め、当該常時勤務を要 する職に採用することができるも のとすること。

（附則第五条 関係）

任命権者は、第一の一の４にか かわらず、当該任命権者の 属する地方公共団体におけ る施行日前に

５

旧地方公務員 法第二十八条の二第一項の規定に より退職した者等のうち、 特定年齢到達年度の末日ま

での間にある 者であって、当該者を採用 しようとする短時間勤務の 職に係る旧地方公務員法定年相当

年齢（ 短時間勤務の職を占める職員が、 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

の職を 占めているものとした場合 における旧地方公務員法第 二十八条の二第二項及び第三項の 規定に

基づく 定年（施行日以後に設置さ れた職その他の条例で定め る職にあっては、条例で定 める年齢）を

いう。以下同じ。）に達し ている者を、条例で定めるところ により、従前の勤務実績そ の他の人事委

（附則第六条関係）

員会規則で定める情報に基 づく選考により、一年を超 えない範囲内で任期を定め 、当該短時間勤務の
職に採用することができる ものとすること。

地方公共団 体の組合を組織する地方公 共団体の任命権者は、４によるほ か、第一の一の９において

準用する第一の一の ４にかかわらず、当該地方 公共団体の組合における施 行日前に旧地方公務員法第

二十八条の二 第一項の規定により退職し た者等のうち、特定年齢到達年度 の末日までの間にある者で

あって、当該 者を採用しようとする短時 間勤務の職に係る旧地方公 務員法定年相当年齢に達し ている

者を、 条例で定めるところにより、従前 の勤務実績その他の人事委 員会規則で定める情報に基 づく選

四

五

（附則第七条関係）

考により、一 年を超えない範囲内で任期を定め 、当該短時間勤務の職に採 用することができるものと
すること。
検討

政府は 、国家公務員に係る管理監 督職勤務上限年齢による降 任等又は定年前再任用短時間勤務 職員に

関 連する制度についての検討 の状況に鑑み、必要がある と認めるときは、地方公務 員に係るこれらの制

度について検討を行い 、その結果に基づいて所要の措置 を講ずるものとすること。

（附則第十一条関係）

その他、この法律の 施行に伴い必要となる経過 措置等について定め、関係 法律の規定について整備す
るものとするこ と。

（附則第三条、附 則第八条から第十条まで及 び附則第十二条から第十九 条まで関係）

