地方公務員法及 び地方自治法の一 部改正に伴う関係 条例の整備に関す
る条例をここに公 布する。
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千葉市条例第３１ 号
地方公務員法及び 地方自治法の一部 改正に伴う関係条 例の整備に
関する条例
（千葉市職員退 職手当支給条例の 一部改正）
第１条

千葉市職 員退職手当支給条 例（昭和２４年千 葉市条例第５号）

の一部を次のよう に改正する。
目次中「第７ 条の２」を「第７ 条の２の３」に改 める。
第１条中「千葉市 職員定数条例（昭 和２４年千葉市条 例第３１号）
第２条に定める」 を「本市に勤務す る」に改め、「採 用された職員を
いう。」の次に「 以下同じ。」を加 え、「及び常時勤 務する臨時職員
（以下「職員」と いう。）」を削る 。
第２条第１項中「 職員」を「第１条 に規定する職員の うち常時勤務
に服することを要 するもの」に改め 、同条中第３項を 第４項とし、 同
条第２項中「前項 」を「第１項」に 改め、同項を同条 第３項とし、同
条第１項の次に次 の１項を加える。
２

前項に規定す る第１条に規定す る職員のうち常時 勤務に服するこ
とを要するもの以 外の職員のうち、 前項に規定する第 １条に規定す
る職員のうち常時 勤務に服すること を要するもの（以 下「職員」と
いう。）について 定められている勤 務時間以上勤務し た日（法令又
は条例若しくはこ れに基づく規則に より、勤務を要し ないこととさ
れ、又は休暇を与 えられた日を含む 。）が１８日以上 ある月が引き
続いて１２月を超 えるに至ったもの で、その超えるに 至った日以後
引き続き当該勤務 時間により勤務す ることとされてい るもの （第７
条の２及び第７条 の２の２第１項に おいて「継続して 勤務する者」
という。）は、職員とみなして、この条例（第４条中１１年以上
２５年未満の期間 勤続した者の通勤 による負傷又は病 気（以下「傷
病」という。）に よる退職及び死亡 による退職に係る 部分以外の部

分並びに第５条中 公務上の傷病又は 死亡による退職に 係る部分並び
に２５年以上勤続 した者の通勤によ る傷病による退職 及び死亡によ
る退職に係る部分 以外の部分を除く 。）の規定を適用 する。
第３条第２項、第 ４条第１項第４号 並びに第５条第１ 項第３号及び
第７号中「第７条 の２第１０項」を 「第７条の２の３ 第１０項」に改
める。
第７条の２を第 ７条の２の３とし 、第７条 の次に次 の２条を加える。
（勤続期間の計 算の特例）
第７条の２

次の 各号に掲げる者に 対する退職 手当の 算定の基礎とな

る勤続期間の計算 については、当該 各号に定める期間 は、前条第１
項に規定する職員 としての引き続い た在職期間とみな す。
（１）継続して勤 務する者

その者 の第２条第２項に 規定する勤務し

た月が引き続いて １２月を超えるに 至るまでのその引 き続いて勤
務した期間
（２）継続して勤 務する者以外の常 時勤務に服するこ とを要しない者
のうち、第２条第 ２項に規定する勤 務した月が引き続 いて１２月
を超えるに至るま での間に引き続い て職員となり、通 算して１２
月を超える期間勤 務したもの

その 職員となる前の引 き続いて勤

務した期間
第７条の２の２

第７条第５項第３ 号に規定する企業 職員としての引

き続いた在職期間 には、継続して勤 務する者に相当す る企業職員と
しての引き続いた 在職期間を含むも のとする。
２

前条の規定は 、企業職員であっ た者に対する退職 手当の算定の基
礎となる勤続期間 の計算について準 用する。

（職員の分限に関 する手続及び効果 に関する条例の一 部改正）
第２条

職員の分 限に関する手続及 び効果に関する条 例（昭和２６年千

葉市条例第４３号 ）の一部を次のよ うに改正する。
第３条第２項 中「命ぜられた日 」の次に「又は休 職の期間の満了に
より復職する日」 を加え、同条第３ 項中「事故」を「 事由」に改め、
同条に次の１項を 加える。
５

法第２２条の ２第１項に規定す る会計年度任用職 員に対する第２

項の規定の適用に ついては、同項中 「３年を超えない 範囲内」とあ
るのは、「法第２ ２条の２第２項の 規定に基づき任命 権者が定める
任期の範囲内」と する。
（職員の懲戒の手 続及び効果に関す る条例の一部改正 ）
第３条

職員の懲 戒の手続及び効果 に関する条例 （昭 和２６年千葉市条

例第４４号）の一 部を次のように改 正する。
第１条中「昭 和２５年法律第２ ６１号」の次に「 。以下「法」とい
う。」を加える。
第３条中「月 額」の次に「（法 第２２条の２第１ 項第１号に掲げる
職員については、 報酬の額）」を加 える。
（外国の地方公共 団体の機関等に派 遣される職員の処 遇等に関する条
例の一部改正）
第４条

外国の地 方公共団体の機関 等に派遣される職 員の処遇等に関す

る条例（平成元年 千葉市条例第１９ 号）の一部を次の ように改正する。
第２条第２項 第３号中「第２２ 条第１項」を「第 ２２条」に、「条
件附採用」を「条 件付採用」に改め る。
（千葉市公益的法 人等への職員の派 遣等に関する条例 の一部改正）
第５条

千葉市公 益的法人等への職 員の派遣等に関す る条例（平成１３

年千葉市条例第４ ５号）の一部を次 のように改正する 。
第１１条第３ 号中「第２２条第 １項」を「第２２ 条」に、「条件附
採用」を「条件付 採用」に改める。
（千葉市人事行政 の運営等の状況の 公表に関する条例 の一部改正）
第６条

千葉市人 事行政の運営等の 状況の公表に関す る条例（平成 １７

年千葉市条例第４ 号）の一部を次の ように改正する。
第３条中「占 める職員」の次に 「 及び法第２２条 の２第１項第２号
に掲げる職員」を 加える。
（千葉市職員の給 与に関する条例の 一部改正）
第７条

千葉市職 員の給与に関する 条例（昭和２６年 千葉市条例第３６

号）の一部を次の ように改正する。
第２１条の見 出し中「非常勤職 員等」を「臨時職 員」に改め、 同条
第１項中「非常勤 職員（再任用短時 間勤務職員を除く 。）及び 」を削

り、「者を除く。 」の次に「以下同 じ。」を加え、 「 （以下「非常勤
職員等」という。 ）」を削り、同条 第２項及び第３項 中「非常勤職員
等」を「臨時職員 」に改める。
（千葉市職員の勤 務時間、休暇等に 関する条例の一部 改正）
第８条

千葉市職 員の勤務時間、休 暇等に関する条例 （昭和３９年千葉

市条例第８号）の 一部を次のように 改正する。
第１条中「昭 和２５年法律第２ ６１号」の次に「 。以下「法」とい
う。」を加える。
第２条第３項中「 地方公務員法」を 「法」に改める。
第１８条の見出し 中「非常勤職員」 を「会計年度任用 職員」に改め、
同条第１項中「非常勤職員（再任用短時間勤務職員を除く。）」を
「会計年度任用職 員（法第２２条の ２第１項に規定す る会計年度任用
職員をいう。）」 に改める。
（千葉市職員の育 児休業等に関する 条例の一部改正）
第９条

千葉市職 員の育児休業 等に 関する条例（平成 ４年千葉市条例第

２号）の一部を次 のように改正する 。
第２条に次の １号を加える。
（３）次のいずれ かに該当する非常 勤職員以外の非常 勤職員
ア

その養育する 子（育児休業法第 ２条第１項に規定 する子をい
う。以下同じ。） が１歳６か月に達 する日（以下「１ 歳６か月
到達日」という。 ）（第２条の４の 規定に該当する場 合にあっ
ては、２歳に達す る日）までに、そ の任期（任期が更 新される
場合にあっては、 更新後のもの）が 満了すること及び 引き続き
採用されないこと が明らかでない非 常勤職員

イ

第２条の３第 ３号に掲げる 場合 に該当する非常勤 職員（その
養育する子が１歳に達する日（以下この号及び同条において
「１歳到達日」と いう。）（当該子 について当該非常 勤職員が
する育児休業の期 間の末日とされた 日が当該子の１歳 到達日後
である場合にあっ ては、当該末日と された日）におい て育児休
業をしている非常 勤職員に限る。）

ウ

その任期の末 日を育児休業の末 日とする育児休業 をしている

非常勤職員であっ て、当該育児休業 に係る子について 、当該任
期が更新され、又 は当該任期の満了 後に引き続き採用 されるこ
とに伴い、当該任 期の末日の翌日又 は当該引き続き採 用される
日を育児休業の期 間の初日とする育 児休業をしようと するもの
第２条の３第 １号中「千葉市職 員の勤務時間、休 暇等に関する条例
（昭和３９年千葉 市条例第８号。以 下「勤務時間条例 」という。）第
２条第３項に規定 する再任用短時間 勤務職員（以下「 再任用短時間勤
務職員」という。 ）の養育する子（ 育児休業法第２条 第１項に規定す
る子をいう。以下 同じ。）が１歳に 達する日（以下「 １歳到達 日」と
いう。）」を「非 常勤職員の養育す る子の１歳到達日 」に改め、同条
第２号中「再任用 短時間勤務職員 」 を「非常勤職員」 に、「勤務時間
条例第１４条の規 定による特別休暇 （女性職員の分べ んに限る。）」
を「千葉市職員の 勤務時間、休暇等 に関する条例（昭 和３９年千葉市
条例第８号。以下 「勤務時間条例」 という。）第１８ 条 に規定する特
別休暇（当該非常 勤職員が勤務時間 条例第２条第３項 に規定する再任
用短時間勤務職員 （以下「再任用短 時間勤務職員」と いう。）である
場合にあっては、 勤務時間条例第１ ４条に規定する特 別休暇（女性職
員の分べんに限る 。））」に改め、 同条第３号中「 再 任用短時間勤務
職員」を「非常勤 職員」に改め、「 更新される」を「 更新され、又は
当該任期の満了後 に引き続き採用さ れる」に改め、「 末日の翌日」の
次に「又は当該引 き続き採用される 日」を加え、「が １歳６箇月に達
する日（次条にお いて「１歳６箇月 到達日」という。 ）」を「の１歳
６箇月到達日」に 改める。
第２条の４中 「再任用短時間勤 務職員」を「非常 勤職員」に改め、
「更新される」を 「更新され、又は 当該任期の満了後 に引き続き採用
される」に改め、 「末日の翌日」の 次に「又は当該引 き続き採用され
る日」を加える。
第３条第８号中「再任用短時間勤務職員」を「非常勤職員」に、
「更新される」を 「更新され、又は 当該任期の満了後 に引き続き採用
される」に改め、 「翌日」の次に「 又は当該引き続き 採用される日」
を加える。

第７条第２項 中「している職員 」の次に「（地方 公務員法第２２条
の２第１項に規定 する会計年度任用 職員を除く。）」 を加える。
第８条中「し た職員」の次に「 （地方公務員法第 ２２条の２第１項
に規定する会計年 度任用職員を除く 。）」を加える。
第１８条第２ 号中「非常勤職員 」を「勤務日の日 数及び勤務日ごと
の勤務時間を考慮 して規則で定める 非常勤職員以外の 非常勤職員」に
改める。
第１９条第１ 項中「勤務時間」 の次に「 （非常勤 職員（再任用短時
間勤務職員を除く 。以下この条にお いて同じ。）にあ っては、当該非
常勤職員について 定められた正規の 勤務時間）」を加 え、同条第２項
中「職員」の次に 「（非常勤職員を 除く。）」を加え 、同条に次の１
項を加える。
３

非常勤職員に 対する部分休業の 承認については、 １日につき、当
該非常勤職員について１日につき定められた勤務時間から５時間
４５分を減じた時 間を超えない範囲 内で（当該非常勤 職員が勤務時
間条例第１８条に 規定する特別休暇 （生後１年に達し ない子の保育
を行う場合に限る 。）又は勤務時間 条例第１５条の２ に規定する介
護時間の承認を受 けて勤務しない場 合にあっては、当 該時間を超え
ない範囲内で、か つ、２時間から当 該特別休暇又は当 該介護時間の
承認を受けて勤務 しない時間を減じ た時間を超えない 範囲内で）行
うものとする。
第２０条第１項中 「、職員」の次に 「（非常勤職員（ 再任用短時間

勤務職員を除く。 ）を除く。以下こ の条において同じ 。 ）」を加える。
（千葉市病院局の 職員の給与の種類 及び基準に関する 条例の一部改正）
第１０条

千葉市 病院局の職員の給 与の種類及び基準 に関する条例（平

成２３年千葉市条 例第７号）の一部 を次のように改正 する。
第２条第１項 中「もの及び」を 「もの、」に改め 、「占めるもの」
の次に「及び同法 第２２条の２第１ 項に規定するもの 」を加える。
第２９条の見 出し中「非常勤職 員等」を「臨時職 員」に改め、同条
中「非常勤職員（ 地方公務員法第２ ８条の５第１項に 規定する短時間
勤務の職を占める 職員を除く。）及 び」を削り、「臨 時職員」の次に

「（常時勤務する 者を除く。）」を 加え、同条の次に 次の２条を加え
る。
（会計年度任 用職員の給与）
第２９条の２

第 ２条第１項及び第 ３項の規定にかか わらず、地方公

務員法第２２条の ２第１項第１号に 掲げる職員の給与 の種類は、給
料、初任給調整手 当、地域手当、通 勤手当、特殊勤務 手当、時間外
勤務手当、休日勤 務手当、夜間勤務 手当、宿日直手当 及び期末手当
とする。
２

前項に規定す る職員については 、第６条、第８条 、第１０条、第
１６条、第１７条 、第１９条、第２ ０条及び第２２条 の規定は、適
用しない。

第２９条の３

第 ２条第１項及び第 ３項の規定にかか わらず、地方公

務員法第２２条の ２第１項第２号に 掲げる職員の給与 の種類は、給
料、初任給調整手 当、地域手当、通 勤手当、特殊勤務 手当、時間外
勤務手当、休日勤 務手当、夜間勤務 手当、宿日直手当 、期末手当及
び退職手当とする 。
２

前項に規定す る職員については 、第６条、第８条 、第１０条、第
１６条、第１７条 、第１９条及び第 ２０条の規定は、 適用しない。

（千葉市水道局の 職員の給与の種類 及び基準に関する 条例の一部改正）
第１１条

千葉市 水道局の職員の給 与の種類及び基準 に関する条例（昭

和５０年千葉市条 例第５号）の一部 を次のように改正 する。
第２条第１項中「 もの及び」を「も の、」に改め、「 占めるもの」
の次に「及び同法 第２２条の２第１ 項に規定するもの 」を加える。
第２１条の見出し 中「非常勤職員等 」を「臨時職員」 に改め、同条
中「非常勤職員（ 地方公務員法第２ ８条の５第１項に 規定する短時間
勤務の職を占める 職員を除く。）及 び」を削り、「臨 時職員」の次に
「（常時勤務する 者を除く。）」を 加え、同条の次に 次の２条を加え
る。
（会計年度任 用職員の給与）
第２１条の２

第 ２条第１項及び第 ３項の規定にかか わらず、地方公

務員法第２２条の ２第１項第１号に 掲げる職員の給与 の種類は、給

料、地域手当、通 勤手当、特殊勤務 手当、時間外勤務 手当、休日勤
務手当、夜間勤務 手当及び期末手当 とする。
２

前項に規定す る職員については 、第４条、第５条 、第７条、第８
条の２、第１３条 、第１３条の２、 第１５条、第１５ 条の２及び第
１６条の規定は、 適用しない。

第２１条の３

第 ２条第１項及び第 ３項の規定にかか わらず、地方公

務員法第２２条の ２第１項第２号に 掲げる職員の給与 の種類は、給
料、地域手当、通 勤手当、特殊勤務 手当、時間外勤務 手当、休日勤
務手当、夜間勤務 手当、宿日直手当 、期末手当及び退 職手当とする。
２

前項に規定す る職員については 、第４条、第５条 、第７条、第８
条の２、第１３条 の２、第１５条及 び第１５条の２の 規定は、適用
しない。
附

則

（施行期日）
１

この条例は、 令和２年４月１日 から施行する。た だし、第２条中職
員の分限に関する 手続及び効果に関 する条例第３条第 ２項及び第３項
の改正規定、第４ 条中外国の地方公 共団体の機関等に 派遣される職員
の処遇等に関する 条例第２条第２項 第３号の改正規定 （「条件附採用」
を「条件付採用」 に改める部分に限 る。）及び第５ 条 中千葉市公益的
法人等への職員の派遣等に関する条例第１１条第３号の改正規定
（「条件附採用」 を「条件付採用」 に改める部分に限 る。） は、公布
の日から施行する 。
（経過措置）

２

第１条の規定による改正後の千葉市職員退職手当支給条例（以下
「新条例」という 。）第２条第２項 の規定は、令和２ 年４月１日以後
の退職に係る退職 手当について適用 し、同日前の退職 に係る退職手当
については、なお 従前の例による。

３

新条例第２条 第１項に規定する 新条例第１条に規 定する職員 のうち
常時勤務に服する ことを要するもの 以外の職員のうち 、 同項に規定す
る新条例第１条に 規定する職員のう ち常時勤務に服す ることを要する
ものについて定め られている勤務時 間以上勤務した日 （法令又は条例

若しくはこれに基 づく規則により、 勤務を要しないこ ととされ、又は
休暇を与えられた 日を含む。）が１ ８日以上ある月が 引き続いて１２
月を超えるに至っ たもので、その超 えるに至った日以 後引き続き当該
勤務時間により勤 務することとされ ているもの以外の 常時勤務に服す
ることを要しない ものの新条例第２ 条第２項に規定す る勤務した月が
引き続いて６月を 超えるに至った場 合には、当分の間 、その者を同項
の職員とみなして 、新条例の規定を 適用する。この場 合において、そ
の者に対する新条 例第３条から第５ 条までの規定によ る退職手当の額
は、これらの規定 により計算した退 職手当の額の１０ ０分の５０に相
当する金額とする 。
４

前項の規定の 適用を受ける者（ 引き続き同項に規 定する者であるも
のとした場合に、 同項の規定の適用 を受けることがで きた者を含む。）
に対する新条例第 ７条の２の規定の 適用については、 同条中「１２月」
とあるのは、「６ 月」とする。
（千葉市職員退 職手当支給条例の 一部を改正する条 例の一部改正）

５

千葉市職員退 職手当支給条例の 一部を改正する条 例（平成１８年千
葉市条例第３号） の一部を次のよう に改正する 。
附則第１６項 中「第７条の２第 １０項」を 「第７ 条の２の３第１０
項」に改める。

