
 千葉市会計年度任用職員の給与及びその他の給付の支給に関する規則

をここに公布する。 

  令和２年３月３１日 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市規則第３２号 

千葉市会計年度任用職員の給与及びその他の給付の支給に関する

規則 

（趣旨） 

第１条 千葉市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例（令

和元年千葉市条例第３０号。以下「条例」という。）による会計年度

任用職員の給料等の支給については、別に定めるもののほか、この規

則の定めるところによる。 

 （用語の定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語

の例による。 

（給料の支給日及び支給方法） 

第３条 条例第６条第２項に定める給料の支給日は、毎月２１日とする。

ただし、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい

う。）第２２条の２第１項第１号に掲げる職員（以下「１号職員」と

いう。）であって、時間額で報酬が定められているものについては、

一の給与期間の分にかかる月の翌月の２１日とする。 

２ 前項に規定する日が休日（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）第９条に規定する祝日法による

休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。）、日曜日又は土曜日に

当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又

は土曜日でない日を支給日とする。 

３ 特別の事情があるときは、市長は前項の支給日を変更することがで

きる。 

第４条 給与期間中給料の支給日後において新たに会計年度任用職員と

なった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し、又は死亡し

た会計年度任用職員には、その際給料を支給する。ただし、１号職員



であって、時間額で報酬が定められているものについては、この限り

ではない。 

第５条 会計年度任用職員（１号職員であって、時間額で報酬が定めら

れているものを除く。）が給与期間の中途において次の各号のいずれ

かに該当する場合におけるその給与期間の給料等は、日割計算により

支給する。 

（１）休職（法第２８条第２項に規定する休職をいう。以下同じ。）に

され、又は休職の終了により復職した場合 

（２）法第５５条の２第１項ただし書の許可（以下「専従許可」とい

う。）を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場

合 

（３）停職（法第２９条第１項に規定する停職をいう。以下同じ。）に

され、又は停職の終了により職務に復帰した場合 

（４）地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。

以下「育児休業法」という。）第２条の規定により、育児休業を

始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合 

２ 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職

にされ、育児休業をしている会計年度任用職員が、給料の支給日後に

復職し又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際

支給する。ただし、１号職員であって、時間額で報酬が定められてい

るものについては、この限りでない。 

（初任給調整手当及び地域手当の支給） 

第６条 初任給調整手当及び地域手当は、給料の支給方法に準じて支給

する。 

（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

宿日直手当の支給） 

第７条 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

及び宿日直手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の

支給日に支給する。ただし、１号職員であって、時間額で報酬が定め

られているものについては、一の給与期間における給料の支給日に支

給する。 



２ 会計年度任用職員が千葉市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に

関する規則（令和２年千葉市規則第３５号。以下「会計年度任用職員

勤務時間規則」という。）第９条第１項の規定により指定された時間

外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休

時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当

に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、

「会計年度任用職員勤務時間規則第９条第１項の規定により時間外勤

務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」と、前項ただし

書中「一の」とあるのは、「会計年度任用職員勤務時間規則第９条第

１項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する」とす

る。 

３ 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

宿日直手当の支給に関しては、第４条の規定を準用する。 

 （給与の減額の特例） 

第８条 条例第１３条第１項の別に規則で定める場合は、次の各号に定

める場合とする。 

（１）会計年度任用職員勤務時間規則第６条第１項の規定により、勤務

日を週休日に変更された日に割り振られていた勤務時間、会計年

度任用職員勤務時間規則第９条第２項の規定により、正規の勤務

時間においても勤務することを要しない時間及び会計年度任用職

員勤務時間規則第 １４条に定める時間に該当する場合 

（２）会計年度任用職員勤務時間規則第１１条に定める日に該当する場

合。ただし、１号職員であって、時間額で報酬が定められている

ものを除く。 

（３）会計年度任用職員勤務時間規則第１７条第１項に規定する休暇を

与えられた場合 

２ 条例第１３条第３項に規定する承認の基準は、別表第１の左欄に掲

げる理由により職務に専念する義務を免除された場合とし、承認

の期間は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 

 （減額支給の方法） 

第９条 減額すべき給与額は、その次の給与期間以降の給料の月額及び
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これに対する地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、停職、

休職等の場合において、減額すべき給与額が差し引くことのできない

ときは、条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引くこと

ができる。 

第１０条 条例第１３条第１項の規定により給与を減額することとなる

会計年度任用職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間

数によって計算し、この場合において１時間未満の端数を生じた場合

は、その端数が３０分以上のときは、１時間とし、３０分未満のとき

は、切り捨てて計算するものとする。 

第１１条 条例第１８条に規定する勤務１時間当たりの給与額の算出の

基礎となる給料の月額は、条例その他の規定に基づき給料を減額され

ている場合においても、本来受けるべき給料の月額とする。 

 （休日勤務手当） 

第１２条 条例第１５条に規定する休日勤務手当の支給に関しては、１

号職員にあっては、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。以下「給与条例」という。）第１６条及び千葉市職

員の時間外勤務手当等の支給に関する規則（昭和２６年千葉市規則第

７号。以下「時間外勤務手当等支給規則」という。）第４条（第３項

及び第４項を除く。）の規定を準用する。この場合において、給与条

例第１６条中「休日等(勤務時間条例第３条第１項又は第４条の規定

に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあって

は、勤務時間条例第９条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例

第４条及び第５条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定め

る日)」とあるのは「休日等」と、「１００分の１２５」とあるのは

「１００分の３５」と読み替えるものとする。 

２ 前項において読み替えて準用する給与条例第１６条に規定する規則

で定める割合は、次の各号に掲げる割合とする。 

（１）１号職員であって、時間額で報酬が定められているもの １００

分の３５ 

（２）前項の適用を受けない会計年度任用職員 １００分の１３５ 
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（期末手当の支給を受ける職員） 

第１３条 条例第２０条第１項前段の規定により期末手当の支給を受け

る会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する

会計年度任用職員のうち、次の各号に掲げる会計年度任用職員以外の

会計年度任用職員とする。 

（１）無給休職者（法第２８条第２項第１号の規定に該当して休職にさ

れている会計年度任用職員のうち、給与の支給を受けていない会

計年度任用職員をいう。） 

（２）刑事休職者（法第２８条第２項第２号の規定に該当して休職にさ

れている会計年度任用職員をいう。） 

（３）停職者（法第２９条の規定により停職にされている会計年度任用

職員をいう。） 

（４）専従休職者（法第５５条の２第１項ただし書の許可を受けている

会計年度任用職員をいう。） 

（５）育児休業法第２条の規定により育児休業をしている職員のうち、

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）第７条第１項に規定する職員以外の会計年度任用職員 

第１４条 条例第２０条第１項後段の規定により期末手当の支給を受け

る会計年度任用職員のうち、同項に規定するそれぞれの基準日前１箇

月以内に退職し又は死亡した会計年度任用職員が、次の各号に掲げる

会計年度任用職員に該当する場合は、期末手当は支給しない。 

（１）その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当

する会計年度任用職員であった者 

（２）その退職の後基準日までの間に次に掲げる者となったもの 

  ア 条例の適用を受ける会計年度任用職員 

イ 特別職の職員（議会の議員及び特別職の職員の給与並びに旅

費及び費用弁償に関する条例（昭和３１年千葉市条例第１７号）

第２条第２項に規定する市長等をいう。以下同じ。） 

（３）その退職に引き続き給与条例の適用を受ける職員等となった者で

市長が別に定めるもの 

第１５条 基準日前一箇月以内において条例の適用を受ける会計年度任



用職員としての退職が２回以上ある者について前条の規定を適用する

場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。 

（期末手当に係る在職期間） 

第１６条 条例第２０条第２項に規定する在職期間は、条例の適用を受

ける会計年度任用職員として在職した期間とする。 

２ 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。 

（１）第１２条第２号及び第３号に掲げる会計年度任用職員として在職

した期間及び所定労働時間が１５時間３０分未満で在職した期間

については、その全期間 

（２）育児休業法第２条の規定により育児休業（当該育児休業の承認に

係る期間（当該期間が２以上あるときは、それぞれの期間を合算

した期間）が１箇月以下であるものを除く。）をしている職員

（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３年法律第７６号。以下「育児介護休業法」と

いう。）第５条の規定により育児休業（当該育児休業の申出に係

る期間（当該期間が２以上あるときは、それぞれの期間を合算し

た期間）が１箇月以下であるものを除く）をしている会計年度任

用職員を含む。）として在職した期間については、その２分の１

の期間 

（３）休職にされていた期間については、その２分の１の期間 

３ 公務傷病等による休職者であった期間については、前項の規定にか

かわらず、除算は行わない。 

第１７条 基準日以前６箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者

が条例の適用を受ける会計年度任用職員となった場合（第２号に掲げ

る者にあっては、引き続き条例の適用を受ける会計年度任用職員とな

った場合に限る。）は、その期間内においてそれらの者として在職し

た期間は、前条第１項の在職期間に算入する。 

（１）特別職の職員 

（２）給与条例の適用を受ける職員等で市長が別に定めるもの 

２ 前項の期間の算定については、前条第２項及び第３項の規定を準用

する。 



（一時差止処分に係る在職期間） 

第１８条 条例第２１条及び第２２条に規定する在職期間は、条例の適

用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。 

２ 前条第１項第１号及び第２号に掲げる者が引き続き条例の適用を受

ける会計年度任用職員となった場合は、それらの者として在職した期

間は、前項の在職期間とみなす。 

（一時差止処分の手続） 

第１９条 任命権者は、条例第２２条第１項の規定による一時差止処分

（以下「一時差止処分」という。）を行った場合には、当該一時差止

処分を受けた者に文書を交付しなければならない。 

（一時差止処分の取消しの申立ての手続等） 

第２０条 条例第２２条第２項の規定による一時差止処分の取消しの申

立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければ

ならない。 

２ 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取

扱いについて市長に協議しなければならない。 

（一時差止処分の取消しの通知） 

第２１条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差

止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を

書面で通知しなければならない。 

（審査請求の教示） 

第２２条 条例第２２条第５項に規定する説明書（次条において「処分

説明書」という。）には、一時差止処分に対する審査請求に係る教示

を記載しなければならない。 

（処分説明書の写しの提出） 

第２３条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写

し１通を市長に提出しなければならない。 

（期末手当の支給日） 

第２４条 期末手当の支給日は、別表第２の基準日欄に掲げる基準日の

別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄

に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同



欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。 

（端数計算） 

第２５条 条例第２０条第２項の期末手当基礎額に１円未満の端数を生

じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（給料等の額の端数計算） 

第２６条 給料等の計算に際しては、給料等の種類ごとの支給額につい

て１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（補則） 

第２７条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

別表第１ 

 理由 期間 

１ 妊娠中の女性職員の業務が母

体又は胎児の健康保持に影響

があるため 

当該職員が適宜休息し、又は

補食するために必要な時間 

２ 任命権者が特に必要と認める

ため 

その都度必要と認める時間又

は期間 

別表第２ 

基準日 支給日 

６月１日 ６月３０日 

１２月１日 １２月１０日 

 


