前橋市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例新旧対照表(第1条関係)
改 正 案
現
行
(任命権者の報告)
(任命権者の報告)
第2条 任命権者は、毎年7月末日までに、市長に 第2条 任命権者は、毎年7月末日までに、市長に
対し、職員(臨時的に任用された職員及び非常
対し、職員(臨時的に任用された職員及び非常
勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤
勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤
務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2
務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同
号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)
じ。)に係る次に掲げる人事行政の運営の状況
を報告しなければならない。
に係る次に掲げる人事行政の運営の状況を報
告しなければならない。
(1)～(11) 省略
(1)～(11) 省略

前橋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例新旧対照表(第2条関係)
改 正 案
現
行
(休職の効果)
(休職の効果)
第9条 省略
第9条 省略
2～5 省略
2～5 省略
6 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1項から第3項までの規定の適用
については、第1項中「3年を超えない範囲内」
とあるのは「法第22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、第2項前
段中「3年に満たない」とあるのは「前項の任
期に満たない」と、「3年を超えない範囲内」
とあるのは「当該任期の範囲内」と、第3項後
段中「3年」とあるのは「第1項の任期の範囲」
とする。

前橋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例新旧対照表(第3条関係)
改 正 案
現
行
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律 第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律
第261号。以下「法」という。)第29条第4項の
第261号)第29条第4項の規定に基づき、前橋市
規定に基づき、前橋市職員(以下「職員」とい
職員(以下「職員」という。)の懲戒の手続及び
う。)の懲戒の手続及び効果に関し規定するこ
効果に関し規定することを目的とする。
とを目的とする。
第3条 減給は、1日以上1年以下の期間とし、給 第3条 減給は、1日以上1年以下の期間とし、給
料の月額及びこれに対する地域手当の月額の
料の月額及びこれに対する地域手当の月額の
合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員
合計額の5分の1以下を減ずるものとする。
にあっては、前橋市会計年度任用職員の給与及
び費用弁償に関する条例(令和元年前橋市条例
第 号)第18条に規定する報酬の額)の5分の1
以下を減ずるものとする。

前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例新旧対照表(第4条関係)
改 正 案
現
行
(非常勤職員の勤務時間、休暇等)
(非常勤職員の勤務時間、休暇等)
第19条 非常勤職員(再任用短時間勤務職員及び 第19条 非常勤職員(再任用短時間勤務職員及び

任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、
休暇等については、第2条から前条までの規定
にかかわらず、その職務の性質等を考慮し、別
に条例で定める。

任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、
休暇等については、第2条から前条までの規定
にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、
市長が別に定める基準に従い、任命権者が定め
る。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される前橋市職員の処遇等に関する条例新旧対照表(第5条関係)
改 正 案
現
行
(職員の派遣)
(職員の派遣)
第2条 省略
第2条 省略
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員 2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員
は、次に掲げる職員とする。
は、次に掲げる職員とする。
(1)～(2) 省略
(1)～(2) 省略
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2
2条に規定する条件付採用になっている職員
2条第1項に規定する条件附採用になってい
(市規則で定める職員を除く。)
る職員(市規則で定める職員を除く。)
(4)～(5) 省略
(4)～(5) 省略

公益的法人等への前橋市職員の派遣に関する条例新旧対照表(第6条関係)
改 正 案
現
行
(職員の派遣)
(職員の派遣)
第2条 省略
第2条 省略
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員 2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員
は、次に掲げる職員とする。
は、次に掲げる職員とする。
(1)～(2) 省略
(1)～(2) 省略
(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採
(3) 地方公務員法第22条第1項に規定する条
用になっている職員(市規則で定める職員を
件附採用になっている職員(市規則で定める
除く。)
職員を除く。)
(4)～(5) 省略
(4)～(5) 省略
3 省略
3 省略

前橋市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表(第7条関係)
改 正 案
現
行
○前橋市特別職の職員で非常勤のもの
○前橋市非常勤の職員の報酬及び費用
の報酬及び費用弁償に関する条例
弁償に関する条例
(趣旨)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第 第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第
67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職
67号)第203条の2第4項の規定に基づき、非常勤
の職員で非常勤のもの(別に定めるものを除
の職員(別に定めるものを除く。)に対する報酬
く。以下「特別職の職員」という。)に対する
及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し
必要な事項を定めるものとする。
報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に
関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
(報酬)
第1条の2 特別職の職員の報酬の額は、別表のと 第1条の2 非常勤の特別職の職員(以下「非常勤
おりとする。
特別職」という。)の報酬の額は、別表第1のと
おりとする。
2 非常勤の一般職の職員(以下「非常勤一般職」
という。)のうち、地方公務員法(昭和25年法律

第2条 特別職の職員の報酬が日額で定められて
いる場合の支給方法は、公務のため出務した日
数に応じて、公務に従事の後に支給する。
第3条 特別職の職員の報酬が月額で定められて
いる場合の支給方法は、常勤の一般職の職員の
例による。
第4条 特別職の職員の報酬が年額で定められて
いる場合の支給方法は、毎年2回に分割して、9
月及び翌年3月に支給する。
2 1年の途中において年額の報酬を受ける特別
職の職員となった者に対する報酬は、新たに就
いた特別職の職員の報酬の額にその日の属す
る月からの月数を乗じ12で除した額を支給す
る。ただし、退職した特別職の職員が退職の日
に、他の特別職の職員となったときは、その日
の属する月の翌月分から支給する。
3 特別職の職員が退職したときは、前項に準じ
その月まで報酬を支給する。
4 省略
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したとき
は、その旅行について費用弁償として旅費を支
給する。
2 前項の旅費は、別表に定める特別職の職員（そ
の他の特別職の職員を除く。）については前橋
市職員等の旅費に関する条例(昭和48年前橋市
条例第31号)に定める市長等に支給する額と同
額、その他の特別職の職員については常勤の一
般職の職員に支給される旅費との均衡を考慮
して任命権者が定める額とし、その支給方法等
は、同条例の例による。

別表(第1条の2関係)
職名

報酬

第261号)第17条第1項の規定により任用される
ものの報酬の額は、任命権者が当該職員の職務
内容、勤務時間、経験及び資格の有無等を考慮
して、別表第2に定める報酬月額のうちから決
定する。
3 前項の規定にかかわらず、同項の規定の適用
を受ける非常勤一般職のうち、勤務形態の特殊
性により別表第2に定める号給により難いもの
の報酬の額は、任命権者が別に定める。
4 非常勤一般職のうち、地方公務員法第22条第5
項の規定により任用されるものの報酬の額は、
時給1,500円の範囲内で任命権者が別に定め
る。
第2条 非常勤の職員の報酬が日額又は時給で定
められている場合の支給方法は、公務のため出
務した日数又は時間に応じて、公務に従事の後
に支給する。
第3条 非常勤の職員の報酬が月額で定められて
いる場合の支給方法は、常勤の一般職の職員の
例による。
第4条 非常勤の職員の報酬が年額で定められて
いる場合の支給方法は、毎年2回に分割して、9
月及び翌年3月に支給する。
2 1年の途中において年額の報酬を受ける非常
勤の職員となった者に対する報酬は、新たに就
いた非常勤の職員の報酬の額にその日の属す
る月からの月数を乗じ12で除した額を支給す
る。ただし、退職した非常勤の職員が退職の日
に、他の非常勤の職員となったときは、その日
の属する月の翌月分から支給する。
3 非常勤の職員が退職したときは、前項に準じ
その月まで報酬を支給する。
4 省略
(費用弁償)
第5条 非常勤の職員が公務のため旅行したとき
は、その旅行について費用弁償として旅費を支
給する。
2 前項の旅費は、別表第1に定める非常勤特別職
(その他の非常勤特別職を除く。)については前
橋市職員等の旅費に関する条例(昭和48年前橋
市条例第31号)に定める市長等に支給する額と
同額、その他の非常勤特別職及び非常勤一般職
については常勤の一般職の職員に支給される
旅費との均衡を考慮して任命権者が定める額
とし、その支給方法等は、同条例の例による。
3 前2項に定めるもののほか、非常勤一般職に対
し、費用弁償として通勤費用相当額を支給す
る。この場合における支給方法は、常勤の一般
職の職員の例による。
別表第1(第1条の2関係)
職名

報酬

種別
省略
その他の特別職の職員

金額

種別

金額

省略
省略

その他の非常勤特別職

省略

別表第2(第1条の2関係)
号給

報酬月額

号給

円

報酬月額

号給
円

報酬月額
円

1

144,000 32

278,000

63

346,000

2

148,000 33

281,000

64

348,000

3

153,000 34

285,000

65

350,000

4

158,000 35

288,000

66

354,000

5

161,000 36

289,000

67

358,000

6

164,000 37

290,000

68

362,000

7

170,000 38

292,000

69

364,000

8

175,000 39

293,000

70

366,000

9

180,000 40

294,000

71

369,000

10

187,000 41

295,000

72

371,000

11

194,000 42

297,000

73

373,000

12

199,000 43

298,000

74

375,000

13

204,000 44

299,000

75

377,000

14

209,000 45

300,000

76

379,000

15

214,000 46

301,000

77

381,000

16

219,000 47

303,000

78

385,000

17

222,000 48

304,000

79

387,000

18

225,000 49

308,000

80

388,000

19

229,000 50

314,000

81

390,000

20

232,000 51

320,000

82

391,000

21

235,000 52

324,000

83

396,000

22

238,000 53

328,000

84

399,000

23

240,000 54

330,000

85

401,000

24

243,000 55

333,000

86

402,000

25

246,000 56

335,000

87

403,000

26

247,000 57

337,000

88

405,000

27

254,000 58

339,000

89

406,000

28

259,000 59

340,000

90

407,000

29

264,000 60

342,000

91

408,000

30

269,000 61

343,000

31

274,000 62

345,000

前橋市一般職の職員の給与に関する条例新旧対照表(第8条関係)
改 正 案
現
行
(給料表の種類及び適用範囲)
(給料表の種類及び適用範囲)
第3条 省略
第3条 省略
2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、 2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、
非常勤の職員(法第28条の5第1項及び第28条の
非常勤の職員及び臨時に雇用される定数外の
6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職
職員以外のすべての職員に適用するものとす
員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)
る。
並びに前橋市一般職の任期付職員の採用及び
給与の特例に関する条例(平成21年前橋市条例
第1号)第8条に規定する任期付短時間勤務職員
を除く。第24条において同じ。)以外のすべて
の職員に適用するものとする。

3 省略
3 省略
(再任用短時間勤務職員の給料月額)
(再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の3 再任用短時間勤務職員の給料月額は、 第4条の3 法第28条の5第1項及び第28条の6第2
第4条第11項の規定にかかわらず、同項の規定
項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以
による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の
下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料
規定により定められたその者の勤務時間を同
月額は、第4条第11項の規定にかかわらず、同
条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を
項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2
乗じて得た額とする。
条第2項の規定により定められたその者の勤務
時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して
得た数を乗じて得た額とする。
(非常勤職員の給与)
(非常勤職員の給与)
第24条 非常勤の職員の給与については、別に条 第24条 非常勤の職員(再任用短時間勤務職員及
例で定める。
び任期付短時間勤務職員を除く。)の給与につ
いては、別に条例で定める。

前橋市職員の退職手当に関する条例新旧対照表(第9条関係)
改 正 案
現
行
(退職手当の支給)
(退職手当の支給)
第2条 省略
第2条 省略
2 職員以外の者のうち、職員について定められ 2 職員以外の者のうち、職員について定められ
ている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例
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
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
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か月を
む。)が18日以上ある月が引き続いて12か月を
超えるに至ったもので、その超えるに至った日
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
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は、職員とみなして、この
ととされているものは、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
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」
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
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
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
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
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
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。ただし、地方公務員
く。)の規定を適用する。
法第22条の2第1項第1号に掲げる職員について
は、この限りでない。
附 則
附 則
1～10 省略
1～10 省略
11 令和4年3月31日以前に退職した職員に対す 11 平成34年3月31日以前に退職した職員に対す
る第10条第10項の規定の適用については、同項
る第10条第10項の規定の適用については、同項
中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び
中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び
附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法
附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法
第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める
第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める
理由により就職が困難な者であって、同法第2
理由により就職が困難な者であって、同法第2
4条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者と
4条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者と
して市規則で定める者に該当し、かつ、市長が
して市規則で定める者に該当し、かつ、市長が
同項に規定する指導基準に照らして再就職を
同項に規定する指導基準に照らして再就職を
促進するために必要な職業安定法第4条第4項
促進するために必要な職業安定法第4条第4項
に規定する職業指導を行うことが適当である
に規定する職業指導を行うことが適当である

と認めたもの」とあるのは「
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労
働省令で定める理由により就職が困難な者
であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げ
る者に相当する者として市規則で定める者
に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導
基準に照らして再就職を促進するために必
要な職業安定法第4条第4項に規定する職業
指導を行うことが適当であると認めたもの
ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5
条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、
市長が同法第24条の2第1項に規定する指導
基準に照らして再就職を促進するために必
要な職業安定法第4条第4項に規定する職業
指導を行うことが適当であると認めたもの
(アに掲げる者を除く。)
」とする。

と認めたもの」とあるのは「
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労
働省令で定める理由により就職が困難な者
であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げ
る者に相当する者として市規則で定める者
に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導
基準に照らして再就職を促進するために必
要な職業安定法第4条第4項に規定する職業
指導を行うことが適当であると認めたもの
ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5
条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、
市長が同法第24条の2第1項に規定する指導
基準に照らして再就職を促進するために必
要な職業安定法第4条第4項に規定する職業
指導を行うことが適当であると認めたもの
(アに掲げる者を除く。)
」とする。

