前橋市職員の育児休業等に関する条例新旧対照表
改 正 案
現
行
(育児休業をすることができない職員)
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項本文の条例で定め 第2条 育児休業法第2条第1項本文の条例で定め
る職員は、次に掲げる職員とする。
る職員は、次に掲げる職員とする。
(1)～(2) 省略
(1)～(2) 省略
(3) 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4条第3項の規定により任期を定め
て採用された短時間勤務職員
(4) 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 次のいずれにも該当する非常勤職員
(ｱ) 任命権者を同じくする職(以下「特定
職」という。)に引き続き在職した期間
が1年以上である非常勤職員
(ｲ) 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
ること及び特定職に引き続き採用され
ないことが明らかでない非常勤職員
(ｳ) 勤務日の日数を考慮して市規則で定
める非常勤職員
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期間の末
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
満了後に特定職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
(育児休業法第2条第1項本文の条例で定める
(育児休業法第2条第1項本文の条例で定める
者)
者)
第2条の2 省略
第2条の2 省略
(育児休業法第2条第1項本文の条例で定める
日)
第2条の3 育児休業法第2条第1項本文の条例で

定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応
じ、当該各号に定める日とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合
非常勤職員の養育する子の1歳到達日
(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事
実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子
の1歳到達日以前のいずれかの日において当
該子を養育するために育児休業法その他の
法律の規定による育児休業(以下この条及び
次条において「地方等育児休業」という。)
をしている場合において当該非常勤職員が
当該子について育児休業をしようとする場
合(当該育児休業の期間の初日とされた日が
当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は
当該地方等育児休業の期間の初日前である
場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する
日(当該日が当該育児休業の期間の初日とさ
れた日から起算して育児休業等可能日数(当
該子の出生の日から当該子の1歳到達日まで
の日数をいう。)から育児休業等取得日数(当
該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働
基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又
は第2項の規定により勤務しなかった日数と
当該子について育児休業をした日数を合算
した日数をいう。)を差し引いた日数を経過
する日より後の日であるときは、当該経過す
る日)
(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養
育するため、非常勤職員が当該子の1歳到達
日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲
げる場合に該当してする育児休業又は当該
非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若
しくはこれに相当する場合に該当してする
地方等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(当該育児休業の期
間の末日とされた日と当該地方等育児休業
の期間の末日とされた日が異なるときは、そ
のいずれかの日))の翌日(当該子の1歳到達
日後の期間においてこの号に掲げる場合に
該当してその任期の末日を育児休業の期間
の末日とする育児休業をしている非常勤職
員であって、当該任期が更新され、又は当該
任期の満了後に特定職に引き続き採用され
るものにあっては、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
場合であって、次に掲げる場合のいずれにも
該当するとき 当該子の1歳6か月到達日
ア 当該子について、当該非常勤職員が当該

子の1歳到達日(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
ている場合又は当該非常勤職員の配偶者
が当該子の1歳到達日(当該配偶者がする
地方等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)において地方
等育児休業をしている場合
イ 当該子の1歳到達日後の期間について育
児休業をすることが継続的な勤務のため
に特に必要と認められる場合として市規
則で定める場合に該当する場合
(育児休業法第2条第1項本文の条例で定める場
合)
第2条の4 育児休業法第2条第1項本文の条例で
定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまで
の子を養育するため、非常勤職員が当該子の1
歳6か月到達日の翌日(当該子の1歳6か月到達
日後の期間においてこの条の規定に該当して
その任期の末日を育児休業の期間の末日とす
る育児休業をしている非常勤職員であって、当
該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特
定職に引き続き採用されるものにあっては、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
業をしようとする場合であって、次の各号のい
ずれにも該当するときとする。
(1) 当該子について、当該非常勤職員が当該
子の1歳6か月到達日において育児休業をし
ている場合又は当該非常勤職員の配偶者が
当該子の1歳6か月到達日において地方等育
児休業をしている場合
(2) 当該子の1歳6か月到達日後の期間につい
て育児休業をすることが継続的な勤務のた
めに特に必要と認められる場合として市規
則で定める場合に該当する場合
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定め
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定め
る期間)
る期間)
第2条の5 省略
第2条の3 省略
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定め
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定め
る特別の事情)
る特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で 第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で
定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1)～(6) 省略
(1)～(6) 省略
(7) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当する
こと又は第2条の4の規定に該当すること。
(8) その任期の末日を育児休業の期間の末日
とする育児休業をしている非常勤職員が、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特定職に引
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
ようとすること。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支
給)
第7条 省略
2 給与条例第19条第1項に規定するそれぞれの
基準日に育児休業をしている職員(地方公務員
法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規
定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用
職員」という。)を除く。)のうち、基準日以前
6か月以内の期間において勤務した期間がある
職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給す
る。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号
給の調整)
第8条 育児休業をした職員(会計年度任用職員
を除く。)が職務に復帰した場合において、部
内の他の職員との均衡上必要があると認めら
れるときは、その育児休業の期間を100分の10
0以下の換算率により換算して得た期間を引き
続き勤務したものとみなして、その職務に復帰
した日及びその日後における最初の職員の昇
給を行う日として市規則で定める日又はその
いずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の
号給を調整することができる。
2 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除
く。)が職務に復帰した場合における号給の調
整について、前項の規定による場合には部内の
他の職員との均衡を著しく失すると認められ
るときは、同項の規定にかかわらず、あらかじ
め市長と協議して、その者の号給を調整するこ
とができる。
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第9条 省略
(部分休業をすることができない職員)
第10条 育児休業法第19条第1項の条例で定める
職員は、次の各号のいずれにも該当する非常勤
職員以外の非常勤職員(地方公務員法第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(以下「再任用短時間勤務職員等」という。)
を除く。)とする。
(1) 特定職に引き続き在職した期間が1年以
上である非常勤職員
(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間
を考慮して市規則で定める非常勤職員
(部分休業の承認)
第11条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規
定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、

(育児休業をしている職員の期末手当等の支
給)
第7条 省略
2 給与条例第19条第1項に規定するそれぞれの
基準日に育児休業をしている職員のうち、基準
日以前6か月以内の期間において勤務した期間
がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を
支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号
給の調整)
第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場
合において、部内の他の職員との均衡上必要が
あると認められるときは、その育児休業の期間
を100分の100以下の換算率により換算して得
た期間を引き続き勤務したものとみなして、そ
の職務に復帰した日及びその日後における最
初の職員の昇給を行う日として市規則で定め
る日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準
じてその者の号給を調整することができる。
2

育児休業をした職員が職務に復帰した場合に
おける号給の調整について、前項の規定による
場合には部内の他の職員との均衡を著しく失
すると認められるときは、同項の規定にかかわ
らず、あらかじめ市長と協議して、その者の号
給を調整することができる。

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第9条 省略

(部分休業の承認)
第10条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規
定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、

正規の勤務時間(非常勤職員(再任用短時間勤
正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、3
務職員等を除く。以下この条及び次条において
0分を単位として行うものとする。
同じ。)にあっては、当該非常勤職員について
定められた勤務時間)の始め又は終わりにおい
て、30分を単位として行うものとする。
2 労働基準法第67条の規定による育児時間(以 2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規
下「育児時間」という。)又は前橋市職員の勤
定による育児時間又は前橋市職員の勤務時間、
務時間、休暇等に関する条例(平成7年前橋市条
休暇等に関する条例(平成7年前橋市条例第4
例第4号)第15条の2第1項の規定による介護時
号)第15条の2第1項の規定による介護時間の承
間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員
認を受けて勤務しない職員に対する部分休業
を除く。)に対する部分休業の承認については、
の承認については、1日につき2時間から当該育
1日につき2時間から当該育児時間又は当該介
児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務
護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じ
しない時間を減じた時間を超えない範囲内で
た時間を超えない範囲内で行うものとする。
行うものとする。
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(当該非常勤職員が育
児時間又は育児休業、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)第61条第32項において読み替え
て準用する同条第29項の規定による介護をす
るための時間(以下「介護をするための時間」
という。)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時間から当該育児時間又は当該介護をするた
めの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。
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第12条 職員(非常勤職員を除く｡)が部分休業の 第11条 職員が部分休業の承認を受けて勤務し
承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第
ない場合には、給与条例第11条の規定にかかわ
11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時
らず、その勤務しない1時間につき、給与条例
間につき、給与条例第14条に規定する勤務1時
第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を
間当たりの給与額を減額して支給する。
減額して支給する。
2 前項の規定は、部分休業をしている非常勤職
員の給与又は報酬の取扱いについて準用する。
(部分休業の承認の取消事由)
(部分休業の承認の取消事由)
第13条 省略
第12条 省略

