
倉吉市会計年度任用職員の取扱いに関する規則をここに公布する。

令和２年３月30日

倉吉市長 石田 耕太郎

倉吉市規則第３号

倉吉市会計年度任用職員の取扱いに関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、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

に規定する会計年度任用職員の任用、勤務条件等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

（任用）

第２条 所属長は、会計年度任用職員を任用しようとする場合は、あらかじめ職員課長と協議の上、

任命権者の承認を得なければならない。

２ 会計年度任用職員の任用に当たっては、公募のうえで競争試験を行い任用する者を決定すること

を原則とする。ただし、業務の特殊性等を勘案し、選考により任用する者を決定することができる。

３ 任命権者は、会計年度任用職員を任用したときは、辞令を交付する。任用期間を更新する場合及

び任用期間の満了の日前に自己都合により退職する場合も、同様とする。

（任用期間）

第３条 会計年度任用職員の任用期間は、１年以内とし、１会計年度を超えてはならない。ただし、

任用期間の満了の日の翌日から再び任用（以下「再度任用」という。）することができる。

２ 前項ただし書の規定により再度任用をされた会計年度任用職員の任用期間は、通算して３年（当

該会計年度任用職員の任用の日が４月１日でない場合にあっては、当該任用の日から２年を超えた

日が属する会計年度の末日までの期間）を超えてはならない。ただし、任命権者が特に必要と認め

た場合は、この限りでない。

３ 再度任用されない職員の従事していた職が引き続き設置される場合は、前条第２項の規定に基づ

く公募を行う。この場合において、前項の規定により再度任用されない職員の応募を妨げない。

（勤務時間）

第４条 所属長は、任用したときに定められた当該会計年度任用職員の１週当たりの勤務時間の範囲

内において、勤務を要する日及び時間を割り振るものとする。

２ 所属長は、前項の規定により勤務の割振りを行う場合においては、職員の勤務時間、休暇等に関

する条例（平成７年倉吉市条例第２号）第９条に規定する祝日法による休日（第11条において「休

日」という。）及び年末年始の休日を勤務を要しない日としなければならない。

３ 前２項の規定にかかわらず、所属長は、業務の都合により前２項の規定により定めた勤務の割振

りによりがたい事情が生じた場合は、第１項の規定により定めた勤務時間を超えない範囲で、これ

を変更することができる。この場合において、１週につき１日又は４週につき４日は、勤務を要し

ない日としなければならない。

（休暇及び休憩時間）

第５条 会計年度任用職員の年次有給休暇は、別表第１に定めるところによる。



２ 会計年度任用職員の病気休暇及び特別休暇は、別表第２に定めるところによる。

３ 第３条第１項ただし書の規定により、再度任用をされた会計年度任用職員は、任用をされたとき

に付与された年次有給休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。）に残日数がある場合は、

当該再度任用をされたときに付与された日数を限度として、再度任用時に繰り越すことができる。

この場合において、年次有給休暇の残日数に１日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数

を繰り越すものとする。

４ 前項の規定は、第３条第３項に規定する公募による競争試験の結果、公募前後で同一の者を任用

することとなった場合において準用する。

５ 任命権者は、１日の勤務時間が６時間を超える場合にあっては少なくとも45分、８時間を超える

場合にあっては少なくとも１時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

（フルタイム会計年度任用職員の号給）

第６条 倉吉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年倉吉市条例第５号。以

下「会計年度給与条例」という。）第５条の規則で定める基準は、会計年度給与条例第４条第２項の

規定に基づき決定された職務の級の４号給とする。

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職については、会計年度給与条例第４条第２項の規定に基

づき決定された職務の級の１号給とする。

(１) 各課等に配属される事務員の職

(２) 保育園等でクラス担任業務又は障がい児等加配業務に従事する保育士の職

（経験年数を有する者の号給の特例）

第７条 会計年度任用職員として任用する者（再度任用の場合を除く。）の号給は、当該任用の日の前

日から過去５年間における倉吉市での会計年度任用職員としての任用実績に基づく経験年数に応じ

た号給に決定することができる。

２ 前項の経験年数は、月を単位に算出し、12月をもって１年とする。ただし、１年に満たない月数

が６月以上である場合は１年とし、６月未満の月数は切り捨てる。

３ 第１項の号給は、前条に規定する号給の号数に、前項の規定により算出した経験年数に３を乗じ

て得た数を加えた号数の号給とする。

（再度任用となった者の号給）

第８条 再度任用となった会計年度任用職員（再度任用年度の前年度における任用期間が６月以上の

者に限る。）の号給は、前条までの規定にかかわらず、再度任用をされる前に受けていた号給の号数

に３を加えた号数の号給に決定することができる。

２ 前項の規定は、第３条第３項に規定する公募による競争試験の結果、公募前後で同一の者を任用

することとなった場合において準用する。

（給料及び報酬の切替え）

第９条 従事業務の変更に伴い職務の級を変更する場合には、別に定める基準に基づき職務の級及び

号給の切替えを行う。

２ 前項の規定に基づく切替えを月の途中に行う場合は、切替え前後の従事日数に応じた日割計算を

もって給料額を算出し、支給する。

３ 前２項の規定は、フルタイム会計年度任用職員をパートタイム会計年度任用職員へ変更する場合

又はパートタイム会計年度任用職員をフルタイム会計年度任用職員へ変更する場合において準用す

る。



（時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合）

第10条 会計年度給与条例第14条第２項の規則で定める割合は、100分の125とする。

２ 会計年度給与条例第15条第２項の規則で定める割合は、100分の135とする。

（期末手当支給対象外とする勤務時間）

第11条 会計年度給与条例第19条第１項の規則で定める勤務時間は、１週当たりの勤務時間が20時間

未満とする。

（報酬の支給期日）

第12条 会計年度給与条例第20条第１項の規則で定める期日は、毎月21日とする。ただし、その日が

日曜日、土曜日又は休日に当たる場合は、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又

は休日でない日に支給する。

（社会保険の適用）

第13条 会計年度任用職員の社会保険の適用については、雇用保険法（昭和49年法律第116号）、地方

公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）、健康保険法（大正11年法律第70号）、厚生年金保険法

（昭和29年法律第115号）及び介護保険法（平成９年法律第123号）の定めるところによる。

（災害補償）

第14条 会計年度任用職員の公務上の災害については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例（昭和42年倉吉市条例第39号）、地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）

及び労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）の定めるところによる。

（補則）

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

（準備行為）

２ この規則の施行の日から任用を行うために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても

行うことができる。

別表第１（第５条関係）

１ 年次有給休暇の付与日数は、１週当たりの勤務日数が同じである場合にあっては、週勤務日

数に応じ、１週当たりの勤務日数が異なる場合にあっては、予定される年間所定勤務日数に応

じ、１年度につき次に掲げる日数とする。

(１) 新たに任用された者 次に掲げる日数

週勤務日

数

年間所定勤務日

数

任用開始月における年次有給休暇付与日数（日）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

５日以上 217日以上 10 10 10 ８ ８ ８ ５ ５ ５ ２ ２ ２

４日 169日～216日 ７ ７ ７ ７ ７ ７ ５ ４ ３ ２ １ １

３日 121日～168日 ５ ５ ５ ５ ５ ５ ４ ３ ２ １ １ ０

２日 73日～120日 ３ ３ ３ ３ ３ ３ ２ ２ １ １ ０ ０

１日 48日～72日 １ １ １ １ １ １ １ １ ０ ０ ０ ０



別表第２（第５条関係）

(２) 再度任用をされた者 再度任用をされた日の前日までの勤務年度数に応じ、次に掲げる日

数

週勤務日

数
年間所定勤務日数

勤務年度数における年次有給休暇付与日数（日）

１年 ２年 ３年 ４年 ５年
６年

以上

５日以上 217日以上 11日 12日 14日 16日 18日 20日

４日 169日～216日 ８日 ９日 10日 12日 13日 15日

３日 121日～168日 ６日 ６日 ８日 ９日 10日 11日

２日 73日～120日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日

１日 48日～72日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日

２ 年次有給休暇の付与の方法は、次のとおりとする。

(１) 付与の単位は、１日又は30分とする。

(２) 30分を単位として取得した年次有給休暇を日に換算する場合は、それぞれの１日の勤務

時間数をもって１日とする。

１ 会計年度任用職員の病気休暇の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

原因 期間 有給・無給の別 添付書類

１ 公務上の負

傷又は疾病

任用期間に限り、その療養に

必要と認める期間

無給

休暇届

医師の診断書

（病気休暇の期間が５日以

上に及ぶ場合）

２ 公務外の負

傷又は疾病

任用期間に限り、90日を限度

とし、その療養に必要と認め

る期間

２ 会計年度任用職員の特別休暇の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

原因 期間
有給・無

給の別

１ 選挙権その他公民としての権利を行使

する場合
その都度必要と認める期間 有給

２ 裁判員、証人、鑑定人、参考人等とし

て官公署の呼出しに応ずる場合
その都度必要と認める期間 有給

３ 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者

としてその登録を実施する者に対して登

録の申出を行い、又は骨髄移植のため配

偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に

骨髄液を提供する場合

その都度必要と認める期間 有給

４ 夏季休暇（７月から９月までの間に２

月以上の任用期間がある場合）
７月から９月までの間に３日 有給



５ 会計年度任用職員が結婚する場合
結婚の日の１月前から結婚の日の後

３月の範囲内で５日
有給

６ 妊娠中又は産後１年以内の会計年度任

用職員が母子保健法（昭和40年法律第141

号）第10条に規定する保健指導又は同法

第12条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠23週までは４週間に１回、妊娠2

4週から35週までは２週間に１回、妊

娠36週から出産までは１週間に１

回、産後１年まではその間に１回（医

師の特別の指示があった場合には、

いずれの期間についてもその指示さ

れた回数）、１日の範囲内でその都度

必要と認める期間

有給

７ 妊娠中の会計年度任用職員が、６に定

める場合を除き、妊娠に起因する障がい

のため勤務することが困難であると認め

られる場合

２週間を超えない範囲内でその都度

必要と認める期間
有給

８ ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、1

4週間）以内に出産する予定の会計年度任

用職員が請求した場合

請求した日から出産の日まで 無給

９ 会計年度任用職員が出産した場合
出産日の翌日から８週間を経過する

までの期間
無給

10 会計年度任用職員が生後満１年に達し

ない生児を育てる場合
１日２回30分 有給

11 生理日のため勤務が著しく困難である

場合
その都度必要と認められる期間 有給

12 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）に基づく介護休暇

任用期間に限り、93日の範囲内にお

いて必要な期間
無給

13 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に基

づく介護時間

（要介護者の各々が当該介護を必要とする

一の継続する状態ごとに、連続する３年

の期間（介護休暇と重複する期間を除

く。）内において１日の勤務時間の一部に

つき勤務しないことが相当であると認め

られる場合）

１日につき２時間を超えない範囲内

で必要と認められる時間
無給

14 中学校就学の始期に達するまでの子

（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。）の子を含む。以下同じ。）を養育す

１の年度において５日（その養育す

る中学校就学の始期に達するまでの

子が２人以上の場合にあっては、10

日）の範囲内の期間

有給



る会計年度任用職員が、その子の看護（負

傷し、若しくは疾病にかかったその子の

世話又は疾病の予防を図るために必要な

ものとして市長が定めるその子の世話を

行うことをいう。）のため勤務しないこと

が相当であると認められる場合

15 配偶者、父母、子、配偶者の父母その

他市長が定める者で負傷、疾病又は老齢

により２週間以上の期間にわたり日常生

活を営むのに支障があるもの（以下「要

介護者」という。）の介護その他の市長が

定める世話を行う会計年度任用職員が、

当該世話を行うため勤務しないことが相

当であると認められる場合

１の年度において５日（要介護者が

２人以上の場合にあっては、10日）

の範囲内の期間

有給

16 感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（平成10年法律第114

号）の規定による健康診断、交通遮断又

は入院により勤務することが困難である

と認められる場合

その都度必要と認める期間 有給

17 地震、水害、火災その他の災害により

非常勤職員の現住居が滅失し、又は損壊

した場合

１週間を超えない範囲内でその都度

必要と認める期間
有給

18 地震、水害、火災その他の災害又は交

通機関の事故等により出勤及び退勤する

ことが著しく困難であると認められる場

合

その都度必要と認める期間 有給

19 忌引

対象者

（親族）
日数

有給

配偶者
７日

父母

子 ５日

祖父母

３日（会計年度任用職員が代襲相続

し、かつ、祭具等の承継を受ける場

合にあっては、７日）

孫 １日

兄弟姉妹 ３日

おじ又はおば

１日（会計年度任用職員が代襲相続

し、かつ、祭具等の承継を受ける場

合にあっては、７日）



父母の配偶者又は配偶者

の父母

３日（会計年度任用職員と生計を一

にしていた場合にあっては、７日）

子の配偶者又は配偶者の

子

１日（会計年度任用職員と生計を一

にしていた場合にあっては、５日）

祖父母の配偶者又は配偶

者の祖父母 １日（会計年度任用職員と生計を一

にしていた場合にあっては、３日）兄弟姉妹の配偶者又は配

偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者 １日


