
○国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則 

平成16年４月１日 

規則第57号 

第１章 総則 

(趣旨) 

第１条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号。以下「就

業規則」という。)第42条第６項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」

という。)に勤務する職員の勤務時間、休日、休暇等(以下「勤務時間等」という。)に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

(法令との関係) 

第２条 職員の勤務時間等に関し、この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭

和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令及び諸規則の定めるとこ

ろによる。 

(定義) 

第３条 この規則において「部局等」とは、事務局、各学部、大学院理工学研究科、大学院

医歯学総合研究科、大学院司法政策研究科、大学院臨床心理学研究科、大学院連合農学研

究科、医学部・歯学部附属病院及び学内共同教育研究施設等をいう。 

２ この規則において「部局等の長」とは、前項に定める部局等の長をいう。 

(権限の委任) 

第４条 学長は、この規則に規定する権限の一部を前条第２項の規定による部局等の長に委

任することができる。 

第２章 勤務時間及び休憩時間 

(所定の勤務時間) 

第５条 職員の所定勤務時間は、休憩時間を除き、１週につき38時間45分以内とする。 

２ １日の所定勤務時間は、７時間45分とする。 

(始業及び終業の時刻) 

第６条 職員の勤務の始業及び終業の時刻は次のとおりとする。 

(1) 始業時刻 午前８時30分 

(2) 終業時刻 午後５時15分 

(休憩時間) 

第７条 職員の休憩時間は、午後０時から午後１時までとする。 

(始業・終業時刻等の変更) 

第８条 別表第１の職員区分欄に掲げる職員は、前３条の規定にかかわらず、始業時刻、終

業時刻及び休憩時間(以下「始業時刻等」という。)は、同表のとおりとし、労基法第34

条第２項の規定により労使協定を締結して、休憩時間を変更することができる。 

(勤務時間等の変更) 



第９条 業務上の都合及びその他特別の事情がある場合は、第５条第２項に規定する１日の

所定勤務時間の範囲内において、始業時刻等を予告のうえ変更することがある。 

(通常の勤務場所以外の勤務) 

第10条 業務上の必要がある場合は、通常の勤務場所を離れて勤務することを命ずることが

ある。 

２ 職員が前項の勤務を命ぜられた場合において、当該勤務の時間を算定しがたいときは、

第５条第２項に規定する１日の所定の勤務時間を勤務したものとみなす。 

３ 前項の場合であって、所定の勤務時間を超えて勤務する必要がある場合には、その業務

を遂行するために通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。 

(出勤及び退勤の手続) 

第11条 職員は、出勤及び退勤の際に別に定めるところによる所定の手続をとらなければな

らない。 

(欠勤) 

第12条 職員は、病気その他やむを得ない事由により欠勤するときは、あらかじめ、その事

由及び期間を届け出なければならない。あらかじめ届け出ることができなかった場合は、

事後速やかに届け出なければならない。 

２ 前項に規定する欠勤の給与上の取扱いについては、国立大学法人鹿児島大学職員給与規

則(平成16年規則第59号)による。 

第３章 休日 

(休日) 

第13条 職員の休日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日(法定休日) 

(2) 土曜日 

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 

(4) 12月29日から翌年の１月３日までの日(前３号に掲げる日を除く。) 

(休日の振替) 

第14条 業務の都合上、前条の休日に特に勤務を命ずる必要がある場合は、あらかじめ当該

休日を勤務日とし、当該勤務日を起算日として当該勤務日の前後１月の範囲内であらかじ

め指定した他の勤務日にこれを振り替えることができる。また、半日又は時間単位の勤務

を命ずる必要がある場合も同様とする。 

第４章 変則勤務時間等 

(４週間単位の変形労働時間制) 

第15条 業務運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員には、４週間

単位の変形労働時間制を適用するものとする。 

２ 前項の規定により４週間単位の変形労働時間制を適用する職員の勤務時間等について

は、第５条から第７条まで及び前２条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。 



(1) 所定勤務時間は、学長が別に定める日を起算日とする４週間(以下この条において

「単位期間」という。)ごとの期間を平均し、１週間当たり38時間45分以内とする。 

(2) 始業時刻等は、別表第２のとおりとする。 

(3) 休日は、各単位期間につき、８日以上設ける。ただし、業務の都合上必要がある場

合には、定められた休日をあらかじめ同一単位期間内の他の日に振り替えることがある。 

(4) 前号の休日のうち、あらかじめ指定した４日間を法定休日とする。 

３ 前項の規定により定められた勤務時間等は、当該単位期間の始まる１週間前までに対象

となる職員に周知するものとする。 

(１月単位の変形労働時間制) 

第16条 業務の都合上必要があると認められる教員については、１月単位の変形労働時間制

を適用することができる。 

２ 前項の規定により１月単位の変形労働時間制を適用する教員の勤務時間等については、

第５条から第７条まで、第13条及び第14条の規定にかかわらず、次に定めるところによる。 

(1) 所定勤務時間は、毎月１日を起算日とする１月単位ごとの期間(以下この条において

「単位期間」という。)を平均し、１週間当たり38時間45分以内とする。 

(2) 始業時刻等は、対象となる教員の申出を考慮し、学長が当該教員ごとに定める。 

(3) 休日は、各単位期間につき、８日以上設ける。 

(4) 前号の休日のうち、あらかじめ指定した当該月における日曜日の日数分の休日(１週

間に１日の休日)を法定休日とする。 

３ 前項の規定により定められた勤務時間等は、当該単位期間の始まる１週間前までに対象

となる教員に周知するものとする。 

(１年単位の変形労働時間制) 

第17条 業務運営上の事情により必要があると認められる職員については、１年単位の変形

労働時間制を適用することができる。 

２ 前項の規定により１年単位の変形労働時間制を適用する職員の勤務時間等については、

第５条から第７条まで、第13条及び第14条の規定にかかわらず、労基法第32条の４第１項

の規定により労使協定の定めるところによる。 

(裁量労働制) 

第18条 業務の性質上、業務の遂行の手段及び時間配分をその職員の裁量に委ねることが適

当と認められる大学教員の勤務時間については、第５条及び第６条の規定にかかわらず、

労基法第38条の３第１項の規定により労使協定を締結して、当該労使協定により協定した

時間を勤務したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定によるほか、裁量労働に関するみなし労働時間制に関し必要な事項は、前項

の労使協定により定める。 

３ 第１項の規定にかかわらず、部局長及び診療に従事する大学教員については、裁量労働

制は適用しない。 



第５章 時間外及び休日の勤務 

(災害時等の勤務) 

第19条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合においては、

労基法第33条第１項の定めるところにより、その必要の限度において、所定勤務時間を延

長(以下「超過勤務」という。)し、又は休日に勤務(以下「休日勤務」という。)させるこ

とがある。 

(超過勤務及び休日勤務) 

第20条 業務上の必要があると認められる場合には、超過勤務、又は休日勤務をさせること

がある。この場合において、労基法に規定する労働時間を超え、又は労基法で規定する休

日に勤務させる場合には、労基法第36条第１項の規定により、あらかじめ労使協定を締結

し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 

２ 妊娠中の女性職員及び産後１年を経過しない女性職員(以下「妊産婦である職員」とい

う。)が請求した場合は超過勤務及び休日勤務はさせないものとし、また第15条から第17

条まで及び前条の規定は適用しないものとする。 

(時間外勤務等の休憩) 

第21条 前条第１項の規定により超過勤務を命ぜられた時間が、所定の勤務時間を通じて１

日８時間を超えるときは、１時間の休憩時間(所定の勤務時間の途中に置かれる休憩時間

を含む。)を勤務時間の途中に置くものとする。 

(深夜勤務) 

第22条 業務上の必要があると認められる場合には、午後10時から翌午前５時までにおける

勤務(以下「深夜勤務」という。)を命ずることがある。 

２ 妊産婦である職員が請求した場合には、深夜勤務をさせないものとする。 

(宿日直) 

第23条 業務運営上の必要により、勤務時間外において施設、設備、備品、書類等の保全、

外部との連絡等のため、宿日直勤務を命ずることがある。 

２ 宿日直勤務の内容等に関し必要な事項は、別に定める。 

第６章 休暇等 

第１節 年次有給休暇 

(休暇の種類) 

第24条 職員の有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。 

(年次有給休暇) 

第25条 年次有給休暇は、１年(１月１日から12月31日まで)における休暇とし、その日数は、

１年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 

(1) 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 20日 

(2) 当該年の中途において、新たに職員となる職員 その者の当該年における在職期間

に応じ、別表第３の日数欄に掲げる日数(以下「基本日数」という。) 



(3) 当該年において新たに職員となった者であって、国、地方公共団体、本学以外の国

立大学法人又はこれに準ずる機関から本学の職員に引き続くもの 20日に当該年の前

年における年次有給休暇(年次有給休暇に相当する休暇を含む。以下この号において同

じ。)の残日数(当該日数が20を超える場合にあっては20日)を加えて得た日数から、職

員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日

数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数) 

(年次有給休暇の届出) 

第26条 年次有給休暇は、職員の届け出た時季に与えるものとする。ただし、職員の届け出

た時季に休暇を与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には、他の時

季に与えることがある。 

２ 職員は、年次有給休暇を取得する場合は、あらかじめ第35条第１項に規定する休暇簿(以

下「休暇簿」という。)により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によ

り、あらかじめ届け出ることができなかった場合は、その事後において速やかに届け出な

ければならない。 

(年次有給休暇の付与単位) 

第27条 年次有給休暇は、１日、半日又は１時間を単位とする。 

２ １時間を単位とする年次有給休暇は、付与された年次有給休暇の日数のうち、１年につ

いて５日の範囲内で取得することができるものとし、年次有給休暇を１時間単位で取得す

る場合の１日の年次有給休暇に相当する時間数は８時間とする。 

(年次有給休暇の繰り越し) 

第28条 年次有給休暇(この条の規定により繰り越されたものは除く。)は、20日を限度とし

て、当該年の翌年に繰り越すことができる。 

第２節 病気休暇 

(病気休暇) 

第29条 職員が負傷又は疾病による療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められ

る場合に取得することができるものとし、その期間は最小限度の範囲内とする。ただし、

次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下「特定病気休暇」という。)の期間は、

次に掲げる場合における病気休暇を取得した日及び当該病気期間中の休日(第14条の規定

により振り替えた休日を含む。以下この条において同じ。)、病気休暇以外の休暇等によ

り勤務しない日(１日の所定勤務時間の一部を勤務しない日を含む。以下この条において

「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。 

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合 

(2) 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年

法律第50号)第７条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場

合 

(3) 国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第53号)第37条別



表第２に規定する生活規正の面Cの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面C

への指導区分の変更を受け、同規則第38条第１項の事後措置を受けた場合 

２ 前項ただし書、次項及び第４項の規定の適用については、連続する８日以上の期間(当

該期間における休日以外の日(以下「要勤務日」という。)の日数が３日以下である場合に

あっては、その日数を考慮して当該期間における要勤務日の日数が４日以上である期間)

の特定病気休暇を取得した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続している

ものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して取得した特定病気休暇の期

間の末日の翌日から、１回の所定勤務時間のうち次の各号に掲げる時間を除く時間のすべ

てを勤務した日数(第４項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、

再度の特定病気休暇を取得したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気

休暇の期間は連続しているものとみなす。 

(1) 国立大学法人鹿児島大学職員育児休業規則(平成16年規則第65号)第12条に規定する

育児部分休業により勤務しない時間 

(2) 国立大学法人鹿児島大学職員介護休業規則(平成16年規則第66号)第12条に規定する

介護部分休業により勤務しない時間 

(3) 生理日の就業が著しく困難な場合における病気休暇により勤務しない時間 

(4) 第31条第１項第７号、第32条第２号から第４号までの規定により勤務しない時間 

３ 取得した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90

日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該取

得した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項

において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負

傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」と

いう。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、

第１項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当

該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷

等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることは

できない。 

４ 取得した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90

日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該取得

した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに

異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認めら

れるときは、第１項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇

を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除い

て連続して90日を超えることはできない。 

５ 療養期間中の休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第１項ただし書及び前

３項の規定の適用については、特定病気休暇を取得した日とみなす。 



６ 第１項ただし書及び第２項から前項までの規定の適用については、試用期間中の職員に

は適用しない。 

(病気休暇の手続) 

第30条 職員は、前条の病気休暇を請求する場合には、あらかじめ休暇簿により申請し、承

認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ請求できなか

った場合は、事由を付して事後において承認を求めることができる。 

２ 病気休暇が１週間を超える場合は、治療期間を予定した医師の診断書を速やかに提出し

なければならない。 

３ 病気休暇が長期にわたり、前項診断書に記載された治療期間を経過した場合は、さらに

診断書を提出しなければならない。 

４ 長期にわたり病気休暇を取得している職員が、回復後出勤しようとする場合は、出勤の

許可を受けなければならない。この場合、医師の治癒証明書又は就業許可証明書を提出さ

せることがある。 

５ 前項の場合において、医師につき、学長が指定することができる。 

６ 病気休暇は、１日、１時間又は１分を単位として取り扱うものとし、１日以外の単位で

取得した当該休暇を日に換算する場合は、７時間45分をもって１日とする。ただし、特定

病気休暇の期間の計算については、１日以外を単位とする特定病気休暇を取得した日は、

１日を単位とする特定病気休暇を取得した日として取り扱うものとする。 

第３節 特別休暇 

(特別休暇) 

第31条 職員が、次の各号に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認める場合に

は、当該各号に掲げる期間を特別休暇とする。 

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合及び裁判員、証人、鑑定人、

参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、そ

の勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、必要と認められる期間 

(2) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提

供希望者として、その登録の申出又は提供に伴い、必要な検査、入院等のため勤務しな

いことがやむを得ないと認められるときは、必要と認められる期間 

(3) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災

害が発生した被災地における被災者を支援する社会に貢献する活動を行う場合で、その

勤務しないことが相当と認められるときは、１年において５日の範囲内の期間 

(4) 職員が結婚する場合で、結婚の日の５日前の日から当該結婚の日後１月を経過する

日までの期間内における連続する５日の範囲内の期間 

(5) 分娩予定日から起算して６週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産す

る予定である職員が申し出た場合は、出産の日までの申し出た期間 

(6) 職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)した場合は、出産の日の翌



日から８週間を経過する日までの期間(産後６週間を経過した女性職員が就業を申し出

た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) 

(7) 生後１年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授

乳等を行う場合は、１日２回それぞれ30分の期間(男性職員あっては、それぞれ30分か

ら配偶者が取得している時間を差し引いた時間) 

(8) 職員の妻(届け出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号に

おいて同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添

い等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、職員の妻が出産するため

に病院に入院する等の日から当該出産の日後２週間を経過する日までのうち、２日の範

囲内の期間 

(9) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の６週間(多胎妊娠の場合にあっ

ては、14週間)前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの期間にある場合に

おいて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)

を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる

ときは、当該期間内における５日の範囲内の期間 

(10) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、負傷

し、若しくは疾病にかかった子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断

を受けさせるために勤務しないことを申し出た場合は、１年において５日(養育する小

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 

(11) 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする職員が当該介護等を行うために

勤務しないことを申し出た場合は、１年において５日(要介護状態にある家族が２人以

上の場合にあっては10日)の範囲内の期間 

(12) 職員の親族(別表第４の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬

儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相

当であると認められるときは、親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀の

ため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 

(13) 職員が配偶者、子及び父母の追悼のための特別な行事(配偶者、子及び父母の死亡

後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる

場合は、１日の範囲内の期間 

(14) 職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相

当であると認められる場合は、一の年度(４月１日から翌年の３月31日までをいう。)

において休日を除いて、原則として連続する３日の範囲内の期間 

(15) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに

準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるときは、原則として連

続する７日の範囲内の期間 

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、



又は一時的に避難しているとき。 

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足

している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 

(16) 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することが著しく

困難な場合又は退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを

得ないと認められる場合は、必要と認められる期間 

(17) その他本学が特に定めた期間 

２ 特別休暇の単位は、必要に応じて１日、１時間又は１分を単位として取り扱うものとす

る。ただし、前項第３号、第４号、第12号、第14号及び第15号の休暇は、時間又は分を単

位として取得した場合においても、１日として取り扱うものとする。 

３ 第１項第８号から第11号までの休暇の単位は、１日又は１時間とする。 

４ １時間を単位として取得した第１項第８号から第11号までの休暇を日に換算する場合

には、８時間をもって１日とする。 

(職務専念義務の免除期間) 

第32条 職員は、次の各号の一に掲げる事由に該当する場合は、当該各号に掲げる期間につ

いて、職務専念義務を免除される。この場合において、免除された期間は有給とする。 

(1) 勤務時間内に総合的な健康診査を受ける場合は、２日の範囲内で必要と認められる

時間 

(2) 妊産婦である職員が、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13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認された期間 

(3) 妊娠中の職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の

程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、勤務時間の始め又は終わりに

おいて、１日を通じて１時間を超えない範囲内で勤務しないことを承認された期間 

(4) 妊娠中の職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に

影響があると認められ、適宜休息し、又は補食するため、所定の勤務時間の始めから連

続する時間若しくは終わりまで連続する時間勤務しないことを承認された期間 

(5) 勤務時間内に団体交渉に参加することを承認された期間 

(6) 夜間勤務に専従する看護職員が、健康管理のために勤務しないことを承認された期

間 

(7) その他特別の事由により職務専念義務を免除することが承認された期間 

(特別休暇等の手続) 

第33条 特別休暇(第31条第５号及び第６号の休暇を除く。)及び前条の職務専念義務免除期

間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿により申請し、承認を受けなければ

ならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ請求できなか

った場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。 

２ 前項の場合において、必要な証明書等の提出を求められたときは、これを提出しなけれ



ばならない。 

３ 第31条第５号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して行わなければならない。 

４ 第31条第６号に掲げる場合に該当することとなった職員は、その旨を速やかに届け出る

ものとする。 

第７章 休暇簿等 

(休暇簿) 

第34条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び職務専念義務の免除の休暇簿は、別に定め

る。 

(年次有給休暇及び特別休暇関係) 

第35条 年次有給休暇を付与された期間中に、第31条第５号に掲げる特別休暇の事由に基づ

く特別休暇の承認があった場合は、当該申請に係る期間と重複する期間の年次有給休暇は

取り消されたものとする。 

２ 特別休暇として既に承認されている期間中に、新たに特別休暇の事由が生じた場合にお

いて、職員から当該休暇の請求があったときは、その重複する期間については、特別休暇

は、承認されたものとみなす。 

(雑則) 

第36条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定

める。 

附 則 

１ この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行日の前日において、承認されている職務専念義務の免除、年次休暇、病

気休暇及び特別休暇の期間は、施行日において本学の職員である者は、この規則の定める

ところにより職務専念義務の免除、年次休暇、病気休暇及び特別休暇として届出又は承認

されたものとみなす。 

３ この規則の施行日の前日における年次休暇の付与日数は、第25条の規定にかかわらず、

一般職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成６年法律第33号)の規定に基づき平成16

年に付与された年次休暇の日数(前年から繰り越された日数を含む。)から、この規則の施

行日の前日までに使用した日数を差し引いた日数とする。 

附 則 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成18年６月23日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 



附 則 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成19年６月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成19年10月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成19年12月13日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成20年５月１日から施行し、平成20年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成21年５月21日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、

施行日の前日における年次有給休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平

成21年における年次有給休暇の日数については、同年１月１日から施行日の前日までの間

の半日の年次有給休暇の使用を４時間の年次有給休暇の使用とみなして得られる同日に

おける年次有給休暇の残日数とする。 

附 則 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成22年６月30日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成23年４月１日から施行し、改正後の規則第29条の規定は、この規則の施

行日以後に取得した病気休暇について適用する。 

附 則 

この規則は、平成23年５月19日から施行し、平成23年３月18日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 



附 則 

この規則は、平成24年７月19日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成26年１月１日から施行する。 

別表第１(第８条関係) 

職員区分 勤務時間 休憩時間 

郡元地区及び下荒田地

区に勤務する教員 

A勤務 午前８時30分～午後５時15

分 

午後０時00分～午後１時00

分 

B勤務 午前８時50分～午後５時35

分 

午後０時00分～午後１時00

分 

C勤務 午前８時50分～午後５時25

分 

午後０時00分～午後０時50

分 

桜ヶ丘地区に勤務する

教員 

A勤務 午前８時30分～午後５時15

分 

午後０時00分～午後１時00

分 

B勤務 午前９時00分～午後５時45

分 

午後０時10分～午後１時10

分 

C勤務 午前９時00分～午後５時35

分 

午後０時10分～午後１時00

分 

法文学部学生係、大学

院係及び専門職大学院

係に勤務する職員 

A勤務 午前８時30分～午後５時15

分 

午後０時00分～午後１時00

分 

B勤務 午前10時15分～午後７時00

分 

午後２時30分～午後３時30

分 

教育学部教務係、学生

係及び大学院係に勤務

する職員 

A勤務 午前８時30分～午後５時15

分 

午後０時00分～午後１時00

分 

B勤務 午前10時30分～午後７時15

分 

午後２時00分～午後３時00

分 

教育学部附属幼稚園に勤務する

副園長、教諭及び養護教諭 

午前８時30分～午後５時00

分 

イ 午後０時15分～午後１

時00分 

ロ 午後２時00分～午後２

時45分 

教育学部附属小学校に

勤務する副校長、主幹

教諭、教諭、養護教諭、

５時間45

分勤務 

午前９時00分～午後３時30

分 

午後０時00分～午後０時45

分 

６時間45 午前９時00分～午後４時30 午後０時00分～午後０時45



及び栄養教諭 分勤務 分 分 

７時間30

分勤務 

午前８時15分～午後４時30

分 

イ 午後１時00分～午後１

時45分 

ロ 午後０時00分～午後０

時45分 

８時間45

分勤務 

午前８時15分～午後６時00

分 

午後１時00分～午後１時45

分 

午後４時20分～午後４時35

分 

教育学部附属小学校に

勤務する調理師 

A勤務 午前８時30分～午後５時15

分 

午後０時00分～午後１時00

分 

B勤務 午前８時00分～午後４時45

分 

午後１時00分～午後１時45

分 

午後３時00分～午後３時15

分 

教育学部附属中学校に

勤務する副校長、主幹

教諭、教諭及び養護教

諭 

７時間勤

務 

午前９時00分～午後４時45

分 

午後０時15分～午後１時00

分 

８時間勤

務 

午前８時15分～午後５時00

分 

午後０時45分～午後１時30

分 

９時間勤

務 

午前８時15分～午後６時15

分 

午後０時45分～午後１時30

分 

午後２時50分～午後３時05

分 

教育学部附属特別支援

学校に勤務する副校

長、教諭及び養護教諭

７時間勤

務 

午前９時00分～午後４時45

分 

午後０時15分～午後１時00

分 

８時間勤

務 

午前８時15分～午後５時00

分 

午後０時40分～午後１時25

分 

９時間勤

務 

午前８時15分～午後６時15

分 

午後０時40分～午後１時25

分 

午後３時45分～午後４時00

分 

医歯学総合研究科等学

務課に勤務する職員の

うち、当該部局等の長

が指定するもの 

A勤務 午前８時30分～午後５時15

分 

イ 午後０時00分～午後１

時00分 

ロ 午後１時00分～午後２

時00分 



B勤務 午前11時30分～午後８時15

分 

午後３時00分～午後４時00

分 

医学部・歯学部附属病院に勤務す

る職員のうち、医科診療棟の医務

課の窓口業務に従事する職員で

当該部局等の長が指定するもの 

午前８時30分～午後５時15

分 

イ 午後０時00分～午後１

時00分 

ロ 午後１時00分～午後２

時00分 

医学部・歯学部附属病院に勤務す

る職員のうち、歯科診療棟の医務

課の窓口業務に従事する職員で

当該部局等の長が指定するもの 

午前10時00分～午後６時45

分 

イ 午後０時00分～午後１

時00分 

ロ 午後１時00分～午後２

時00分 

医学部・歯学部附属病

院に勤務する職員のう

ち、経営企画課医療情

報係に勤務する職員 

A勤務 午前８時30分～午後５時15

分 

午後０時00分～午後１時00

分 

B勤務 午前７時30分～午後４時15

分 

午後０時00分～午後１時00

分 

C勤務 午後１時00分～午後９時30

分 

午後６時00分～午後６時45

分 

医学部・歯学部附属病

院に勤務する職員のう

ち、歯科診療棟に勤務

する歯科衛生士で当該

部局等の長が指定する

もの 

A勤務 午前８時30分～午後５時15

分 

午後０時00分～午後１時00

分 

B勤務 午前10時00分～午後６時45

分 

午後０時00分～午後１時00

分 

C勤務 午前８時00分～午後４時45

分 

午後０時00分～午後１時00

分 

医学部・歯学部附属病

院に勤務する職員のう

ち、歯科診療棟に勤務

する歯科技工士で当該

部局等の長が指定する

もの 

A勤務 午前８時30分～午後５時15

分 

午後０時00分～午後１時00

分 

B勤務 午前10時00分～午後６時45

分 

午後０時00分～午後１時00

分 

北米教育研究センターに勤務す

る職員 

午前９時15分～午後６時00

分 

午後０時00分～午後１時00

分 

別表第２(第15条関係) 

職員区分 割振単位

期間 

休日 勤務時間 休憩時間 

医学部・歯学部附属病

院に勤務する職員の

４週間 当該部局

等の長が

A勤務 

午前０時00分～午前８

イ 

午前３時30分～午前４



うち、看護業務に従事

する職員で当該部局

等の長が指定するも

の 

指定する

日 

時45分 時00分 

午前５時30分～午前６

時00分 

ロ 

午前４時00分～午前４

時30分 

午前６時00分～午前６

時30分 

B勤務 

午前８時00分～午後４

時45分 

イ 

午前11時30分～午後０

時00分 

午後１時30分～午後２

時00分 

ロ 

午後０時00分～午後０

時30分 

午後２時00分～午後２

時30分 

C勤務 

午後４時00分～午前０

時45分 

イ 

午後７時30分～午後８

時00分 

午後９時30分～午後10

時00分 

ロ 

午後８時00分～午後８

時30分 

午後10時00分～午後10

時30分 

E勤務 

午前８時30分～午後５

時15分 

午後０時30分～午後１

時00分 

午後３時00分～午後３

時30分 

F勤務 

午前７時00分～午後３

時45分 

イ 

午前10時30分～午前11

時00分 



午後１時00分～午後１

時30分 

ロ 

午前11時00分～午前11

時30分 

午後１時00分～午後１

時30分 

G勤務 

午前10時00分～午後６

時45分 

イ 

午後１時30分～午後２

時00分 

午後３時30分～午後４

時00分 

ロ 

午後２時00分～午後２

時30分 

午後４時00分～午後４

時30分 

M勤務 

午後０時00分～午後８

時45分 

イ 

午後３時30分～午後４

時00分 

午後５時30分～午後６

時00分 

ロ 

午後４時00分～午後４

時30分 

午後６時00分～午後６

時30分 

O勤務 

午後４時00分～午前９

時30分 

午後８時00分～午後８

時45分 

午前１時00分～午前１

時45分 

午前５時30分～午前６

時00分 

医学部・歯学部附属病

院に勤務する職員の

４週間 当該部局

等の長が

A勤務 

午前８時30分～午後５

午後０時00分～午後１

時00分 



うち、薬剤部に勤務す

る職員で当該部局等

の長が指定するもの

指定する

日 

時15分 

B勤務 

午後５時00分～午前10

時00分 

午後９時45分～午後10

時30分 

午前８時30分～午前９

時15分 

C勤務 

午前９時30分～午後６

時15分 

午後０時00分～午後１

時00分 

D勤務 

午前10時00分～午後６

時45分 

午後０時00分～午後１

時00分 

医学部・歯学部附属病

院に勤務する職員の

うち、検査部に勤務す

る職員で当該部局等

の長が指定するもの

４週間 当該部局

等の長が

指定する

日 

A勤務 

午前８時30分～午後５

時15分 

午後０時15分～午後１

時15分 

B勤務 

午前７時00分～午後３

時45分 

午前11時45分～午後０

時45分 

C勤務 

午前７時45分～午後４

時30分 

午後０時00分～午後１

時00分 

D勤務 

午前10時00分～午後６

時45分 

午後０時45分～午後１

時45分 

E勤務 

午前８時30分～午前８

時30分 

午後０時00分～午後１

時00分 

午後５時15分～午後５

時30分 

午後10時00分～午前５

時15分 

F勤務 

午後５時15分～午前８

時30分 

午後10時00分～午前５

時30分 

医学部・歯学部附属病

院に勤務する職員の

うち、放射線部に勤務

４週間 当該部局

等の長が

指定する

A勤務 

午前８時30分～午後５

時15分 

午後０時15分～午後１

時15分 



する職員で当該部局

等の長が指定するも

の 

日 B勤務 

午前10時00分～午後６

時45分 

午後１時00分～午後２

時00分 

C勤務 

午前８時30分～午前８

時30分 

午後０時30分～午後１

時30分 

午後５時15分～午後５

時30分 

午後10時00分～午前５

時15分 

D勤務 

午後５時15分～午前８

時30分 

午後９時45分～午前５

時15分 

医学部・歯学部附属病

院に勤務する職員の

うち、理学療法士、作

業療法士又は言語聴

覚士で当該部局等の

長が指定するもの 

４週間 当該部局

等の長が

指定する

日 

A勤務 

午前８時30分～午後５

時00分 

午後０時15分～午後１

時00分 

B勤務 

午前７時30分～午後４

時00分 

午後０時15分～午後１

時00分 

医学部・歯学部附属病

院に勤務する職員の

うち、医科診療棟の救

命救急センター及び

集中治療部に勤務す

る職員で当該部局等

の長が指定するもの

４週間 当該部局

等の長が

指定する

日 

A勤務 

午前８時00分～午後５

時00分 

午前11時45分～午後１

時00分 

B勤務 

午後５時00分～午後０

時00分 

午後９時00分～午後10

時00分 

午前１時30分～午前３

時00分 

午前６時45分～午前７

時45分 

C勤務 

午前10時00分～午後７

時00分 

午後１時00分～午後２

時15分 

医学部・歯学部附属病

院に勤務する職員の

うち、医科診療棟の周

産母子センターに勤

務する職員で当該部

４週間 当該部局

等の長が

指定する

日 

A勤務 

午前８時30分～午後５

時15分 

午後０時00分～午後１

時00分 

B勤務 

午後５時15分～午前11

午後９時00分～午後10

時00分 



局等の長が指定する

もの 

時30分 午前２時00分～午前２

時45分 

午前６時45分～午後７

時45分 

別表第３(第25条関係) 

在職期間 日数 

１月に達するまでの期間 ２日 

１月を越え２月に達するまでの期間 ３日 

２月を越え３月に達するまでの期間 ５日 

３月を越え４月に達するまでの期間 ７日 

４月を越え５月に達するまでの期間 ８日 

５月を越え６月に達するまでの期間 10日 

６月を越え７月に達するまでの期間 12日 

７月を越え８月に達するまでの期間 13日 

８月を越え９月に達するまでの期間 15日 

９月を越え10月に達するまでの期間 17日 

10月を越え11月に達するまでの期間 18日 

11月を越え１年未満の期間 20日 

別表第４(第31条関係) 

親族 日数 

配偶者 ７日 

父母 ７日 

子 ５日 

祖父母 ３日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等を受

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(職員が代襲相続し、かつ、祭具等を受

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(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(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(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 １日(職員と生計を一にしていた場合にあ

っては３日) 

おじ又はおばの配偶者 １日 


