
議案第２８号 

職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び宝塚市職員の育児休業等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例新旧対照表（第１条による改正関係） 

現行 改正案 

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び

時間外勤務の制限) 

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び

時間外勤務の制限) 

第2条の2 任命権者は、小学校就学の始期

に達するまでの子(民法(明治29年法律第

89号)第817条の2第1項の規定により職員

が当該職員との間における同項に規定す

る特別養子縁組の成立について家庭裁判

所に請求した者(当該請求に係る家事審判

事件が裁判所に係属している場合に限

る。)であって、当該職員が現に監護する

もの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)

第27条第1項第3号の規定により同法第6条

の4第2号に規定する養子縁組里親である

職員に委託されている児童その他これら

に準ずる者として規則で定める者を含

む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶

者で当該子の親であるものが、深夜(午後

10時から翌日の午前5時までの間をいう。

以下この項において同じ。)において常態

として当該子を養育することができるも

のとして任命権者の定める者に該当する

場合における当該職員を除く。)が当該子

を養育するために請求した場合には、公

務の正常な運営を妨げる場合を除き、深

夜における勤務をさせてはならない。 

第2条の2 任命権者は、小学校就学の始期

に達するまでの子(民法(明治29年法律第

89号)第817条の2第1項の規定により職員

が当該職員との間における同項に規定す

る特別養子縁組の成立について家庭裁判

所に請求した者(当該請求に係る家事審判

事件が裁判所に係属している場合に限

る。)であって、当該職員が現に監護する

もの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)

第27条第1項第3号の規定により同法第6条

の4第2号に規定する養子縁組里親である

職員に委託されている児童その他これら

に準ずる者として規則で定める者を含

む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶

者で当該子の親であるものが、深夜(午後

10時から翌日の午前5時までの間をいう。

以下この項において同じ。)において常態

として当該子を養育することができるも

のとして任命権者の定める者に該当する

場合における当該職員を除く。)が当該子

を養育するために請求した場合には、公

務の正常な運営を妨げる場合を除き、深

夜における勤務をさせてはならない。 

2・3 略 2・3 略 

4 第 1項及び前項の規定は、配偶者、父

母、子又は配偶者の父母であって負傷、

疾病又は身体上若しくは精神上の障害に

より日常生活を営むのに支障があるもの

(以下この項において「要介護家族」とい

う。)を介護する職員について準用する。

この場合において、第1項中「小学校就学

の始期に達するまでの子のある職員( (民

法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項

の規定により職員が当該職員との間にお

ける同項に規定する特別養子縁組の成立

について家庭裁判所に請求した者(当該請

求に係る家事審判事件が裁判所に係属し

ている場合に限る。)であって、当該職員

が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22

4 前3項        の規定は、第11条の8に規

定する要介護者あああああああああああ

ああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ

ああを介護する職員について準用する。

この場合において、第1項中「小学校就学

の始期に達するまでの子(民法(明治29年

法律第89号)第817条の2第1項の規定によ

り職員が当該職員との間における同項に

規定する特別養子縁組の成立について家

庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家

事審判事件が裁判所に係属している場合

に限る。)であって、当該職員が現に監護

するもの、児童福祉法(昭和22年法律第



年法律第164号)第27条第1項第3号の規定

により同法第6条の4第2号に規定する養子

縁組里親である職員に委託されている児

童その他これらに準ずる者として規則で

定める者を含む。以下同じ)   職員の

配偶者で当該子の親であるものが、深夜

(午後10時から翌日の午前5時までの間を

いう。以下この項において同じ。)におい

て常態として当該子を養育することがで

きるものとして任命権者の定める者に該

当する場合における当該職員を除く。)が

当該子を養育」とあるのは「要介護家族

のある職員(任命権者の定める者に該当す

る場合における当該職員を除く。)が当該

要介護家族あああああああああああああ

ああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ

を介護」と、    「深夜における」と

あるのは「深夜(午後10時から翌日の午前

5時までの間をいう。)における」と、前

項中「小学校就学の始期に達するまでの

子のある職員が当該子を養育」とあるの

は「要介護家族のある職員(任命権者の定

める者に該当する場合における当該職員

を除く。以下この項において同じ。)が当

該要介護家族を介護」と読み替えるもの

とする。 

164号)第27条第1項第3号の規定により同

法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親

である職員に委託されている児童その他

これらに準ずる者として規則で定める者

を含む。以下同じ。)のある職員(職員の

配偶者で当該子の親であるものが、深夜

(午後10時から翌日の午前5時までの間を

いう。以下この項において同じ。)におい

て常態として当該子を養育することがで

きるものとして任命権者の定める者に該

当する場合における当該職員を除く。)が

当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に

満たない子のある職員が当該子を養育」

とあり、及び前項中「小学校就学の始期

に達するまでの子のある職員が当該子を

養育」とあるのは、「要介護者のある職

員(任命権者の定める者に該当する場合に

おける当該職員を除く。)が当該要介護者

を介護」と、第1項中「深夜における」と

あるのは「深夜(午後10時から翌日の午前

5時までの間をいう。)における」と、第2

項中「当該請求した職員の業務を処理す

るための措置を講ずることが著しく困難

である」とあるのは「公務の運営に支障

がある」ああああああああああああああ

ああああああああああああああああああ

ああああ あ    と読み替えるもの

とする。 

(休暇) (休暇) 

第7条 休暇は、年次休暇、公務傷病等によ

る療養休暇、公務傷病等以外による療養

休暇、産前産後の休暇、育児時間、通院

休暇、妊娠中の女性職員に対する通勤に

係る休暇、出産補助休暇、育児参加休

暇、看護休暇、子の看護休暇、介護休

暇、ああああ、生理休暇、結婚休暇、忌

引休暇、組合休暇及び特別休暇の17種と

し、看護休暇(1年につき10日を超える期

間に限る。)、介護休暇          及び組

合休暇を除くほかいずれも有給休暇とす

る。 

第7条 休暇は、年次休暇、公務傷病等によ

る療養休暇、公務傷病等以外による療養

休暇、産前産後の休暇、育児時間、通院

休暇、妊娠中の女性職員に対する通勤に

係る休暇、出産補助休暇、育児参加休

暇、看護休暇、子の看護休暇、介護休

暇、介護時間、生理休暇、結婚休暇、忌

引休暇、組合休暇及び特別休暇      と

し、看護休暇(1年につき10日を超える期

間に限る。)、介護休暇、介護時間及び組

合休暇を除くほかいずれも有給休暇とす

る。 

(看護休暇) (看護休暇) 

第11条の6 任命権者は、職員の配偶者、父

母、子若しくは配偶者の父母又は次に掲

げる者で職員と同居しているものあああ

あああああああああ        が病気、負

傷等のため、職員が看護しなければなら

第11条の6 任命権者は、職員の配偶者、父

母、子若しくは配偶者の父母又は次に掲

げる者(第2号に掲げる者にあっては、職

員と同居している者に限る。)が病気、負

傷等のため、職員が看護しなければなら



ないときは、その請求により、1年につき

30日以内の看護休暇を与えることができ

る。 

ないときは、その請求により、1年につき

30日以内の看護休暇を与えることができ

る。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(介護休暇) (介護休暇) 

第11条の8 任命権者は、第11条の6又は前

条に定めるもののほか、第11条の6に規定

する者が   病気、負傷等のため、職

員が介護しなければならない者(以下「要

介護者」という。)を介護するときは、そ

の請求により、介護休暇を与えることが

できる。 

第11条の8 任命権者は、前2条あああああ

あに定めるもののほか、第11条の6に規定

する者のうち、病気、負傷等のため、職

員が介護しなければならない者(以下「要

介護者」という。)を介護するときは、そ

の請求により、介護休暇を与えることが

できる。 

2 介護休暇の期間は、第11条の6に規定す

る者の各々が前項に規定する介護を必要

とする一の継続する状態ごとに、連続す

る6月の期間あああああああああああああ

ああああああああああああああああああ

ああ 内において必要と認められる期間と

する。 

2 介護休暇の期間は、要介護者あああああ

あ 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、3回を超

えず、かつ、通算して6月を超えない範囲

内で指定する期間(以下「指定期間」とい

う。)内において必要と認められる期間と

する。 

3・4 略 3・4 略 

 (介護時間) 

第11条の9 職員が要介護者の介護をするた

め、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(当該要介護者に係る指定期間と

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ときは、その請

求により介護時間を与えることができ

る。 

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間

内において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とする。 

 



宝塚市職員の育児休業等に関する条例新旧対照表（第２条による改正関係） 

現行 改正案 

 (育児休業法第2条第1項の条例で定める

者) 

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で

定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第

164号)第6条の4第1号に規定する養育里親

である職員(児童の親その他の同法第27条

第4項に規定する者の意に反するため、同

項の規定により、同法第6条の4第2号に規

定する養子縁組里親として当該児童を委

託することができない職員に限る。)に同

法第27条第1項第3号の規定により委託さ

れている当該児童とする。 

(育児休業法第2条第1項ただし書の人事院

規則で定める期間を基準として条例で定

める期間) 

(育児休業法第2条第1項ただし書の人事院

規則で定める期間を基準として条例で定

める期間) 

第2条の2 略 第2条の3 略 

(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) 

(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) 

第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定め

る特別の事情は、次に掲げる事情とす

る。 

第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定め

る特別の事情は、次に掲げる事情とす

る。 

(1) 育児休業をしている職員が産前の休

業を始め、若しくは出産したことによ

り当該育児休業の承認が効力を失い、

又は第5条に規定する事由に該当したこ

とにより当該育児休業の承認が取り消

された後、当該産前の休業若しくは出

産に係る子若しくは同条に規定する承

認に係る子が死亡し、又は養子縁組等

により職員と別居することとなったこ

と。 

(1) 育児休業をしている職員が産前の休

業を始め、又は出産したことにより、

当該育児休業の承認が効力を失った

後、当該産前の休業又は出産に係る子

が次に掲げる場合に該当することとな

ったこと。 

ア 死亡した場合 

イ 養子縁組等により職員と別居する

こととなった場合 

 (2) 育児休業をしている職員が第5条に

規定する事由に該当したことにより当

該育児休業の承認が取り消された後、

同条に規定する承認に係る子が次に掲

げる場合に該当することとなったこ

と。 

ア 前号ア又はイに掲げる場合 

イ 民法(明治29年法律第89号)第817条

の2第1項の規定による請求に係る家

事審判事件が終了した場合(特別養子

縁組の成立の審判が確定した場合を

除く。)又は養子縁組が成立しないま



ま児童福祉法第27条第1項第3号の規

定による措置が解除された場合 

(2)～(5) 略 (3)～(6) 略 

(育児休業法第10条第1項ただし書の条例

で定める特別の事情) 

(育児休業法第10条第1項ただし書の条例

で定める特別の事情) 

第8条 育児休業法第10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。 

第8条 育児休業法第10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。 

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条

第1項に規定する育児短時間勤務をい

う。以下同じ。)をしている職員が産前

の休業を始め、若しくは出産したこと

により当該育児短時間勤務の承認が効

力を失い、又は第11条第1号に掲げる事

由に該当したことにより当該育児短時

間勤務の承認が取り消された後、当該

産前の休業若しくは出産に係る子若し

くは同号に規定する承認に係る子が死

亡し、又は養子縁組等により職員と別

居することとなったこと。 

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条

第1項に規定する育児短時間勤務をい

う。以下同じ。)をしている職員が産前

の休業を始め、又は出産したことによ

り、当該育児短時間勤務の承認が効力

を失った後、当該産前の休業又は出産

に係る子が第3条第1号ア又はイに掲げ

る場合に該当することとなったこと。 

 (2) 育児短時間勤務をしている職員が第

11条第1号に掲げる事由に該当したこと

により当該育児短時間勤務の承認が取

り消された後、同号に規定する承認に

係る子が第3条第2号ア又はイに掲げる

場合に該当することとなったこと。 

(2)～(6) 略 (3)～(7) 略 

(部分休業の承認) (部分休業の承認) 

第16条第1項 略 第16条第1項 略 

2 勤務条件条例第11条の規定による育児時

間を承認されているあああああああああ

あああああああああああああああああ職

員に対する部分休業の承認については、1

日につき2時間から当該育児時間ああああ

あ あ あ あ あ あ  あ あ あ あ あ あ あ あ       

を減じた時間を超えない範囲で行うもの

とする。 

2 勤務条件条例第11条の規定による育児時

間又は勤務条件条例第11条の9の規定によ

る介護時間の承認を受けて勤務しない職

員に対する部分休業の承認については、1

日につき2時間から当該育児時間又は当該

介護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17条 職員が部分休業の承認を受けて勤

務しない場合には、給与条例第14条の規

定にかかわらず、その勤務しない1時間に

つき、給与条例第17条に規定する勤務1時

間当たりの給与額を減額して支給する。 

第17条 職員が部分休業の承認を受けて勤

務しない場合には、給与条例第14条の規

定にかかわらず、その勤務しない1時間に

つき、給与条例第17条に規定する勤務1時

間当たりの給与額を減額して支給する。 

 

 


