
平成４年職福―２０ 新旧対照表（平成２８年職職―２７０関係）

改 正 後 改 正 前

第１ 総則関係 第１ 総則関係

１ 国家公務員の育児休業等に関する法律（ １ 国家公務員の育児休業等に関する法律（

平成３年法律第１０９号。以下「育児休業 平成３年法律第１０９号。以下「育児休業

法」という。）にいう「子」とは、養子を 法」という。）にいう「子」とは、職員と

含んだ法律上の親子関係がある子及び育児 法律上の親子関係がある子をいい、養子を

休業法第３条第１項において子に含まれる 含む。

ものとされる者をいう。

２～４ （略） ２～４ （同左）

５ （略） ５ （同左）

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （同左）

⑷ 職員と育児休業に係る子についての民 （新設）

法第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。）

⑸ 職員と育児休業に係る子との養子縁組 （新設）

が成立しないまま児童福祉法（昭和２２

年法律第１６４号）第２７条第１項第３

号の規定による措置が解除された場合

６・７（略） ６・７（同左）

８ 規則第３条第３号イ⑴及び第２８条第２ ８ 規則第３条第３号イ⑴及び⑵並びに第２

号イの「引き続き在職」するものであるか ８条第２号イの「引き続き在職」するもの

どうか又は規則第３条第３号イ⑵及びハ、 であるかどうか又は規則第３条第３号イ⑵

第３条の３第３号並びに第４条第８号の「 及びハ、第３条の２第３号並びに第４条第

引き続き採用」されるものであるかどうか ７号の「引き続き採用」されるものである

の判断は、それぞれその雇用形態が社会通 かどうかの判断は、それぞれその雇用形態

念上中断されていないと認められるかどう が社会通念上中断されていないと認められ

かにより行うものとする｡ るかどうかにより行うものとする｡

９ 規則第４条第５号又は第１８条第６号の ９ 規則第４条第４号又は第１８条第５号の

育児休業等計画書には、次に掲げる事項を 育児休業等計画書には、次に掲げる事項を

記載するものとする。なお、その参考例を 記載するものとする。なお、その参考例を

示せば、別紙第１のとおりである。 示せば、別紙第１のとおりである。

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （同左）

１０～１４ （略） １０～１４ （同左）

第２ 育児休業の承認関係 第２ 育児休業の承認関係

１～５ （略） １～５ （同左）

６ 規則第３条の３第３号ロの「人事院が定 ６ 規則第３条の２第３号ロの「人事院が定

める場合」は、次に掲げる場合とし、同号 める場合」は、次に掲げる場合とし、同号

ロに掲げる場合に該当するかどうかの判断 ロに掲げる場合に該当するかどうかの判断

は、育児休業の承認の請求があった時点に は、育児休業の承認の請求があった時点に



おいて判明している事情に基づき行うもの おいて判明している事情に基づき行うもの

とする。 とする。

⑴ 規則第３条の３第３号ロに規定する当 ⑴ 規則第３条の２第３号ロに規定する当

該子について、児童福祉法第３９条第１ 該子について、児童福祉法（昭和２２年

項に規定する保育所若しくは就学前の子 法律第１６４号）第３９条第１項に規定

どもに関する教育、保育等の総合的な提 する保育所若しくは就学前の子どもに関

供の推進に関する法律（平成１８年法律 する教育、保育等の総合的な提供の推進

第７７号）第２条第６項に規定する認定 に関する法律（平成１８年法律第７７号

こども園における保育又は児童福祉法第 ）第２条第６項に規定する認定こども園

２４条第２項に規定する家庭的保育事業 における保育又は児童福祉法第２４条第

等による保育の利用を希望し、申込みを ２項に規定する家庭的保育事業等による

行っているが、当該子の１歳到達日後の 保育の利用を希望し、申込みを行ってい

期間について、当面その実施が行われな るが、当該子の１歳到達日後の期間につ

い場合 いて、当面その実施が行われない場合

⑵ 常態として規則第３条の３第３号ロに ⑵ 常態として規則第３条の２第３号ロに

規定する当該子を養育している当該子の 規定する当該子を養育している当該子の

親（当該子について民法第８１７条の２ 親である配偶者（届出をしないが事実上

第１項の規定により特別養子縁組の成立 婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

について家庭裁判所に請求した者（当該 以下同じ。）であって当該子の１歳到達

請求に係る家事審判事件が裁判所に係属 日後の期間について常態として当該子を

している場合に限る。）であって当該子 養育する予定であったものが次のいずれ

を現に監護するもの又は児童福祉法第２ かに該当した場合

７条第１項第３号の規定により当該子を

委託されている同法第６条の４第１項に

規定する里親であって、養子縁組によっ

て養親となることを希望している者若し

くは同条第２項に規定する養育里親であ

る者（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、養子縁組によって養親

となることを希望している者として委託

することができない者に限る。）を含

む。以下この項において同じ。）である

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。）であって当該子の１歳到達日後の

期間について常態として当該子を養育す

る予定であったものが次のいずれかに該

当した場合

ア～エ （略） ア～エ （同左）

７ （略） ７ （同左）

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （同左）

⑷ 育児休業の承認又はその期間の延長の ⑷ 育児休業の承認又はその期間の延長の

請求（以下この項において「請求」とい 請求（以下この項において「請求」とい

う。）に係る子の氏名、職員との続柄等 う。）に係る子の氏名、職員との続柄及



（当該子が育児休業法第３条第１項にお び生年月日

いて子に含まれるものとされる者に該当

する場合にあっては、その事実。以下同

じ。）及び生年月日

⑸・⑹ （略） ⑸・⑹ （同左）

⑺ 非常勤職員が規則第３条の３第２号又 ⑺ 非常勤職員が規則第３条の２第２号又

は第３号に掲げる場合に該当して育児休 は第３号に掲げる場合に該当して育児休

業の承認を請求する場合にあっては、当 業の承認を請求する場合にあっては、当

該非常勤職員の配偶者の氏名及び当該配 該非常勤職員の配偶者の氏名及び当該配

偶者がする国等育児休業の期間 偶者がする国等育児休業の期間

⑻ 非常勤職員が規則第３条の３第３号に ⑻ 非常勤職員が規則第３条の２第３号に

掲げる場合に該当して育児休業の承認を 掲げる場合に該当して育児休業の承認を

請求する場合にあっては、当該承認が必 請求する場合にあっては、当該承認が必

要な事情 要な事情

８ （略） ８ （同左）

第８ 育児短時間勤務の承認関係 第８ 育児短時間勤務の承認関係

１～３ （略） １～３ （同左）

４ （略） ４ （同左）

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （同左）

⑷ 育児短時間勤務の承認又はその期間の ⑷ 育児短時間勤務の承認又はその期間の

延長の請求（以下この項において「請求 延長の請求（以下この項において「請求

」という。）に係る子の氏名、職員との 」という。）に係る子の氏名、職員との

続柄等及び生年月日 続柄及び生年月日

⑸～⑺ （略） ⑸～⑺ （同左）

５ （略） ５ （同左）

第１３ 育児時間関係 第１３ 育児時間関係

１～８ （略） １～８ （同左）

９ （略） ９ （同左）

⑴ （略） ⑴ （同左）

⑵ 育児時間の承認の請求に係る子の氏名 ⑵ 育児時間の承認の請求に係る子の氏名

、職員との続柄等及び生年月日 、職員との続柄及び生年月日

⑶ （略） ⑶ （同左）

１０ （略） １０ （同左）



改　　　正　　　後 改 正 前



改　　　正　　　後 改 正 前

(改め文は全改）



改　　　正　　　後 改 正 前



改　　　正　　　後 改 正 前



改　　　正　　　後 改 正 前



改　　　正　　　後 改 正 前
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