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平成１８年事企法―６６８ 新旧対照表

（平成２７年事企法―４４８ 第１項関係）

改 正 後 改 正 前

１ 人事院規則１―３４（人事管理文書の保存 １ 人事院規則１―３４（人事管理文書の保存

期間 ）（以下「規則１―３４」という。） 期間 ）（以下「規則１―３４」という。）

第３条の人事院が定める人事管理文書（規則 第３条の人事院が定める人事管理文書（規則

１－３４第２条に規定する人事管理文書をい １－３４第２条に規定する人事管理文書をい

う。以下同じ。）は、次の表に掲げる人事管 う。以下同じ。）は、次の表に掲げる人事管

理文書とし、その保存期間は、その区分に応 理文書とし、その保存期間は、その区分に応

じ、それぞれ同表の基準日の欄に掲げる日の じ、それぞれ同表の基準日の欄に掲げる日の

属する年度の翌年度の４月１日（同日以外の 属する年度の翌年度の４月１日（同日以外の

日を起算日とすることが人事管理文書の適切 日を起算日とすることが人事管理文書の適切

な管理に資すると認められる場合には、同欄 な管理に資すると認められる場合には、同欄

に掲げる日から１年以内の日）から起算して に掲げる日から１年以内の日）から起算して

同表の保存期間の欄に掲げる期間（当該期間 同表の保存期間の欄に掲げる期間（当該期間

以上の期間保存することが人事管理文書の適 以上の期間保存することが人事管理文書の適

切な管理に資すると認められる場合には、当 切な管理に資すると認められる場合には、当

該期間以上の期間）とする。 該期間以上の期間）とする。

人事管理文書の区分 基準日 保存期間 人事管理文書の区分 基準日 保存期間

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

職員の勤 第３の第１１ 周知又は ３年 職員の勤 第３の第１１ 周知又は ３年

務時間、 項（第１８の 報告に係 務時間、 項の周知の文 報告に係

休日及び 第２項におい る勤務時 休日及び 書等の写し る勤務時

休暇の運 て準用する場 間の割振 休暇の運 間の割振

用につい 合を含む。） りによら 用につい りによら

て（平成 の周知の文書 なくなっ て（平成 なくなっ

６年７月 等の写し た日 ６年７月 た日

２７日職 第３の第１３ ２７日職 第３の第１３

職―３２ 項（第１８の 職―３２ 項の報告の文

８） 第２項におい ８） 書等

て準用する場

合を含む。）

の報告の文書

等

（略） 取得の日 ３年 （略） 取得の日 ３年

第３の第１４ 第３の第１４

項（第１８の 項、第４の第

第２項におい ５項又は第１

て準用する場 ８の第２項の

合を含む。） 報告の文書等
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、第４の第５

項又は第１９

の第２項の報

告の文書等

（略） （略）

（略） （略） （略） （略） （略） （略）

第５の第７項 あらかじ ３年 第５の第７項 あらかじ ３年

ただし書の周 め定めた ただし書の周 め定めた

知の文書等の 基準によ 知の文書等の 基準によ

写し らなくな 写し らなくな

った日 った日

第８の⑵アの 施設外勤 ３年

施設外勤務予 務の行わ

定時間に係る れた日

取決めに関す

る文書等

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

２・３ （略） ２・３ （略）



- 3 -

給実甲第２２０号 新旧対照表

（平成２７年事企法―４４８ 第２項関係）

改 正 後 改 正 前

２ 期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給与 ２ 期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給与

月額は、次に定めるところによる。 月額は、次に定めるところによる。

一 （略） 一 （略）

二 給与法第１５条、育児休業法第２６条第２項 二 給与法第１５条、育児休業法第２６条第２項

、勤務時間法第２０条第３項、法科大学院派遣 、勤務時間法第２０条第３項、法科大学院派遣

法第７条第２項、矯正医官法第４条第４項、規 法第７条第２項、規則１―３９（構造改革特別

則１―３９（構造改革特別区域における人事院 区域における人事院規則の特例に関する措置）

規則の特例に関する措置）第２条第４項（同規 第２条第４項（同規則第３条第２項又は第４条

則第３条第２項又は第４条第２項において準用 第２項において準用する場合を含む。）、規則

する場合を含む。）、規則１４―８（営利企業 １４―８（営利企業の役員等との兼業）第５項

の役員等との兼業）第５項又は規則１７―２（ 又は規則１７―２（職員団体のための職員の行

職員団体のための職員の行為）第６条第７項の 為）第６条第７項の規定に基づき給与が減額さ

規定に基づき給与が減額される場合には、減額 れる場合には、減額前の給与月額

前の給与月額

三～九 （略） 三～九 （同左）
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給実甲第３２６号 新旧対照表

（平成２７年事企法―４４８ 第３項関係）

改 正 後 改 正 前

第３７条関係 第３７条関係

１～11 （略） １～11 （略）

12 この条の第４項各号の「人事院の定める 12 この条の第４項各号の「人事院の定める

事由」は、次に掲げる事由とする。 事由」は、次に掲げる事由とする。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 勤務時間法第１６条に規定する休暇の ⑵ 勤務時間法第１６条に規定する休暇の

うち、年次休暇、公務上の負傷若しくは うち、年次休暇、公務上の負傷若しくは

疾病若しくは国家公務員災害補償法（昭 疾病若しくは国家公務員災害補償法（昭

和２６年法律第１９１号。以下「補償法 和２６年法律第１９１号。以下「補償法

」という。）第１条の２に規定する通勤 」という。）第１条の２に規定する通勤

による負傷若しくは疾病（派遣法第３条 による負傷若しくは疾病（派遣法第３条

に規定する派遣職員（以下「派遣職員」 に規定する派遣職員（以下「派遣職員」

という。）の派遣先の業務上の負傷若し という。）の派遣先の業務上の負傷若し

くは疾病又は補償法第１条の２に規定す くは疾病又は補償法第１条の２に規定す

る通勤による負傷若しくは疾病を含む。 る通勤による負傷若しくは疾病を含む。

⑾において同じ。）又は国と民間企業と ⑽において同じ。）又は国と民間企業と

の間の人事交流に関する法律（平成１１ の間の人事交流に関する法律（平成１１

年法律第２２４号。以下「官民人事交流 年法律第２２４号。以下「官民人事交流

法」という。）第１６条、法科大学院へ 法」という。）第１６条、法科大学院へ

の裁判官及び検察官その他の一般職の国 の裁判官及び検察官その他の一般職の国

家公務員の派遣に関する法律（平成１５ 家公務員の派遣に関する法律（平成１５

年法律第４０号。以下「法科大学院派遣 年法律第４０号。以下「法科大学院派遣

法」という。）第９条（法科大学院派遣 法」という。）第９条（法科大学院派遣

法第１８条において準用する場合を含 法第１８条において準用する場合を含

む。）、平成三十二年東京オリンピック む。）、平成三十二年東京オリンピック

競技大会・東京パラリンピック競技大会 競技大会・東京パラリンピック競技大会

特別措置法（平成２７年法律第３３号。 特別措置法（平成２７年法律第３３号。

以下「平成三十二年オリンピック・パラ 以下「平成三十二年オリンピック・パラ

リンピック特措法」という。）第２３条 リンピック特措法」という。）第２３条

若しくは平成三十一年ラグビーワールド 若しくは平成三十一年ラグビーワールド

カップ大会特別措置法（平成２７年法律 カップ大会特別措置法（平成２７年法律

第３４号。以下「平成三十一年ラグビー 第３４号。以下「平成三十一年ラグビー

ワールドカップ特措法」という。）第１ ワールドカップ特措法」という。）第１

０条の規定（以下この項において「特定 ０条の規定（以下この項において「特定

規定」という。）により給与法第２３条 規定」という。）により給与法第２３条

第１項及び附則第６項の規定の適用に関 第１項及び附則第６項の規定の適用に関

し公務とみなされる業務に係る業務上の し公務とみなされる業務に係る業務上の

負傷若しくは疾病若しくは特定規定に規 負傷若しくは疾病若しくは特定規定に規

定する通勤による負傷若しくは疾病に係 定する通勤による負傷若しくは疾病に係



- 5 -

る病気休暇及び特別休暇 る病気休暇及び特別休暇

⑶～⑼ （略） ⑶～⑼ （略）

⑽ 矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等 （新設）

に関する法律（平成２７年法律第６２号

）第４条第１項第１号に該当する場合に

おける同項の規定による承認

⑾～⒅ （略） ⑽～⒄ （略）

13～18 （略） 13～18 （略）
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給実甲第５７６号 新旧対照表

（平成２７年事企法―４４８ 第４項関係）

改 正 後 改 正 前

第１ 用語の定義 第１ 用語の定義

この通達において、次の各号に掲げる用語の意 この通達において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。 義は、当該各号に定めるところによる。

一～七 （略） 一～七 （略）

八 勤務時間を割く兼業 国家公務員法（昭和 八 勤務時間を割く兼業 国家公務員法（昭和

２２年法律第１２０号）第１０３条の規定に ２２年法律第１２０号）第１０３条の規定に

よる承認、同法第１０４条の規定による許可 よる承認又は同法第１０４条の規定による許

又は矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に 可を得て勤務時間法第１３条第１項に規定す

関する法律（平成２７年法律第６２号）第４ る正規の勤務時間（以下「正規の勤務時間」

条第１項の規定による承認を得て勤務時間法 という。）を割くことをいう。

第１３条第１項に規定する正規の勤務時間（

以下「正規の勤務時間」という。）を割くこ

とをいう。

九～十二 （略） 九～十二 （略）
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平成６年職職－３２８ 新旧対照表

（平成２７年事企法―４４８ 第５項関係）

改 正 後 改 正 前

第１ 総則関係 第１ 総則関係

１ 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関 １ 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関

する法律（平成６年法律第３３号。以下 する法律（平成６年法律第３３号。以下

「勤務時間法」という。）第１条の「別 「勤務時間法」という。）第１条の「別

に法律で定めるもの」とは、次に掲げる に法律で定めるもの」とは、次に掲げる

ものをいう。 ものをいう。

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略）

⑷ 矯正医官の兼業及び勤務時間の特例 （新設）

等に関する法律（平成２７年法律第６

２号。以下「矯正医官法」という。）

第５条に規定する職員の勤務時間の割

振り

２ （略） ２ （略）

第３ 勤務時間法第６条第３項適用職員の勤 第３ 勤務時間法第６条第３項適用職員の勤

務時間の割振りの基準等関係 務時間の割振りの基準等関係

１～３ （略） １～３ （略）

４ 規則第３条第１項第１号イ及び第２号 ４ 規則第３条第１項第１号イ及び第２号

イの「人事院の定める日」は、次のとお イの「人事院の定める日」は、次のとお

りとする。 りとする。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 勤務時間法第６条第３項適用職員が ⑵ 勤務時間法第６条第３項適用職員が

規則第１０条第１号に掲げる研修（同 規則第１０条に規定する研修を受ける

条の人事院が定める基準に適合するも 日

のに限る。第１８の第１項⑵において

同じ。）を受ける日

⑶ （略） ⑶ （略）

５～１４ （略） ５～１４ （略）

第８ 通常の勤務場所を離れて勤務する職員 第８ 通常の勤務場所を離れて勤務する職員

の勤務時間関係 の勤務時間関係

規則第１０条の「人事院が定める基準」 規則第１０条の「人事院が定める基準」

は、次に掲げる勤務の区分に応じ、次に掲 は、次のとおりとする。

げる基準とする。

⑴ 規則第１０条第１号に掲げる研修 次

に掲げる研修の区分に応じ、次に掲げる

基準

ア 自ら実施する研修 その課業時間（ ⑴ 自ら実施する研修については、その課

講義、演習、実習等の課業のための時 業時間（講義、演習、実習等の課業のた

間をいう。以下同じ。）が次に掲げる めの時間をいう。以下同じ。）が次に掲

とおりであること。 げるとおりであること。
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(ｱ) 研修の効果的実施のため特に必要 ア 研修の効果的実施のため特に必要が

があると認められる場合、講師又は あると認められる場合、講師又は施設

施設の確保のためやむを得ないと認 の確保のためやむを得ないと認められ

められる場合等を除き、課業時間は る場合等を除き、課業時間は、官庁執

、官庁執務時間並びに休暇に関する 務時間並びに休暇に関する件（大正１

件（大正１１年閣令第６号）第１項 １年閣令第６号）第１項に定める官庁

に定める官庁執務時間に準拠した時 執務時間に準拠した時間内に置かれ、

間内に置かれ、かつ、１日につき７ かつ、１日につき７時間４５分以内で

時間４５分以内であること。 あること。

(ｲ) 研修の課業時間は、１週間につき イ 研修の課業時間は、１週間につき、

、当該研修を受ける職員の１週間の 当該研修を受ける職員の１週間の勤務

勤務時間を超えず、かつ、その４分 時間を超えず、かつ、その４分の３を

の３を下らないものであること。た 下らないものであること。ただし、研

だし、研修の目的、内容等に照らし 修の目的、内容等に照らしてこの基準

てこの基準により難い場合は、当該 により難い場合は、当該研修の期間を

研修の期間を超えない一定の期間に 超えない一定の期間について、その期

ついて、その期間内における１週間 間内における１週間当たりの平均課業

当たりの平均課業時間が当該研修を 時間が当該研修を受ける職員の当該期

受ける職員の当該期間内における１ 間内における１週間当たりの勤務時間

週間当たりの勤務時間を超えず、か を超えず、かつ、その４分の３を下ら

つ、その４分の３を下らないものと ないものとすることができる。

することができる。

イ 学校その他の外部の機関に委託して ⑵ 学校その他の外部の機関に委託して

実施する研修 アの基準に準じたもの 実施する研修については、⑴の基準に

であること。 準じたものであること。

⑵ 規則第１０条第２号に掲げる施設外勤 （新設）

務 当該施設外勤務が次に掲げるとおり

であること。

ア 勤務時間の割振り後に、矯正施設の

長と施設外勤務を受け入れる医療機関

、大学その他の機関との間であらかじ

め取り決められていた施設外勤務を行

う時間（休憩時間を除き連続し、かつ

、その全部が当該職員の正規の勤務時

間内に含まれるものに限る。以下「施

設外勤務予定時間」という。）からそ

の日における別の時間に変更されて命

ぜられたものであること。

イ 施設外勤務予定時間に係る時間数を

超えず、かつ、その４分の３を下らな

いものとして命ぜられたものであるこ

と。

ウ 当該職員の正規の勤務時間内におけ

る施設外勤務予定時間以外の時間と重

複しないものとして命ぜられたもので
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あること。

第１４ 特別休暇関係 第１４ 特別休暇関係

１ 規則第２２条第１項の特別休暇の取扱 １ 規則第２２条第１項の特別休暇の取扱

いについては、それぞれ次に定めるとこ いについては、それぞれ次に定めるとこ

ろによる。 ろによる。

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略）

⑷ 第４号ロの「人事院が定めるもの」 ⑷ 第４号ロの「人事院が定めるもの」

とは、次に掲げる施設とする。 とは、次に掲げる施設とする。

ア・イ （略） ア・イ （略）

ウ 児童福祉法（昭和２２年法律第１ ウ 児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第７条第１項に規定する障 ６４号）第７条第１項に規定する障

害児入所施設、児童発達支援センタ 害児入所施設、児童発達支援センタ

ー及び情緒障害児短期治療施設並び ー及び情緒障害児短期治療施設並び

に児童発達支援センター以外の同法 に児童発達支援センター以外の同法

第６条の２の２第２項及び第４項に 第６条の２第２項及び第４項に規定

規定する施設 する施設

エ～ケ （略） エ～ケ （略）

⑸～⒃ （略） ⑸～⒃ （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

第１８ 矯正医官法第５条第１項適用職員の （新設）

勤務時間の割振りの基準等関係

１ 規則第３１条の２第２項の「人事院の

定める日」は、次のとおりとする。

⑴ 矯正医官法第５条第１項適用職員が

日を単位として出張する日

⑵ 矯正医官法第５条第１項適用職員が

規則第１０条第１号に掲げる研修を受

ける日

⑶ 第１６の第２項による計画表等によ

り、矯正医官法第５条第１項適用職員

が休暇を使用して１日の勤務時間の全

てを勤務しないことを予定しているこ

とが明らかな日

２ 第３の第５項及び第７項から第１４項

までの規定は、矯正医官法第５条第１項

の規定に基づく勤務時間の割振りについ

て準用する。この場合において、第３の

第１１項⑴中「部局又は機関ごとに当該

部局又は機関に勤務する規則第２条第１

号から第３号までに掲げる職員又は同条

第４号に掲げる職員にそれぞれ共通する

勤務時間」とあるのは「休憩時間を除き

連続する２時間の勤務時間」と、「日及

び時間帯」とあるのは「時間帯」と読み

替えるものとする。
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第１９・第２０ （略） 第１８・第１９ （略）


