
事 務 連 絡

平成 30年 3月 27日

総務省 自治行政局公務員部公務員課

総務省自治行政局公務員部給与能率推進室

総 務 省 自治行 政 局公 務 員 部 福 利課

総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室

会計年度任用職員制度の導入等に係る地方公務員共済、公務災害補償及び

退職手当の取扱いについて

平素より地方公務員行政の推進に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律 (平成 29年法律第 29号。以下 「改正

法」という。)の運用上の留意事項その他の円滑な施行のために必要と考えられる事項につい

ては、 喰 計年度任用職員制度の導入等に向けた≡登処

―

」 (以下「マニュアル」

という。)を定め、平成 29年 8月 23日 付け総行公第 102号・総行給第 39号・総行女第

24号・総行福第 191号・総行安第 3,8号によりお知らせしたところですが、会計年度任用

職員制度の導入等に係る地方公務員共済、公務災害補償及び退職手当の取扱いについては、下

記のとお りとする方向で検討しておりますのでご承知おきください。なお、参考として別添の

とおり質疑応答を添付しております。

下記内容については、今後のマニュアルの改訂において反映する方向で検討 しておりますの

で、貴課におかれては、下記内容を参照のうえ、平成 3_2生 4月 1日 の施笠卜向けて遺漏のな

いよう準備等をお願いします。

各都道府県市区町村担当課におかれては、貴都道府県内の市区町村等に対してもこの旨周知

いただきますようお願いします。また、地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会

システムを通じて、各市区町村に対して本事務連絡についての情報提供を行つていることを申

し添えます。

なお、各市区町村 (指定都市を除く。)からの問い合わせについては、各都道府県市区町村

担当課を通じて行つていただきますよう、ご協力をお願いいたします。

記

1 地方公務員共済制度                          '
(1)対象となる者

以下の者については、地方公務員等共済組合法 (昭和37年法律第 152号。以下「地共済
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法」という。)が適用される。

①臨時的任用職員

臨日寺的任用職員については、改正法施行後

付けられ、地共済法第 2条第 1号に規定する

適用される。

中 と要立五職Jに就く職員として位置_

「職員」となることから、任用の日から同法が



②フルタイいの合計年度任用職員

以下の (i)～ (面)の要件に該当する者は、これらの要件に該当するに至った日以後、

地共済法が適用される。

(i)任用が事実上継続していると認められる場合において、

(五 )常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤

務した日が 18日 以上ある月が、引き続ぃて 1_2_月 を超えるに至った者で、   デ

(五)その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤洗することを要すること

とされているもの

(2)いわゆる「空白期間」の取扱い

臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任期の設定については、基本的には、各地方公共団

体において適切に判断されるべきものである。

しかしながら、退職手当や社会保険料等を負担しないようにするため、再度の任用の際、新

たな任期と前の任期との間に一定の期間 (いわゆる「空白期間」)を設けることは適切ではな

い。また、任用されていない者を事実上業務に従事させる場合、公務上重大な問題を生じるお

それがある。

このため、改正法においては、会計年度任用職員の任期について、国の期間業務職員に関す

る人事院規則も参考とし、「職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるもの」などとする配慮

義務に係る規定を設けたところであり、不適切な「空白期間」の是正を図る必要がある (改正

法施行後の地方公務員法 (昭和 25年法律第 261号)第 22条の 2第 6項)。

各地方公共団体においては、適正な任用・勤務条件の確保という改正法の趣旨を踏まえ、「空

白期間」の適正化について取り組むことが求められる。

その上で、臨時的任用職員及び地共済法が適用されているフルタイムの会計年度任用職員に

ついて、任用が 1日 ないし数日の間を空けて再度行われる場合においては、任用の終了時にあ

らかじめ、任命権者と職員との間で次の任用の予定が明らかであるような事実が認められるな

ど、事実上の任用関係が中断することなく存続していると、勤務の実態に照らして判断される

場合には、組合員資格は喪失しないものとして取り扱 うこととする。

また、フルタイムの会計年度任用職員に係る1(1)② (i)の 「任用が事実上継続してい

る」か否かの判断に当たつては、勤務の実態に照らして個別具体的に判断する必要があり、任

用が 1日 ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、任用の終了時にあらかじめ、

任命権者と職員との間で次の任用の予定が明らかであるような事実が認められるなど、事実上

の任用関係が中断することなく存続していると、勤務の実態に照らして判断される場合には、

この期間を引き続く期間として取り扱うこととする。

2 公務災害補償制度

(1)地方公務員災害補償基金の補償対象となる者

以下の者については、地方公務員災害補償法 (昭和42年法律第 121号。以下「地公災法」

という。)第 2条第 1号が適用され、地方公務員災害補償基金の補償対象となるq

①臨時的任用職員

臨時的任用職員については、改正法施行後「常時勤務を要する職」に就く職員として位置

付けられ、地公災法第 2条第 1号に規定する「職員」となることから、任用の日から同条が

適用される。

②フルタイムの会計年度任用職員

以下の (1)～ (面 )の要件に該当する者は、これらの要件に該当するに至った日以後、

地公災法第 2条第 1号が適用される。
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(i)任用が事実上継続していると認められる場合において、

(五 )常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤

務した日が 18日 以上ある月が、引き続いて 12月 を超えるに至った者で、

(面)その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要すること

とされているもの

(2)いわゆる「空白期間」の取扱い

地公災法の適用に当たって、空白期間は、地方公務員として任用されていないことから、

この間に受けた災害に対しては、同法は適用されず補償対象外となる。

ただし、フルタイムの会計年度任用職員に係る2(1)② (i)の 「任用が事実上継続し

ている」か否かの判断に当たつては、上記 1地方公務員共済制度 (2)の フルタイムの会計

年度任用職員に係る判断と同様の取扱いとする。

3 退職手当制度

(1)対象となる者

以下の者については、職員の退職手当に関する条例 (案)(昭和 28年 9月 10日 自治丙行発

第49号。以下「退職手当条例」という。)が適用される。

①臨時的任用職員

臨時的任用職員については、改正法施行後「常時勤務を要する職」に就く者として位置付

けられ、退職手当条例上の「職員」となることから、任用の日から退職手当条例が適用され

る。

②フルタイムの会計年度任用職員

以下の (i)～ (面 )の要件に該当する者は、これらの要件に該当するに至った日以後、

退職手当条例が適用される (退職手当条例第 2条第 2項及び職員の退職手当に関する条例の

一部を改正する条例 (案)(昭和 37年 9月 29日 自治丙公発第 20号)附則第 5項)。

(i)任用が事実上継続 していると認められる場合において、

(五 )常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤

務した日が 18日 以上ある月が、引き続いて6月 を超えるに至った者で、

(面 )その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要すること

とされているもの

(2)いわゆる「空白期間」の取扱い

退職手当条例においては、退職手当条例上の「職員」が退職した場合において、その者が

退職の日又はその翌日に再び退職手当条例上の「職員」となったときは、在職期間の計算に
ついては、引き続いて在職したものとみなす (退職手当条例第 7条第 3項)と されており、

任用されていない日の前後の在職期間については通算されない。

【問い合わせ先】
「1 地方公務員共済制度」について

自治行政局公務員部福利課 椋田補佐、伊良部係長

端 :03‐ 5253‐ 5557 (雇塁通)

「2 公務災害補償制度」について

自治行政局公務員部安全厚生推進室 菊地補佐、石井係長

臨 :03‐ 5253‐ 5560 ([直通)

「3 退職手当制度」について

自治行政局公務員部給与能率推進室 松田補佐、岡主査

臨 舌:03‐ 5253‐ 5549 ([直通)
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鯛」添)

(1)地方公共団体が任用と再度の任用の間に職員であつた者を働かせ、災害にあつた場合、公

務災害補償について、どのような取扱いとなるか。

○ 地方公務員災害補償法上、補償対象となる「職員」は地方公務員とされている。職員であ

つた者は、任用と再度の任用の間は地方公務員に任用されていない者であり、補償の対象外

となる。

○ なお、任用と再度の任用の間の公務従事については、総務省 (及び文部科学省)から「任

期については、任用されていない者が事実上業務に従事することがないよう、あくまで職務

に従事させようとする業務の遂行に必要な期間を考慮して適切に定めることが必要」と通知

するなどしており、まずは地方公共団体において、任期等について適切に運用されるべきも

のである。                               .

(2)育児休業制度、女子教職員の産前産後体暇、構造特別区域法においても、臨時的任用職員

の任用が規定されているが、それらの法律における臨時的任用職員の取扱いについてはどう

なるの力、

○ 育児休業制度、女子教職員の産前産後休暇、構造特別区域法における臨時的任用職員の規定

については、特に改正等がなされているわけではないが、地方公務員法における臨時的任用職

員の取扱いが変更となることにあわせ、これらの法令における臨時的任用職員について、「常

時勤務に服することを要する地方公務員」の代替職員として任用される臨時的任用職員に該当

する場合には、地方公務員共済制度、公務災害補償制度及び退職手当制度の取扱いについては、

地方公務員法における臨時的任用職員と同様の取扱いとすることとする (本取扱いは、改正法

の施行日より実施することとする。)。

○ 具体的には、「常時勤務に服することを要する地方公務員」の代替職員として任用される臨

時的任用職員については、地方公務員法における臨時的任用職員と同様、その採用の日から地

方公務員等共済組合法、地方公務員災害補償法 (注)及び退職手当制度を適用することとし、
「常時勤務に服することを要する地方公務員」以外の職員の代替職員として任用される臨時的

任用職員については、従来どおり、「雇用関係が事実上継続していると認められる場合におい

て、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した

日が十八日以上ある月が、引き続いて十二月を超えるに至った者で、その超えるに至つた日以

後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの」について、これ

らの法令等を適用することとする (ただし、退職手当制度については引き続いて 6月 を超える

に至った者について適用する。)。

(注)地方公務員災害補償制度では、これまでも臨時的に任用された教職員 (産体補助教職

員、育休代替教職員など)については、その勤務形態、職務内容等が常勤の教職員と同様で

ある場合は、例外的に地方公務員災害補償基金の補償の対象としてお り、従前同様この取扱

いについて変更はない (昭和 43年 1月 13日 自治省行政局決定、昭和 43年 5月 2日 自治給第

47号、昭和 45年 3月 23日 自治給第 21号、昭和 47年 1月 31日 自治給第 4号、昭和 59年 4

月3日 自治給第 14号 )。
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