
我孫子市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、我孫子市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成３０年

条例第 号。以下「条例」という。）に基づき、配偶者同行休業（地方公務員

法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２６条の６第１項に

規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。）に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（配偶者同行休業の承認の申請手続）  

第２条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書（様式第１

号）により、配偶者同行休業を始めようとする日の１月前までに行うものとす

る。 

 （配偶者同行休業の期間の延長の申請手続）  

第３条  前条の規定は、条例第６条第１項の規定による配偶者同行休業の期間

の延長の申請について準用する。  

（届出） 

第４条 条例第９条第１項の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届（様

式第２号）により行うものとする。  

（職務復帰） 

第５条  配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職

若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配

偶者同行休業の承認が取り消されたとき（条例第８条第３号に掲げる事由に

より承認が取り消された場合を除く。）は、当該配偶者同行休業に係る職員は、

職務に復帰するものとする。  

（職務に復帰した日後における最初の昇給日）  

第６条 条例第１１条に規定する規則で定める日は、我孫子市職員の初任給・昇

格・昇給等の基準に関する規則（昭和４６年規則第１２号）第２６条に規定す

る昇給日とする。 

  



 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日から起算して１月を経過する日までの間に配偶者同行

休業を始めようとする職員に係る第２条の規定の適用については、同条中「配

偶者同行休業を始めようとする日の１月前までに」とあるのは、「あらかじめ」

とする。 

 （我孫子市職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正） 

３  我孫子市職員の通勤手当の支給に関する規則（昭和３３年規則第２号）

の一部を次のように改正する。  

改正後  改正前  

（支給できない場合）  （支給できない場合）  

第11条 略  第11条 略  

２  給与条例第 11条第１項の職員が次

に掲げる場合に該当するときは、そ

の期間中通勤手当は、支給すること

ができない。  

２  給与条例第 11条第１項の職員が次

に掲げる場合に該当するときは、そ

の期間中通勤手当は、支給すること

ができない。  

(1)から(3)まで  略 (1)から (3)まで  略 

(4)  法第 26条の６第１項の規定に

よる配偶者同行休業の承認を受

けた場合  

 

３ 略  ３ 略  

 （我孫子市一般職の職員の給与に関する規則の一部改正）  

４  我孫子市一般職の職員の給与に関する規則（昭和３５年規則第４号）の

一部を次のように改正する。  

改正後  改正前  

第５条  職員が給与期間の中途におい第５条  職員が給与期間の中途におい



て次の各号のいずれかに該当する場

合におけるその給与期間の給料は、

日割計算により支給する。  

て次の各号のいずれかに該当する場

合におけるその給与期間の給料は、

日割計算により支給する。  

(1)から(4)まで  略 (1)から (4)まで  略 

(5)  法第 26条の６第１項の規定に

より配偶者同行休業を始め、又は

配偶者同行休業の終了により職

務に復帰した場合  

 

２ 略  ２ 略  

第８条  略  第８条  略  

２  条例第 10条第１項の職員が次に掲

げる場合に該当するときは、その期

間中扶養手当は支給することができ

ない。  

２  条例第 10条第１項の職員が次に掲

げる場合に該当するときは、その期

間中扶養手当は支給することができ

ない。  

(1)から(3)まで  略 (1)から (3)まで  略 

(4)  法第 26条の６第１項の規定に

より配偶者同行休業をした場合  

 

 （期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正） 

５ 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則（昭和３９年規則第５号）の一

部を次のように改正する。  

改正後  改正前  

（期末手当の支給を受ける職員）  （期末手当の支給を受ける職員）  

第２条  給与条例第 20条第１項前段の

規定により期末手当の支給を受ける

職員は、同項に規定するそれぞれの

基準日に在職する職員（給与条例第

20条の２各号のいずれかに該当する

者を除く。）のうち次の各号に掲げる

職員以外の職員とする。  

第２条  給与条例第 20条第１項前段の

規定により期末手当の支給を受ける

職員は、同項に規定するそれぞれの

基準日に在職する職員（給与条例第

20条の２各号のいずれかに該当する

者を除く。）のうち次の各号に掲げる

職員以外の職員とする。  



(1)から(6)まで  略 (1)から (6)まで  略 

(7) 配偶者同行休業（法第 26条の６

第１項に規定する配偶者同行休

業をいう。以下同じ。）をしてい

る職員  

 

（期末手当に係る在職期間）  （期末手当に係る在職期間）  

第６条  略  第６条  略  

２  前項の期間の算定については、次

に掲げる期間を除算する。  

２  前項の期間の算定については、次

に掲げる期間を除算する。  

(1)から(4)まで  略 (1)から(4)まで  略 

(5)  配偶者同行休業をしている職

員として在職した期間について

は、その２分の１の期間  

 

３ 略  ３ 略  

第６条の２  育児休業条例第７条第１

項の規則で定める期間は、我孫子市

職員の勤務時間、休日、休暇等に関す

る条例（平成 17年条例第３号。第 12条

第２項において「勤務時間条例」とい

う。）第 12条に規定する休暇の期間そ

の他勤務しないことにつき特に任命

権者の承認があつた期間のうち、次

に掲げる期間以外の期間とする。  

第６条の２  育児休業条例第７条第１

項の規則で定める期間は、我孫子市

職員の勤務時間、休日、休暇等に関す

る条例（平成 17年条例第３号。第 12条

第２項において「勤務時間条例」とい

う。）第 12条に規定する休暇の期間そ

の他勤務しないことにつき特に任命

権者の承認があつた期間のうち、次

に掲げる期間以外の期間とする。  

(1) 略  (1) 略  

(2)  第２条第３号から第５号まで

及び第７号に掲げる職員として

在職した期間  

(2)  第２条第３号から第５号まで

に掲げる職員として在職した期

間 

(3) 略  (3) 略  

（勤勉手当の支給を受ける職員）  （勤勉手当の支給を受ける職員）  

第８条  給与条例第 21条第１項前段の第８条  給与条例第 21条第１項前段の



規定により勤勉手当の支給を受ける

職員は、同項に規定するそれぞれの

基準日に在職する職員（給与条例第

21条第５項において準用する給与条

例第 20条の２各号のいずれかに該当

する者を除く。）のうち、次に掲げる

職員以外の職員とする。  

規定により勤勉手当の支給を受ける

職員は、同項に規定するそれぞれの

基準日に在職する職員（給与条例第

21条第５項において準用する給与条

例第 20条の２各号のいずれかに該当

する者を除く。）のうち、次に掲げる

職員以外の職員とする。  

(1) 略  (1) 略  

(2)  第２条第３号から第５号まで

及び第７号に該当する者  

(2)  第２条第３号から第５号まで

に該当する者  

(3) 略  (3) 略  

（勤勉手当に係る勤務期間）  （勤勉手当に係る勤務期間）  

第12条 略  第12条 略  

２  前項の期間の算定については、次

に掲げる期間を除算する。  

２  前項の期間の算定については、次

に掲げる期間を除算する。  

(1)  第２条第３号から第５号まで

及び第７号に掲げる職員（同条第

５号に掲げる職員にあつては、勤

務日及び勤務時間が常勤の職員

と同様である者を除く。）として

在職した期間  

(1)  第２条第３号から第５号まで

に掲げる職員（同条第５号に掲げ

る職員にあつては、勤務日及び勤

務時間が常勤の職員と同様であ

る者を除く。）として在職した期

間 

(2)から(10)まで  略 (2)から (10)まで  略  

 （我孫子市職員の住居手当の支給に関する規則の一部改正）  

６  我孫子市職員の住居手当の支給に関する規則（昭和５９年規則第８号）

の一部を次のように改正する。  

改正後  改正前  

（住居手当の支給）  （住居手当の支給）  

第８条  略  第８条  略  

２  住居手当は、職員が次に掲げる場２  住居手当は、職員が次に掲げる場



合に該当するときは、その期間中支

給することができない。  

合に該当するときは、その期間中支

給することができない。  

(1)から(3)まで  略 (1)から (3)まで  略 

(4)  法第 26条の６第１項の規定に

よる配偶者同行休業の承認を受

けた場合  

 

 


