
平成29年３月14日 

神奈川県立病院機構理事会 

資料１ 

人事部 

第25号議案 
             

 

 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構短時間正規職員に関する規程の一部改正について 

 

１ 概要 

平成28年４月１日から医師及び薬剤師を対象に施行している短時間正規職員制度の対象者

を、全ての職種に拡大するため所要の改正を行う。 

 

２ 改正の内容 

(1) 対象者を全ての職種に拡大する（第３条） 

(2) １回の申請における申請期間の上限を１年以内とする（第４条） 

(3) 短時間勤務の期間を延長する場合の申請期間の上限を１年以内とし、再度の延長を妨

げない（第５条） 

 

３ 施行期日 

  平成29年４月１日 

 

 以上 



1 

 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構短時間正規職員に関する規程新旧対照表 

新 旧 

第１条～第２条 （略） 

（適用範囲） 

第３条 この規程は、就業規則第３条に規定する職員から、公益的法人等への

一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成12年法律第50号）に基づき、

神奈川県から派遣された職員を除いた者（以下「職員」という。）に適用す

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の育

児休業に関する規程第18条第１項の規定により育児短時間勤務を行ってい

る職員は、短時間勤務をすることができない。 

（短時間勤務の承認） 

第４条 （略） 

２ （略） 

３ 短時間勤務の承認を受けようとする職員は、短時間勤務をしようとする期

間（１箇月以上１年以内の期間に限る。）の初日及び末日、並びにその申請

事由を明らかにして、理事長に対し、その承認を申請するものとする。ただ

し、１回の申請において申請できる期間は１年以内とする。 

４ （略） 

第５条 （略） 

２ 短時間勤務の期間の延長の承認を受けようとする職員は、延長をしようと

する期間（１箇月以上１年以内の期間に限る。）の初日及び末日、並びにそ

の申請事由を明らかにして、理事長に対し、その承認を申請するものとする。

ただし、１回の申請において申請できる期間は１年以内とし、再度の延長を

妨げない。 

３ （略） 

第６条～第８条 （略） 

 

第１条～第２条 （略） 

（適用範囲） 

第３条 この規程は、就業規則第３条に規定する職員（以下「フルタイム正規職

員」という。）のうち、医師及び薬剤師を対象とする。 

 

 

（新規） 

 

 

（短時間勤務の承認） 

第４条 （略） 

２ （略） 

３ 短時間勤務の承認を受けようとする職員は、短時間勤務をしようとする期間

（１箇月以上の期間に限る。）の初日及び末日、並びにその申請事由を明らか

にして、理事長に対し、その承認を申請するものとする。 

 

４ （略） 

第５条 （略） 

２ 短時間勤務の期間の延長の承認を受けようとする職員は、延長をしようとす

る期間（１箇月以上の期間に限る。）の初日及び末日、並びにその申請事由を

明らかにして、理事長に対し、その承認を申請するものとする。 

 

 

３ （略） 

第６条～第８条 （略） 

 



2 

 

新 旧 

（短時間勤務に係る業務上の配慮） 

第９条 職員から第４条第３項の規定により短時間勤務の承認を受けた場合

は、所属長（地方独立行政法人神奈川県立病院機構組織規程（以下「組織規

程」という。）第15条第２項に規定する総長等及び同規程第７条第１項に規

定する本部の部長をいう。（以下「所属長」という。））と人事部長（組織規

程７条第１項に規定する本部の人事部長をいう。（以下「人事部長」という。））

が協議して業務上の配慮について対応する。 

第10条 短時間勤務をしている職員についての給与規程の規定の適用につい

ては、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２条第６項 就業規則第45条 地方独立行政法人神奈川県立病院機構

職員短時間正規職員に関する規程第12

条第４項及び第５項 

第９条第３項、

第４項及び第

６項 

略 略 

第21条第１項 就業規則第46条 地方独立行政法人神奈川県立病院機構

職員短時間正規職員に関する規程第12

条第６項 

第26条第３項 略 略 

第26条第４項

及び第29条第

３項 

略 略 

第26条第４項 略 略 

第26条第５項 略 略 

第11条 （略） 

第12条 （略） 

（短時間勤務に係る業務上の配慮） 

第９条 フルタイム正規職員から第４条第３項の規定により短時間勤務の承認

を受けた場合は、所属長（地方独立行政法人神奈川県立病院機構組織規程（以

下「組織規程」という。）第15条第２項に規定する総長等及び同規程第７条第

１項に規定する本部の部長をいう。（以下「所属長」という。））と人事部長（組

織規程７条第１項に規定する本部の人事部長をいう。（以下「人事部長」とい

う。））が協議して業務上の配慮について対応する。 

第10条 短時間勤務をしている職員についての給与規程の規定の適用について

は、次の表の左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２条第６項 就業規則第45条 地方独立行政法人神奈川県立病院機構

職員短時間正規職員に関する規程第11

条第４項及び第５項 

第９条第３項、

第４項及び第

６項 

略 略 

第21条第１項 就業規則第46条 地方独立行政法人神奈川県立病院機構

職員短時間正規職員に関する規程第11

条第６項 

第26条第３項 略 略 

第26条第４項

及び第29条第

３項 

略 略 

第26条第４項 略 略 

第26条第５項 略 略 

第11条 （略） 

第12条 （略） 
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新 旧 

２～３ （略） 

４ 理事長は、第４条第１項第１号の短時間勤務職員について、日曜日及び土

曜日を週休日とし、並びに月曜日から金曜日までの５日間のうち１日を週休

日とする。 

５ （略） 

６ 短時間勤務職員の休憩時間、休日及び休暇については、職員の例による。 

 

７ （略） 

８ 短時間勤務職員の育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の

制限については、職員の例による。 

９ 短時間勤務職員の週休日等の振替及び半日勤務時間の割振り変更につい

ては、職員の例による。 

10 就業規則第49条の規定は、短時間勤務職員の勤務時間の割振り等について

準用する。この場合において、同条中「第44条、第45条及び第47条」とある

のは「第２項、第４項及び前項」と読み替えるものとする。 

第13条～第15条 （略） 

 

附 則 

この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

２～３ （略） 

４ 理事長は、短時間勤務職員について、日曜日及び土曜日を週休日とし、並び

に月曜日から金曜日までの５日間のうち１日を週休日とする。 

 

５ （略） 

６ 短時間勤務職員の休憩時間、休日及び休暇については、フルタイム正規職員

の例による。 

７ （略） 

８ 短時間勤務職員の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

については、フルタイム正規職員の例による。 

９ 短時間勤務職員の週休日等の振替及び半日勤務時間の割振り変更について

は、フルタイム正規職員の例による。 

10 就業規則第49条の規定は、短時間勤務職員の勤務時間の割振り等について準

用する。この場合において、同条中「第44条、第45条及び前条」とあるのは「第

２項、第３項、第５項、第６項及び前項」と読み替えるものとする。 

第13条～第15条 （略） 
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地方独立行政法人神奈川県立病院機構短時間正規職員に関す

る規程 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、地方独立行政法人神奈川県立病院機構就業規則（以下「就業規則」と

いう。）第44条の２の規定に基づき、地方独立行政法人神奈川県立病院機構の短時間正規

職員に関する事項を定めることを目的とする。 

 

（関係法令） 

第２条 この規程に定めのない事項については、就業規則及び労働基準法（昭和22年法律第

49号）その他関係法令の定めるところによる。 

 

第２章 短時間正規職員 

 

（適用範囲） 

第３条 この規程は、就業規則第３条に規定する職員から、公益的法人等への一般職の地方

公務員の派遣等に関する法律（平成12年法律第50号）に基づき、神奈川県から派遣された

職員を除いた者（以下「職員」という。）に適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の育児休業に関す

る規程第19条第１項の規定により育児短時間勤務を行っている職員は、短時間勤務をする

ことができない。 

 

（短時間勤務の承認） 

第４条 前条に掲げる職員は、理事長の承認を受けて、常時勤務を要する職を占めたまま、

次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により勤務すること（以下「短時間勤務」とい

う。）ができる。 

（１） 日曜日及び土曜日を週休日（就業規則第45条第１項に規定する週休日をいう。以下

「週休日」という。）とし、並びに月曜日から金曜日までの５日間のうち１日を週休

日とすること。 

（２） ４週ごとの期間につき８日以上を週休日とし、当該期間につき１週間当たりの勤務

時間が31時間となるように勤務すること。 
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２ 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると理事長が認める場合は、短時間勤務がで

きる。 

３ 短時間勤務の承認を受けようとする職員は、短時間勤務をしようとする期間（１箇月以

上１年以内の期間に限る。）の初日及び末日、並びにその申請事由を明らかにして、理事

長に対し、その承認を申請するものとする。ただし、１回の申請において申請できる期間

は１年以内とする。 

４ 理事長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る期間について当該申

請をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを

承認しなければならない。 

 

（短時間勤務の期間の延長） 

第５条 短時間勤務をしている職員は、理事長に対し、当該短時間勤務の期間の延長を申請

することができる。 

２ 短時間勤務の期間の延長の承認を受けようとする職員は、延長をしようとする期間（１

箇月以上１年以内の期間に限る。）の初日及び末日、並びにその申請事由を明らかにして、

理事長に対し、その承認を申請するものとする。ただし、１回の申請において申請できる

期間は１年以内とし、再度の延長を妨げない。  

３ 前条第４項の規定は、短時間勤務の期間の延長について準用する。 

 

（短時間勤務の承認又は期間の延長の申請手続） 

第６条 短時間勤務の承認又は期間の延長の申請は、短時間正規職員承認申請書（第１号様

式）により、原則として短時間勤務を始めようとする日の２箇月前まで又は現に承認され

ている期間の末日の翌日の２箇月前までに行うものとする。 

２ 理事長は、前項の規定による申請があったときは、これを承認しなければならない。た

だし、当該申請に係る期間について当該申請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場合は、この限りではない。 

３ 理事長は、第１項の規定による短時間勤務の承認の申請について、その事由を確認する

必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めること

ができる。 

 

（短時間勤務の承認の取り消し） 

第７条 理事長は、次の各号に掲げる場合は、当該短時間勤務の承認を取り消すものとする。 

（１）短時間勤務をしている職員から当該申請に係る期間における短縮の申請があったとき。 

（２）前号に掲げるもののほか、理事長が特に認めるとき。 
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（短時間勤務に係る通知書の交付） 

第８条 理事長は、次の各号に掲げる場合には、職員にその旨を明示した通知書を交付しな

ければならない。 

 (１) 短時間勤務を承認するとき。 

 (２) 短時間勤務の期間の延長を承認するとき。 

 (３) 短時間勤務の期間が満了したとき 

（４） 短時間勤務の承認を取り消すとき。 

 

（短時間勤務に係る業務上の配慮） 

第９条 職員から第４条第３項の規定により短時間勤務の承認を受けた場合は、所属長（地

方独立行政法人神奈川県立病院機構組織規程（以下「組織規程」という。）第15条第２項

に規定する総長等及び同規程第７条第１項に規定する本部の部長をいう。（以下「所属長」

という。））と人事部長（組織規程７条第１項に規定する本部の人事部長をいう。（以下

「人事部長」という。））が協議して業務上の配慮について対応する。 

 

（短時間勤務をしている職員についての給与規程の特例） 

第10条 短時間勤務をしている職員についての給与規程の規定の適用については、次の表の

左欄に掲げる給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

第２条第６項 就業規則第45条 地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員

短時間正規職員に関する規程第12条第４項

及び第５項 

第９条第３項、第４

項及び第６項 

決定する 決定するものとし、その者の給料月額は、

その者の受ける号給に応じた額に、その者

の１週間当たりの勤務時間を就業規則第44

条第１項に規定する勤務時間で除して得た

数（以下「算出率」という。）を乗じて得

た額とする 

第21条第１項 就業規則第46条 地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員

短時間正規職員に関する規程第12条第６項 

第26条第３項 給料 給料の月額を算出率で除して得た額 
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第26条第４項及び第

29条第３項 

給料の月額 給料の月額を算出率で除して得た額 

第26条第４項 給料月額 給料月額を算出率で除して得た額 

第26条第５項 理事長が別に定

める 

短時間勤務職員の勤務時間を考慮して理事

長が別に定める 

 

（短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い） 

第11条 短時間勤務をした期間についての退職手当支給規程第22条第４項の規定の適用につ

いては、同項中「その月数の２分の１に相当する月数」とあるのは、「その月数の５分の

１に相当する月数」とする。 

２ 短時間勤務の期間中の退職手当支給規程の規定による退職手当の計算の基礎となる給料

月額は、短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受ける

べき給料月額とする。 

 

（短時間勤務職員の勤務時間、休暇等） 

第12条 第４条第４項の規定により短時間勤務の承認を受けた職員（以下「短時間勤務職員」

という。）の１週間当たりの勤務時間は、31時間とする。 

２ 前項の規定による短時間勤務職員の勤務時間は、１週間ごとの期間について、１日につ

き７時間45分を超えない範囲内で、所属長がその割振りを行うものとする。ただし、所属

長は、特別の勤務に従事する短時間勤務職員については、勤務時間の割振りについて別に

定めることができる。 

３ 短時間勤務職員の正規の勤務時間とは、前２項の規定によって割り振られた勤務時間を

いう。 

４ 理事長は、第４条第１項第１号の短時間勤務職員について、日曜日及び土曜日を週休日

とし、並びに月曜日から金曜日までの５日間のうち１日を週休日とする。 

５ 理事長は、前項の規定にかかわらず、特別の勤務に従事する職員又は勤務の性質上前項

の規程により難い短時間正規職員の週休日について別に定めることができる。 

６ 短時間勤務職員の休憩時間、休日及び休暇については、職員の例による。 

７ 所属長は、職務のため臨時に必要がある場合において、短時間勤務職員に正規の勤務時

間を超えて勤務することを命じ、又は週休日若しくは休日に勤務することを命じなければ

業務の運営に著しい支障が生じると認められる場合に限り、当該勤務を命ずることができ

る。 

８ 短時間勤務職員の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については、

職員の例による。 

９ 短時間勤務職員の週休日等の振替及び半日勤務時間の割振り変更については、職員の例
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による。 

10 就業規則第49条の規定は、短時間勤務職員の勤務時間の割振り等について準用する。こ

の場合において、同条中「第44条、第45条及び第47条」とあるのは「第２項、第４項及び

前項」と読み替えるものとする。 

 

（不利益取扱いの禁止） 

第13条 短時間勤務職員は、短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。 

 

第３章 その他 

 

（内申） 

第14条 所属長は、所属職員から第６条第１項に規定する短時間勤務承認申請書（第１号様

式）の提出があったときは、業務のために必要な対応等に留意し、速やかに短時間勤務承

認申請書を添えてその旨を内申しなければならない。 

２ 所属長は、前項に規定する場合のほか、所属職員について、短時間勤務の期間が満了す

るときはその満了の日前に復業の旨を内申しなければならない。 

３ 前項までの規定による内申は、短時間勤務職員（期間延長・終了）内申書（第２号様式）

を人事部長に提出して行うものとする。 

４ 人事部長は、前項の規定による内申書の提出があったときは、これについて調査し、必

要な措置を講じなければならない。 

 

（実施細目） 

第15条 この規程に定めるもののほか、短時間勤務職員に関し必要な事項は、理事長が定め

る。 

 

 

附 則 

この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成29年４月１日から施行する。 
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