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令和４年３月２８日 

国立大学法人旭川医科大学非常勤職員（短時間勤務職員）就業規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

 

旭川医科大学 

学長代行 理事  松 野 丈 夫 

 

国立大学法人旭川医科大学非常勤職員（短時間勤務職員）就業規則の一部を改正する規則 

 

国立大学法人旭川医科大学非常勤職員（短時間勤務職員）就業規則（平成16年旭医大達第171号）の一部について，下表右欄（「現行」欄）

を同表左欄（「改正後」欄）のように改正する。 

※下線部分は，改正箇所を示す。 

改正後 現行 

第1条～第10条 （略） 第1条～第10条 （略） 

（休職） （休職） 

第11条 職員が，次の各号の一に該当する場合は，これを休職にする

ことができる。 

第11条 職員が，次の各号の一に該当する場合は，これを休職にする

ことができる。 

(1) 心身の故障のため，長期の休養を要するとき。 (1) 心身の故障のため，長期の休養を要するとき。 

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。 (2) 刑事事件に関し起訴されたとき。 

(3) 水難，火災その他の災害により，生死不明又は所在不明となっ

たとき。 

(3) 水難，火災その他の災害により，生死不明又は所在不明となっ

たとき。 

(4) その他特別の事由により休職とすることが適当と認められる

とき。 

(4) その他特別の事由により休職とすることが適当と認められる

とき。 

2 試用期間中の職員には，前項の規定を適用しない。 2 試用期間中の職員には，前項の規定を適用しない。 

3 休職する場合において，学長が必要と認めた証明書等の提出を求

めたときは，これを提出しなければならない。 

3 休職する場合において，学長が必要と認めた証明書等の提出を求

めたときは，これを提出しなければならない。 

（休職期間等） （休職期間等） 

第12条 前条第1項各号に掲げる事由による休職の期間は，特別の事 第12条 前条第1項各号に掲げる事由による休職の期間は，労働契約



情がない限り，労働契約の期間を超えないものとする。ただし，無

期労働契約職員については，別に定める。 

の期間を超えない範囲内で，別に定める。ただし，無期労働契約職

員については，1年6月を超えない範囲内において別に定める。この

場合において，休職の期間が1年6月に満たないときは，引き続き1

年6月を超えない範囲内において，これを更新することができる。 

2 休職期間中は，職員としての身分を保有するが，職務には従事し

ない。 

2 休職期間中は，職員としての身分を保有するが，職務には従事し

ない。 

3 休職期間中は，無給とする。 3 休職期間中は，無給とする。 

（復職） （復職） 

第13条 前条の休職期間を満了するまでに休職事由が消滅したと認

める場合には，当該職員が離職し，又は他の事由により休職となら

ない限り，復職を命ずる。 

第13条 休職中の職員の休職事由が消滅したときは，速やかに復職さ

せるものとする。ただし，第11条第1項第1号の休職については，復

職に際し，職員は医師の治癒証明書又は就業許可証明書を学長に提

出しなければならない。 

2 前項の場合，原則として休職前の職務に復帰させる。ただし，心

身の条件その他を考慮し，他の職務に就かせることがある。 

2 休職の期間が満了したときは，当然復職するものとする。 

（退職） （退職） 

第14条 （略） 第14条 （略） 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(6) 無期労働契約職員が第12条に定める休職期間が満了し，休職事

由がなお消滅しないとき 休職期間満了の日 

(6) 無期労働契約職員が第12条に定める休職期間が満了し，休職事

由がなお消滅しないとき 休職期間満了の日 

（自己都合による退職手続） （自己都合による退職手続） 

第15条～第20条 （略） 第15条～第20条 （略） 

（誠実義務及び職務専念義務） （誠実義務及び職務専念義務） 

第21条 職員は，国大法に定める国立大学の使命と，その業務の公共

性を自覚し，誠実に職務に専念しなければならない。 

第21条 職員は，国大法に定める国立大学の使命と，その業務の公共

性を自覚し，誠実に職務に専念しなければならない。 

2 職員は，忠実に職務を遂行し，本学の発展に努めるとともに，本

学の秩序及び規律を乱してはならない。 

2 職員は，忠実に職務を遂行し，本学の秩序の維持に努めなければ

ならない。 

（遵守事項） （遵守事項） 



第22条 職員は，次の事項を守らなければならない。 第22条 職員は，次の事項を守らなければならない。 

(1) 法令及び本学が定める規則，規程等を遵守し上司の指示に従

い，職場の規律を保持し，互いに協力してその職務を遂行すると

ともに，業務遂行に当たり，上司に必要な報告を怠り，又は事実

と異なる虚偽の報告をしてはならない。 

(1) 法令及び本学が定める規則，規程等を遵守し上司の指示に従

い，職場の規律を保持し，互いに協力してその職務を遂行しなけ

ればならない。 

(2) 本学の名誉若しくは信用を傷つけ，その利益を害し，又は職員

全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 

(2) 本学の名誉若しくは信用を傷つけ，その利益を害し，又は職員

全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 

(3) 職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 (3) 職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 

(4) 正当な理由なく，職務上知り得た個人に関する情報を漏らして

はならない。 

(4) 正当な理由なく，職務上知り得た個人に関する情報を漏らして

はならない。 

(5) 常に公私の別を明らかにし，その職務や地位を私的利用のため

に用いてはならない。 

(5) 常に公私の別を明らかにし，その職務や地位を私的利用のため

に用いてはならない。 

(6) 本学の敷地及び施設内（以下「学内」という。）で，喧騒，そ

の他秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。 

(6) 本学の敷地及び施設内（以下「学内」という。）で，喧騒，そ

の他秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。 

(7) 本学の許可なく，学内で集会，演説，宣伝又は文書画の配付，

回覧，掲示その他これに準ずる行為をしてはならない。 

(7) 本学の許可なく，学内で集会，演説，宣伝又は文書画の配付，

回覧，掲示その他これに準ずる行為をしてはならない。 

(8) 研究活動において不正を行うこと又はこれに加担することを

行ってはならない。（新設） 

 

(9) その他，本学の業務に支障をきたすおそれのある行為をしては

ならない。（新設） 

 

第23条～第35条 （略） 第23条～第35条 （略） 

（休暇の種類） （休暇の種類） 

第36条 職員の有給の休暇は，年次有給休暇，特別休暇及び代替休暇

とする。 

第36条 職員の有給の休暇は，年次有給休暇，特別休暇及び代替休暇

とする。 

第37条 （略） 第37条 （略） 

（特別休暇） （特別休暇） 

第38条 職員は，次の各号の一の事由により勤務しない場合には，特 第38条 職員は，次の各号の一の事由により勤務しない場合には，特



別休暇として，当該各号に掲げる期間の休暇の付与を受けることが

できる。 

別休暇として，当該各号に掲げる期間の休暇の付与を受けることが

できる。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(7) 小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子，民法（明治

29年法律第89号）第817条の2第1項の規定により職員が当該職員

との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家

庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に

係属している場合に限る。）であって，当該職員が現に監護する

もの，児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第1項第3号の

規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職

員に委託されている児童のうち，当該職員が養子縁組によって養

親となることを希望している者及び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，同

法第6条の4第2号に規定する養子縁組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として当該児童を委託す

ることができない職員に，同条第1号の規定による養育里親に同

法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。この

号及び第23条において同じ。）を養育する職員が，その子の看護

（負傷し，若しくは疾病にかかったその子の世話を行う又は疾病

の予防を図るためその子に予防接種若しくは健康診断を受けさ

せることをいう。）のため勤務しないことが相当であると認めら

れる場合 一の年度において5日（小学校就学の始期に達するま

での子が2人以上の場合にあっては，10日）の範囲内の期間 

(7) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が，その子

の看護（負傷し，若しくは疾病にかかったその子の世話を行う又

は疾病の予防を図るためその子に予防接種若しくは健康診断を

受けさせることをいう。）のため勤務しないことが相当であると

認められる場合 一の年度において5日（小学校就学の始期に達

するまでの子が2人以上の場合にあっては，10日）の範囲内の期

間 

(8) （略） (8) （略） 

(9) 職員の妻が出産する場合で，職員が妻の出産に伴い勤務しない

ことが相当であると認められるとき 職員の妻が出産するため

病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日ま

での間の2日以内の範囲内の期間 

(9) 職員の配偶者が出産する場合で，職員が配偶者の出産に伴い勤

務しないことが相当であると認められるとき 職員の配偶者が

出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を

経過する日までの間の2日以内の範囲内の期間 

(10) 職員の妻が出産する場合で，その出産予定日の6週間前の日か (10) 職員の配偶者が出産する場合で，その出産予定日の6週間前の



ら出産の日後8週間を経過する日までの期間において，出産に係

る子または小学校就学の始期に達するまで（満6歳に達する日以

後の最初の3月31日までをいう。次号において同じ。）の子（妻

の子を含む。）を養育する職員が，これらの子の養育のため勤務

しないことが相当であると認められるとき 当該期間内におい

て5日の範囲内の期間 

日から出産の日後8週間を経過する日までの期間において，出産

に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子を養育する

職員が，これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると

認められるとき 当該期間内において5日の範囲内の期間 

(11) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のた

めの末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に

対して登録の申出を行い，又は骨髄移植のため配偶者，父母，子

及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため若しくは末梢血幹細胞

移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で，当該申出又は提供

に伴い必要な検査，入院等のため勤務しないことがやむを得ない

と認められるとき 必要と認められる期間（新設） 

 

(12) 職員が自発的に，かつ，報酬を得ないで次に掲げる社会に貢

献する活動（専ら親族に対する支援となる活動を除く。）を行う

場合で，その勤務しないことが相当であると認められるとき 一

の年度（4月1日からその翌年の3月31日までの期間をいう。以下

この項において同じ。）において5日の範囲内の期間（新設） 

イ 地震，暴風雨，噴火等により相当規模の災害が発生した被災地

又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災

者を支援する活動 

ロ 障害者支援施設，特別養護老人ホームその他の主として身体上

若しくは精神上の障害がある者又は負傷し，若しくは疾病にかか

った者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であ

って特に認めるものにおける活動 

ハ イ及びロにおける活動のほか，身体上若しくは精神上の障害，

負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある

者の介護その他の日常生活を支援する活動 

 

(13) 職員が結婚する場合で，結婚式，旅行その他結婚に伴い必要  



と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認め

られるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経

過する日までの連続する5日の範囲内の期間（新設） 

(14) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当で

あると認められる場合 一の年度において5日（当該通院等が体

外受精その他の人事院が定める不妊治療に係るものである場合

にあっては、10日）の範囲内の期間（新設） 

 

(15) 生後1年に達しない子を育てる職員が，その子の保育のために

必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内

の期間（ただし，男性職員にあっては，その子の当該職員以外の

親（当該子について民法（明治29年法律第89号）第817条の2第1

項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求

した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場

合に限る。）であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法

第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁

組里親である者若しくは養育里親である者（同条第4項に規定す

る者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として

委託することができない者に限る。）を含む。）が，当該職員が

この号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇（これ

に相当する休暇を含む。）を承認され、又は労働基準法（昭和22

年法律第49号）第67条の規定により同日における育児時間を請求

した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各

回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間）（新設） 

 

2 （略） 2 （略） 

3 特別休暇の単位は，第1項第15号を除き，必要に応じて1日又は1

時間とする。 

3 特別休暇の単位は，必要に応じて1日又は1時間とする。 

第38条の2 （略） 第38条の2 （略） 

（無給の休暇） （無給の休暇） 

第39条 本学は，職員に対して，次の各号に掲げる場合には，当該各 第39条 本学は，職員に対して，次の各号に掲げる場合には，当該各



号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。 号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。 

(1) 6週間（多胎妊娠の場合にあっては，14週間）以内に出産する

予定である女性の職員が申し出た場合 出産の日までの申し出

た期間 

(1) 6週間（多胎妊娠の場合にあっては，14週間）以内に出産する

予定である女性の職員が申し出た場合 出産の日までの申し出

た期間 

(2) 女性の職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過

するまでの期間（産後6週間を経過した女性の職員が就業を申し

出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除

く。） 

(2) 女性の職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過

するまでの期間（産後6週間を経過した女性の職員が就業を申し

出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除

く。） 

（削除） (3) 生後1年に達しない子を育てる職員が，その子の保育のために

必要と認められる授乳等を行う場合 1日に2回それぞれ30分以

内の期間 

(3) 女性の職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務し

ないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる

期間 

(4) 女性の職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務し

ないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる

期間 

(4) 職員が職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり，その

勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認め

られる期間 

(5) 職員が職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり，その

勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認め

られる期間 

(5) 職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり，その勤務しな

いことがやむを得ないと認められる場合 1の年度において10日

の範囲内の期間 

(6) 職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり，その勤務しな

いことがやむを得ないと認められる場合 1の年度において10日

の範囲内の期間 

（削除） 

 

(7) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供者としてその登録を実

施する者に対して登録の申出を行い，又は骨髄移植のため配偶

者，父母，子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で，

当該申出又は提供に伴い必要な検査，入院等のため勤務しないこ

とがやむを得ないと認められる場合 その必要と認められる期

間 

2～4 （略） 2～4 （略） 

（育児休業の対象者） （育児休業の対象者） 



第40条 1歳に満たない子と同居し，養育する職員は，申出により，

その養育する子が1歳に達する日（1歳の誕生日の前日をいう。以下

同じ。）までの間，育児休業（以下「1歳未満の育児休業」という。）

をすることができる。ただし，有期契約職員にあっては，申出時点

において，子が1歳6か月に達する日（1歳の誕生日の属する月の6

か月後の月における誕生日の応答日の前日をいう。以下同じ。）ま

でに労働契約期間が満了し，契約を更新されないことが明らかでな

い者に限り，育児休業をすることができる。 

第40条 1歳に満たない子と同居し，養育する職員は，申出により，

その養育する子が1歳に達する日（1歳の誕生日の前日をいう。以下

同じ。）までの間，育児休業（以下「1歳未満の育児休業」という。）

をすることができる。ただし，有期契約職員にあっては，申出時点

において，次のいずれにも該当する者に限り，育児休業をすること

ができる。 

（削除） (1) 採用されて1年以上であること。 

（削除） (2) 子が1歳6か月に達する日（1歳の誕生日の属する月の6か月後

の月における誕生日の応答日の前日をいう。以下同じ。）までに

労働契約期間が満了し，更新されないことが明らかでないこと。 

（削除） (3) 第4項の申出にあっては子が2歳に達する日（2歳の誕生日の前

日をいう。以下同じ。）までに労働契約期間が満了し，更新され

ないことが明らかでないこと。 

2～3 （略） 2～3 （略） 

4 職員又はその配偶者が，子の1歳6か月に達する日において現に育

児休業を取得している者のうち，次の各号の一に該当する場合に

は，子が1歳6か月に達する日後から2歳に達する日まで育児休業（以

下「2歳までの育児休業」という。）をすることができる。ただし，

子が2歳に達する日（2歳の誕生日の前日をいう。以下同じ。）まで

に労働契約期間が満了し，契約を更新されないことが明らかでない

者に限る。 

4 職員又はその配偶者が，子の1歳6か月に達する日において現に育

児休業を取得している者のうち，次の各号の一に該当する場合に

は，子が1歳6か月に達する日後から2歳に達する日まで育児休業（以

下「2歳までの育児休業」という。）をすることができる。 

(1) 育児休業申出に係る子について，保育所等における保育の利用

を希望し，申込みを行っているが，当該子が1歳6か月に達する日

後の期間について，当面その実施が行われない場合 

(1) 育児休業申出に係る子について，保育所等における保育の利用

を希望し，申込みを行っているが，当該子が1歳6か月に達する日

後の期間について，当面その実施が行われない場合 

(2) 常態として子の養育を行っている配偶者であって，1歳6か月に

達する日後の期間について次の事由が生じた場合 

(2) 常態として子の養育を行っている配偶者であって，1歳6か月に

達する日後の期間について次の事由が生じた場合 



イ 死亡したとき。 イ 死亡したとき。 

ロ 負傷，疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子の養育

が困難な状態になったとき。 

ロ 負傷，疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子の養育

が困難な状態になったとき。 

ハ 離婚等により子と同居しないこととなったとき。 ハ 離婚等により子と同居しないこととなったとき。 

ニ 6週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産予定であるか

又は産後8週間を経過しないとき。 

ニ 6週間（多胎妊娠の場合は14週間）以内に出産予定であるか

又は産後8週間を経過しないとき。 

第41条～第55条 （略） 第41条～第55条 （略） 

（介護休業の対象者） （介護休業の対象者） 

第56条 要介護状態にある対象家族を介護する職員は，申出により，

当該対象家族1人につき，のべ93日間までの範囲内で3回を上限とし

て休業（以下「介護休業」という。）することができる。ただし，

有期契約職員にあっては，申出時点において，介護休業開始予定日

から，93日を経過する日から6か月を経過する日までに労働契約期

間が満了し，契約を更新されないことが明らかでない場合に限り，

介護休業をすることができる。 

第56条 要介護状態にある対象家族を介護する職員は，申出により，

当該対象家族1人につき，のべ93日間までの範囲内で3回を上限とし

て休業（以下「介護休業」という。）することができる。ただし，

有期契約職員にあっては，申出時点において，次のいずれにも該当

する場合に限り，介護休業をすることができる。 

（削除） (1) 採用されて1年以上であること。 

（削除） (2) 介護休業開始予定日から，93日を経過する日から6か月を経過

する日までに労働契約期間が満了し，更新されないことが明らか

でないこと。 

第57条～第63条 （略） 第57条～第63条 （略） 

（介護休業期間の満了） （介護休業期間の満了） 

第64条 本学は，介護休業が満了した職員に対して，速やかに介護休

業期間満了に係る通知書を交付しなければならない。 

第64条 職員は，申し出を行った介護休業期間が満了した場合には，

介護休業満了届を本学に届けなければならない。 

（削除） 2 本学は，前項の規定により介護休業期間の満了の届け出をした職

員に対して，速やかに介護休業期間満了に係る通知書を交付しなけ

ればならない。 

第65条～第70条 （略） 第65条～第70条 （略） 

（懲戒） （懲戒） 



第71条 職員が次の各号の一に該当する場合には，懲戒処分を行うも

のとする。 

第71条 職員が次の各号の一に該当する場合には，懲戒に処する。 

(1) 正当な理由がなく欠勤をしたとき。 (1) 正当な理由がなく無断欠勤をしたとき。 

(2) 正当な理由がなくしばしば遅刻，早退する等勤務を怠ったと

き。 

(2) 正当な理由がなくしばしば遅刻，早退する等勤務を怠ったと

き。 

(3) 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をしたとき。（新設）  

(4) 勤務態度が不良なとき。（新設） 

  ア 勤務時間中に職場を離脱するなど，勤務を行う上で不適切

な行為を行ったとき。 

  イ 業務放置，業務不履行，業務遅延，業務妨害及びこれらに

類する不適切な行為により業務の正常な運営に支障を生じさせ

たとき。 

 

(5) 重要な経歴の詐称をしたとき。（新設）  

(6) 事実と異なる虚偽の報告を行い，又は必要な報告を怠ったと

き。（新設） 

 

(7) 故意又は過失（具体的に命令され，又は注意喚起された情報セ

キュリティ対策の懈怠を含む。）により職務上知ることのできた

秘密等を漏らしたとき又は当該秘密等を記録した外部記憶媒体

等を紛失したとき若しくは盗難に遭ったとき。（新設） 

 

(8) 政治的目的を有する文書の配布を行ったとき。（新設）  

(9) 兼業の承認等を得る手続きを怠ったとき。（新設） 

(10) 入札談合等に関与する行為を行ったとき。（新設） 

 

(11) セクシュアル・ハラスメント（他の者を不快にさせる職場に

おける性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における

性的な言動）行為を行ったとき。（新設） 

 

(12) パワー・ハラスメント，アカデミックハラスメント，妊娠・

出産・育児休業等に関するハラスメントその他のハラスメント行

為を行ったとき。（新設） 

 



(13) 職権を濫用して，専らその職務の用以外の用に供する目的で

個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集したとき。

（新設） 

 

(14) 研究活動に係る不正行為を行ったとき又は研究費の不正使用

を行ったとき。（新設） 

 

(15) 資金又は物品を窃取したとき。（新設）  

(16) 資金又は物品を紛失したとき。（新設）  

(17) 重大な過失により資金又は物品の盗難に遭ったとき。（新設）  

(18) 故意に職場において器物を損壊したとき。（新設）  

(19) 過失により職場において器物の出火を引き起こしたとき。（新

設） 

 

(20) 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意

に届出を怠り，又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受

給したとき。（新設） 

 

(21) コンピュータの不適正使用を行ったとき  

(22) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えたとき。 (3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えたとき。 

(23) 窃盗，横領，傷害等の刑法犯に該当する行為があったとき。 (4) 窃盗，横領，傷害等の刑法犯に該当する行為があったとき。 

(24) 本学の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。 (5) 本学の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。 

(25) 素行不良で大学の秩序又は風紀を乱したとき。 (6) 素行不良で大学の秩序又は風紀を乱したとき。 

（削除） (7) 経歴を故意に偽ったとき。 

(26) その他法令及び本学が定める規則，規程等に違反し，又は前

各号に準ずる不都合な行為があったとき。 

(8) その他法令及び本学が定める規則，規程等に違反し，又は前各

号に準ずる不都合な行為があったとき。 

（懲戒の種類） （懲戒の種類） 

第72条 懲戒は，前条各号に掲げる非違行為の程度に応じ，次の区分

によるものとする。 

第72条 懲戒は，前条各号に掲げる非違行為の程度に応じ，次の区分

によるものとする。 

(1) 譴責 始末書を提出させ，将来を戒める。 (1) 譴責 始末書を提出させ，将来を戒める。 

(2) 減給 始末書を提出させ，給与の一部を減額する。ただし，1 (2) 減給 始末書を提出させ，給与の一部を減額する。ただし，1



回の額は労基法第12条に規定する平均賃金の半日分若しくはそ

の総額が1給与支払期間の給与総額の10分の1を限度とする。 

回の額は労基法第12条に規定する平均賃金の半日分若しくはそ

の総額が1給与支払期間の給与総額の10分の1を限度とする。 

(3) 停職 1年以内を限度として勤務を停止し，職務に従事させず，

その間給与を支給しない。 

(3) 停職 1年以内を限度として勤務を停止し，職務に従事させず，

その間給与を支給しない。 

(4) 諭旨解雇 退職を勧告し，解雇する。ただし，これに応じない

場合は懲戒解雇する。 

(4) 諭旨解雇 退職を勧告し，解雇する。ただし，これに応じない

場合は懲戒解雇する。 

(5) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。 

2 前条及び前項に定めるもののほか，職員の懲戒については，旭川

医科大学職員懲戒規程（平成16年旭医大達168号）の定めるところ

による。（新設） 

(5) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。 

第73条～第87条 （略） 第73条～第87条 （略） 

附 則  

この規則は，令和4年4月1日から施行する。  

別表（第38条第1項第5号関係） （略） 別表（第38条第1項第5号関係） （略） 

【改正理由】 

① 懲戒処分事由について，罪刑法定主義の観点により、就業規則

に明文化するために，所要の改正を行うものである。 

② 育児・介護休業法の改正により，所用の改正を行うものである。 

③ 同一労働同一賃金の観点により，所用の改正を行うものである。 

 

 


