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旭川医科大学職員の労働時間，休日，休暇等に関する規程の一部を改正する規程 

 

旭川医科大学職員の労働時間，休日，休暇等に関する規程（平成16年旭医大達第165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14条 （略） 第1条～第14条 （略） 

（休暇の種類） （休暇の種類） 

第15条 職員の休暇は，年次有給休暇，病気休暇，特別休暇及び代替

休暇とする。 

第15条 職員の休暇は，年次有給休暇，病気休暇，特別休暇及び代替

休暇とする。 

2 前項の休暇は第21条第6号及び第7号の理由による休暇を除き，有

給とする。ただし，別に定める場合は，この限りでない。 

2 前項の休暇は有給とする。ただし，別に定める場合は，この限り

でない。 

（年次有給休暇） （年次有給休暇） 

第16条 年次有給休暇は，一の年度（4月1日から翌年の3月31日まで

の一年度をいう。以下同じ。）における休暇とし，その日数は，一

の年度において，次項各号に掲げる職員の区分に応じて，当該各号

に掲げる日数とし，第3項及び第4項に定める場合を除き，当該年度

の初日又は採用の日に付与する。 

第16条 年次有給休暇は，一の年度（4月1日から翌年の3月31日まで

の一年度をいう。以下同じ。）における休暇とし，その日数は，一

の年度において，次項各号に掲げる職員の区分に応じて，当該各号

に掲げる日数とし，第4項に定める場合を除き，当該年度の初日又

は採用の日に付与する。 

2～4 （略） 2～4 （略） 

5 出勤日数の算定に当たっては，年次有給休暇，特別休暇，第20条

の病気休暇のうち第2号から第4号，就業規則第13条第2号から第6

号に定める休職期間，育児介護休業期間及び前年度途中に新たに職

5 出勤日数の算定に当たっては，年次有給休暇，特別休暇，第20条

の病気休暇のうち第2号及び第3号，就業規則第13条第2号から第6

号に定める休職期間，育児介護休業期間及び前年度途中に新たに職



員となった職員の，職員となった日の前日までの期間の全労働日

は，これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。 

員となった職員の，職員となった日の前日までの期間の全労働日

は，これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。 

6～7 （略） 6～7 （略） 

第17条 （略） 第17条 （略） 

（病気休暇） （病気休暇） 

第20条 病気休暇は，職員が次に掲げる事由のいずれかに該当するた

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

られる場合における休暇とし，その期間は，療養のため勤務しない

ことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。 

第20条 病気休暇は，職員が次に掲げる事由のいずれかに該当するた

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

られる場合における休暇とし，その期間は，療養のため勤務しない

ことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。 

(1) 次号以下に掲げる以外の場合で負傷し又は疾病にかかった場

合 

(1) 次号以下に掲げる以外の場合で負傷し又は疾病にかかった場

合 

(2) 生理日の就業が著しく困難な場合 (2) 生理日の就業が著しく困難な場合 

(3) 職務上負傷し，若しくは疾病にかかり，又は通勤により負傷し，

若しくは疾病にかかった場合（新設）  

 

(4) 本学産業医の意見による勤務の軽減措置を受けることとなっ

た場合 

(3) 本学産業医の意見による勤務の軽減措置を受けることとなっ

た場合 

2 前項第1号に定める場合における病気休暇（以下「一般病気休暇」

という。）の期間は，同項第2号から第4号の事由による病気休暇を

使用した日（以下「除外日」という。）を除き，連続して次の各号

に定める日数（以下「限度日数」という。）を超えることはできな

い。 

2 前項第1号に定める場合における病気休暇（以下「一般病気休暇」

という。）の期間は，同項第2号及び第3号の事由による病気休暇を

使用した日（以下「除外日」という。）を除き，連続して次の各号

に定める日数（以下「限度日数」という。）を超えることはできな

い。 

(1) 在職期間が5年未満の職員 30日 (1) 在職期間が5年未満の職員 30日 

(2) 在職期間が5年以上10年未満の職員 60日 (2) 在職期間が5年以上10年未満の職員 60日 

(3) 在職期間が10年以上の職員 90日 (3) 在職期間が10年以上の職員 90日 

3～4 （略） 3～4 （略） 

5 同一通算期間中に１日の所定労働時間のすべてを欠勤した場合に

ついては，当該欠勤の翌日を同一通算期間の新たな起算日とする。

（新設） 

 



6 療養期間中の休日，その他の病気休暇の日以外の労働しない日は，

第2項から前項までの規則の適用については，一般病気休暇を使用

した日とみなす。 

5 療養期間中の休日，その他の病気休暇の日以外の労働しない日は，

第2項から前項までの規則の適用については，一般病気休暇を使用

した日とみなす。 

7 同一通算期間にある休日，その他の病気休暇の日以外の労働しな

い日（以下，本項において「休日等」という。）に，引き続いて，

一般病気休暇を使用する場合の休日等は，直後の一般病気休暇と連

続して一般病気休暇を取得したものとみなす。 

 

8 第15条第2項の規定にかかわらず，本条第1項第4号の事由により勤

務の軽減措置を開始した日から100日を経過した後も引き続き同様

の措置を受ける場合は，無給とする。 

6 第15条第2項の規定にかかわらず，本条第1項第4号の事由により勤

務の軽減措置を開始した日から100日を経過した後も引き続き同様

の措置を受ける場合は，無給とする。 

9 本条第1項第1号に定める一般病気休暇については，就業規則第9

条第1項前段に定める採用の場合の試用期間中の職員には適用しな

い。 

7 本条第1項第1号に定める一般病気休暇については，就業規則第9

条第1項前段に定める採用の場合の試用期間中の職員には適用しな

い。 

第20条の2 （略） 第20条の2 （略） 

（特別休暇） （特別休暇） 

第21条 特別休暇は，選挙権の行使，結婚，出産，交通機関の事故そ

の他の特別の事由により，職員から申し出があった場合における休

暇で，次の各号に掲げる場合とし，その期間は，当該各号に掲げる

期間とする。 

第21条 特別休暇は，選挙権の行使，結婚，出産，交通機関の事故そ

の他の特別の事由により，職員から申し出があった場合における休

暇で，次の各号に掲げる場合とし，その期間は，当該各号に掲げる

期間とする。 

(1)～(2) （略） (1)～(2) （略） 

(3) 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 

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液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とき 必要と認められる期間 

(4)～(5) （略） (4)～(5) （略） 



(5)の2  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） 

 

(6) 6週間（多胎妊娠の場合にあっては，14週間。以下の号におい

て同じ。）以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 

出産の日までの申し出た期間 

(6) 6週間（多胎妊娠の場合にあっては，14週間。以下の号におい

て同じ。）以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 

出産の日までの申し出た期間 

(7) 女性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

る日までの期間（産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出

た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除

く。） 

(7) 女性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

る日までの期間（産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出

た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除

く。） 

(8) 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） 

(8) 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，当該職員以外の親が，その子のために同様の休

暇を取得する場合には，当該職員以外の親が取得する期間を差し

引いた期間） 

(9) 職員の妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。次号において同じ。）が出産する場合で，職員が妻の

(9) 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。次号において同じ。）が出産する場合で，職員が



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 

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

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 

(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

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（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

（配偶者の子を含む。）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 

(11)～(16) （略） (11)～(16) （略） 

第21条の2～第28条 （略） 第21条の2～第28条 （略） 

附 則 

この規程は，令和4年4月1日から施行し，改正後の第15条第2項第2

号の産前産後休暇は，令和5年4月1日以降新たに産前休暇又は産後休暇

を取得した者から適用する。 

 

別表第1～別表第4 （略） 別表第1～別表第4 （略） 

【改正理由】 

国家公務員法に準拠した内容（不妊治療にかかる特別休暇を新設）

とするとともに同一労働同一賃金への対応及び規定の文言を整理する

ために，所要の改正を行うものである。 

 

 


