
愛知県立学校一般職非常勤職員設置要綱 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、県立の高等学校及び特別支援学校（以下「県立学校」という。）

に置く学校事務員、用務業務員、給食調理員及び介護業務員（以下「一般職非常勤

職員」という。）の任用、報酬、勤務時間等に関し必要な事項を定めることを目的と

する。 

 

（身 分） 

第２条 一般職非常勤職員の身分は、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 17

条及び第 22 条の２に基づき会計年度任用の職として任用される一般職とする。 

 

（範 囲） 

第３条 一般職非常勤職員は、一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職

（地方公務員法第 28 条の５第 1 項に規定する短時間勤務の職を除く）を占める職

であって、４週間につき１週間当たりの勤務時間が常勤の職員の４分の３を超えな

い範囲内において勤務することを要するものをいう。ただし、これにより難いと教

育委員会が認める場合は、この限りでない。 

２ 一般職非常勤職員の名称及び従事する業務の内容は、次のとおりとする。 

名称 業務 

学校事務員 県立学校事務に関する事務 

用務業務員 県立学校の環境の整備等に関する業務 

給食調理員 県立学校の給食調理等に関する業務 

介護業務員 県立学校の介護等に関する業務 

 

（任 用） 

第４条 一般職非常勤職員は、教育委員会が適当と認める者で、地方公務員法第 16 条

各号の規定に該当しない者のうちから選考により教育委員会が任命する。 

２ 一般職非常勤職員の任用は、常勤の職員に準じた辞令様式により辞令を交付して

行うこととし、発令は、別記第１のとおりとする。 

３ 教育委員会は、一般職非常勤職員の任用に当たって、別記第２に定める任用条件

通知書を交付して、報酬、勤務時間その他の勤務条件を明示する。 

４ 一般職非常勤職員は、任用された日に服務の宣誓に関する条例（昭和 29 年愛知

県条例第 19 号）の規定により、服務の宣誓をしなければならない。 

 

（任用期間） 

第５条 任用期間は、任用された日からその日の属する年度の末日までとする。ただ

し、勤務実績が良好であると認められる者については、２回（教育委員会が特に必



要と認める場合には、別に定める回数）に限り勤務実績に基づく再度の任用を行う

ことができる。 

 

（条件付採用） 

第６条 一般職非常勤職員の採用はすべて条件付のものとし、その職において１月を

勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。

ただし、条件付採用の期間の開始後１月間において実際に勤務した日数が 15 日に

満たない場合は、実際に勤務した日数が 15 日に達するまでの間、条件付採用の期

間を延長するものとする。 

 

（人事評価等） 

第７条 一般職非常勤職員の人事評価等については、愛知県教育委員会一般職非常勤

職員の人事評価等実施要領により行う。 

 

（報酬及び費用弁償及び期末手当） 

第８条 一般職非常勤職員に支給する報酬は、非常勤職員の報酬及び費用弁償及び期

末手当に関する条例（昭和 31 年愛知県条例第 40 号）第２条第１項の規定によりこ

れを時間額、日額、月額又は年額で支給する。 

２ 前項に規定する報酬の支給額に関する基準については、別に定める。 

３ 一般職非常勤職員が次に掲げる勤務を命ぜられ勤務したときは、常勤の職員に対

して支給する時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当との権衡を考慮して、

別に定める額を第１項の報酬の額に加算して支給する。 

 一 次条第１項又は第２項に規定する勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）

以外の時間にする勤務（以下「時間外勤務」という。） 

 二 正規の勤務時間として午後 10 時から午前５時までの間にする勤務（以下「深

夜勤務」という。） 

 三 正規の勤務時間として次条第６項に規定する休日にする勤務 

４ 一般職非常勤職員が正規の勤務時間を勤務しないときは、次条第６項に規定する

休日及び第９条第１項から第３項までの規定により有給の特別休暇又は年次有給

休暇を与えられた場合を除くほか、その勤務しない時間に相当する額を常勤の職員

の例に準じ報酬を減額する。 

５ 一般職非常勤職員が休職したときは、休職期間中の報酬については支給しない。 

６ 一般職非常勤職員が通勤したときは、別に定める基準により通勤に係る費用を支

給する。 

７ 一般職非常勤職員が職務のため旅行したときは、職員等の旅費に関する条例（昭

和 29 年愛知県条例第１号）に掲げる一般職員の例により旅費を支給する。 

８ 一般職非常勤職員（別に定める者を除く。）には、常勤の職員の例により、期末手

当を支給する。 

９ 前項に規定する期末手当の支給額に関する基準については、別に定める。 

 



（勤務時間等） 

第９条 一般職非常勤職員の勤務時間は、４週間につき１週間当たり 29 時間を超え

ない範囲内で、かつ、１日につき７時間 45 分を超えない範囲内においてそれぞれ

の一般職非常勤職員が所属する県立学校長（以下「校長」という。）が定め、週休日

（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）は、日曜日及び土曜日並びに別に

校長が定める日とする。 

２ 特別の勤務に従事する一般職非常勤職員の１日当たりの勤務時間は、前項の規定

にかかわらず別に校長が定める。 

３ 校長は、一般職非常勤職員に対し、時間外勤務を命じないこととする。ただし、

校長は、臨時又は緊急の必要があり、かつ、真にやむを得ないと認められる場合に

限り、前２項の規定にかかわらず、一般職非常勤職員に対し、時間外勤務を命ずる

ことができる。 

４ 育児又は介護を行う一般職非常勤職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限につい

ては、常勤の職員の例による。 

５ 校長は、一般職非常勤職員に週休日に勤務を命ずる必要がある場合には、当該勤

務を命ずる必要がある日を起算日とする４週間前の日から８週間後の日までの期

間内における週休日の振替えを行うものとする。ただし、振替え後においても勤務

時間は、１週間につき 38 時間 45 分を超えてはならない。 

６ 一般職非常勤職員の休日及び休憩時間は、常勤の職員の例による。 

７ 校長は、一般職非常勤職員に休日に勤務を命ずる必要がある場合には、当該勤務

を命じた日を起算日とする８週間後の日までの期間において休日の変更を行うも

のとする。 

８ 一般職非常勤職員は、校長から宿直勤務を命ぜられたときは、これに従わなけれ

ばならない。 

 

（休 暇） 

第 10 条  一般職非常勤職員には、非常勤職員年次有給休暇取扱要領に定める年次有

給休暇を与えるほか、次に掲げる場合に、それぞれ次に定める期間の有給の特別休

暇（時間単位を含む。）を与える。 

(1) 選挙権その他公民としての権利の行使、裁判員、証人、鑑定人、参考人等とし

て国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 

  必要と認められる期間 

(2) 地震、水害、火災、その他の災害により現住居を滅失され、または損壊された

場合 

  連続する７日以内の期間 

(3) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により交通を遮断された

場合 

  必要と認められる期間 

(4) 公務上の傷病又は通勤による傷病のため療養が必要と認められる場合 

  必要と認められる期間 



２  前条第１項の規定により勤務時間を４週間につき１週間当たり 29 時間と定めら

れた一般職非常勤職員には、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる場合に、

それぞれ当該各号に定める期間の有給の特別休暇を常勤の職員の例に準じ与える。 

(1) 夏季（６月 15 日から９月 30 日までの期間をいう。）において、心身の健康の維

持及び増進又は家庭生活の充実を図るため必要と認められる場合 

１年度につき３日以内の期間（１日単位） 

(2) 親族の死亡に伴い必要と認められる場合 

別記第３に定める日数以内の期間 

(3) 結婚に伴い必要と認められる場合 

   ６日以内の期間 

３ 前条第１項の規定により勤務時間を４週間につき１週間当たり 25時間以上 29時

間未満の範囲内において定められた一般職非常勤職員には、第１項に規定するもの

のほか、親族の死亡に伴い必要と認められる場合には、次の各号に掲げる場合に、

それぞれ当該各号に定める期間の有給の特別休暇を常勤の職員の例に準じ与える。 

(1) 親族の死亡に伴い必要と認められる場合 

別記第３に定める日数以内の期間 

(2) 結婚に伴い必要と認められる場合 

５日以内の期間 

４ 一般職非常勤職員には、次の各号に掲げる場合に、それぞれ当該各号に定める期

間の無給休暇を、取得方法及び取得単位について常勤の職員の例に準じ与える。た

だし、第３号に掲げる無給休暇にあっては、時間単位での休暇の取得を認めるもの

とする。 

(1) 出産する場合 

  ア 産前及び産後の期間を通じ 16 週間（多胎妊娠の場合にあっては 22 週間。 

以下「出産休暇期間」という。）とする。ただし、休暇の開始時期は、出産予 

定日前８週間（多胎妊娠の場合にあっては 14 週間）以降の日から出産予定日 

前４週間（多胎妊娠の場合にあっては 10 週間）までの日とする。 

イ アの規定にかかわらず、出産休暇の期間は、出産日後８週間を経過する日の 

前日までに同号の出産休暇期間が満了する場合にあっては、出産日後８週間を 

経過する日までとする。 

ウ アの規定にかかわらず妊娠４カ月（85 日）以降から出産休暇開始日前までの 

出産にあっては、出産日を含め 12 週間とし、出産日を休暇の開始日とする。 

(2) 女性である一般職非常勤職員が、生後１年に達しない子を育てる場合 

１日２回、各 30 分 

(3) 女性である一般職非常勤職員が、生理のため勤務が著しく困難である場合又は

生理に有害な業務に従事する場合 

１回について３日以内の期間 

(4) 中学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。）を養育する一般職非

常勤職員が、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は予防接種若しく



は健康診断を受けさせるための当該子の世話を行う場合 

１年度につき５日（その養育する中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）以内の期間 

(5) 要介護者の介護及び要介護者の通院等の付き添い、要介護者が介護サービスの

提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話を行う場

合 

１年度につき５日（要介護者が２人以上の場合にあっては、10 日）以内の期間 

(6) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢
しょう

血幹細胞移植のための末梢
しょう

血管細胞の提供

希望者としてのその登録を実施するもの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、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢
しょう

血管細胞

移植のための末梢
しょう

血管細胞を提供する場合 

  必要と認められる期間 

(7) 妊娠中又は出産後１年以内の女性である一般職非常勤職員が母子保健法（昭和

40 年法律第 141 号）第 10 条に規定する保健指導又は同法第 13 条に規定する健康

診断を受ける場合 

  妊娠 23 週までは４週間に１回、妊娠 24 週から 35 週までは２週間に１回、妊娠

36 週から出産までは１週間に１回、出産後１年以内はその間に１回（医師等の特

別の指示があった場合には、いずれの期間においてもその指示された回数。）、そ

れぞれ１回について１日以内の期間 

(8) 妊娠中の女性である一般職非常勤職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度

が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 

  勤務時間の始まり又は尾張において１日を通じて１時間以内の期間 

(9) 妊娠中の女性である一般職非常勤職員が妊娠に起因する障害のため勤務が著し

く困難である場合 

  １回の妊娠について 14 日以内の必要な期間 

(10) 傷病のため療養が必要と認められる場合（第１項第３号に掲げる場合を除く。）    

90日以内の期間（期間の計算については、再度の任用前に本号により与え

られた引き続く休暇に係る期間を含む。） 

(11) 次のいずれにも該当する一般職非常勤職員が、要介護者の介護をするため、校

長が当該一般職非常勤職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに３回を超えず、

かつ、通算して 93 日を超えない範囲内（期間の計算については、再度の任用前に

本号により与えられた引き続く休暇に係る期間を含む。）で指定する期間（以下「指

定期間」という。）内において勤務しないことが相当であると認められる場合 

ア 前条第 1 項において勤務時間を４週間につき１週間当たり 25 時間以上 29 時

間以内の範囲内において定められた一般職非常勤職員 

イ 申出の時点において、引き続き在職した期間が１年以上である一般職非常勤

職員 



ウ 指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して 93 日を経過する日から

６月を経過する日までに、その任期（再度の任用が行われる場合にあっては、

再度の任用後のもの）が満了すること及び引き続き任用されないことが明らか

でない一般職非常勤職員 

指定期間内において必要と認められる期間 

(12) 次のいずれにも該当する一般職非常勤職員が、要介護者の介護をするため、当

該要介護者ごとに連続する３年の期間（当該要介護者に係る指定期間と重複する

期間を除く。）内において１日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であ

ると認められる場合 

ア 前条第 1 項において勤務時間を４週間につき１週間当たり 25 時間以上 29 時

間以内の範囲内において定められた一般職非常勤職員 

イ 初めて承認を請求する時点において、引き続き在職した期間が１年以上であ

る一般職非常勤職員 

ウ １日につき６時間 15 分以上である勤務日がある一般職非常勤職員 

当該連続する３年の期間内（期間の計算については、再度の任用前に本号に

より与えられた引き続く休暇に係る期間を含む。）において１日につき２時間

（当該一般職非常勤職員について１日につき定められた勤務時間から５時間

45 分を減じた時間が２時間を下回る場合は、当該減じた時間）を超えない範囲

内で必要と認められる期間 

５  一般職非常勤職員には、前４項に規定するもののほか、法律の要請により休暇の

付与が必要となる場合は、無給休暇を与える。 

６ 第４項第３号から第５号及び第９号までに掲げる休暇を時間単位で与える場合

に、１時間を単位とする休暇を日に換算するときは、１週間当たりの勤務時間を週

所定勤務日数で除して得た時間数（１分未満の端数があるときは、これを四捨五入

して得た時間数）をもって１日とする。 

７ 一般職非常勤職員が有給の特別休暇又は無給休暇を受けようとするときは、あら

かじめ別記様式により校長の承認を受けなければならない。 

 

（欠勤） 

第 11 条 一般職非常勤職員が所定の勤務時間中に勤務しないこととなる場合は欠勤

とする。なお、欠勤となる場合は懲戒処分の対象となる可能性があるため事前に教

育委員会事務局総務課へ協議を行うこととする。 

 

（育児休業等） 

第 12 条 一般職非常勤職員は、教育委員会の承認を受けて、当該一般職非常勤職員

の子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、１歳に達する日から１歳６か月

に達する日までの間で職員の育児休業等に関する条例（平成４年愛知県条例第２号）

第２条の３各号に定める日（同条例第２条の４に該当する場合にあっては、２歳に

達する日）まで、育児休業をすることができる。 

２ 教育委員会は、一般職非常勤職員が請求した場合において、公務の運営に支障が



ないと認めるときは、職員の育児休業等に関する条例の定めるところにより、当該

一般職非常勤職員が３歳に達するまでの子を養育するため１日の勤務時間の一部

について勤務しないことを承認することができる。 

３ 一般職非常勤職員から第１項の規定により育児休業に係る請求があった場合に

おいて代替職員が必要と認められるときは、当該請求に係る期間を任期の限度とし

て、代替の一般職非常勤職員を任用することができる。 

 

（服 務） 

第 13 条 一般職非常勤職員の服務については、次の各号に規定するもののほか、地

方公務員法に定めるところによる。 

(1) 職務を遂行するに当たって、法令、条例等に従い、かつ、校長の職務上の命令

に忠実に従わなければならない。 

(2) その職の信用を傷つけ、又は県全体の不名誉となるような行為をしてはならな

い。 

(3) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様

とする。 

(4) 勤務時間中は職務に専念し、みだりに勤務場所を離れてはならない。 

 

（分 限） 

第 14 条 一般職非常勤職員の分限については、地方公務員法及び職員の分限に関す

る条例（昭和 43 年愛知県条例第４号）の定めるところによる。 

 

（懲 戒） 

第 15 条 一般職非常勤職員の懲戒については、地方公務員法及び職員の懲戒の手続

及び効果等に関する条例（昭和 26 年愛知県条例第 38 号）の定めるところによる。 

 

（離  職） 

第 16 条 一般職非常勤職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、離職するも

のとする。 

(1) 退職を願い出て承認された場合 

(2) 任用期間が満了した場合 

(3) 死亡した場合 

(4) 第 14 条の規定による分限免職の場合 

(5) 第 15 条の規定による懲戒免職の場合 

 

（社会保険） 

第 17 条 一般職非常勤職員の社会保険については、原則として雇用保険法（昭和 49

年法律第 116 号）、健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）及び厚生年金保険法（昭和

29 年法律第 115 号）の定めるところによる。 

 



（公務災害補償等） 

第 18 条 一般職非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害（負傷、疾病、障害

又は死亡をいう。）に対する補償については、労働者災害補償保険法（昭和 22 年法

律第 50 号）又は学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償等に関する条

例（昭和 33 年愛知県条例第 18 号）の定めるところによる。 

 

（勤務条件の措置要求） 

第 19 条 一般職非常勤職員（学校事務員に限る。）の勤務条件に関する措置の要求に

ついては、地方公務員法及び勤務条件に関する措置の要求に関する規則（昭和 26 年

愛知県人事委員会規則第９号）の定めるところによる。 

 

（不利益処分の審査請求） 

第 20 条 一般職非常勤職員（学校事務員に限る。）の不利益処分の審査請求について

は、地方公務員法及び不利益処分についての審査請求に関する規則（昭和 26 年愛

知県人事委員会規則第９号の１）の定めるところによる。 

 

（苦情相談） 

第 21 条 一般職非常勤職員（学校事務員に限る。）の苦情相談については、職員から

の苦情相談に関する規則（平成 17 年愛知県人事委員会規則第９号の 11）の定める

ところによる。 

 

（健康診断） 

第 22 条 一般職非常勤職員の健康診断については、愛知県公立学校教職員健康管理

要領（昭和 54 年３月 10 日付け 54 教保第 149 号教育長）の定めるところによる。 

 

（研 修） 

第 23 条 一般職非常勤職員の研修については、愛知県職員研修規程（平成 13 年愛知

県訓令第９号）の定めるところによる。 

 

（雑  則） 

第 24 条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附  則 

１ この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の日前に、愛知県立学校嘱託員設置要綱により任用されていた非

常勤嘱託員（以下「嘱託員」という。）で、第５条ただし書の規定により再度の任用

が行われたものについては、当該任用により再度の任用を２回又は１回行ったもの

とする。 

３ この要綱の施行の日前に、平成 21 年４月１日の前日から継続して県立学校の嘱

託員として任用されている嘱託員については、当分の間、第５条ただし書の規定は、



適用しない。 

４ この要綱の施行の日前に、平成 21 年４月１日の前日から継続して県立学校の嘱

託員として任用されている嘱託員の離職については、なお従前の例による。 

 

附  則（平成 29 年 12 月 22 日 29 教総第 551 号） 

 この要綱は、平成 29 年 12 月 22 日から施行する。 

附  則（平成 31 年３月 27 日 30 教総第 696 号、30 教職第 1847 号） 

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。 

附  則（令和元年７月１日 31 教総第 324 号） 

この要綱は、令和元年７月１日から施行する。 

附  則（令和２年３月 24 日 31 教総第 955 号、31 教職第 1227 号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  



別記第１（第４条関係） 

 

辞令の発令文 
 

 

 

（氏    名）  

 

 愛知県公立学校一般職非常勤職員に任命する 

 （所属名）勤務を命ずる 

 任用期間は    年  月  日までとする 

 

年  月  日 

 

愛知県教育委員会 

 

 

 

 

 

別記第２（第４条関係） 

 

一般職非常勤職員任用条件通知書 
 

 
年  月  日 

  
（氏    名） 様 

（所  属  長） 
 

任用根拠  

業務の内容  

勤務場所  

雇用期間  

勤務時間  

所定時間外勤務  

週休日  

休日  

休暇  

報酬  

その他の事項  
  



別記第３（第９条関係） 

 

親族の死亡による有給の特別休暇日数 
 

４週間につき１週間当たり 29 時間と定められた 

一般職非常勤職員 

４週間につき１週間当たり 25 時間以上 29 時間未満

の範囲内において定められた一般職非常勤職員 

死亡した親族 休暇日数 死亡した親族 休暇日数 

配偶者 ７日 配偶者 ６日 

父母 ７日 父母 ６日 

子 ５日 子 ４日 

祖父母 

３日（職員が代襲相続し、 

かつ祭具等の継承を受ける

場合は、７日） 

祖父母 

２日（職員が代襲相続し、 

かつ祭具等の継承を受ける

場合は、６日） 

孫 １日 孫 １日 

兄弟姉妹 ３日 兄弟姉妹 ２日 

おじ又はおば 

１日（職員が代襲相続し、 

かつ祭具等の継承を受ける

場合は、７日） 

おじ又はおば 

１日（職員が代襲相続し、 

かつ祭具等の継承を受ける

場合は、６日） 

父母の配偶者又は

配偶者の父母 

３日（職員と生計を一にして

いた場合にあっては、７日） 

父母の配偶者又は

配偶者の父母 

２日（職員と生計を一にして

いた場合にあっては、６日） 

子の配偶者又は 

配偶者の子 

１日（職員と生計を一にして

いた場合にあっては、５日） 

子の配偶者又は 

配偶者の子 

１日（職員と生計を一にして

いた場合にあっては、４日） 

祖父母の配偶者又

は配偶者の祖父母 

１日（職員と生計を一にして

いた場合にあっては、３日） 

祖父母の配偶者又

は配偶者の祖父母 

１日（職員と生計を一にして

いた場合にあっては、２日） 

兄弟姉妹の配偶者

又は配偶者の兄弟

姉妹 

１日（職員と生計を一にして

いた場合にあっては、３日） 

兄弟姉妹の配偶者

又は配偶者の兄弟

姉妹 

１日（職員と生計を一にして

いた場合にあっては、２日） 

おじ若しくはおば

の配偶者又は配偶

者のおじ若しくは

おば 

１日 

おじ若しくはおば

の配偶者又は配偶

者のおじ若しくは

おば 

１日 

 

備考 
 

１ 配偶者には、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含むものであり、例えば、配偶者の子と

は、配偶者の連れ子を意味し、職員本人との間に法定血族関係（養子縁組等）が生じていない場合が

ある。 

２ 日数は、休暇の承認が与えられた日から計算する。 

３ 葬祭のため遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復に要する日数を加算することができ



る。 
 


