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   国立大学法人千葉大学無期転換非常勤職員就業規則 
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第１章 総則 
（目的） 

第１条 この規則は，労働基準法（昭和２２年法律第４９号。以下「労基法」という。）及び国立大学

法人千葉大学就業規則（以下「就業規則」という。）第２条第２項ただし書の規定に基づき，国立大

学法人千葉大学（以下「本学」という。）に勤務する無期転換非常勤職員の労働条件，服務規律その

他就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。 
 

（定義） 
第２条 この規則において「無期転換非常勤職員」とは，国立大学法人千葉大学非常勤職員就業規則（以

下「非常勤職員就業規則」という。）第５条の２第１項又は第３項の規定に基づき，期間の定めのな

い労働契約（以下「無期労働契約」という。）での雇用に転換した職員をいう。 
２ この規則において「無期転換フルタイム職員」とは，１週間の勤務時間が３８時間４５分の無期転

換非常勤職員をいう。 
３ この規則において「無期転換パートタイム職員」とは，１週間の勤務時間が３０時間以内の無期転

換非常勤職員をいう。 
４ この規則において「無期転換非常勤講師」とは，週以外の期間によって勤務日を定める教員である

無期転換非常勤職員をいう。 
 
（規則の遵守義務） 

第３条 無期転換非常勤職員は，この規則を誠実に遵守し，その職務に当たらなければならない。 
 

第２章 退職及び解雇 
（退職） 

第４条 無期転換非常勤職員が次の各号の一に該当した場合には，退職するものとする。 
一 次条の規定により退職の承認を得た場合 
二 第６条各項に規定する年齢に達した場合（退職の日は，当該年齢に達した日以後における最初の

３月３１日とする。） 
三 引き続き常勤職員，特定雇用職員又は非常勤医師に採用された場合 
四 死亡した場合 

 
（自己都合による退職） 

第５条 無期転換非常勤職員は，自己の都合により退職しようとするときは，退職を希望する日の３０

日前までに，学長に文書をもって願い出て，その承認を得なければならない。 
 
（定年等） 
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第６条 無期転換非常勤職員の定年は，次の各号に定める年齢とする。 
一 無期転換非常勤講師  満６５歳 
二 専ら労務に従事する職員  満６３歳 
三 前２号に掲げる以外の職員  満６０歳 

２ 前項の規定にかかわらず，前項各号に規定する定年に達した日以後に無期転換非常勤職員となった

者の雇用上限年齢は満６５歳（無期転換非常勤講師にあっては原則として満７０歳）とする。 
３ 第１項の規定にかかわらず，業務の都合により学長が特に必要と認めた無期転換非常勤講師の雇用

上限年齢は，原則として満７０歳とする。 
 
（再雇用） 

第７条 前条第１項第２号又は第３号に定める年齢に達したことにより退職となった無期転換非常勤

職員で，再雇用を希望する者が，次条第１項各号のいずれの事由にも該当しない場合は，高年齢者等

の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号。以下「高年齢者雇用安定法」という。）に

より，前条第１項第２号又は第３号に定める年齢を超えて，非常勤職員就業規則第２条第３項に規定

するパートタイム職員として採用する。 
 
（解雇） 

第８条 無期転換非常勤職員が次の各号の一に該当する場合には，国立大学法人千葉大学職員不利益処

分手続規程に定める所定の手続を経て解雇することができる。 
一 勤務状況が著しく不良で，改善の見込みがなく，無期転換非常勤職員としての職責を果たし得な

い場合 
二 勤務成績又は業務能率が著しく不良で，向上の見込みがなく，他の職務にも転換できない等就業

に適さない場合 
三 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障がある場合 
四 前３号のほかその職に必要な適格性を欠く場合 
五 組織の改廃又は業務の縮小その他やむを得ない業務上の都合により無期転換非常勤職員の減員

が必要な場合（次項に規定する場合を除く。） 
２ 無期転換非常勤講師が千葉大学学則第３３条又は千葉大学大学院学則第２６条の規定に基づき編

成された教育課程において担当する授業科目が廃止され，他に担当できる授業科目がない場合は，当

該無期転換非常勤講師を解雇する。 
 
（解雇制限） 

第９条 非常勤職員就業規則第９条の規定は，無期転換非常勤職員の解雇制限について準用する。この

場合において，同条中「女子非常勤職員」とあるのは「女子無期転換非常勤職員」と，「第１５条第

２項第１号又は第２号」とあるのは「第１５条において準用する非常勤職員就業規則第１５条第２項

第１号又は第２号」と読み替えるものとする。 
 
（解雇予告） 

第１０条 非常勤職員就業規則第１０条本文の規定は，無期転換非常勤職員の解雇予告について準用す

る。この場合において，同条中「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤職員」と読み替えるもの

とする。 
 

第３章 勤務時間，休日及び休暇等 
（勤務時間及び休憩時間） 

第１１条 非常勤職員就業規則第１１条の規定は，無期転換非常勤職員の勤務時間並びに始業時刻及び

終業時刻並びに休憩時間について準用する。この場合において，同条中「フルタイム職員」とあるの

は「無期転換フルタイム職員」と，「パートタイム職員」とあるのは「無期転換パートタイム職員」

と，「前２項」とあるのは「この条において準用する非常勤職員就業規則第１１条第１項及び第２項」

と，「次条」とあるのは「次条において準用する非常勤職員就業規則第１２条」と，「非常勤職員」と

あるのは「無期転換非常勤職員」と読み替えるものとする。 
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（休日） 

第１２条 非常勤職員就業規則第１２条の規定は，無期転換非常勤職員の休日について準用する。この

場合において，同条中「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤職員」と，「前号」とあるのは「こ

の条において準用する非常勤就業規則第１２条第２号」と読み替えるものとする。 
 
（時間外勤務及び休日勤務） 

第１３条 非常勤職員就業規則第１３条の規定は，無期転換非常勤職員の時間外勤務及び休日勤務につ

いて準用する。この場合において，同条中「前２条」とあるのは「第１１条において準用する非常勤

職員就業規則第１１条及び前条において準用する非常勤職員就業規則第１２条」と読み替えるものと

する。 
 

（年次有給休暇） 
第１４条 非常勤職員就業規則第１４条の規定は，無期転換非常勤職員の年次有給休暇について準用す

る。この場合において，同条中「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤職員」と，「フルタイム

職員」とあるのは「無期転換フルタイム職員」と，「パートタイム職員」とあるのは「無期転換パー

トタイム職員」と，「非常勤講師」とあるのは「無期転換非常勤講師」と読み替えるものとする。 
２ 前項の場合において，無期労働契約での雇用に転換した日の前日までに引き続き非常勤職員就業規

則の適用を受けていた期間は，本規則の適用を受ける期間として通算する。 
 
（年次有給休暇以外の休暇） 

第１５条 非常勤職員就業規則第１５条の規定は，無期転換非常勤職員の年次有給休暇以外の休暇につ

いて準用する。この場合において，同条中「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤職員」と，「第

７号」とあるのは「この条において準用する非常勤就業規則第１５条第１項第７号」と，「６月以上

の任用予定期間が定められている者又は６月以上勤務している者（週以外の期間によって勤務日が定

められている者で１年間の勤務日が４７日以下であるものを除く。）」とあるのは「週以外の期間によ

って勤務日が定められている者で１年間の勤務日が４７日以下であるものを除いたもの」と，「第９

号」とあるのは「この条において準用する非常勤就業規則第１５条第１項第９号」と，「フルタイム

職員で６月以上の任用予定期間が定められている者又は６月以上勤務している者」とあるのは「無期

転換フルタイム職員」と，「前２号」とあるのは「この条において準用する非常勤職員就業規則第１

５条第２項第５号及び第６号」と，「パートタイム職員」とあるのは「無期転換パートタイム職員」

と読み替えるものとする。 
２ 前項の場合において，無期労働契約での雇用に転換した日の前日までに引き続き非常勤職員就業規

則の適用を受けていた期間は，本規則の適用を受ける期間として通算する。 
 
（育児休業） 

第１６条 非常勤職員就業規則第１５条の２の規定は，無期転換非常勤職員の育児休業について準用す

る。この場合において，同条中「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤職員」と読み替えるもの

とする。 
 
（介護休業） 
第１７条 非常勤職員就業規則第１５条の３の規定は，無期転換非常勤職員の介護休業について準用す

る。この場合において，同条中「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤職員」と読み替えるもの

とする。 
 

第４章 給与 
（給与の決定） 

第１８条 非常勤職員就業規則第１６条，別表第１及び別表第２の規定は，無期転換非常勤職員の給与

の決定について準用する。この場合において，同条及び別表第１中「フルタイム職員」とあるのは「無

期転換フルタイム職員」と，同条及び別表第２中「パートタイム職員」とあるのは「無期転換パート
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タイム職員」と，同条中｢別表第１及び別表第２｣とあるのは｢この条において準用する非常勤職員就

業規則別表第１及び別表第２｣と，「前項」とあるのは「この条において準用する非常勤職員就業規則

第１６条第１項」と，「非常勤講師」とあるのは「無期転換非常勤講師」と，「非常勤職員」とあるの

は「無期転換非常勤職員」と，「同一事業年度内」とあるのは「事業年度の初日以外」と，非常勤職

員就業規則別表第１及び別表第２中「当初採用日」とあるのは「無期労働契約での雇用に転換する直

前に適用されていた非常勤職員就業規則の最初の適用日」と，「常勤の定年年齢を超えて採用及び契

約更新された者」とあるのは「事業年度の初日において第６条第１項第２号若しくは第３号又は第２

項に規定する年齢を超える者」と，「給与規程」とあるのは「国立大学法人千葉大学職員給与規程」

と読み替えるものとする。 
 
（住居手当） 

第１９条 非常勤職員就業規則第１７条の規定は，無期転換フルタイム職員の住居手当について準用す

る。この場合において，同条中「フルタイム職員（契約期間が３月未満の者を除く。）」とあるのは「無

期転換フルタイム職員」と読み替えるものとする。 
 
（通勤手当） 

第２０条 非常勤職員就業規則第１８条の規定は，無期転換非常勤職員の通勤手当について準用する。

この場合において，同条中「非常勤職員（契約期間が１月未満の者を除く。）」とあるのは「無期転換

非常勤職員」と読み替えるものとする。 
 
（特殊勤務手当） 

第２１条 非常勤職員就業規則第１９条の規定は，無期転換非常勤職員の特殊勤務手当について準用す

る。この場合において，同条中「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤職員」と読み替えるもの

とする。 
 

（超過勤務手当） 
第２２条 非常勤職員就業規則第２０条の規定は，無期転換非常勤職員の超過勤務手当について準用す

る。この場合において，同条中「第１３条」とあるのは「第１３条において準用する非常勤職員就業

規則第１３条」と，「第１２条」とあるのは「第１２条において準用する非常勤職員就業規則第１２

条」と，「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤職員」と，「フルタイム職員」とあるのは「無期

転換フルタイム職員」と，「パートタイム職員」とあるのは「無期転換パートタイム職員」と読み替

えるものとする。 
 
（夜勤手当） 

第２３条 非常勤職員就業規則第２１条の規定は，無期転換非常勤職員の夜勤手当について準用する。

この場合において，同条中「非常勤職員」とあるのは「無期転換非常勤職員」と，「前条第２項」と

あるのは「前条において準用する非常勤職員就業規則第２０条第２項」と読み替えるものとする。 
 
（宿日直手当） 

第２４条 非常勤職員就業規則第２１条の２の規定は，無期転換フルタイム職員の宿日直手当について

準用する。この場合において，同条中「フルタイム職員」とあるのは「無期転換フルタイム職員」と

読み替えるものとする。 
 
（期末手当及び勤勉手当） 

第２５条 非常勤職員就業規則第２２条第１項の規定は，無期転換フルタイム職員の期末手当及び勤勉

手当について準用する。この場合において，同条中「フルタイム職員（契約期間が６月未満の者（契

約更新により通算して６月以上雇用することが予定されている者を除く。）を除く。）」とあるのは「無

期転換フルタイム職員」と，｢別表第１｣とあるのは｢第１８条において準用する非常勤職員就業規則

別表第１｣と，｢給与規程｣とあるのは｢国立大学法人千葉大学職員給与規程｣と，「含む。第２６条第３

項において同じ。」とあるのは「含む。」と読み替えるものとする。 
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（寒冷地手当） 

第２６条 非常勤職員就業規則第２３条の規定は，無期転換フルタイム職員の寒冷地手当について準用

する。この場合において，同条中「フルタイム職員」とあるのは「無期転換フルタイム職員」と読み

替えるものとする。 
 
（給与の計算） 

第２７条 非常勤職員就業規則第２４条の規定は，無期転換非常勤職員の給与の計算について準用する。 
 
（給与の支払方法） 

第２８条 非常勤職員就業規則第２５条の規定は，無期転換非常勤職員の給与の支払方法について準用

する。 
 

第５章 退職手当 
（退職手当） 

第２９条 無期転換フルタイム職員が退職した場合には，退職手当を支給する。 
２ 退職手当の額は，無期転換非常勤職員としての在職期間において，非常勤職員就業規則第２６条第

１項及び第３項の規定が適用されたものとみなした場合に，事業年度ごとに支給される退職手当の額

を合算したものとする。 
３ 有期労働契約の契約期間が満了し，同一事業年度内に無期労働契約での雇用に転換した無期転換フ

ルタイム職員への前項の適用については，当該事業年度内において非常勤職員就業規則第２条第２項

に規定するフルタイム職員として１日７時間４５分以上勤務した日を，無期転換フルタイム職員とし

て１日７時間４５分以上勤務した日とみなす。 
４ 退職手当の支給制限は，常勤職員の例に準ずる。 
５ 退職手当の支払方法は，常勤職員の例に準ずる。 
 

第６章 雑則 
（無期転換非常勤講師に対する適用除外） 

第３０条 第１３条，第１５条及び第２０条から第２３条までの規定は，無期転換非常勤講師には適用

しない。 
 

（就業規則の準用） 
第３１条 就業規則第１６条第２項，第２０条及び第２１条，第２２条（第３号を除く。），第２３条か

ら第２５条まで，第２９条，第３０条第２項から第５項まで，第３１条，第３２条，第３４条，第３

５条，第３７条，第３８条，第４９条（第１項第２号を除く。），第５０条から第５７条まで及び第５

９条の規定は，無期転換非常勤職員（無期転換非常勤講師を除く。）に準用する。この場合において，

これらの規定中「職員」とあるのは「無期転換非常勤職員（無期転換非常勤講師を除く。）」と読み替

えるほか，就業規則第２９条中「第２６条第２項」とあるのは「第１１条において準用する非常勤職

員就業規則第１１条」と，就業規則第３７条中「週休日」とあるのは「第１２条において準用する非

常勤職員就業規則第１２条第１号に規定する休日」と，就業規則第３８条中「休日」とあるのは「第

１２条において準用する非常勤職員就業規則第１２条第２号及び第３号に規定する休日」と，就業規

則第５０条中「第２２条」とあるのは「この条において準用する就業規則第２２条（第３号を除く。）」

と読み替えるものとする。 
２ 就業規則第１６条第２項，第２０条，第２１条，第２２条（第３号を除く。），第２３条から第２５

条まで，第３４条，第３５条，第５０条から第５７条まで及び第５９条の規定は，無期転換非常勤講

師に準用する。この場合において，これらの規定中「職員」とあるのは「無期転換非常勤講師」と読

み替えるものとする。 
 
（この規則により難い場合の措置） 

第３２条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不
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適当であると学長が認める場合は，別段の取扱いをすることができる。 
 

附 則（平成２９年１２月１日制定） 
１ この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 
２ 第７条の規定の適用を受ける無期転換パートタイム職員であって，高年齢者雇用安定法附則第３項

に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者雇用安定法第９条第２項に基づく労使協

定の定めるところによる基準のいずれにも該当する者については，国立大学法人千葉大学職員の再雇

用に関する規程（平成２５年４月１日）附則第２項及び第３項を準用する。 
３ 非常勤職員就業規則（平成２１年４月１日）附則第２項の適用を受けるフルタイム職員又はパート

タイム職員が，引き続き，この規則の適用を受ける場合であって，第１８条の規定により決定された

日給又は時間給の額が，無期労働契約での雇用に転換した日の前日に受けていた日給又は時間給の額

に達しないものには，その者が無期労働契約での雇用に転換した日の前日に受けていた日給又は時間

給を支給する。 
４ 前項の規定により日給の額を決定された無期転換フルタイム職員に対する期末手当及び勤勉手当

並びに退職手当の額の計算は，当該日給の額の基礎となった俸給月額を基礎として，第２５条におい

て準用する非常勤職員就業規則第２２条第１項及び第３０条第２項の規定により行うものとする。 
５ 前２項の規定は，施行日以後，事業年度の初日において第６条第１項に定める年齢を超える者につ

いては適用しない。 
 
   附 則（平成３０年４月１日制定） 
 この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 
 


