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国立大学法人千葉大学無期転換特定雇用職員就業規則 
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最近改正 平成３０年 ４月 １日 
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附則 

   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より国立大学法

人千葉大学（以下「本学」という。）に勤務する無期転換特定雇用職員の労働条件，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，無期転換特定雇用職員とは，国立大学法人千葉大学特定雇用職員就業規則

（以下「特定雇用職員就業規則」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次の各号に掲げる職名の者をい

う。 

一 無期転換特任教授，無期転換特任准教授，無期転換特任講師及び無期転換特任助教（以下「無期

転換特任教員」という。） 

二 無期転換特任研究員 

三 無期転換特任専門員及び無期転換特任専門職員（以下「無期転換特任職員」という。） 

四 無期転換特別語学講師 

２ 無期転換特定雇用職員の職務内容及び雇用経費は，別表第１に定めるとおりとする。 

 

第２章 任免 

第１節 昇任及び降任 

２ 前項の選考は，無期転換特定雇用職員の勤務成績及びその他の能力の評定に基づいて行う。 

 

（昇任） 

第３条 無期転換特定雇用職員の昇任は，選考による。 
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（降任） 

第４条 無期転換特定雇用職員が次の各号の一に該当する場合には，降任することができる。 

一 勤務実績がよくない場合 

二 心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合 

三 その他その職に必要な適格性を欠く場合 

 

第２節 異動 

（配置換及び併任） 

第５条 無期転換特定雇用職員は，業務上の都合により配置換又は併任を命ぜられることがある。 

２ 前項に規定する異動を命ぜられた無期転換特定雇用職員は，正当な理由がない限りこれを拒むこと

ができない。 

 

（クロスアポイントメント制度） 

第６条 学長は，無期転換特任教員，無期転換特任研究員及び無期転換特任職員が本学及び本学以外の

他の機関（以下「他機関」という。）の双方の身分を有し本学及び他機関の業務を行うこと（以下「ク

ロスアポイントメント制度」という。）について協定を締結した上で，在籍出向をさせることができ

る。 

２ クロスアポイントメント制度に関する事項は，国立大学法人千葉大学クロスアポイントメント制度

に関する規程に定める。 

 

第３節 休職 

（休職の事由） 

第７条 特定雇用職員就業規則第１０条の規定は，無期転換特定雇用職員の休職の事由について準用す

る。この場合において，同条中「特定雇用職員（試用期間中の特定雇用職員を除く。）」とあり，及び

「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と，「第２５条第１項ただし書」とあるのは

「第２５条において準用する特定雇用職員就業規則第２５条第１項ただし書」と，「第２５条第２項

及び第３項」とあるのは「第２５条において準用する特定雇用職員就業規則第２５条第２項及び第３

項」と，「第２６条第８号」とあるのは「第２６条において準用する特定雇用職員就業規則第２６条

第８号」と，「第２７条」とあるのは「第２７条において準用する特定雇用職員就業規則第２７条」

と，「第２８条」とあるのは「第２８条において準用する特定雇用職員就業規則第２８条」と，「女子

特定雇用職員」とあるのは「女子無期転換特定雇用職員」と，「第２項」とあるのは「この条におい

て準用する特定雇用職員就業規則第１０条第２項」と，「前項第１号から第３号まで」とあるのは「こ

の条において準用する特定雇用職員就業規則第１０条第１項第１号から第３号まで」と読み替えるも

のとする。 

 

（休職の期間） 

第８条 特定雇用職員就業規則第１１条の規定は，無期転換特定雇用職員の休職の期間について準用す

る。この場合において，同条中「前条第１項第１号から第３号まで」とあるのは「前条において準用

する特定雇用職員就業規則第１０条第１項第１号から第３号まで」と，「契約期間（契約期間が３年

を超える場合は，３年）」とあるのは「３年」と，「前項」とあるのは「この条において準用する特定

雇用職員就業規則第１１条第１項」と，「前条第１項第４号」とあるのは「前条において準用する特

定雇用職員就業規則第１０条第１項第４号」と，「前条第１項第５号から第７号まで」とあるのは「前

条において準用する特定雇用職員就業規則第１０条第１項第５号から第７号まで」と読み替えるもの

する。 

 

第４節 退職及び解雇 

（退職） 

第９条 無期転換特定雇用職員が次の各号の一に該当する場合は，退職とする。 

一 退職を願い出て学長から承認された場合 

二 次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
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月３１日とする。） 

三 引き続き常勤職員，非常勤職員又は非常勤医師に採用された場合 

四 前条において準用する特定雇用職員就業規則第１１条に規定する最長の休職期間が満了し，休職

事由がなお消滅しない場合 

五 死亡した場合 

 

 （定年等） 

第１０条 無期転換特定雇用職員の定年は，次の各号に定める年齢とする。 

一 無期転換特任教員，無期転換特任研究員及び無期転換特別語学講師 満６５歳 

二 無期転換特任職員 満６０歳 

２ 前項の規定にかかわらず，前項各号に定める年齢に達した日以後に無期転換特定雇用職員となった

者の雇用上限年齢は，次の各号に定める年齢とする。 

一 無期転換特任教員，無期転換特任研究員及び無期転換特別語学講師 満７０歳 

二 無期転換特任職員 満６５歳 

 

（再雇用） 

第１１条 前条第１項第２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特任職員で，再雇

用を希望する者が，次条において準用する特定雇用職員就業規則第１３条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号に定める年齢を超えて短縮勤務時間（特定雇用

職員就業規則第３７条第１項に規定する短縮勤務時間をいう。以下同じ。）が適用される特任職員（特

定雇用職員就業規則第２条第１項第３号に規定する特任職員をいう。以下同じ。）として採用する。 

 

（解雇） 

第１２条 特定雇用職員就業規則第１３条の規定は，無期転換特定雇用職員の解雇について準用する。

この場合において，同条中「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と読み替えるもの

とする。 

 

（解雇制限） 

第１３条 特定雇用職員就業規則第１４条の規定は，無期転換特定雇用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「前条」とあるのは「前条において準用する特定雇用職員就業規則第

１３条」と，「第１号」とあるのは「この条において準用する特定雇用職員就業規則第１４条第１号」

と，「第２６条第６号又は第７号」とあるのは「第２６条において準用する特定雇用職員就業規則第

２６条第６号又は第７号」と読み替えるものとする。 

 

（解雇予告） 

第１４条 特定雇用職員就業規則第１５条本文の規定は，無期転換特定雇用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「第１３条」とあるのは「第１２条において準用する特定雇用職

員就業規則第１３条」と，「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と読み替えるもの

とする。 

 

第３章 給与 

（給与） 

第１５条 無期転換特定雇用職員の給与に関する事項は，国立大学法人千葉大学特定雇用職員給与規程

に定める。 

２ 前項にかかわらず，運営上必要な場合は，国立大学法人千葉大学職員給与規程（以下「職員給与規

程」という。）によることができる。 

 

第４章 服務規律 

（服務の心得） 
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第１６条 特定雇用職員就業規則第１７条の規定は，無期転換特定雇用職員の服務の心得について準用

する。この場合において，同条中「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と読み替え

るものとする。 

 

第５章 勤務時間，休日及び休暇等 

第１節 勤務時間等 

（勤務時間及び休憩時間） 

第１７条 特定雇用職員就業規則第１８条の規定は，無期転換特定雇用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「特定雇用職員」とある

のは「無期転換特定雇用職員」と，「前項及び第２０条」とあるのは「この条において準用する特定

雇用職員就業規則第１８条第２項及び第２０条において準用する特定雇用職員就業規則第２０条」と，

「第１項」とあるのは「この条において準用する特定雇用職員就業規則第１８条第１項」と読み替え

るものとする。 

 

（専門業務型裁量労働制） 

第１８条 特定雇用職員就業規則第１８条の２の規定は，無期転換特定雇用職員の専門業務型裁量労働

制について準用する。この場合において，同条中「第３９条において準用する就業規則第２８条」と

あるのは「第３８条において準用する就業規則第２８条」と，「特定雇用職員」とあるのは「無期転

換特定雇用職員」と読み替えるものとする。 

 

（時間外勤務及び休日勤務） 

第１９条 特定雇用職員就業規則第１９条の規定は，無期転換特定雇用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１７条において準用する特

定雇用職員就業規則第１８条及び前条において準用する特定雇用職員就業規則第１８条の２」と読み

替えるものとする。 

 

第２節 週休日，休日及び休暇等 

（週休日及び休日） 

第２０条 特定雇用職員就業規則第２０条の規定は，無期転換特定雇用職員の週休日及び休日について

準用する。 

 

（週休日の振替） 

第２１条 特定雇用職員就業規則第２１条の規定は，無期転換特定雇用職員の週休日の振替について準

用する。 

 

（休日の代休日） 

第２２条 特定雇用職員就業規則第２２条の規定は，無期転換特定雇用職員の代休日（休日に特に勤務

することを命じた場合における当該休日に代わる日をいう。）について準用する。この場合において，

同条中「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２２条第１項」と，「特

定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と読み替えるものとする。 

 

（有給休暇の種類） 

第２３条 特定雇用職員就業規則第２３条の規定は，無期転換特定雇用職員の有給休暇の種類について

準用する。 

 

（年次休暇） 

第２４条 特定雇用職員就業規則第２４条及び別表第２の規定は，無期転換特定雇用職員の年次休暇に

ついて準用する。この場合において，同条中「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」

と，「次号」とあるのは「この条において準用する特定雇用職員就業規則第２４条第１項第２号」と，

「当該年の中途において，新たに特定雇用職員となり，又は契約期間が満了することにより退職する
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こととなる特定雇用職員」とあるのは「当該年の中途において，無期労働契約での雇用に転換した無

期転換特定雇用職員」と，「別表第２」とあるのは「この条において準用する特定雇用職員就業規則

別表第２」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特定雇用職員就業

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。 

 

（病気休暇） 

第２５条 特定雇用職員就業規則第２５条の規定は，無期転換特定雇用職員の病気休暇について準用す

る。この場合において，同条中「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と，「次項及

び第３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２５条第２項及び第３項」と，

「女性特定雇用職員」とあるのは「女性無期転換特定雇用職員」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特定雇用職員就業

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。 

 

（特別休暇） 

第２６条 特定雇用職員就業規則第２６条及び別表第３の規定は，無期転換特定雇用職員の特別休暇に

ついて準用する。この場合において，同条及び別表第３中「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特

定雇用職員」と，同条中「女性特定雇用職員」とあるのは「女性無期転換特定雇用職員」と，「男性

特定雇用職員」とあるのは「男性無期転換特定雇用職員」と，「別表第３」とあるのは「この条にお

いて準用する特定雇用職員就業規則別表第３」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特定雇用職員就業

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。 

 

第３節 休業 

（育児休業） 

第２７条 特定雇用職員就業規則第２７条の規定は，無期転換特定雇用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「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と読み替える

ものとする。 

 

（介護休業） 

第２８条 特定雇用職員就業規則第２８条の規定は，無期転換特定雇用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「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と読み替える

ものとする。 

 

第６章 懲戒等 

（懲戒の事由） 

第２９条 特定雇用職員就業規則第２９条の規定は，無期転換特定雇用職員の懲戒の事由及び懲戒の手

続について準用する。この場合において，同条中「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職

員」と，「第３９条」とあるのは「第３８条」と読み替えるものとする。 

 

（懲戒の種類） 

第３０条 特定雇用職員就業規則第３０条の規定は，無期転換特定雇用職員の懲戒の種類及び内容につ

いて準用する。 

 

（訓告等） 

第３１条 特定雇用職員就業規則第３１条の規定は，無期転換特定雇用職員の訓告及び厳重注意につい

て準用する。この場合において，同条中「前条」とあるのは「前条において準用する特定雇用職員就

業規則第３０条」と読み替えるものとする。 
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（損害賠償） 

第３２条 特定雇用職員就業規則第３２条の規定は，無期転換特定雇用職員が故意又は重大な過失に

よって本学に損害を与えた場合の損害賠償について準用する。この場合において，同条中「特定雇用

職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と，「第３０条」とあるのは「第３０条において準用す

る特定雇用職員就業規則第３０条」と，「前条」とあるのは「前条において準用する特定雇用職員就

業規則第３１条」と読み替えるものとする。 

 

第７章 出張及び旅費 

（出張） 

第３３条 特定雇用職員就業規則第３３条の規定は，無期転換特定雇用職員の出張について準用する。

この場合において，同条中「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と読み替えるもの

とする。 

 

（旅費） 

第３４条 特定雇用職員就業規則第３４条の規定は，無期転換特定雇用職員の旅費について準用する。

この場合において，同条中「前条」とあるのは「前条において準用する特定雇用職員就業規則第３３

条」と，「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特定雇用職員」と読み替えるものとする。 

 

第８章 退職手当 

（退職手当） 

第３５条 無期転換特定雇用職員には退職手当を支給しない。ただし，第１５条第２項を適用する者に

あっては，国立大学法人千葉大学職員退職手当規程（以下「退職手当規程」という。）の定めるとこ

ろによる。この場合において，引き続き常勤職員となるために退職したときは，退職手当規程第７条

第３項の規定にかかわらず，無期転換特定雇用職員の雇用が終了した後に，職員給与規程が適用され

ていた期間に応じた退職手当を支給する。 

 

   第９章 就業に関する特例 

（短時間勤務の特例） 

第３６条 特定雇用職員就業規則第３７条の規定は，無期転換特定雇用職員の勤務時間を短縮勤務時間

とする場合について準用する。この場合において，同条中「特定雇用職員」とあるのは「無期転換特

定雇用職員」と，「第１８条」とあるのは「第１７条において準用する特定雇用職員就業規則第１８

条」と，「第２４条第１項第１号又は第２号」とあるのは「第２４条において準用する特定雇用職員

就業規則第２４条第１項第１号又は第２号」と読み替えるものとする。 

 

第１０章 雑則 

（実施に関し必要な事項） 

第３７条 この規則の実施に関し必要な事項は，学長が別に定める。 

 

（就業規則の準用） 

第３８条 就業規則第７条第２項，第９条第３項，第１１条，第１２条，第１４条，第１６条第２項，

第２１条，第２２条（勤務時間が週３０時間以下の者にあっては第３号を除く。），第２３条から第２

５条まで，第２７条から第２９条まで，第３０条第２項から第５項まで，第３１条から第３５条まで，

第４３条，第４４条，第４８条，第４９条（第１項第２号を除く。），第５４条，第５７条及び第５９

条の規定を準用する。この場合において，これらの規定中「職員」とあるのは「無期転換特定雇用職

員」と読み替えるほか，就業規則第９条中「第１項第１号から第３号まで」とあり，及び就業規則第

１２条中「第９条第１項第１号から第３号まで」とあるのは「第７条において準用する特定雇用職員

就業規則第１０条第１項第１号から第３号まで」と，就業規則第２９条中「第２６条第２項」とある

のは「第１７条において準用する特定雇用職員就業規則第１８条第２項」と，就業規則第３１条中「前

条第１項」とあるのは「第１９条の規定において準用する特定雇用職員就業規則第１９条」と，就業

規則第４３条中「前条第６号，第７号及び第１１号」とあるのは「第２６条において準用する特定雇
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用職員就業規則第２６条第６号，第７号及び第１１号」と，「前項」とあるのは「この条において準

用する就業規則第４３条第２項」と，「前条第６号及び第１１号」とあるのは「第２６条において準

用する特定雇用職員就業規則第２６条第６号及び第１１号」と，「第１１号」とあるのは「第２６条

において準用する特定雇用職員就業規則第２６条第１１号」と，「前条第７号」とあるのは「第２６

条において準用する特定雇用職員就業規則第２６条第７号」と，「前２項」とあるのは「この条にお

いて準用する就業規則第４３条第５項及び第６項」と，「第４２条第９号から第１１号まで及び第１

８号」とあるのは「第２６条において準用する特定雇用職員就業規則第２６条第９号から第１１号ま

で及び第１８号」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３９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

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１１条の規定の適用を受ける無期転換特定雇用職員であって，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。 

 

   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。 
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別表第１（第２条関係） 

職名 職務内容 雇用経費 

（無期転換

特任教員） 

無期転換特

任教授 

無期転換特

任准教授 

無期転換特

任講師 

無期転換特

任助教 

特定の教育又は研究プロ

ジェクト等において教育研

究に従事（寄附講座，寄附研

究部門，共同研究講座及び共

同研究部門を含む。）におい

て教育研究に従事（寄附講座

及び寄附研究部門において

は，当該教育研究に従事する

ほか，当該教育研究の遂行に

支障のない範囲内でその他

の授業又は研究指導を担当） 

 

奨学寄附金等の外部資金，病院収入等の

自己収入金，科学研究費補助金等の競争

的資金，機能強化経費，その他学長が特

に認める経費 

無期転換特任研究員 
特定の研究プロジェクト等

において専ら研究に従事 
 

（無期転換

特任職員） 

無期転換特

任専門員 

無期転換特

任専門職員 

高度な専門的知識及び豊富

な実務経験を必要とする業

務に従事 

 

 

 

 

 

無期転換特別語学講師 母語である言語を活用して

語学教育，国際交流，語学指

導及び本学が要請する業務

に従事 

学長が特に認める経費 

 

 

 

 

 


