７ 勤務時間、休日及び休暇等に関する規則
昭和 47 年５月 15 日
人事委員会規則第 26 号
最終改正 平成 25 年７月 19 日
人事委員会規則第 20 号
（趣旨）
第１条 この規則は、沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例（昭和 47 年沖縄県条例第 43 号。以下「条
例」という。）に基づき、勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
（週休日及び勤務時間の割振りの基準）
第２条 任命権者は、条例第３条第３項の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日（条例第３条第１項に規
定する週休日をいう。以下同じ。）及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には、４週間ごとの期間についてこ
れを定め、当該期間内に８日（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第 110 号。以下「育児休業法」と
いう。）第 10 条第３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務（以下「育児短時間勤務」という。）の承認を
受けた職員（育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員
等」という。）、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 28 条の４第１項若しくは第 28 条の５第１項又は同法第 28
条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員で同法第 28 条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占め
るもの（以下「再任用短時間勤務職員」という。）並びに育児休業法第 18 条第１項の規定により採用された同項に規定
する短時間勤務職員及び沖縄県一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成 14 年沖縄県条例第 52 号）第４条
の規定により採用された職員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）にあつては、８日以上）の週休日を設け、勤務
時間を割り振られた日が引き続き 12 日を超えないようにし、かつ、１回の勤務に割り振られる勤務時間が 15 時間 30
分を超えないようにしなければならない。
２ 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性又はその公署の特殊の必要により、週休日
及び勤務時間の割振りを４週間ごとの期間について定めること又は週休日を４週間につき８日（育児短時間勤務職員
等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、８日以上）とすることが困難であると認められる
職員については、週休日が毎４週間につき４日以上となるようにし、勤務時間を割り振られた日が引き続き 12 日を超え
ないようにし、かつ、１回の勤務に割り振られる勤務時間が 15 時間 30 分を超えないようにする場合に限り、前項の規
定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、52 週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の
割振りについて別に定めることができる。
（週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更）
第３条 条例第３条第４項の人事委員会規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とす
る４週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする８週間後の日までの期間とする。
２ 条例第３条第４項の人事委員会規則で定める勤務時間は、４時間（以下「半日勤務時間」という。）とする。
３ 条例第３条第４項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第１項に規定する期間内にある
勤務日（条例第３条第４項に規定する勤務日をいう。以下同じ。）のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外
の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。
４ 任命権者は、週休日の振替え（条例第３条第４項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り
振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。）又は半日勤務時間
の割振り変更（同項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日
勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り
振ることをいう。以下同じ。）を行う場合には、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行つた後において、
週休日が毎４週間につき４日以上となるようにし、かつ、勤務時間を割り振られた日が引き続き 24 日を超えないように
しなければならない。
５ 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を
通知しなければならない。
（週休日等の特例）
第４条 任命権者は、業務又は勤務条件の特殊性により、前２条の規定により難いときは、人事委員会の承認を得て、週
休日、勤務時間の割振り、週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更につき別段の定めをすることができる。
（休憩時間の変更）

第４条の２ 任命権者は、条例第４条第２項の規定に基づき、業務の運営を考慮して必要があると認めるときは次項によ
り、職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認めるときは第３項により、同条第１項の休憩時間を 45 分以上１時間
未満とすることができる。
２ 任命権者は、次に掲げる場合に該当する公署については、当該公署における条例第４条第１項の休憩時間を 45 分
以上１時間未満とすることができる。
(１) 交替で勤務させる必要のある職員がいる場合
(２) 職務の特殊性又は公署の特殊の必要により、条例第４条第１項の休憩時間を与えることが当該公署の業務の運営
に支障を来すこととなる場合
３ 任命権者は、次に掲げる場合に該当する職員（前項の規定により休憩時間を45分以上１時間未満とすることとされた
公署に勤務する職員を除く。）から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、当該職員に係る
条例第４条第１項の休憩時間を 45 分以上１時間未満とすることができる。
(１) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（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。）で当該子の親であるものが、次のアからウまでに掲げる場合のいずれにも該当する者である職員を
除く。第２号において同じ。）が当該子を養育する場合
ア 就業していない場合（就業日数が１月について３日以下の場合を含む。）
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態にない場合
ウ ８週間（多胎妊娠の場合にあつては、14 週間）以内に出産する予定がなく、又は産後８週間を経過している場合
(２) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合
(３) 条例第 17 条の２第１項に規定する日常生活を営むのに支障がある者（以下「要介護者」という。）を介護する職員が
当該要介護者を介護する場合
(４) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤
について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間（交通機関を利用する時間に限る。）が、
終業の時刻を早めることにより 30 分以上短縮されると認められる場合（始業及び終業の時刻を変更することにより、当
該合計した時間を 30 分以上短縮できる場合を除く。）
(５) 通勤手当に関する規則（昭和 47 年沖縄県人事委員会規則第 16 号）第 11 条に規定する交通用具を使用して通勤
した場合（通勤距離が 60 キロメートル以上である場合に限る。）に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始
業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間（同条に規定
する交通用具を使用する時間に限る。）が、終業の時刻を早めることにより 30 分以上短縮されると認められる場合（始
業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を 30 分以上短縮できる場合を除く。）
(６) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女性職員の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
(７) 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する高等学校、大学若しくは高等専門学校、同法第 124 条に規
定する専修学校又は同法第 134 条第１項に規定する各種学校並びにこれらに準ずる教育施設で任命権者が認めた
ものにおいて修学する場合
（休憩時間の特例）
第５条 任命権者は、次に掲げる場合は、条例第４条第３項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる。
(１) 交替で勤務させる必要のある職員がいる場合
(２) 同一公署内において勤務場所を異にする職員がいる場合で、業務の運営上必要があると認められる場合（前号に
該当する場合を除く。）
(３) 同一公署内において、職員を業務の運営上必要な数の組に分け、それぞれの組ごとに異なる休憩時間を置くこと
が必要であると認められる場合（前２号に該当する場合を除く。）
(４) 前３号に掲げる場合のほか、任命権者が職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があると認める場合で、休憩時
間を一斉に与えないことにより実態として休憩の自由利用が妨げられず、かつ、勤務を過重なものとしないと認められ
る場合
２ 任命権者は、条例第４条第３項の規定より休憩時間を一斉に与えないこととする場合は、あらかじめ、休憩時間を一
斉に与えないこととする職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の付与の方法について定めなければならない。
（育児を行う職員の早出遅出勤務）
第５条の２ 条例第６条の３第１項第２号の人事委員会規則で定めるものは、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第６
条の２第４項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第６条の３第２項に規定する放課後児童健全
育成事業を行う施設、児童福祉法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 11 号）第 19 条第３号に規定する事業における相

互援助活動を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）
第 77 条第１項に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文
部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における
学習その 他の活動を行う場所にその子（各事業を利用するものに限る。）を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く
職員とする。
（育児を行う職員の深夜勤務の制限）
第５条の３ 条例第６条の４第１項の人事委員会規則で定める者は、次のいずれにも該当するものとする。
(１) 深夜において就業していない者（深夜における就業日数が１月について３日以下の者を含む。）であること。
(２) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこ
と。
(３) ８週間（多胎妊娠の場合にあつては、14 週間）以内に出産する予定である者又は産後８週間を経過しない者でない
こと。
（時間外勤務代休時間の指定）
第５条の４ 条例第６条の２第１項の人事委員会規則で定める期間は、沖縄県職員の給与に関する条例（昭和 47 年沖縄
県条例第53 号。以下この条において「給与条例」という。）第22 条第５項に規定する 60 時間を超えて勤務した全時間に
係る月（次項において「60 時間超過月」という。）の末日の翌日から同日を起算日とする２月後の日までの期間とする。
２ 任命権者は、条例第６条の２第１項の規定に基づき時間外勤務代休時間（同項に規定する時間外勤務代休時間をい
う。以下同じ。）を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等（休日及び代休日（条例第７条の２第１項
に規定する代休日をいう。以下同じ。）を除く。第４項において同じ。）に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代
休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る 60 時間超過月における給与条例第 22 条第５項の規定
の適用を受ける時間（以下この項及び第６項において「60 時間超過時間」という。）の次の各号に掲げる区分に応じ、
当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(１) 給与条例第22 条第２項第１号に掲げる勤務に係る時間（次号に掲げる時間を除く。） 当該時間に該当する 60時間
超過時間の時間数に 100 分の 25 を乗じて得た時間数
(２) 沖縄県職員の育児休業等に関する条例（平成４年沖縄県条例第６号）第15 条（同条例第22 条において準用する場
合を含む。）又は第 24 条の規定により読み替えられた給与条例第 22 条第２項ただし書又は第３項（沖縄県一般職員の
任期付職員の採用等に関する条例第11 条第４項の規定により読み替える場合を含む。）に規定する７時間45 分に達す
るまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する 60 時間超過時間の時間数に 100 分の 50 を乗じて得た時間数
(３) 給与条例第 22 条第２項第２号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する 60 時間超過時間の時間数に 100 分
の 15 を乗じて得た時間数
(４) 給与条例第 22 号第４項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間 当該時間に該当する
60 時間超過時間の時間数に 100 分の 25 を乗じて得た時間数
３ 前項の場合において、その指定は、４時間又は７時間 45 分（年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指
定する場合にあつては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が４
時間又は７時間 45 分となる時間）を単位として行うものとする。
４ 任命権者は、条例第６条の２第１項の規定に基づき１回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務
代休時間を指定する場合には、第１項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻
まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福
祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
５ 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時
間を指定しないものとする。
６ 任命権者は、条例第６条の２第１項に規定する措置が 60 時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に
配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定する
よう努めるものとする。
（代休日の指定）
第５条の５ 条例第７条の２第１項の規定に基づく代休日（同項に規定する代休日をいう。以下同じ。）の指定は、勤務す
ることを命じた休日を起算日とする８週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一
の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等（条例第６条の２第１項の規定により時間外勤務代休時間が指定された
勤務日等及び休日を除く。）について行わなければならない。
２ 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

（年次休暇の日数）
第６条 条例第９条第１項の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定め
る日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数）とする。ただし、その日数が労働基準法（昭和 22
年法律第49号）第39条第１項から第３項までの規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、これら
の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(１) 斉一型短時間勤務職員（育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、１週
間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間が同一であるものをいう。以下同じ。） 20 日に斉一型短時間勤務
職員の１週間の勤務日の日数を５日で除して得た数を乗じて得た日数
(２) 不斉一型短時間勤務職員（育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、
斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。）155 時間に条例第２条第２項、第３項又は第４項の規定に基づ
き定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間（１時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間）を 38 時
間 45 分で除して得た数を乗じて得た時間数を、７時間 45 分を１日として日に換算して得た日数
２ 条例第９条第３項に規定する年次休暇の日数は、別表第１のとおりとする。ただし、育児短時間勤務職員等、再任用
短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次休暇の日数は、人事委員会が別に定める。
第６条の２ 次の各号に掲げる場合において、１週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数（以下
「勤務形態」という。）が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該
変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては条例第９条第１項又は第３項の規定による日数（以下この項において
「基本日数」という。）に同条第５項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数（以下この項において
「繰越日数」という。）を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日
以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては基本日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げ
る率を乗じて得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が 20 日を超える場
合は、20 日とする。以下この項において「調整後の基本日数」という。）に繰越日数を加えて得た日数から当該年にお
いて当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更前の勤
務形態を始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる調整後の基本日数に、
次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数（１日未満の端数があるときは、これを四捨五
入して得た日数とし、当該日数が 20 日を超える場合は、20 日とする。）に繰越日数を加えて得た日数から当該年にお
いて当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とする。
(１) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が１週間ごとの勤務日の
日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務（以下この条において「斉一型育児短時間勤
務」という。）を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短
時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務（育児休業
法第 17 条の規定による短時間勤務のうち、１週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一で
あるものをいう。次号において同じ。）を終える場合 勤務形態の変更後における１週間の勤務日の日数を当該勤務形
態の変更前における１週間の勤務日の日数で除して得た率
(２) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤
務以外の育児短時間勤務（以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。）を始める場合、不斉一型育児短
時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間
勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第 17 条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤
務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における１週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前
における１週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(３) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後
における１週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を７時
間 45 分とみなした場合の１週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(４) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後
における勤務日ごとの勤務時間の時間数を７時間 45 分とみなした場合の１週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤
務形態の変更前における１週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
２ 前項の規定により年次休暇の日数を算定した場合において、直近の勤務形態の変更の日における年次休暇の日数
が当該変更の日の前日における年次休暇の日数を下回るときは、前項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日に
おける年次休暇の日数とする。
（年次休暇の単位）

第６条の３ １時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当
該各号に定める時間数をもつて１日とする。
(１) 次号から第４号までに掲げる職員以外の職員 ７時間 45 分
(２) 育児休業法第 10 条第１項第１号から第３号までに掲げる勤務の形態の育児短時間、勤務職員等 次に掲げる規
定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第 10 条第１項第１号 ３時間 55 分
イ 育児休業法第 10 条第１項第２号 ４時間 55 分
ウ 育児休業法第 10 条第１項第３号 ７時間 45 分
(３) 斉一型短時間勤務職員（前号に掲げる職員を除く。） 勤務日ごとの勤務時間の時間数
(４) 不斉一型短時間勤務職員 ７時間 45 分
２ 年次休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に１時間未満の端数があるときは、当該
残日数のすべてを使用することができる。
（病気休暇）
第６条の４ 条例第 12 条第２項の人事委員会規則で定める妊娠に起因する疾病は、次に掲げる疾病とする。
(１) 切迫流産
(２) 切迫早産
(３) 妊娠高血圧症候群（妊娠中毒症）
(４) その他人事委員会が定める疾病
（生理に有害な職務）
第７条 条例第 13 条に規定する生理に有害な職務とは、次の各号に掲げる職務とする。
(１) 大部分の勤務時間が立ち作業又は下し作業を必要とする職務
(２) 著しく精神的又は神経的緊張を必要とする職務
(３) 任意に作業を中断することができない職務
(４) 運搬、けん引、持ち上げその他相当の筋肉的労働を必要とする職務
(５) 身体の動揺、振動又は衝撃を伴う職務
（慶弔休暇）
第８条 条例第 15 条に規定する慶弔休暇は、別表第２に掲げる基準の範囲内とする。
（特別休暇）
第８条の２ 条例第 16 条第 10 号の人事委員会規則で定める時間は、38 時間 45 分に条例第２条第２項又は第３項の規
定により定められた育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間を 38 時
間 45 分で除して得た数を乗じて得た時間（１時間未満の端数がある場合にあつては、これを切り上げた時間）とする。
２ 条例第 16 条第 12 号の人事委員会規則で定める期間は一の年の６月から 10 月までの期間とし、同号の人事委員会
規則で定める日数は５日に育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の１週間の
勤務日の日数を５日で除して得た数を乗じて得た日数（当該日数が５日を超える場合は５日）とする。
３ 条例第 16 条第 13 号の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者であつて職員と同居しているものとする。
(１) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(２) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上
子と同様の関係にあると認められる者で人事委員会が定めるもの
４ 条例第 16 条第 13 号の人事委員会規則で定める期間は、２週間以上の期間とする。
５ 条例第 16 条第 13 号の介護その他の人事委員会規則で定める世話は、次に掲げるものとする。
(１) 要介護状態にある対象家族の介護
(２) 要介護状態にある対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の
代行その他の必要な世話
（組合休暇）
第９条 条例第 17 条に規定する登録を受けた職員団体の規約に定める機関とは、執行機関、監査機関、議決機関（代
議員制をとる場合に限る。）、投票管理機関又は諮問機関とする。
（介護休暇）
第９条の２ 介護休暇の単位は、１日又は１時間とする。
２ １時間を単位とする介護休暇は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した４時間の範囲内
とする。

（雑則）
第 10 条 この規則に定めるもののほか、勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
この規則は、平成 25 年４月１日から施行する。
附 則（平成 25 年７月 19 日人事委員会規則第 20 号）
この規則は、公布の日から施行する。
別表第２（第６条関係）

別表第２（第８条関係）

