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３ 人事委員会規則の制定等 

 

  人事委員会は独立した行政機関として、法律又は条例に基づき、その権限に属する事務に関し人事

委員会規則を制定する権限を有する(地公法第 8条第 5項)。現在制定されている規則の一覧並びに令

和元年度の規則、達及び通知の制定等は次のとおりである。 

 

(1) 規則の一覧 

委 員 会       

名古屋市人事委員会公告式規則(昭和 26年人事委員会規則第 1号) 

名古屋市人事委員会会議規則(昭和 26年人事委員会規則第 2号) 

名古屋市人事委員会事務局組織規則(昭和 26年人事委員会規則第 3号) 

名古屋市人事委員会の権限に属する訴訟事務の委任に関する規則(平成 18 年人

事委員会規則第 4号) 

名古屋市人事委員会公印規則(昭和 26年人事委員会規則第 4号) 

名古屋市人事委員会聴聞規則(平成 6年人事委員会規則第 5号) 

名古屋市人事委員会事務局職員の職名及び補職名規則(昭和 34 年人事委員会規

則第 2号) 

任 用       

職員の任用に関する規則(昭和 33年人事委員会規則第 1号) 

編入市町村職員の採用に関する規則(昭和 38年人事委員会規則第 4号) 

試験企画委員等に関する規則(昭和 28年人事委員会規則第 7号) 

一般職の任期付職員の採用等の承認に関する規則(平成 15年人事委員会規則第 5

号) 

勤務時間、休暇 

その他の勤務条件 

職員の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則(昭和 26 年人事委員会規則第 11

号) 

出勤簿処理規則(昭和 26年人事委員会規則第 15号) 

分限及び懲戒 

職員分限条例施行規則(昭和 33年人事委員会規則第 9号) 

外国の地方公共団体の機関等への職員の派遣に係る協議及び報告に関する規則

(昭和 63年人事委員会規則第 1号) 

公益的法人等への職員の派遣等に係る報告等に関する規則(平成 14 年人事委員

会規則第 1号) 

定年による退職の特例に関する規則(昭和 60年人事委員会規則第 1号) 

職員懲戒条例施行規則(昭和 26年人事委員会規則第 9号) 

服 務       

職務に専念する義務の免除基準に関する規則(昭和 26 年人事委員会規則第 13

号) 

営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和 26年人事委員会規則第 14号) 

退 職 管 理        職員の退職管理に関する規則（平成 28年人事委員会規則第 1号） 

措置要求、 

審査請求等 

退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則(平成 22 年人事委員

会規則第 2号) 

公務災害補償の審査の請求に関する規則(平成 14年人事委員会規則第 5号) 

勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成 25年人事委員会規則第 3号) 

不利益処分についての審査請求に関する規則(平成 24年人事委員会規則第 6号) 

不利益処分についての審査請求に関する書面の様式を定める細則(平成 24 年人

事委員会規則第 7号) 

公開口頭審理の傍聴に関する規則(昭和 42年人事委員会規則第 3号) 

職員からの苦情の申出及び相談に関する規則(平成 17年人事委員会規則第 3号) 
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職 員 団 体       

管理職員等の範囲を定める規則(昭和 41年人事委員会規則第 6号) 

職員団体の登録等に関する規則(昭和 41年人事委員会規則第 10号) 

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規

則(平成 9年人事委員会規則第 4号) 

名古屋市人事委員会が公平委員会の事務を委託された地方公共団体に係る管理

職員等の範囲を定める規則(昭和 41年人事委員会規則第 7号) 

                       (令和 2年 4月 1日現在) 

 

 (2) 令和元年度の規則等の制定等 

 ア 規則 

(ｱ) 名古屋市人事委員会会議規則の一部を改正する規則 

公布年月日 規則番号 内       容 

 R2. 3.27 7号 定例会及び臨時会についての所要の改正 

 

(ｲ) 職員の任用に関する規則の一部を改正する規則 

公布年月日 規則番号 内       容 

R1.10. 1 

 

R2. 3.25 

6号 

 

5号 

地公法の改正に伴う所要の改正並びに条件付採用期間の延長及び臨時的任

用の更新の承認手続きについての所要の改正 

一般職の任期付職員の採用についての所要の改正、看護保健職に係る昇任

選考を実施する職の段階についての所要の改正、段階別職位表についての所

要の改正、職員昇任基準年数表の備考についての所要の改正、学歴区分表に

ついての所要の改正及びその他規定の整理 

 

(ｳ) 職員の勤務時間及び休暇に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

公布年月日 規則番号 内       容 

H31. 4. 1 

 R1. 7.31 

 

 R2. 3.19 

7号 

2号 

 

1号 

年5日の年次休暇の時季指定の対象者及び方法等についての規定の整備 

再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員の勤務時間等についての所要

の改正 

育児又は介護等を行う職員の早出遅出勤務の導入等に伴う所要の改正 

 

 (ｴ) 出勤簿処理規則の一部を改正する規則 

公布年月日 規則番号 内       容 

R1. 7.31 3号 会計年度任用職員の出勤簿の処理についての所要の改正 

 

(ｵ) 職員分限条例施行規則の一部を改正する規則 

公布年月日 規則番号 内       容 

R1. 7.31 4号 会計年度任用職員の復職時の取り扱いについての所要の改正 

 

(ｶ) 外国の地方公共団体の機関等への職員の派遣に係る協議及び報告に関する規則等の一部を改

正する規則 

公布年月日 規則番号 内       容 

 R1. 6.28 1号 工業標準化法の改正に伴う所要の改正 
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(ｷ) 職務に専念する義務の免除基準に関する規則の一部を改正する規則 

公布年月日 規則番号 内       容 

R1. 7.31 

R2. 3.19 

5号  

2号 

会計年度任用職員の職務に専念する義務の免除基準についての所要の改正 

 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による出勤困難のた

めの職免の新設、退勤途上における身体の危機の回避のための職免の新設、

健康診断の受診のための職免における代行受診による規定の追加並びに会計

年度任用職員等の子の保育のための職免及び傷病の療養のための職免の取扱

い等の変更等に伴う所要の改正 

 

(ｸ) 勤務条件に関する措置の要求に関する規則の一部を改正する規則 

公布年月日 規則番号 内       容 

R2. 3.27 6号 近年の事案の運用等を踏まえた所要の改正 

 

(ｹ) 不利益処分についての審査請求に関する規則の一部を改正する規則 

公布年月日 規則番号 内       容 

H31. 4. 1 6号 近年の事案の運用等を踏まえた所要の改正 

 

(ｺ) 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

公布年月日 規則番号 内       容 

 R2. 3.24 3号 組織改正等に伴う所要の改正 

 

(ｻ) 名古屋市人事委員会が公平委員会の事務を委託された地方公共団体にかかる管理職員等の範

囲を定める規則の一部を改正する規則 

公布年月日 規則番号 内       容 

 R2. 3.24 4号 名古屋競輪組合の管理職等の範囲の変更に伴う所要の改正 

 

イ 達 

(ｱ) 名古屋市人事委員会情報あんしん条例施行規程の一部を改正する規程 

発布年月日 達番号 内      容 

 R1. 6.28 

 R2. 3.27 

1号 

1号 

名古屋市情報あんしん条例施行規程等の改正に伴う所要の改正 

名古屋市情報あんしん条例施行規程の改正に伴う所要の改正 

 

ウ 通 知  

(ｱ) 職員の任用に関する規則の実施細目の一部改正について 

通知年月日 通知番号 内       容 

R1.10. 1 

 

R2. 3.25 

31人委任

第 51号 

31人委任

第 105号 

地公法の改正に伴う所要の改正並びに条件付採用期間の延長及び臨時的

任用の更新の承認手続きについての所要の改正 

学芸職及び薬剤職の係員段階の職への採用等についての所要の改正、昇

任選考についての所要の改正、転任についての所要の改正並びに各様式に

ついての所要の改正 

 


