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職員の健康保持と公務能率等の向上のための早出遅出勤務の本格実施について（通知）

職員の申出により、公務の運営に支障のない範囲で、業務の繁閑に応じて勤務時間を日ご
とに弾力的に割り振ることができる「職員の健康保持と公務能率等の向上のための早出遅出
勤務」（以下「早出遅出勤務」という）については、効率的な業務運営や時間外勤務の縮減
等、県職員の働き方改革につながる取組として、平成 31 年２月から試行をしています。
また、平成 27 年度からワークライフバランスの推進をするため、「夏の朝型勤務＋（プラ

ス）」についても、試行により実施をしているところです。
これらの制度について、利用状況とアンケート調査結果を踏まえて、下記のとおり両制度

を統合のうえ、本年７月１日から本格的に早出遅出勤務として実施することとしました。
また、一部の区分について、夏期における早出遅出勤務の特別な勤務形態として、職員の

申出により要件無しで利用ができる「夏の特別勤務」も併せて実施します。
つきましては、職員に早出遅出勤務を周知するとともに、本制度の積極的な利用の呼びか

けをお願いします。
記

１ 制度の概要

早出遅出勤務

夏の特別勤務

実施期間 通年（７月から９月までを含む） ７月から９月まで

要 件
有り

（「３ 早出遅出勤務が利用できる
場合について」を参照）

無し

勤務時間等

※休憩時間
早出１、２ 11：00～12：00
早出３～遅出６ 12：00～13：00
遅出７～遅出９ 17：15～18：15

※休憩時間

12：00～13：00

時間外勤務 できる限り時間外勤務は命じないこと 原則定時退庁

区分 勤務時間

１ 早出１ ５：00～13：45

２ 早出２ ５：30～14：15

３ 早出３ ６：00～14：45

４ 早出４ ６：30～15：15

５ 早出５ ７：00～15：45

６ 早出６ ７：30～16：15

７ 早出７ ８：00～16：45

８ 遅出１ ９：00～17：45

９ 遅出２ ９：30～18：15

10 遅出３ 10：00～18：45

11 遅出４ 10：30～19：15

12 遅出５ 11：00～19：45

13 遅出６ 11：30～20：15

14 遅出７ 12：00～20：45

15 遅出８ 12：30～21：15

16 遅出９ 13：00～21：45

区分 勤務時間

５ 早出５ ７：00～15：45

６ 早出６ ７：30～16：15

７ 早出７ ８：00～16：45

８ 遅出１ ９：00～17：45

９ 遅出２ ９：30～18：15

令和元年７月５日 政策調整会議資料（行政管理課）



２ 早出遅出勤務を利用できる職員
職員の勤務時間等に関する規程第２条第１項により、午前８時 30 分から午後５時 15

分の勤務時間が割り振られている職員とする。
なお、変則勤務職員（一部除く。）、臨時的任用職員及び非常勤職員等は対象外とする。

３ 早出遅出勤務を利用できる場合（勤務時間の割振り変更を行う要件）について
次のいずれかに該当する場合であって、職員の申出があるときとする。
なお、一定期間連続して勤務時間を割り振ることも可能であること。
（１） 業務内容又は関係者の都合等により、早朝又は夜間など勤務時間外に勤務

する必要のある業務に従事する場合。他団体が主催するものに県として参加
が必要な場合も対象とする。
（例）イベント、説明会、協議会、意見交換会、用地交渉、面談・訪問、

現地調査、栽培・飼育、漁業指導等
（２） 次のいずれかの勤務を行う日の翌日に勤務する場合

ア 連日にわたる時間外勤務による連続した夜間の勤務
イ 深夜（22:00～５:00）の勤務
（例）議会対応、予算編成、水防、災害対応等

ただし、７月から９月までの期間に限り、（１）又は（２）に該当するか否かにかかわ
らず、職員の申出により早出５から遅出２までの区分を利用することができる（夏の特
別勤務）。

４ 留意事項

管理職員等は、対象職員の時間外勤務の状況や体調、執務環境等を考慮し、職員本人

の意向に沿わない勤務時間の割振り変更を強制しないよう留意すること。

５ その他
別添１「職員の健康保持と公務能率等の向上のための早出遅出勤務実施要領」等のと

おり。

問い合わせ先

○制度に関すること

行政管理課行政管理担当 黒石、森田

電話：088-823-9157（内線 9157、2042）

○勤務実績管理システムに関すること

総務事務センター企画・臨時非常勤担当

電話：088-823-9702（内線 9702）



　　　　職員の健康保持と公務能率等の向上のための早出遅出勤務について

　長時間労働の軽減及び業務改善による時間外勤務の縮減を図り、職員の健康保持及び公務能率等の向上に
資することを目的として、「職員の健康保持と公務能率等の向上のための早出遅出勤務」を実施します。
　また、７月から９月までは「夏の特別勤務」も実施しますので、皆さんもこの機会にぜひ利用してみませんか？

制度の概要

○対象：正規の勤務時間が８時30分から17時15分の職員
　　　　 （変則勤務職員（一部を除く）、臨時・非常勤職員等は対象外.。）

業務の都合等にあわせて利用できる！

○利用できる場合①
　 業務や関係者の都合にあわせて勤務時間を変更できます。
　（例）イベント、説明会、意見交換会、用地交渉、訪問、現地調査、
        漁業指導　等

退庁が遅い日の翌日に利用できる！

○利用できる場合②
　 次のいずれかの勤務をする日の「翌日の勤務時間」を変更
　 できます。
　　ア　連日にわたる時間外勤務による連続した夜間の勤務
　　イ　深夜（22:00～5:00）の勤務　　

　　（例）議会対応、予算編成、水防、災害対応等

【勤務区分一覧】 ※いずれの区分も勤務時間は７時間45分です。

　Q　部内協議等、内部での業務にも利用できるの?

A　内部・外部を問わず、業務の都合等にあわせて利用できます。

　Q　繁忙期に使ってもいいの？
A　利用できます。
　　休息時間確保の観点からも利用を検討してください。

　Q１　早出遅出勤務はいつでも利用できるの？

職員の健康保持と公務能率等の
向上のための早出遅出勤務

夏の特別勤務

　Q２　早出遅出勤務をした日は、時間外勤務はできるの？

　Q３　育児や介護のために早出遅出勤務は使えないの？

働き方ウォッチャー  行　管子　さん
　　　　　　　　　（ぎょう　かんこ）

A１　業務の都合など「要件」を満たす場合に、年間通じて、
　　　 いつでも利用できます。

A１　利用できません。
　　　 夏の特別勤務は、７月から９月までの期間限定の
   　  制度です。

A２　 できます。（できる限り時間勤務を命じないこととしています）
　　　　必要に応じて、時間外勤務命令を受けてください。

A２　 原則、できません。
　　　　ただし、急きょ当日中の対応を要する用務が入った
　　    場合等は、時間外勤務命令を受けてください。

A３　利用できません。
　　　　「育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務」の利用を
　　　　ご検討ください。

A３　利用できます。 夏期(７月～９月）に限られますので、
　　　  通年利用の場合などは、　「育児又は介護を行う職員の
　　　早出遅出勤務」の利用をご検討ください。

手続きは簡単!　利用日の前日までに申出を！

　利用日の前日までに管理簿により決裁を取ってください。
　（管理職員は決裁時にシステムでの登録が必要）

実施期間

要      件

区分 勤務時間

1 早出１ ５：00～13：45

2 早出２ ５：30～14：15

3 早出３ ６：00～14：45

4 早出４ ６：30～15：15 区分 勤務時間

5 早出５ ７：00～15：45 5 早出５ ７：00～15：45

6 早出６ ７：30～16：15 6 早出６ ７：30～16：15

7 早出７ ８：00～16：45 7 早出７ ８：00～16：45

8 遅出１ ９：00～17：45 8 遅出１ ９：00～17：45

9 遅出２ ９：30～18：15 9 遅出２ ９：30～18：15

10 遅出３ 10：00～18：45

11 遅出４ 10：30～19：15

12 遅出５ 11：00～19：45

13 遅出６ 11：30～20：15

14 遅出７ 12：00～20：45

15 遅出８ 12：30～21：15

16 遅出９ 13：00～21：45

時間外
勤務

早出遅出勤務

夏の特別勤務

通年（７月～９月を含む） ７月～９月

有り 無し

※休憩時間 ※休憩時間

　早出１、２　　　   11：00～12：00 　12：00～13：00

　早出３～遅出６　12：00～13：00

　遅出７～遅出９　17：15～18：15

できる限り時間外勤務は命じない
こと

原則定時退庁

勤務時間
等

 
　
　◆７月～９月は職員の申出により、要件なしで勤務時間の変更が可能！
　◆勤務は５パターンからライフスタイルに応じて選択！
　◆１日単位で利用可能！

夏の特別勤務 夏期において、特にワークライフバランスを推進するため実施します。

WLB
推進



詳しくは以下の通知をご覧ください。ご不明な点等ありましたら、行政管理課行政管理担当までお問い合わせください。（電話：088-823-9157）

【職員の健康保持と公務能率等の向上のための早出遅出勤務の本格実施について（通知）】（令和元年６月25日付け元高行管第118号総務部長通知）

（※）時間外勤務を行う必要がある場合は、時間外勤務命令を受けてください。

勤務
休憩
時間

8：30
（始業）
9：00 13：00 17：15

（終業）
17：45

勤務の

 必要なし

12：00

　　　　　　　勤務 （※）

勤務
休憩
時間

8：30
（始業）
10：30 13：00 17：15

（終業）
19：15

勤務の必要なし

12：00

　　　　　　　勤務　　　

   その他の例 ･･･事業者との会議(19：00～20：30)のため、「遅出８(12：30～21：15)」を利用

（勤務の必要なし） 　　　　　　勤務 会議
休憩
時間

8：30
（始業）
12：30 17：15 18：15 19：00 20：30

（終業）
21：15

　（注意）早出遅出勤務の利用にあたっては、割振り変更した勤務時間内に用務終了時刻が収まる範囲とし、

　　　　　　利用することによって、かえって時間外勤務が増加しないようにしてください。

１
３

２
４

明日○○市の
担当者さんとの協議、

よろしくね。

朝は道が混むから、
７時には出発しな
いとね。

○○市役所に
９時集合です。

運転に気をつけて
いってらしゃい。

わかりました。
協議後、帰ってきたら
15時すぎますね。

出張疲れるし、
早く帰りたいね～ ですね～

急ぎの仕事ないですし。

◆勤務時間をずらすことで、
　能率アップ＆疲労回復よ！
◆ずらした時間で、プライ
　ベートを充実させて！
皆さん、積極的に利用してね。
　　　　by  行 管子

やったー！
明日「早出５（7:00～
15:45）」を使おう！

　その他の例 ･･･連日20：00前後まで時間外勤務（議会対応や、説明会準備等）となるため、期間中、
　　　　　　　　　 　夜間勤務の翌日は「遅出１（9：00～17:45）」を利用

１
３

２
４

いよいよ明日がイベント
当日だね。
連日遅くまでお疲れ。
準備はおわった？

準備OKです。あとは、
明日を待つのみです！

成功すると
いいですが～

片付けしてたらこんな時間・・・
イベント盛況だったけど、明日
８時半から仕事か・・・

今日はもう
燃え尽きた・・・

今日はもう遅いし、明日
の朝急ぎがないんだったら
遅出勤務使ってみたら？

お疲れさま！
イベントが終わりましたけど
利用していいんですか？

もちろん！ここ最近、
準備で遅かったし、
明日は朝ゆっくりしたら
いいよ。

  それでは、遅出４
（10時半～）を利用　
　させてもらいます！

お声がけありがとう
ございます！

イベント終了後・・・

17：15
（始業）
7：00 12：00 13：00 14：20

（終業）
15：45

運転用務
休憩
時間

運転用務○○市との協議
勤務の

  必要なし

9:00

○○市との協議

業務にあわせて利用する場合

連日の夜間勤務の翌日に利用する場合

真っ白
にな・・・

利用者の声
ハードな時期の
朝が楽になり
気分をリフレッ
シュできた。

利用者の声
当日の勤務時
間が短縮でき、
翌日の疲れも
軽減された。

そんな時は
早出遅出勤務
使ってみたら?



　「職員の健康保持と公務能率等の向上のための早出遅出勤務」の本格実施に併せて、ワークライフバランスの推進に
向け、同制度の夏期における特別な勤務形態として「夏の特別勤務（夏特勤務）」を実施します。
　皆さんもぜひこの機会に生活スタイルに合った効率的な働き方をしてみませんか？

　詳しくは「職員の健康保持と公務能率等の向上のための早出遅出勤務の本格実施について（通知）」（令和元年6月25日付け元
高行管第118号総務部長通知）をご覧ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７月～９月は職員の申出により、要件なしで勤務時間の変更が可能！

１日から利用可能！

勤務は５パターンからライフスタイルに応じて選択！

手続きは簡単！前日までに申出を!

プライベート（家族や友人 
と過ごす等）の充実 
子どもを幼稚園にお迎え　等 

 

（利用の例）

①利用日の前日までに、管理簿に必要事項を記載し、所属内で決裁をとる。
②所属長は公務に支障がないかを判断し、職員に通知（口頭で可）をしたうえで、勤務実績管理システムに変更後
　 の勤務時間を入力する。

区分 勤務時間 休憩時間
早出５ ７：00～15：45
早出６ ７：30～16：15
早出７ ８：00～16：45
遅出１ ９：00～17：45
遅出２ ９：30～18：15

12：00～13：00

・１日単位はもちろん、一定期間まとまった期間の利用もOK！
・所属長は公務の運営に支障がないかを確認のうえ、多くの職員が利用できるよう配慮を!

・利用日数の制限等はありません！
・利用できるときに、多様な働き方を試してみませんか？

みん
なで

取り
組も
う！

ナ　ツ　　ト　ク

（参考）全体の制度は次のとおり

　「職員の健康保持と公務能率等の向上の
　　ための早出遅出勤務」
　　◆業務の都合等により割振り変更が必要な

　　　 場合に職員の申出により利用可

    ◆「早出１（ ５：00～13：45）」から

　　   「遅出９（13：00～21：45）」までの

　　　 16区分から選択

　  ◆通年で実施
こっちも
利用してね。

（始業）
7：30

（終業）
16：15

　　　　　　　勤　務　時　間　（　早出６　７：30～16：15　） 夕方の時間

８：30

（始業）
９：30

（終業）
18：15

　　　　　　　　勤　務　時　間　（　遅出２　９：30～18：15　）　　　朝の時間

17：15
子どもを幼稚園へ送る
家事を集中して行う 等 落ち着いて仕事ができる

静かな空間の中業務に集中できる

夏はみんなで

WLB
推進


