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第₇章　阪神水道企業団文書規程 � －39－

　
　

〇阪神水道企業団文書規程
制　定　平成16年₃月19日　訓令第₁号
改　正　平成16年12月21日　訓令第₃号

平成18年₄月₁日　訓令第₂号
平成19年₄月₁日　訓令第₄号
平成19年12月26日　訓令第₇号
平成20年₄月₁日　訓令第₂号
平成21年10月₈日　訓令第₃号
平成25年₃月22日　訓令第₁号
平成26年₃月19日　訓令第₁号
平成28年₃月31日　訓令第₃号
平成29年₇月20日　訓令第₄号
平成30年₃月30日　訓令第₃号
平成30年₃月30日　訓令第₄号
令和元年₆月25日　訓令第₃号

目次
第₁章　総則（第₁条―第₆条）
第₂章　文書の収受及び配付（第₇条―第11条）
第₃章　文書の作成、処理及び施行（第12条―第21条）
第₄章　文書の整理及び保存等（第22条―第35条の₂）
第₅章　補則（第36条・第37条）
附則

目次一部改正〔平成25年訓令第₁号、平成28年訓令第₃号〕

第₁章　総則
（趣旨）
第₁条　阪神水道企業団（以下「企業団」という。）における文書事務等の処理につ
いては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
（文書の定義）
第₂条　この規程において、文書とは、企業団の公務に関係あるすべての書類をい
う。
（文書事務処理の原則）
第₃条　文書はすべて正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるようにし
なければならない。
₂　文書は、常に整理し、紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、重要なものにつ
いては、非常災害時の保護にも支障がないよう準備しておかなければならない。
（総務課長等）
第₄条　総務部総務課長（以下「総務課長」という。）は、企業団における文書事務
を総括する。

見出・本文一部改正〔平成20年訓令第₂号〕
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₂　総務課長は、文書事務を適正かつ円滑に行うため、課場所室長（阪神水道企業団
分課規程（平成18年管理規程第₁号。以下「分課規程」という。）第₂条に規定す
る課長、場長、所長及び室長をいう。以下同じ。）に対し、必要な措置を求めるこ
とができる。

一部改正〔平成18年訓令第₂号、平成20年訓令第₂号、平成28年訓令第₃号〕

₃　課場所室長は、それぞれの課場センター所室（分課規程第₁条に規定する課、
場、センター、所及び室をいう。以下同じ。）における文書事務を総括する。

一部改正〔平成18年訓令第₂号、平成28年訓令第₃号〕

₄　課場所室長は、それぞれの課場センター所室における文書事務の進行状況を常に
把握できるようにしておかなければならない。

一部改正〔平成18年訓令第₂号〕

（文書取扱主任）
第₅条　課場センター所室に文書取扱主任を置く。

一部改正〔平成18年訓令第₂号〕

₂　文書取扱主任は、課場センター所室の庶務を担当する係長又は主査（庶務を担当
する係長又は主査が置かれていない課場センター所室にあっては、課場所室長が所
属職員のうちから指定する者）をもって充てる。

一部改正〔平成18年訓令第₂号、平成20年訓令第₂号〕

₃　文書取扱主任は、課場センター所室における次に掲げる事務を行うものとする。
⑴　文書の収受及び配付に関すること。
⑵　文書の浄書及び発送に関すること。
⑶　文書事務の処理の促進に関すること。
⑷　文書事務の改善及び指導に関すること。
⑸　前各号に掲げるもののほか、文書事務の処理に関し必要なこと。

一部改正〔平成18年訓令第₂号、平成25年訓令第₁号、平成28年訓令第₃号〕

₄　場センター所（分課規程第₁条に規定する場、センター及び所をいう。以下同
じ。）の文書取扱主任は、前項各号に掲げる事務のほか、第30条の₂第₁項に規定
する文書の収蔵、整理及び保存に関する事務を行うものとする。

本項追加〔平成28年訓令第₃号〕

（文書管理主任）
第₅条の₂　課場センター所室に文書管理主任を置く。
₂　文書管理主任は、係長及び主査をもって充てる。
₃　文書管理主任は、担当事務に係る文書の整理及び保管に関する事務を行うものと
する。

本条追加〔平成28年訓令第₃号〕
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（記号及び番号）
第₆条　文書に付する記号及び番号は、次に掲げるところによる。ただし、特に定め
のあるものについては、この限りでない。
⑴　記号は、次の例示によること。
ア　庁内文書　総総発第　　　号（発送番号の場合）
イ　庁外文書　阪水発第　　　号（発送番号の場合）
⑵　番号は、年度（地方自治法（昭和22年法律第67号）第208条第₁項に規定する
会計年度をいう。以下同じ。）ごとに更新するものとする。
⑶　番号は、₁事件に₁番号を付し、引き続く場合は枝番号を用いる。ただし、複
数年度にわたる場合は、新たに番号を付するものとする。
一部改正〔平成20年訓令第₂号、平成25年訓令第₁号〕

第₂章　文書の収受及び配付
章名一部改正〔平成25年訓令第₁号〕

（受領）
第₇条　企業団に到達した文書は、すべて総務部総務課（以下「総務課」という。）
において受領するものとし、書留郵便物を受領したときは、特殊文書整理簿に必要
な事項を記入しなければならない。

一部改正〔平成20年訓令第₂号〕

₂　郵便料金の未納又は不足の郵便物は、総務課長が企業団の所掌する事務に関する
ものと認めるものに限り、その未納又は不足の料金を支払って受領することができ
る。

一部改正〔平成20年訓令第₂号〕

₃　前項の場合においては、郵便切手差引簿にその旨を記入しなければならない。
（課場センター所室への配付）
第₈条　受領した文書（特殊文書整理簿により受領した文書を除く。）は、開封しな
ければ配付先の判明しない文書にあっては開封して、その他の文書にあっては封を
したまま課場センター所室に配付するものとする。

見出し・本文一部改正〔平成18年訓令第₂号、平成25年訓令第₁号〕

₂　特殊文書整理簿により受領した文書は、封筒に文書受付印を押し、番号を記入の
上、封をしたまま課場センター所室に配付し、受領印を徴するものとする。

一部改正〔平成18年訓令第₂号、平成25年訓令第₁号〕

₃　₂以上の課場センター所室に関連する文書については、その最も関係の深い課場
センター所室に配付するものとする。

一部改正〔平成18年訓令第₂号、平成25年訓令第₁号〕

（収受の手続）
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第₉条　前条第₁項の規定により配付された文書（次項に掲げる文書を除く。）は、
総務課において収受の手続を執らなければならない。この場合においては、文書整
理簿に必要な事項を記入し、当該文書の余白等に文書受付印を押し、番号を記入の
上、受領印を徴するものとする。

一部改正〔平成20年訓令第₂号、平成25年訓令第₁号〕

₂　前項の規定にかかわらず、刊行物、ポスター、あいさつ状、案内状その他軽易な
文書については、同項に定める収受の手続を省略することができる。
₃　到達の日時がその行為の効力又は権利の得喪若しくは変更に関係のある文書につ
いては、第₁項の規定により取り扱うほか、当該文書の余白等に収受時刻を記載
し、押印するものとする。
₄　前条の規定により配付された文書でその課場センター所室の所管に属しないもの
は、理由（口頭又は文書）を付して総務課に返付するものとする。

一部改正〔平成18年訓令第₂号、平成20年訓令第₂号、平成25年訓令第₁号〕

₅　庁内文書の収受の手続については、前各項の規定に準じて行うものとする。
（他の課場センター所室に関係ある収受文書の取扱い）
第10条　収受した文書のうち他の課場センター所室に関係のある文書は、逐次関係課
場センター所室へ回付するとともに必要がある場合は、写しをもって、同時に照会
する等適当な措置を講じなければならない。

一部改正〔平成18年訓令第₂号〕

（執務時間外の文書の収発及び配付）
第11条　執務時間外における文書の収受及び配付は、この規程に定めるもののほか、
阪神水道企業団宿日直規程（昭和33年管理規程第12号）の定めるところによる。

見出し・本文一部改正〔平成25年訓令第₁号〕

第₃章　文書の作成、処理及び施行
（文書の作成要領）
第12条　用紙は、日本産業規格Ａ列₄番（以下「Ａ₄判」という。）を縦長に用いる
ものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
⑴　法令の規定により用紙の大きさがＡ₄判以外のものに定められているもの
⑵　他の官公庁により特に用紙の大きさがＡ₄判以外のものに定められているもの
⑶　電子計算機の出力帳票その他プログラム（電子計算機に対する指令であって一
の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。）を変更しなけれ
ば用紙の大きさをＡ₄判にできないもの
⑷　前₃号に掲げるもののほか、企業長が特に必要と認めたもの

一部改正〔令和元年訓令第₃号〕

（文書の書式等）
第13条　文書は、次に掲げるものを除くほか、左横書きとする。



敢　法令の規定により文書が縦書きに定められているもの
柑　他の官公庁により特に文書が縦書きに定められているもの
桓　賞状、表彰状、感謝状、祝辞、弔辞その他で毛筆を用いるもの
棺　前３号に掲げるもののほか、企業長が特に必要と認めたもの
２　文書の書き方及び書式例は、別に定めるところによる。
（文書の起案）

第１４条　事案の処理は、すべて文書により決裁を受け、次に掲げるところにより起案
しなければならない。
敢　起案用紙を用いること。ただし、別に定めのある場合は、この限りでない。
柑　定例又は軽易なものは、文書の余白又は一定の簿冊等を利用することができ
る。
桓　すべて件名を付し、起案理由、関係規定その他参考資料を添付すること。ただ
し、軽易なものはこれを省略することができる。
棺　関連事項は、支障のない限り一括して起案すること。
款　２以上の課場センター所室に関係するときは、最も関係の深い課場センター所
室で起案し、関係の課場センター所室に合議すること。
歓　加除訂正したときは、その箇所に認印すること。
汗　緊急に処理する必要があるもの又は説明を要するものは、起案者又はその上司
が持参し、及び説明するものとし、機密に属するものには「秘」の字を起案用紙
の施行取扱上の注意欄等適当な箇所に朱書し、なお、必要があるときは、封筒に
入れる等他見に触れないよう注意し、紛失のおそれのあるものには、台紙を付す
ること。
一部改正〔平成１８年訓令第２号、平成１９年訓令第４号、平成２６年訓令第１号〕

（決裁区分の表示）
第１５条　起案文書は、次の決裁区分に従い、その記号を当該文書の所定の欄に表示し
なければならない。ただし、様式その他別の方法により決裁区分が明らかな場合
は、この限りでない。

　　甲　企業長の決裁を受けて処理するもの
　　乙　副企業長の決裁を受けて処理するもの
　　丙　部長の決裁を受けて処理するもの
　　丁　課長の決裁を受けて処理するもの

一部改正〔平成１９年訓令第４号〕

（文書の合議）
第１６条　起案文書が他の課場センター所室に直接関係を有する場合にあっては、当該
関係のある課場センター所室に、阪神水道企業団水道技術管理者に関する規程（平
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成１９年管理規程第９号）第３条第１項各号に規定する事項に関係を有する場合に
あっては、水道技術管理者に合議しなければならない。

一部改正〔平成１８年訓令第２号〕　全部改正〔平成１９年訓令第７号〕

２　合議を受けたときは、速やかにこれを処理しなければならない。合議の事件に異
議あるときは、所管課場所室長に協議し、その同意を得ないときは、上司の指示を
受けなければならない。

一部改正〔平成１８年訓令第２号〕

３　前項により原案が変更又は否決されたときは、合議の課場センター所室又は水道
技術管理者に通知しなければならない。

一部改正〔平成１８年訓令第２号、平成１９年訓令第７号〕

４　決裁後再度回付を要するときは、欄外その他の適当な箇所にその旨を明示しなけ
ればならない。
（発送文書の取扱い）

第１７条　決裁済みの文書で、庁外あてに発送する文書については、決裁年月日を記入
し、浄書の上、総務課において発送の手続を執らなければならない。この場合にお
いては、文書整理簿に必要な事項を記入の上、当該文書に記号及び番号を付し、公
印並びに契印を押さなければならない。

一部改正〔平成２０年訓令第２号、平成２５年訓令第１号〕

２　決裁済の文書で、庁内あてに発送する文書については、前項の規定に準じて行う
ものとする。

３　公印の使用については、阪神水道企業団公印規則（昭和３５年規則第１号）の定め
るところによる。ただし、庁内文書及び軽易な庁外文書については、公印の押印を
省略することができる。

追加〔平成１６年訓令第３号〕　一部改正〔平成１８年訓令第２号、平成２０年訓令第２号〕

４　前項ただし書の規程により、公印の押印を省略する場合は、その旨を起案文書に
表示した上で、回議して決裁を受け、発送する公文書の発信者名の下部に「（公印
省略）」の表示をするものとする。

追加〔平成１６年訓令第３号〕

（軽易な発送文書の取扱い）
第１８条　前条の文書で、軽易な文書については、同条に定める発送の手続を省略する
ことができる。
（企業団議会提出文書）

第１９条　企業団議会の議決又は同意を要し、若しくはこれに報告する文書は、決裁後
総務課長に送付しなければならない。

一部改正〔平成２０年訓令第２号〕
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２　総務課長は、前項の文書が、企業団議会の議決又は同意を得、若しくは報告を終
えたときは、その旨を所管課場所室長に通知しなければならない。

一部改正〔平成１８年訓令第２号、平成２０年訓令第２号〕

（監査委員提出文書）
第１９条の２　監査委員に提出する文書は、決裁後総務課長に送付しなければならな
い。

２　総務課長は、監査委員から報告その他文書の提出があったときは、その旨を所管
課場所室長に通知しなければならない。

本条追加〔平成２０年訓令第２号〕

（郵送手続）
第２０条　郵送文書は、次に掲げるところにより処理しなければならない。
敢　郵送文書は、午後３時４５分までに開封のまま総務課に送付すること。
柑　大量又は執務時間外に郵送する必要があるときは、あらかじめ総務課長に連絡
すること。
一部改正〔平成２０年訓令第２号、平成２１年訓令第３号〕

２　総務課長は、前項の規定により郵送文書の送付を受けたときは、文書発送簿に所
要の事項を記入の上、料金後納郵便その他これに類する方法により発送するものと
する。ただし、これにより難いときは、郵便切手を使用して発送することができ
る。

一部改正〔平成２０年訓令第２号〕　全部改正〔平成２１年訓令第３号〕　一部改正〔平成２６年訓令第１号〕

３　前項ただし書の規定により発送するとき、その郵送に要する郵送料は、郵便切手
差引簿にて処理しなければならない。

一部改正〔平成２１年訓令第３号〕

４　文書の郵送は、即日行うものとする。ただし、特別の事情がある場合はこの限り
でない。
（緊急に処理すべき事項の取扱い）

第２１条　緊急に処理する必要があり、かつ、常例の手続を執ることが困難であると認
められる事項は、直ちに口頭により決裁を受けて処理することができる。この場合
においては、事後この章の規定に基づいて正規の手続を執らなければならない。

第４章　文書の整理及び保存等
（文書の整理）

第２２条　未処理文書及び完結文書（次条の規定により完結した文書をいう。以下同
じ。）は、次に掲げるところにより整理しなければならない。
敢　未処理文書は、一定の場所において整理し、及び保管し、常にその所在を明ら
かにしておくこと。

第７章　阪神水道企業団文書規程 －41ノ5－

茅
〔
神
追
六
五
〕



柑　完結文書は、決裁年月日等必要事項の記載を確認し、整理すること。
（文書の完結日）

第２３条　文書の完結の日は、次に掲げるところによるものとする。
敢　常時執務の用に供する帳簿類は、当該帳簿類が閉鎖された日。ただし、加除式
の帳簿類から除冊されたものは、除冊された日
柑　出納の証拠書類は、当該出納のあった日
桓　契約文書は、当該契約を締結した日
棺　公告式及び令達に係る文書は、公布、公表及び令達が行われた日
款　争訟関係文書は、当該事件が確定し、又は終了した日
歓　発送を要する文書は、発送した日
汗　その他の文書は、決裁のあった日
（完結文書の成冊）

第２４条　課場所室長は、その所管に係る文書が完結したときは、次に掲げるところよ
り編集し、成冊（文書を冊子状に取りまとめることをいう。以下同じ。）をしなけ
ればならない。
敢　年度（暦年による文書にあっては、年）ごとに成冊をすること。
柑　分類ごとに整理し、かつ、保存期間ごとに成冊をすること。
桓　２以上の分類に関する文書は、その関係が最も深いものに編集すること。
棺　２以上の完結文書で保存期間を異にする場合においてその文書が相互に密接な
関係があるときは、その長期のものに一連文書として編集すること。
款　表紙又は背表紙を付し名称、年度、保存期間及び課場センター所室名その他必
要な事項を記載すること。
歓　必要に応じて索引又は目次を付すること。
汗　前各号の規定にかかわらず、完結文書の態様等によりこれにより難いときは、
保存箱に収納する等の方法で処理することができる。
一部改正〔平成１８年訓令第２号、平成２５年訓令第１号〕

２　成冊をした文書は、必要に応じていつでも取り出し、用に供することができるよ
う整理して保管し、又は保存しなければならない。
（保存期間）

第２５条　文書の保存期間は、法令に特別の定めがあるもののほか、永年、１０年、５
年、３年又は１年とする。ただし、法定期間のあるものであっても、この規程で法
定期間を超える保存期間を定めているものについてはこの規程による。

２　文書の保存期間の基準は、次のとおりとする。
　　永年に属する文書
敢　条例、規則、規程及び訓令の制定及び改廃に関する文書
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柑　告示、公告及び公表に関する文書
桓　議会に関する文書
棺　条例、規則等の解釈及び運用指針に関する文書で重要なもの
款　事業の基本計画に関する文書
歓　通知、催告、申請、届出及び報告に関する文書で特に重要なもの
汗　法律関係が１０年を超える許可、認可、承認、取消し等に関する文書
漢　訴訟に関する文書
澗　審査請求、異議申立てその他の争訟（訴訟を除く。）に関する文書
潅　損失補償及び損害賠償に関する文書
環　職員の人事異動等に関する文書
甘　特別職の事務引継書
監　企業団の沿革に関する文書で重要なもの
看　契約書、協定書等で特に重要なもの
竿　予算及び決算に関する文書で特に重要なもの
管　固定資産の取得に関する文書（設計に関するものを含む。）で特に重要なもの
簡　台帳、帳簿等で特に重要なもの
緩　前各号に掲げる文書に類するものその他永年保存を必要と認める文書
　　１０年に属する文書
敢　事業の計画及び実施に関する文書で重要なもの
柑　通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書で重要なもの
桓　法律関係が５年を超える許可、認可、承認、取消し等に関する文書（永年に属
するものを除く。）
棺　職員の服務に関する文書で重要なもの
款　契約書、協定書等で重要なもの
歓　予算及び決算に関する文書で重要なもの
汗　固定資産の取得、管理及び処分に関する文書で重要なもの
漢　台帳、帳簿等で重要なもの
澗　前各号に掲げる文書に類するものその他１０年保存を必要と認める文書
　　５年に属する文書
敢　通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書
柑　法律関係が３年を超える許可、認可、承認、取消し等に関する文書（永年又は
１０年に属するものを除く。）
桓　職員の服務に関する文書
棺　職員の給与及び旅費に関する文書
款　契約書、協定書等
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歓　予算及び決算に関する文書
汗　固定資産の取得、管理及び処分に関する文書
漢　台帳、帳簿等
澗　前各号に掲げる文書に類するものその他５年保存を必要と認める文書
　　３年に属する文書
敢　通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書で軽易なもの
柑　法律関係が１年を超える許可、認可、承認、取消し等に関する文書（永年、１０
年又は５年に属するものを除く。）

桓　予算及び決算に関する文書で軽易なもの
棺　台帳、帳簿等で軽易なもの
款　監査及び出納検査に関する文書
歓　特殊文書整理簿、文書整理簿及び文書発送簿
汗　前各号に掲げる文書に類するものその他３年保存を必要と認める文書
　　１年に属する文書
敢　通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書で特に軽易なもの
柑　月報、日報、日誌等で軽易なもの
桓　前各号に掲げる文書に類するもののほか、永年、１０年、５年又は３年に属さな
い文書
一部改正〔平成２０年訓令第２号〕

３　課場所室長は、前項の基準に基づきそれぞれの課場センター所室の文書の保存期
間を定め、文書保存基準表を作成しなければならない。文書保存基準表は、毎年度
１回見直しを行い、必要と認める場合にはその改定を行うものとする。

一部改正〔平成１８年訓令第２号、平成２５年訓令第１号〕

４　課場所センター室長は、第２項の基準に係わらず、課場センター所室において常
時使用する必要がある文書で保存期間を定めることが適当でない当該文書（以下
「常用文書」という。）を常時利用することができる。ただし、前項に規定する文
書保存基準表に常用文書として記載しなければならない。

本項追加〔平成２５年訓令第１号〕

５　課場所室長は、文書が完結した日の属する年度の翌年度の７月末日までに、保存
文書台帳及び保管庫等位置図を整理し、課場センター所室に備え置かなければなら
ない。

一部改正〔平成１８年訓令第２号、平成２５年訓令第１号、平成２８年訓令第３号〕

（保存期間の起算）
第２６条　文書の保存期間の起算は、完結年月日の属する年度の翌年度の４月１日とす
る。ただし、暦年ごとに整理し、保管する文書の保存期間の起算は、完結年月日の
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歓　予算及び決算に関する文書
汗　固定資産の取得、管理及び処分に関する文書
漢　台帳、帳簿等
澗　前各号に掲げる文書に類するものその他５年保存を必要と認める文書
　　３年に属する文書
敢　通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書で軽易なもの
柑　法律関係が１年を超える許可、認可、承認、取消し等に関する文書（永年、１０
年又は５年に属するものを除く。）
桓　予算及び決算に関する文書で軽易なもの
棺　台帳、帳簿等で軽易なもの
款　監査及び出納検査に関する文書
歓　特殊文書整理簿、文書整理簿及び文書発送簿
汗　前各号に掲げる文書に類するものその他３年保存を必要と認める文書
　　１年に属する文書
敢　通知、催告、申請、届出、照会、回答及び報告に関する文書で特に軽易なもの
柑　月報、日報、日誌等で軽易なもの
桓　前各号に掲げる文書に類するもののほか、永年、１０年、５年又は３年に属さな
い文書
一部改正〔平成２０年訓令第２号〕

３　課場所室長は、前項の基準に基づきそれぞれの課場センター所室の文書の保存期
間を定め、文書保存基準表を作成しなければならない。文書保存基準表は、毎年度
１回見直しを行い、必要と認める場合にはその改定を行うものとする。

一部改正〔平成１８年訓令第２号、平成２５年訓令第１号〕

４　課場所センター室長は、第２項の基準に係わらず、課場センター所室において常
時使用する必要がある文書で保存期間を定めることが適当でない当該文書（以下
「常用文書」という。）を常時利用することができる。ただし、前項に規定する文
書保存基準表に常用文書として記載しなければならない。

本項追加〔平成２５年訓令第１号〕

５　課場所室長は、文書が完結した日の属する年度の翌年度の７月末日までに、保存
文書台帳及び保管庫等位置図を整理し、課場センター所室に備え置かなければなら
ない。

一部改正〔平成１８年訓令第２号、平成２５年訓令第１号、平成２８年訓令第３号〕

（保存期間の起算）
第２６条　文書の保存期間の起算は、完結年月日の属する年度の翌年度の４月１日とす
る。ただし、暦年ごとに整理し、保管する文書の保存期間の起算は、完結年月日の
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　属する年の翌年の₁月₁日とする。
₂　前項の規定にかかわらず、契約に関する文書の保存期間の起算は、当該契約に関

する債権債務が消滅した日の属する年度の翌年度の₄月₁日とする。
（保存期間の延長）
第27条　現に監査、検査等の対象になっている文書については、保存期間の満了する

日後においても、当該監査、検査等が終了するまでの間保存期間を延長するものと
する。

₂　前項に規定するもののほか、保存期間が満了した文書について、職務の遂行上必
要があると認めるときは、課場所室長は、一定の期間を定めて当該保存期間を延長
することができる。

一部改正〔平成18年訓令第₂号〕

（文書の移管）
第27条の₂　組織改正等により文書を所管する課場センター所室に異動があった場合

は、異動前の所管課場所室長は、文書移管簿により、異動後の所管課場所室長に移
管しなければならない。

₂　前項の規定による文書の移管を受けた課場所室長は、当該移管が適当であると認
めるときは、移管文書を保存文書台帳に記載の上、保管しなければならない。

本条追加〔平成28年訓令第₃号〕

（文書の引継ぎ）
第28条　本庁の課室長（分課規程第₂条に規程する課長及び室長をいう。以下同じ。）

は、成冊した文書で永年及び10年の保存を要するもの（以下「重要文書」という。）
を取りまとめ、毎年₇月末日までに、文書引継簿により、総務課長に引き継がなけ
ればならない。

一部改正〔平成18年訓令第₂号、平成20年訓令第₂号、平成28年訓令第₃号、平成30年訓令第₃号〕

₂　成冊後₃年を経過していない文書、機密に属する文書及び常用文書その他特別の
理由がある文書は、前項の規定によらないことができる。

一部改正〔平成25年訓令第₁号、平成28年訓令第₃号〕

₃　前項の規定により本庁の課室において保管中の文書で、当該保管の必要がなくな
り、かつ、保存期間が満了しないものは、速やかに総務課長に引き継ぐものとす
る。

一部改正〔平成18年訓令第₂号、平成20年訓令第₂号、平成28年訓令第₃号〕

（引継文書の審査）
第29条　総務課長は、文書の引継ぎを受けたときは、分類、保存期間等の適否につい

て審査しなければならない。
一部改正〔平成20年訓令第₂号〕
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₂　総務課長は、審査の結果不適当なものがあると認めるときは、本庁の課室長に対
してその修正を求めることができる。

一部改正〔平成18年訓令第₂号、平成20年訓令第₂号、平成28年訓令第₃号〕

（文書の収蔵）
第30条　総務課長は、審査の結果適当と認める文書については、収蔵文書台帳に記載

の上、総務課長が管理する書庫に収蔵しなければならない。
一部改正〔平成20年訓令第₂号、平成28年訓令第₃号〕

₂　総務課長は、前項の規定により収蔵した文書の収蔵番号を本庁の課室長に通知
し、本庁の課室長は、当該収蔵番号を保存文書台帳に記載するものとする。

本項追加〔平成28年訓令第₃号〕

₃　収蔵文書は、整然と配架し、いつでも閲覧できるようにしておかなければならな
い。

旧₂項繰下・一部改正〔平成28年訓令第₃号〕 

（場センター所における文書の収蔵）
第30条の₂　場所長（分課規程第₂条に規定する場長及び所長をいう。以下同じ。）

は、それぞれが所管する重要文書を取りまとめ、分類、保存期間等の適否について
審査し、収蔵文書台帳に記載の上、場所長がそれぞれ管理する書庫に収蔵しなけれ
ばならない。

₂　第28条第₂項及び第₃項並びに前条第₃項の規定は、前項の規定による文書の収
蔵について準用する。この場合において、「前項の規定によらないこと」とあるの
は「第30条の₂第₁項の規定によらないこと」と、「前項の規定により本庁の課室
（分課規程第₁条に規定する課及び室をいう。以下同じ。）」とあるのは「第30条の
₂第₂項の規定により準用する第28条第₂項の規定により、場センター所の事務
室」と、「総務課長へ引き継ぐ」とあるのは「書庫に収蔵する」と、読み替えるも
のとする。

本条追加〔平成28年訓令第₃号〕

（書庫の管理）
第31条　総務課長及び場所長は、それぞれが管理する書庫について、火災、盗難等の

予防措置を講ずるとともに、常に整理しておかなければならない。
一部改正〔平成20年訓令第₂号、平成28年訓令第₃号〕

（文書の管理）
第32条　第30条第₁項の規定による収蔵文書（以下「本庁収蔵文書」という。）は総

務課長が、第30条の₂第₁項の規定による収蔵文書（以下「場センター所収蔵文
書」という。）は各場所長が、それ以外の文書については課場所室長がそれぞれ管
理するものとする。
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一部改正〔平成18年訓令第₂号、平成20年訓令第₂号、平成28年訓令第₃号〕

（収蔵文書の借覧）
第33条　本庁収蔵文書を借覧しようとする者は、その借覧期間が₈日以上にわたる場

合は、収蔵文書貸出簿により、総務課長の承認を得なければならない。
一部改正〔平成20年訓令第₂号、平成28年訓令第₃号〕

₂　本庁収蔵文書の借覧期間は、₁月以内とし、それ以上にわたる場合は、改めて収
蔵文書貸出簿により前項の承認を得なければならない。

一部改正〔平成28年訓令第₃号〕

₃　前項の期間中においても、総務課長は、必要があるときは返納を求めることがで
きる。

一部改正〔平成20年訓令第₂号〕

₄　借覧文書は、他に転貸してはならない。
（借覧文書の損失）
第34条　借覧文書を紛失又は汚損したときは、所属課場所室長の認印のある始末書を

総務課長に提出しなければならない。
一部改正〔平成18年訓令第₂号、平成20年訓令第₂号〕

₂　前項の場合においては、総務課長は、事実を調査し収蔵文書台帳の整理を行わな
ければならない。

一部改正〔平成20年訓令第₂号、平成28年訓令第₃号〕

（場センター所における収蔵文書の借覧等）
第34条の₂　前₂条の規定は、場センター所収蔵文書の借覧について準用する。この

場合において、「本庁収蔵文書」とあるのは「場センター所収蔵文書」と、「総務課
長」とあるのは「場所長」と読み替えるものとする。

本条追加〔平成28年訓令第₃号〕

（文書の廃棄）
第35条　総務課長及び場所長は、その管理する収蔵文書で保存期間が満了したもの

（第27条に規定するものを除く。次項において同じ。）を、収蔵文書廃棄簿によ
り、毎年₇月末日までに、廃棄しなければならない。この場合において、総務課長
は、当該文書を所管する本庁の課室長へ合議しなければならない。

一部改正〔平成18年訓令第₂号、平成20年訓令第₂号、平成28年訓令第₃号〕

₂　課場所室長は、その管理する文書で保存期間が満了したものを、保存文書廃棄簿
により、毎年₇月末までに、廃棄しなければならない。

一部改正〔平成18年訓令第₂号、平成28年訓令第₃号〕

₃　機密に属する文書又は他に悪用のおそれがあると認められる文書を廃棄するとき
は、焼却、裁断その他これらに類する方法によらなければならない。

－43ノ5－
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旧₃項一部改正〔平成18年訓令第₂号、平成20年訓令第₂号〕　削除〔平成25年訓令第₁号〕、旧₄項削除
〔平成25年訓令第₁号〕　旧₅項繰上〔平成25年訓令第₁号〕

（文書管理等委員会）
第35条の₂　企業団に阪神水道企業団文書管理等委員会（以下「委員会」という。）

を置く。
₂　委員会は、課場所室長が管理する文書及び収蔵文書の保管又は保存状況を検査

し、課場所室長に対する是正措置等の要請を行うほか、文書管理の改善その他文書
事務の効率化に関して意見を述べることができる。

₃　委員会は、企業長が任命する委員長及び委員若干人をもって組織する。
₄　委員会の委員長及び委員の任期は任命された年度の₃月31日までとする。ただ

し、再任を妨げない。
₅　委員長は、総務部長又は総務部次長をもって充てる。
₆　委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
₇　委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代

理する。
₈　委員会の庶務は、総務部総務課において行う。
₉　前各項に規定するもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定め

る。
本条追加〔平成28年訓令第₃号〕　一部改正〔平成29年訓令第₄号、平成30年訓令第₄号〕

第₅章　補　則
（帳簿等の様式）
第36条　次に掲げる帳簿等は、それぞれ当該各号に定める様式とする。

⑴　特殊文書整理簿　様式第₁号（第₇条、第₈条、第₉条、第25条関係）
⑵　郵便切手差引簿　様式第₂号（第₇条、第20条関係）
⑶　文書整理簿　様式第₃号（第₉条、第17条、第25条関係）
⑷　文書受付印　様式第₄号（第₉条関係）
⑸　起案用紙（課場センター所室共通）　様式第₅号（第14条関係）
⑹　文書発送簿　様式第₆号（第20条、第25条関係）
⑺　文書保存基準表（課場センター所室共通）　様式第₇号（第25条関係）
⑻　保存文書台帳（課場センター所室共通）　様式第₈号（第25条、第30条関係）
⑼　文書移管簿　様式第₈号を準用する。この場合において、同様式中「保存文書

台帳」とあるのは「文書移管簿」と読み替えるものとする。（第27条の₂関係）
⑽　文書引継簿　様式第₈号を準用する。この場合において、同様式中「保存文書

台帳」とあるのは「文書引継簿」と読み替えるものとする。（第28条関係）
⑾　収蔵文書台帳　様式第₉号（第30条、第30条の₂関係）

－43ノ6－
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⑿　収蔵文書貸出簿　様式第10号（第33条、第34条の₂関係）
⒀　保存文書廃棄簿　様式第₈号を準用する。この場合において、同様式中「保存
文書台帳」とあるのは「保存文書廃棄簿」と読み替えるものとする。（第35条関
係）
⒁　収蔵文書廃棄簿　様式第₉号を準用する。この場合において、同様式中「収蔵
文書台帳」とあるのは「収蔵文書廃棄簿」と読み替えるものとする。（第35条関
係）
一部改正〔平成18年訓令第₂号、平成19年訓令第₄号、平成25年訓令第₁号、平成26年訓令第₁号、平成
28年訓令第₃号〕

（実施細目）
第37条　この規程に定めるもののほか、電磁的記録の管理その他この規程の施行に関
し必要な事項は、別に定める。

附　則
（施行期日）
₁　この規程は、平成16年₄月₁日から施行する。
（規程の廃止）
₂　次に掲げる規程は、廃止する。
⑴　阪神水道企業団文書保存規程（昭和35年訓令第₂号）
⑵　阪神水道企業団文書取扱規程（昭和35年訓令第₃号）
（経過規定）
₃　この規程の施行前にした、阪神水道企業団文書保存規程及び阪神水道企業団文書
取扱規程のそれぞれの規定による手続その他の行為は、この規程の規定によるもの
とみなす。

附　則　（平成16年12月21日訓令第₃号）
　この規程は、平成17年₁月₁日から施行する。

附　則　（平成18年₄月₁日訓令第₂号）
　この規程は、平成18年₄月₁日から施行する。

附　則　（平成19年₄月₁日訓令第₄号）
　この規程は、公布の日から施行する。

附　則　（平成19年12月26日訓令第₇号）
　この規程は、公布の日から施行する。

附　則　（平成20年₄月₁日訓令第₂号）抄
（施行期日）
₁　この規程は、平成20年₄月₁日から施行する。

附　則　（平成21年10月₈日訓令第₃号）
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　この規程は、平成21年10月₈日から施行する。
附　則　（平成25年₃月22日訓令第₁号）

（施行期日）
₁　この規程は、平成25年₄月₁日から施行する。
（経過規定）
₂　この規程の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後
の規定によるものとみなす。

附　則　（平成26年₃月19日訓令第₁号）
（施行期日）
₁　この規程は、平成26年₄月₁日から施行する。
（経過規定）
₂　この規程の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後
の規定によるものとみなす。

附　則　（平成28年₃月31日訓令第₃号）
（施行期日）
₁　この規程は、平成28年₄月₁日から施行する。
（経過規定）
₂　この規程の施行前にした、それぞれの規定による手続、その他の行為は、改正後
の規定によるものとみなす。

附　則　（平成29年₇月20日訓令第₄号）
　この訓令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成30年₃月30日訓令第₃号）
　この訓令は、平成30年₄月₁日から施行する。

附　則　（平成30年₃月30日訓令第₄号）
　この訓令は、平成30年₄月₁日から施行する。

附　則　（令和元年₆月25日訓令第₃号）
　この規程は、令和元年₇月₁日から施行する。



様式第１号（第７条、第８条、第９条、第２５条関係）（用紙Ａ４判）
一部改正〔平成１８年訓令第２号、平成２５年訓令第１号〕

様式第２号（第７条、第２０条関係）（用紙Ａ４判）
一部改正〔平成２６年訓令第１号〕

様式第３号（第９条、第１７条、第２５条関係）（用紙Ａ４判）
一部改正〔平成１８年訓令第２号、平成２５年訓令第１号〕
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文　書　整　理　簿
同一事件における
前年度の収発番号収発年月日収発番号収発の別担当者印所管課名係係長課長

第　号第　号収受
発送

差出人件
名 宛　名

件名
収発の別所管課名

係係長課長枝
番号

処
理

収発年月日担当者印
収受　発送

収受　発送

特　殊　文　書　整　理　簿

備考
受領
印

交付課名宛名
差出
人

取扱
受付
番号

受　付
年月日

係係長課長

釈 若錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

（円）郵　便　切　手　差　引　簿

残高
払受

使途年月日係係長課長
印金額印金額

錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫



様式第４号（第９条関係）

様式第５号（第１４条関係）（用紙Ａ４判）
 起　案　用　紙
決裁区分（赤字でかこむ）

○甲○乙 ○丙 ○丁

保存期間年　月　日　施　行　　年　月　日起　案
年発　送浄　書　　年　月　日決　裁

施行取扱上の注意
副企業長企業長

係係長主管課長主管部長
係長
係長

（係長）（課長）合議　　　　（部長）
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様式第６号（第２０条、第２５条関係）（用紙Ａ４判）
一部改正〔平成２５年訓令第１号〕

様式第７号（第２５条関係）（用紙Ａ４判）
一部改正〔平成１８年訓令第２号、平成２５年訓令第１号〕

様式第８号（第２５条、第３０条関係）（用紙Ａ４判）
一部改正〔平成１８年訓令第２号、平成２５年訓令第１号〕

文　書　発　送　簿

備考料金数量取扱種類宛名発送先件名収発
番号年月日係係長課長

錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

保　存　文　書　台　帳
（　　課　　係）　

備考
収蔵

廃棄
年月日

保存期間
満了年月日

保存
場所

収納
形態

保存
期間

冊数名称
年度

簿冊
番号

分類番号

収蔵年月日収蔵番号終始節目項款

錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

文　書　保　存　基　準　表
（　　課　　係）　

備　考保存期間文　書　名
分類番号

節目項款

錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫
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様式第８号の２
追加〔平成２５年訓令第１号〕　削除〔平成２８年訓令第３号〕

様式第９号（第３０条、第３０条の２関係）（用紙Ａ４判）
全部改正〔平成２８年訓令第３号〕

様式第１０号（第３３条、第３４条の２関係）（用紙Ａ４判）
全部改正〔平成２８年訓令第３号〕
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  収蔵文書台帳
（収蔵書庫：　　　　　　　　）

備考廃棄
年月日

保存期間
満了年月日

収納
形態

保存
期間冊数名称年度簿冊

番号
分類番号所管課収蔵

年月日
収蔵
番号 終始節目項款
　

　

　 
錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫

収蔵文書貸出簿

備考返却日印氏名所属借覧期間冊数
番号名称収蔵

番号係係長課長 終始
　

　

　
錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫錫


