
　
　

〇阪神水道企業団職員就業規則
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第１章　総則
（趣旨）
第１条　この規則は、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第８９条第１項の規定に基づ
き、阪神水道企業団職員の労働条件について必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この規則において職員とは、事務職員、技術職員、常時勤務に服する嘱託及
び臨時職員をいう。
（規則遵守の義務）
第３条　職員は、この規則を遵守し、定められた義務を誠実に履行しなければならな
い。
（服務の基本）
第４条　職員は、職務の公共性と企業の経済性を認識し、公共の利益のために民主
的、かつ、能率的な職務の遂行に専念しなければならない。
（職務に専念する義務の免除）
第５条　職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例（昭和２８年条例第６９号）に
該当する場合は、職務に専念する義務を免除されることがある。
（就業場所及び従事すべき業務）
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制　定　平成１１年４月９日　規則第２号
改　正　平成１４年１月２１日　規則第１号

平成１４年３月１９日　規則第２号
平成１６年５月１３日　規則第５号
平成１８年５月２２日　規則第９号
平成１９年５月１０日　規則第３号

平成２０年４月１日　規則第４号
平成２１年１２月１７日　規則第３号
平成２３年１月２１日　規則第１号
平成２３年１２月２１日　規則第４号
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第６条　職員の就業場所及び従事すべき業務は、阪神水道企業団分課規程（平成１８年
管理規程第１号）のとおりとする。

一部改正〔平成１８年規則第９号〕

２　職員は、業務上の都合により、就業場所又は従事すべき業務を変更されることが
ある。この場合において職員は、正当な理由がなければこれを拒むことができな
い。

第２章　勤務時間、休憩、休日及び休暇等
（勤務時間等）
第７条　職員の１週間の勤務時間は、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例
（昭和２７年条例第５２号。以下「給与条例」という。）第１１条に定めるところによる。
２　職員の就業時間、勤務を要しない日、休憩、育児時間、休日及び休暇は、阪神水
道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程（昭和２５年訓令第９９号）又は交替勤務に
服する職員の勤務時間等に関する規程（昭和４８年管理規程第１０号）の定めるところ
による。

一部改正〔平成２１年規則第３号〕

３　職員の育児休業及び部分休業については、阪神水道企業団職員の育児休業等に関
する規程（平成４年訓令第２号）の定めるところによる。
（時間外勤務）
第８条　職員は、業務上の必要があるときは、労働組合との協定により、正規の勤務
時間以外の時間又は勤務を要しない日に勤務することを命ぜられることがある。
（宿日直勤務）
第９条　職員は、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
ころにより、宿日直勤務を命ぜられることがある。
（育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限及び時間外勤務の制限）
第１０条　小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職員の配偶者で当該子の親
であるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）
において常態として当該子を養育することができる場合における当該職員を除
く。）が、当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる
場合を除き、深夜における勤務（以下「深夜勤務」という。）をさせることはない。

一部改正〔平成１４年規則第２号、平成２３年規則第１号〕

２　３歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該
請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合
を除き、時間外勤務（災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を
除く。以下同じ。）をさせることはない。

本項追加〔平成２３年規則第１号〕
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３　小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職員の配偶者で当該子の親であ
るものが、常態として当該子を養育することができる場合における当該職員を除
く。以下同じ。）が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした
職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、別
に定める時間を超えて時間外勤務をさせることはない。

本項追加〔平成２３年規則第１号〕

４　第１項及び前項の規定は、阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程（昭
和２５年訓令第９９号）第１５条の３に規定する日常生活を営むのに支障がある親族（以
下「要介護者」という。）を介護する職員について準用する。この場合において、
第１項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員（職員の配偶者で当該子
の親であるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同
じ。）において常態として当該子を養育することができる場合における当該職員を
除く。）が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を
介護」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養
育」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と読み替えるもの
とする。

本項追加〔平成２３年規則第１号〕

（妊産婦である女性職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限）
第１１条　妊娠中又は産後１年を経過しない女性職員が請求した場合には、深夜勤務又
は時間外勤務をさせることはない。

１項一部改正〔平成１４年規則第２号〕　２項全部改正〔平成１４年規則第２号〕　本条全部改正〔平成２３年規
則第１号〕

第３章　服務
（服務の宣誓等）
第１２条　職員に採用された者は、職員の服務の宣誓に関する条例（昭和２８年条例第６８
号）に基づき、服務の宣誓をしなければならない。
２　前項の職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、第２８条
の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用される職員を除
く。）は、採用後速やかに履歴書、身元保証書、誓約書、卒業証明書、免許証等必
要な書類を企業長に提出しなければならない。

一部改正〔平成１４年規則第１号〕

（住所等の届出）
第１３条　前条の職員は、採用後速やかに住所届その他必要な書類を所属長を経て企業
長に届け出なければならない。
２　職員は、前項の規定により提出した書類の記載事項に異動があったときは、速や
かにその旨を所属長を経て企業長に届け出なければならない。
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（出勤等）
第１４条　職員の出勤、欠勤、遅参、早退その他の手続については、阪神水道企業団出
勤簿等取扱規程（昭和３４年訓令第１５４号）の定めるところによる。

一部改正〔平成１９年規則第３号〕

（ハラスメントの防止）
第１５条　職員は、ハラスメントをしないよう、自らの発言や行動に十分注意しなけれ
ばならない。
２　職員を監督する地位にある者は、ハラスメントの防止及び排除に努めるととも
に、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなけれ
ばならない。
３　ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、別に定める。

本条全部改正〔平成２３年規則第４号〕

（苦情相談への対応）
第１６条　ハラスメントに関する苦情の申出及び相談（以下「苦情相談」という。）が
職員からなされた場合に対応するため、総務部総務課に苦情相談を受ける職員（以
下「相談員」という。）を置く。

一部改正〔平成２０年規則第４号、平成２３年規則第４号〕

２　相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者
に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとす
る。
（出張）
第１７条　職員は、業務上の必要により、出張を命ぜられることがある。
２　前項の職員は、所属長の指揮を受け、不在の間における自己の担任業務を他の職
員に委託しなければならない。
３　職員は、事故その他の理由により出張の日程等を変更する必要が生じたときは、
直ちに所属長の指示を受けなければならない。
（復命）
第１８条　出張した職員は、帰庁後速やかに復命書を提出しなければならない。ただ
し、軽易な事項については、口頭で復命することができる。
（非常災害時等の服務）
第１９条　職員は、天災その他の非常災害又は水道施設の事故が生じたときは、正規の
勤務時間外であっても、別に定めるところにより服務しなければならない。
（願いによる退職）
第２０条　職員は、第２８条から第３０条までの規定により職員としての身分を失う場合を
除き、退職しようとするときは、退職願を提出しなければならない。
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２　職員は、退職願を提出した後においても企業長の承認のない限り、退職の発令が
あるまでの間は引き続き勤務しなければならない。
（事務の引継ぎ）
第２１条　職員は、退職、休職、転任等の場合は、速やかに担任事務を後任者に引き継
がなければならない。

第４章　給与及び旅費
（給料及び手当）
第２２条　職員の給与の決定、計算、支給方法及び支給時期並びに昇給に関する事項に
ついては、阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年
条例第６号）及び給与条例の定めるところによる。
（退職手当）
第２３条　職員が退職し、又は死亡した場合は、阪神水道企業団企業職員の給与の種類
及び基準に関する条例及び阪神水道企業団職員退職手当金条例（昭和２４年条例第３９
号）の定めるところにより退職手当を支給する。
（旅費）
第２４条　職員が出張を命ぜられたときは、阪神水道企業団旅費条例（昭和２３年条例第
３３号）の定めるところにより旅費を支給する。

第５章　安全及び衛生
（安全衛生）
第２５条　職員の安全及び衛生については、阪神水道企業団職員安全衛生管理規則（平
成３年規則第１号）の定めるところによる。
２　職員は、阪神水道企業団自家用電気工作物保安規程（昭和４０年管理規程第３号）
の定めるところにより、それぞれ安全の確保に努めなければならない。

一部改正〔平成１８年規則第９号〕

（防火）
第２６条　職員は、火災発生の防止に努めるとともに、本企業団の庁舎（本庁及び各所
をいう。）又は庁舎付近における火災を発見したときは、臨機の措置をとらなけれ
ばならない。

第６章　表彰
（表彰）
第２７条　職員の表彰については、阪神水道企業団職員表彰規則（昭和３４年規則第１
号）の定めるところによる。

第７章　分限、懲戒及び解雇
（降任、免職、休職等）
第２８条　職員は、地方公務員法第２８条第１項、第２項又は第４項の規定に該当する場
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合は、その意に反して降任、免職若しくは休職され、又は失職することがある。
一部改正〔平成１４年規則第１号〕

２　前項の降任、免職、休職の処分の手続及び効果は、職員の分限の手続及び効果に
関する条例（昭和２８年条例第６６号）の定めるところによる。
（定年等による退職）
第２９条　職員は、阪神水道企業団職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第５号）
の定めるところ又は任期の満了により退職する。

一部改正〔平成１４年規則第１号〕

（懲戒及び解雇）
第３０条　職員は、地方公務員法第２９条第１項及び地方公営企業等の労働関係に関する
法律（昭和２７年法律第２８９号）第１１条の規定に該当する場合は、戒告、減給、停職
若しくは免職又は解雇されることがある。

一部改正〔平成１６年規則第５号〕

２　次の各号に該当するときは減給とする。ただし、情状によっては戒告に止めるこ
とがある。
敢　正当な理由なく、無断欠勤を繰り返すとき。
柑　勤務に関する手続、その他届出を偽ったとき。
桓　勤務怠慢、素行不良又は規則違反により、本企業団の風紀秩序を乱したとき。
棺　許可を受けずに本企業団の物品を持ち出し、又は持ち出そうとしたとき。
款　重大な過失により、本企業団に損害を与えたとき。
歓　業務上の怠慢により、災害その他の事故を発生させたとき。
汗　その他前各号に準ずる行為をしたとき。
３　次の各号に該当するときは、懲戒処分として免職する。ただし、情状によっては
停職又は減給に止めることがある。
敢　正当な理由のない無断欠勤を１０回以上繰り返すとき。
柑　正当な理由のない遅刻、早退又は欠勤を頻繁に繰り返すとき。
桓　重要な経歴を偽る等、不正な方法を用いて採用されたとき。
棺　本企業団に重大な損害を与え、又は業務上の重大な秘密を他に洩らしたとき。
款　職務上の指示、命令に従わず、著しく本企業団の風紀秩序を乱したとき。
歓　数回懲戒処分を受け、なお改悛の見込みがないとき。
汗　その他前各号に準ずる行為をしたとき。
４　第１項の戒告、減給、停職又は免職の処分は、職員の懲戒の手続及び効果に関す
る条例（昭和２８年条例第６７号）の定めるところによる。

第８章　雑則
（補則）
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第３１条　この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附　則

（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２　この規則の施行前に、改正前の阪神水道企業団就業規則の規定に基づいてすでに
なされた決定、処分その他の行為及びその手続は、この規則の相当規定に基づいて
なされたものとみなす。

附　則　（平成１４年１月２１日規則第１号）
　この規則は、公布の日から施行し、平成１３年４月１日から適用する。

附　則　（平成１４年３月１９日規則第２号）
　この規則は、平成１４年４月１日から施行する。

附　則　（平成１６年５月１３日規則第５号）
　この規則は、公布の日から施行する。

附　則　（平成１８年５月２２日規則第９号）
　この規則は、公布の日から施行する。

附　則　（平成１９年５月１０日規則第３号）
　この規則は、公布の日から施行し、平成１９年５月１日から適用する。

附　則　（平成２０年４月１日規則第４号）抄
（施行期日）
１　この規則は、平成２０年４月１日から施行する。

附　則　（平成２１年１２月１７日規則第３号）
　この規則は、平成２２年１月１日から施行する。

附　則　（平成２３年１月２１日規則第１号）
　この規則は、公布の日から施行し、平成２３年１月１日から適用する。

附　則　（平成２３年１２月２１日規則第４号）
　この規則は、平成２３年１２月２１日から施行する。


