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〇阪神水道企業団特殊勤務手当支給規程

（目的）
第１条　この規程は、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）第１０条及び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）第７条の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定め
ることを目的とする。

一部改正〔昭和３７年訓令第４号、昭和４２年訓令第３号、昭和５３年訓令第２号、平成１５年訓令第２号〕

（定義）
第２条　この規程で「職員」とは、事務職員及び技術職員とする。

一部改正〔昭和６３年訓令第３号〕

（特殊勤務手当の種類）
第３条　特殊勤務手当の種類は、交替勤務手当、危険作業手当及び非常作業手当とす
る。

制　定 昭和３４年１月２２日　訓令第１５３号
改　正 昭和３５年３月４日　訓令第　４号
 昭和３５年１１月７日　訓令第　７号
 昭和３６年３月２２日　訓令第　３号
 昭和３６年１２月９日　訓令第　１０号
 昭和３７年４月１０日　訓令第　１号
 昭和３７年９月２８日　訓令第　４号
 昭和３８年３月３０日　訓令第　１号
 昭和４２年４月１日　訓令第　３号
 昭和４２年５月８日　訓令第　５号
 昭和４３年６月２９日　訓令第　４号
 昭和４７年３月２７日　訓令第　１号
 昭和４８年３月３１日　訓令第　２号
 昭和４８年１２月３日　訓令第　７号
 昭和４９年１２月１０日　訓令第　２号
 昭和５０年３月３１日　訓令第　１号
 昭和５１年３月２７日　訓令第　１号
 昭和５２年３月２５日　訓令第　１号
 昭和５２年９月１０日　訓令第　２号
 昭和５３年３月１３日　訓令第　２号
 昭和５３年１２月２６日　訓令第　６号
 昭和５４年３月２９日　訓令第　１号
 昭和５５年３月１１日　訓令第　２号
 昭和５６年３月３１日　訓令第　２号
 昭和５７年４月２７日　訓令第　３号
 昭和５８年１月１４日　訓令第　１号
 昭和５８年６月２０日　訓令第　３号
 昭和５９年３月２４日　訓令第　１号

昭和６０年３月１８日　訓令第　１号
昭和６１年３月２０日　訓令第　１号
昭和６１年３月２６日　訓令第　２号
昭和６２年３月２７日　訓令第　１号
昭和６３年６月２０日　訓令第　３号
平成元年３月１３日　訓令第　２号
平成２年３月２２日　訓令第　１号
平成４年３月３１日　訓令第　４号
平成６年３月１１日　訓令第　２号
平成７年１２月２０日　訓令第　１号
平成９年３月２８日　訓令第　３号
平成１０年３月２７日　訓令第　１号
平成１１年３月２４日　訓令第　１号
平成１２年１２月１９日　訓令第　１号
平成１３年４月２４日　訓令第　２号
平成１３年６月２９日　訓令第　４号
平成１５年１２月１０日　訓令第　２号
平成１８年４月１日　訓令第　１号
平成１９年４月２４日　訓令第　５号
平成２０年４月１日　訓令第　１号
平成２１年１２月１７日　訓令第　５号
平成２２年１２月２１日　訓令第　２号
平成２７年６月２６日　訓令第　５号
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一部改正〔昭和３５年訓令第４号、昭和３６年訓令第３号、昭和３７年訓令第４号、昭和３８年訓令第１号、昭和
４２年訓令第３号、平成９年訓令第３号、平成１０年訓令第１号、平成１３年訓令第２号、平成１５年訓令第２
号、平成２０年訓令第１号〕

第４条　削除
本条削除〔平成２０年訓令第１号〕

第５条　削除
本条削除〔平成１０年訓令第１号〕

（交替勤務手当）
第５条の２　交替勤務手当は、交替制勤務（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）に定める勤務をいう。）に服する職員のうち、
次の各号に掲げる勤務をした者に対して支給する。
⑴　正規の勤務時間としての午後４時１５分から翌日午前９時までの勤務（第２号に
掲げる勤務を除く。）

⑵　１２月２９日から翌年の１月３日までの日における正規の勤務時間としての勤務
全部改正〔昭和４８年訓令第７号〕　一部改正〔平成１０年訓令第１号、平成２１年訓令第５号、平成２７年訓令
第５号〕

２　前項の手当の額は、次の各号に掲げる額とする。
⑴　前項第１号の勤務　勤務１回につき１，７００円
⑵　前項第２号の勤務　勤務１日につき５，０００円（午後４時１５分から翌日午前９時
までの勤務にあつては勤務１回につき１，７００円を加えた額）
本条追加〔昭和３８年訓令第１号〕　一部改正〔昭和４７年訓令第１号、昭和４８年訓令第２号・第７号、昭和
４９年訓令第２号、昭和５１年訓令第１号、昭和５２年訓令第１号、昭和５５年訓令第２号、昭和６０年訓令第１
号、平成６年訓令第２号〕　全部改正〔平成１０年訓令第１号〕　一部改正〔平成１１年訓令第１号、平成１２年
訓令第１号、平成２１年訓令第５号、平成２７年訓令第５号〕

（危険作業手当）
第６条　危険作業手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
⑴　トンネルの坑内において、トンネル工事の監督又はトンネル掘り作業に常時直
接従事する職員

⑵　塩素滅菌室内において、塩素滅菌するための薬品、器具等を取替え、点検し、
又は調整する作業に常時直接従事する職員

⑶　次のア、イに掲げる水中作業に直接従事する職員
ア　淀川取水口又はその周辺で行う水中作業のうち、淀川の水位が当該取水口の
最高部を４０センチメートル超えている場合に行うもの

イ　淀川右岸高水敷にあるマンホール又はその周辺で行う水中作業のうち、淀川
の水位が当該マンホールの最高部を８０センチメートル超えている場合その他目
的を達成することが著しく困難な状況のもとで行うもの

⑷　圧搾空気内で行う作業に直接従事する職員
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一部改正〔昭和５３年訓令第２号、昭和５８年訓令第１号〕

２　前項の手当の額は、次の各号に掲げる額とする。
⑴　前項第１号の職員　　　　　　　　　　　　　　　　　月額９００円
⑵　前項第２号の職員　　　　　　　　　　　　　　　　　月額３００円
⑶　前項第３号アの作業に従事した者　　　　　　　　　　１回６００円
⑷　前項第３号イの作業に従事した者　　　　　　　　　　１回４００円
⑸　前項第４号の作業に従事した者　　　　　　　　　　１時間１６０円

一部改正〔昭和５８年訓令第１号〕

３　第４条第２号及び第３号の規定は、第１項第１号及び第２号の職員にこれを適用
する。

本条追加〔昭和３６年訓令第３号〕　全部改正〔昭和３６年訓令第１０号〕　一部改正〔昭和４２年訓令第５号、昭
和４３年訓令第４号〕

（非常作業手当）
第７条　非常作業手当は、職員（職務の級が６級以上である職員を除く。）が正規の
勤務時間外（休日における正規の勤務時間を含む。）において、非常災害その他別
に定める事故のため緊急の呼集を受け、住居その他勤務場所以外の場所から出勤
し、１時間以上にわたつて復旧作業等その対策に従事した場合に支給する。

一部改正〔平成２２年訓令第２号〕

２　前項の手当の額は、勤務１回につき１，０００円（その勤務の全部又は一部が午後１０
時から翌日の午前５時までの間である場合は２，０００円）とする。

本条繰下〔昭和３６年訓令第３号、昭和３７年訓令第４号〕　一部改正〔昭和４２年訓令第３号、昭和４３年訓令
第４号、平成６年訓令第２号〕　全部改正〔平成９年訓令第３号〕

（申請書及び廃止届）
第８条　所属長は、危険作業手当及び非常作業手当の支給を受ける要件を具備する職
員があるときは、様式第１の特殊勤務手当支給認定申請書を、支給を受ける要件を
欠くに至つた職員があるときは、様式第２の特殊勤務手当支給廃止届をそれぞれ企
業長に提出し、その認定を受けなければならない。

一部改正〔昭和３５年訓令第４号、昭和３６年訓令第３号、昭和３７年訓令第４号、昭和４２年訓令第３号、平成
６年訓令第２号、平成９年訓令第３号、平成１０年訓令第１号、平成１８年訓令第１号〕

（支給方法）
第９条　特殊勤務手当は、月の１日から末日までの分を翌月に、給料の支給方法に準
じて支給する。

一部改正〔昭和３５年訓令第４号、昭和３６年訓令第３号、昭和３７年訓令第４号、昭和３８年訓令第１号、昭和
４２年訓令第３号、昭和５８年規則第３号、昭和６１年訓令第２号、平成６年訓令第２号〕　全部改正〔平成９
年訓令第３号、平成１５年訓令第２号〕

附　則
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（施行期日）
１　この規程は、公布の日より施行する。
（廃止規程）

２　特殊勤務手当支給規程（昭和２５年３月３日訓令第９４号）は、本規程効力発生の日
より廃止する。

附　則　（昭和３５年３月４日訓令第４号）

１　この規程は、公布の日より施行し、昭和３４年１２月１０日から適用する。
２　この規程の適用日の前日までに、改正前の規程によつて支給事由の生じた監査書
記手当については、なお、従前の例による。

附　則　（昭和３５年１１月７日訓令第７号）

　この規程は、公布の日から施行し、昭和３５年１０月１日から適用する。
附　則　（昭和３６年３月２２日訓令第３号）

　この規程は、公布の日から施行し、昭和３６年１月１日から適用する。
附　則　（昭和３６年１２月９日訓令第１０号）

１　この規程は、昭和３６年１２月９日から施行する。
２　改正後の阪神上水道市町村組合特殊勤務手当支給規程第６条第１項第３号並びに
第２項第３号及び第４号の規定は、昭和３６年６月１日から適用する。

附　則　（昭和３７年４月１０日訓令第１号）

　この規程は、昭和３７年４月１０日から施行し、昭和３７年４月１日から適用する。
附　則　（昭和３７年９月２８日訓令第４号）抄

（施行期日）
１　この規程は、昭和３７年１０月１日から施行する。

附　則　（昭和３８年３月３０日訓令第１号）

　この規程は、昭和３８年４月１日から施行する。
附　則　（昭和４２年４月１日訓令第３号）

（施行期日）
１　この規程は、昭和４２年４月１日から適用する。
（経過規定）

２　この規程の施行前にした、それぞれの規程による手続、その他の行為は、改正後
の規定によるものとみなす。

附　則　（昭和４２年５月８日訓令第５号）

　この規程は、昭和４２年５月８日から施行し、昭和４２年４月１日から適用する。
附　則　（昭和４３年６月２９日訓令第４号）

　この規程は、昭和４３年６月２９日から施行する。
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附　則（昭和４７年３月２７日訓令第１号）

　この規程は、昭和４７年４月１日から施行する。
附　則（昭和４８年３月３１日訓令第２号）

　この規程は、昭和４８年４月１日から施行する。
附　則（昭和４８年１２月３日訓令第７号）

　この規程は、昭和４８年１２月３日から施行し、昭和４８年９月１日から適用する。ただ
し、第５条の２第２項の改正規定は、昭和４９年１月１日から施行する。

附　則（昭和４９年１２月１０日訓令第２号）

（施行期日）
１　この規程は、昭和４９年１２月１０日から施行し、昭和４９年１０月１日から適用する。
（交替勤務手当の内払）

２　改正前の阪神水道企業団特殊勤務手当支給規程に基づいて、昭和４９年１１月１日か
らこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた交替勤務手当は、改正後の阪神
水道企業団特殊勤務手当支給規程による交替勤務手当の内払とみなす。

附　則（昭和５０年３月３１日訓令第１号）

　この規程は、昭和５０年４月１日から施行する。
附　則（昭和５１年３月２７日訓令第１号）

　この規程は、昭和５１年４月１日から施行する。
附　則（昭和５２年３月２５日訓令第１号）

　この規程は、昭和５２年４月１日から施行する。
附　則（昭和５２年９月１０日訓令第２号）

　この規程は、昭和５２年１０月１日から施行する。
附　則（昭和５３年３月１３日訓令第２号）

　この規程は、昭和５３年４月１日から施行する。
附　則（昭和５３年１２月２６日訓令第６号）抄

（施行期日）
１　この規程は、昭和５４年１月１日から施行する。
（経過措置）

２　この規程施行の際現に引き続いて私傷病のため療養中の者については、施行の日
の前日までの引き続いた期間についても、改正後の規定による療養休暇の期間とみ
なす。

附　則（昭和５４年３月２９日訓令第１号）

　この規程は、昭和５４年４月１日から施行する。
附　則（昭和５５年３月１１日訓令第２号）

　この規程は、昭和５５年４月１日から施行する。
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附　則（昭和５６年３月３１日訓令第２号）

　この規程は、昭和５６年４月１日から施行する。
附　則（昭和５７年４月２７日訓令第３号）

　この規程は、昭和５７年４月２７日から施行し、昭和５７年４月１日から適用する。
附　則（昭和５８年１月１４日訓令第１号）

　この規程は、昭和５８年１月１４日から施行し、昭和５８年１月１日から適用する。
附　則（昭和５８年６月２０日訓令第３号）

　この規程は、昭和５８年８月１日から施行する。
附　則（昭和５９年３月２４日訓令第１号）

　この規程は、昭和５９年４月１日から施行する。
附　則（昭和６０年３月１８日訓令第１号）

　この規程は、昭和６０年４月１日から施行する。
附　則（昭和６１年３月２０日訓令第１号）

　この規程は、昭和６１年４月１日から施行する。
附　則（昭和６１年３月２６日訓令第２号）

　この規程は、昭和６１年３月２６日から施行する。
附　則（昭和６２年３月２７日訓令第１号）

　この規程は、昭和６２年４月１日から施行する。
附　則（昭和６３年６月２０日訓令第３号）

　この規程は、昭和６３年７月１日から施行する。
附　則（平成元年３月１３日訓令第２号）

　この規程は、平成元年４月１日から施行する。
附　則（平成２年３月２２日訓令第１号）

　この規程は、平成２年４月１日から施行する。
附　則（平成４年３月３１日訓令第４号）

　この規程は、平成４年４月１日から施行する。
附　則（平成６年３月１１日訓令第２号）

　この規程は、平成６年４月１日から施行する。
附　則（平成７年１２月２０日訓令第１号）抄

（施行期日）
１　この規程は、平成８年１月１日から施行する。

附　則（平成９年３月２８日訓令第３号）

　この規程は、平成９年４月１日から施行する。
附　則（平成１０年３月２７日訓令第１号）

（施行期日）
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１　この規程は、平成１０年４月１日から施行する。
（経過措置）

２　この規程による改正後の阪神水道企業団特殊勤務手当支給規程第５条の２（第１
項第１号並びに第２項第１号及び第２号かつこ書を除く。）の規定は、当分の間、
１２月２９日から翌年の１月３日までの日における交替制勤務に服する職員の代務その
他別に定める勤務をした者に準用する。

附　則　（平成１１年３月２４日訓令第１号）

　この規程は、平成１１年４月１日から施行する。
附　則　（平成１２年１２月１９日訓令第１号）

　この規程は、公布の日から施行する。
附　則　（平成１３年４月２４日訓令第２号）
改　正　平成１３年６月２９日　訓令第４号

（施行期日等）
１　この規程は、公布の日から施行し、平成１３年４月１日から適用する。
（この規程の失効）

２　この規程は、平成１３年８月３１日限り、その効力を失う。ただし、この規程の失効
前に、第５条の３の規定に基づき特別監理手当の支給に該当する勤務を行った職員
に対する手当の支給については、同日以後においても、なおその効力を有する。

一部改正〔平成１３年訓令第４号〕

附　則　（平成１３年６月２９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１５年１２月１０日訓令第２号）

　この規程は、公布の日から施行する。
附　則　（平成１８年４月１日訓令第１号）
改　正　平成１９年４月２４日　訓令第５号

平成２０年４月１日　訓令第１号

（施行期日）
１　この規程は、平成１８年４月１日から施行する。

全部改正〔平成１９年訓令第５号〕　２項削除〔平成２０年訓令第１号〕

附　則　（平成１９年４月２４日訓令第５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１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１２月１７日訓令第５号）
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　この規程は、平成２２年１月１日から施行する。
附　則　（平成２２年１２月２１日訓令第２号）

（施行期日）
１　この規程は、平成２３年１月１日から施行する。
（経過措置）

２　第１条の規定による改正後の阪神水道企業団特殊勤務手当支給規程第７条第１項
の規定は、この規程の施行の日以後の非常作業手当について適用し、同日前の非常
作業手当については、なお、従前の例による。

附　則　（平成２７年６月２６日訓令第５号）
（施行期日）

１　この訓令は、平成２７年７月１日から施行する。
２　この訓令の規定による改正後の阪神水道企業団特殊勤務手当支給規程第５条の２
第１項の規定は、この規程の施行の日以後の交替勤務手当について適用し、同日前
の交替勤務手当については、なお、従前の例による。
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様式第1

特殊勤務手当支給認定申請書
所属長

月額又は
年　　額発令月日特殊勤務の内容氏　　　名職　名所　属

様式第2

特殊勤務手当支給廃止届
所属長

廃止の
年月日

廃止の
事　由月額又は年額氏　　　名職　名所　属


