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〇阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇
規程

（この規程の目的）
第₁条　阪神水道企業団に勤務する一般職の職員の就業時間、休日及び休暇は、別に
定めのあるものを除き、この規程の定めるところによる。

一部改正〔昭和42年訓令第₃号、平成14年訓令第₂号、平成27年訓令第₂号、令和₂年訓令第₁号〕

（就業時間等）
第₂条　職員の就業時間は、午前₈時45分から午後₅時30分までとする。ただし、地
方公務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第22条の₂第₁項第₁号
に掲げる会計年度任用職員（以下「パートタイム会計年度任用職員」という。）及
び法第28条の₅第₁項及び第28条の₆第₂項に規定する短時間の職を占める職員
（以下「再任用短時間勤務職員」という。）については別に定める。

一部改正〔平成14年訓令第₂号、令和₂年訓令第₁号〕

₂　日曜日及び土曜日（パートタイム会計年度任用職員及び再任用短時間勤務職員に
あつては、日曜日及び土曜日並びにこれらの日以外の日において企業長が定める
日）は、勤務を要しない日とする。

一部改正〔昭和48年訓令第₅号、平成₂年訓令第₂号〕　全部改正〔平成₃年訓令第₆号、平成₅年訓令
第₂号〕　一部改正〔平成14年訓令第₂号、令和₂年訓令第₁号〕

（休憩）

昭和25年₄月19日　訓令第99号
昭和36年₂月22日　訓令第₂号
昭和37年₇月₅日　訓令第₃号
昭和37年₉月28日　訓令第₄号
昭和42年₄月₁日　訓令第₃号
昭和44年₅月₁日　訓令第₃号
昭和45年12月18日　訓令第₆号
昭和46年12月27日　訓令第₂号
昭和48年₄月23日　訓令第₃号
昭和48年₉月₁日　訓令第₅号
昭和50年12月20日　訓令第₃号
昭和52年12月26日　訓令第₄号
昭和53年₆月24日　訓令第₅号
昭和53年12月26日　訓令第₆号
昭和61年₇月18日　訓令第₃号
平成元年12月21日　訓令第₅号
平成₂年₈月16日　訓令第₂号
平成₃年₉月26日　訓令第₆号
平成₅年₅月19日　訓令第₂号
平成₅年₉月28日　訓令第₄号
平成₇年12月20日　訓令第₁号
平成₈年₈月₆日　訓令第₁号

制　定
改　正 平成₉年₂月₄日　訓令第₁号

平成10年₁月₈日　訓令第₁号
平成11年12月22日　訓令第₂号
平成12年12月27日　訓令第₂号
平成14年₁月21日　訓令第₂号
平成14年₃月29日　訓令第₄号
平成17年₁月26日　訓令第₁号
平成18年10月12日　訓令第₃号
平成20年12月22日　訓令第₄号
平成21年₁月₇日　訓令第₁号
平成21年12月17日　訓令第₄号
平成23年₁月21日　訓令第₁号
平成23年₉月₁日　訓令第₃号
平成23年12月28日　訓令第₄号
平成24年₇月30日　訓令第₃号
平成27年₃月31日　訓令第₂号
平成27年₅月25日　訓令第₄号
平成28年12月22日　訓令第₅号
平成31年₃月27日　訓令第₁号
令和₂年₃月18日　訓令第₁号
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第₃条　職員の休憩時間は、正午から午後₁時までとする。ただし、パートタイム会
計年度任用職員及び再任用短時間勤務職員であつて、当該職員の勤務時間が常時勤
務を要する職員のそれと著しく異なる職員については、別に定める。

一部改正〔昭和48年訓令第₅号、平成₂年訓令第₂号、平成₃年訓令第₆号、平成₅年訓令第₂号〕　全
部改正〔平成21年訓令第₄号〕　一部改正〔令和₂年訓令第₁号〕

（育児時間）
第₄条　女子職員であつて生後満₃年に達しない子を育てる者に対しては、その願い
出により前条の休憩時間のほか、₁日に₂回各々30分以上の育児時間を与える。

一部改正〔平成₅年訓令第₂号、平成14年訓令第₂号、平成21年訓令第₄号〕

（休日）
第₅条　職員は休日には、特に勤務することを命じられない限り、正規の勤務時間中
においても勤務することを要しない。ただし、休日に勤務することを命じた場合に
おいては、企業長はその休日を他の日に振り替えることができる。
₂　前項の休日は、次に掲げる日とする。
⑴　国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（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11条第₄項の規定
に基づき、毎日曜日及び毎土曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外
の職員にあつては、当該休日が勤務を要しない日に当たるときは、企業長が定め
る日）
⑵　12月29日から翌年の₁月₃日までの日（国民の祝日に関する法律に規定する日
を除く。）
一部改正〔昭和37年訓令第₄号、昭和42年訓令第₃号、昭和48年訓令第₃号、平成₂年訓令第₂号〕　全
部改正〔平成₃年訓令第₆号〕　一部改正〔平成₅年訓令第₂号、平成27年訓令第₂号〕

（日曜日、土曜日、休憩及び休日の特例）
第₆条　業務の性質上第₂条、第₃条及び前条の規定によることができないときは、
別の定めをすることができる。

一部改正〔平成₂年訓令第₂号〕　全部改正〔平成₃年訓令第₆号〕　一部改正〔平成₅年訓令第₂号、平
成21年訓令第₄号〕

（代休）
第₇条　業務の都合により第₂条第₂項及び前₂条により定められた勤務を要しない
日又は休日に勤務させた職員に対しては、その願い出により、業務に支障のない限
り勤務を要しない日又は休日以外の日において代休を与えることができる。

一部改正〔平成₂年訓令第₂号、平成₃年訓令第₆号、平成₅年訓令第₂号〕

（年次休暇）
第₈条　職員には、₁年を通じて次の区分によつてそれぞれ年次休暇を与えることが
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できる。
⑴　前年中の私傷病による療養休暇日数、介護休暇日数及び欠勤日数が60日以内の
者　20日
⑵　前年中の私傷病による療養休暇日数、介護休暇日数及び欠勤日数が60日を超え
た者　18日
⑶　₁月以降の新規採用者及び復職者については、採用（次号の者を除く。）又は
復職の月により、次表のとおりとする。

採用又は復
職した月

日数 採用又は復
職した月

日数 採用又は復
職した月

日数 採用又は復
職した月

日数

₁　　月 18日 ₄　　月 15日 ₇　　月 10日 10　　月 ₅日
₂　　月 17日 ₅　　月 13日 ₈　　月 ₈日 11　　月 ₃日
₃　　月 16日 ₆　　月 11日 ₉　　月 ₇日 12　　月 ₁日

⑷　企業団以外の地方公共団体又は国等の職員であつた者であつて引き続き新たに
職員となつた者のうち別に定める者　別に定める日数
⑸　育児短時間勤務職員等（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成₃年法律
第110号。以下「育児休業法」という。）第10条第₃項の規定により同条第₁項に
規定する育児短時間勤務（以下「育児短時間勤務」という。）の承認を受けた職
員（育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。）
をいう。以下同じ。）及び再任用短時間勤務職員
ア　₁週間当たりの勤務日数が₅日以上又は₁週間当たりの勤務時間が30時間以
上の職員　20日
イ　アに掲げる職員以外の職員のうち、₁週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ご
との勤務時間の時間数が同一の職員（以下「斉一勤務型職員」という。）　20日
に₁週間の勤務日の日数を₅日で除して得た数を乗じて得た日数
ウ　ア及びイに掲げる職員以外の職員のうち、育児休業法第10条第₁項第₄号の
勤務の形態により勤務する育児短時間勤務職員等　11日
エ　アからウまでに掲げる職員以外の職員　別に定める日数
⑹　法第22条の₂第₁項に規定する会計年度任用職員、第22条の₃第₄項の規定に
基づく臨時的任用職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律（平成₃年法律
第110号）第₆条第₁項の規定に基づく任期付採用職員及び臨時的任用職員（以
下「会計年度任用職員等」という。）　別に定める日数

一部改正〔昭和52年訓令第₄号、昭和53年訓令第₆号、平成元年訓令第₅号、平成₅年訓令第₄号、平成
₇年訓令第₁号、平成14年訓令第₂号、平成27年訓令第₂号、令和₂年訓令第₁号〕

₂　前項の₁年は₁月₁日に始まり、12月31日に終わるものとする。ただし、会計年
度任用職員等については、この限りでない。
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一部改正〔令和₂年訓令第₁号〕

₃　第₁項の年次休暇は、₁日、半日又は₁年を通じて₅日（その年の年次休暇の日
数が₅日未満のときは、その日数）の範囲内で₁時間を単位として与えることがで
きる。

本項追加〔平成27年訓令第₂号〕

₄　育児短時間勤務職員等、パートタイム会計年度任用職員及び再任用短時間勤務職
員の年次休暇の単位は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に
応じ、当該各号に定める単位とする。
⑴　斉一勤務型職員のうち、勤務日ごとの勤務時間が₇時間45分の職員　₁日、半
日又は₁時間
⑵　斉一勤務型職員のうち、勤務日ごとの勤務時間が₇時間45分以外の職員　₁
日、半日又は₁時間
⑶　斉一勤務型職員以外の職員（以下「不斉一勤務型職員」という。）　別に定める
単位
本項追加〔平成27年訓令第₂号〕　一部改正〔令和₂年訓令第₁号〕

₅　前₂項に規定する半日を単位として与えられた年次休暇は、₂回をもつて₁日と
みなす。この場合に半日の区分は、午後₀時30分を基準に行う。

一部改正〔昭和37年訓令第₄号〕旧₃項繰下・全部改正〔平成27年訓令第₂号〕

₆　第₃項及び第₄項に規定する₁時間を単位として与えられた年次休暇は、次の各
号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもつて₁日とする。
⑴　次号及び第₃号に掲げる職員以外の職員　₈時間
⑵　斉一勤務型職員　勤務日ごとの勤務時間の時間数（₁時間未満の端数があると
きは、これを時間単位に切り上げた時間）
⑶　不斉一勤務型職員　₁回の勤務に割り振られた勤務時間のうち最も長時間とな
る勤務時間の時間数（₇時間45分を超える場合にあつては、₇時間45分とする。）
本項追加〔平成27年訓令第₂号〕

（年次休暇付与の時期）
第₉条　年次休暇は職員から請求があつた場合にこれを与える。ただし、業務に支障
があるときは、企業長は他の時期にこれを与えなければならない。

一部改正〔昭和37年訓令第₄号、昭和42年訓令第₃号、平成₂年訓令第₂号〕

₂　前条の年次休暇が10日以上与えられた職員に対しては、第₁項の規定にかかわら
ず、付与日から₁年以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち₅日について、
企業長が所属長を経て職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ
時季を指定して取得させなければならない。ただし、職員が前項の規定による年次
休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を₅日から控除するものとす
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る。
本項追加〔平成31年訓令第１号〕

（年次休暇の繰越し）
第₉条の₂　第₈条の年次休暇の全日数をその年に与えなかつた職員については、そ
の休暇の残日数及び残時間を翌年（会計年度任用職員等にあつては、次の₁年間）
に限り繰り越して与えることができる。

一部改正〔昭和37年訓令第₃号、平成27年訓令第₂号〕　見出・本文一部改正〔令和₂年訓令第₁号〕

（公務傷病等による療養休暇）
第₉条の₃　職員が公務のために負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負
傷し、若しくは疾病にかかり療養のため勤務することができない場合には、企業長
は地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）の規定による公務上又は通勤に
よる傷病であるとの認定に基づき、その療養期間中は、療養休暇とする。

本条追加〔昭和36年訓令第₂号〕　一部改正〔昭和37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14年訓令第₂号〕

（私傷病による療養休暇）
第₉条の₄　職員が公務によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合（出産予定の
女子職員が妊娠₄か月未満で流産した場合を含む。）において、企業長が特に療養
を要すると認めたときは、その療養期間中の引き続き₃日を超える日数について療
養休暇を与える。ただし、この場合において、現に有する年次休暇の日数が₃日以
下である職員については、その年次休暇の日数を超えた日から、流産した職員につ
いては、その流産した日から与えることができる。
₂　前項の休暇の期間は、引き続き及び₁暦年に90日を超えることができない。
₃　職員が私傷病による療養休暇を受けようとするときは、医師の証明書等病気であ
る事実を証明するに足る書面を企業長に提出しなければならない。

本条追加〔昭和53年訓令第₆号〕　一部改正〔平成10年訓令第₁号〕

（生理休暇）
第10条　女子職員が生理日に休暇を請求したときは、生理休暇を与える。

一部改正〔平成₅年訓令第₂号〕

（産前、産後休暇）
第11条　出産予定の女子職員が医師又は助産婦の証明を提示して休養を願い出たとき
は、産前₈週間（多胎妊娠の場合にあつては14週間）、産後₈週間の休暇を与え
る。ただし、₈週間経過後でも特別の場合においては、医師の診断により延長する
ことができる。
₂　前項の規定にかかわらず、著しい妊娠障害を有する職員には、産前₈週間（多胎
妊娠の場合にあつては14週間）の前であつても、₅日以内の休暇を与えることがで
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一部改正〔昭和46年訓令第₂号、昭和50年訓令第₃号、昭和61年訓令第₃号、平成₃年訓令第₆号、平成
₅年訓令第₂号、平成10年訓令第₁号〕

（結婚休暇）
第12条　職員が結婚するときは、その職員の願い出により₇日間の休暇を与える。

一部改正〔昭和45年訓令第₆号、平成₂年訓令第₂号、平成₅年訓令第₂号〕

（忌服休暇）
第13条　職員が親族の喪に遇つたときは、その願い出により次の区分により休暇を与
える。
⑴　配偶者（内縁関係にある者を含む。）及び₁親等の血族　 ₇日間
⑵　₂親等の血族及び₁親等の姻族　　　　　　　　　　　　₅日間
⑶　₃親等の血族及び₂親等の姻族　　　　　　　　　　　　₃日間
⑷　₄親等の血族及び₃親等の姻族（伯叔父母の配偶者、配偶者の伯叔父母及び配
偶者の兄弟姉妹の子に限る。）　　　　　　　　　　　　　　₁日間
一部改正〔平成₅年訓令第₂号、平成12年訓令第₂号〕

₂　前項の親族が遠隔地において死亡したときは前項の日数は、その事実を知つた日
からこれを起算し、服喪のため帰省するときは、その往復所要日数を加えるものと
する。
第14条　前条の忌服期間中であつても次の各号の一に該当するときは、忌服休暇を与
えない。
⑴　病気、その他の事故によつて欠勤中のとき
⑵　業務の都合によつて勤務を命ぜられたとき

一部改正〔平成₅年訓令第₄号〕

（年次祭祀休暇）
第15条　職員が父母の祭日に祭祀を行う場合は、年次祭祀休暇を与える。
（特別休暇）
第15条の₂　職員が次に掲げる事由により勤務することができない場合において、や
むを得ないと認めるときは、それぞれ規定の範囲内において特別休暇を与えること
ができる。ただし、企業長は必要と認めるときは、その事実を証明する書類を提出
させることができる。
⑴　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第
114号）の規定による交通遮断又は隔離
　その都度必要と認める期間
⑵　風水震火災その他の非常災害による交通遮断
　その都度必要と認める期間
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⑶　風水震火災その他の非常災害により次のいずれかに該当する場合
　10日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間
ア　職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を
行い、又は一時的に避難しているとき。
イ　職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著し
く不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができない
とき。

⑷　その他交通機関の事故等の不可抗力の原因
　その都度必要と認める期間
⑸　裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会、
その他の官公署への出頭
　その都度必要と認める時間
⑹　選挙権その他公民としての権利の行使
　その都度必要と認める時間
⑺　厚生その他能率増進に関する計画実施への参加
　その都度必要と認める時間
⑻　職員の妻が出産する場合
　出産日の前後各₁週間を通じ、₃日以内の期間
⑼　職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の₆週間（多胎妊娠の場合に
あつては、14週間）前の日から当該出産の日後₈週間を経過する日までの期間に
ある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子
（妻の子を含む。）を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないこと
が相当であると認められる場合
　当該期間につき₅日の範囲内で必要と認める期間
⑽　中学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。以下この号において
同じ。）を養育する職員が、その子の看護（負傷し、若しくは疾病にかかつたそ
の子の世話を行うこと又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること
をいう。）のため勤務しないことが相当であると認められる場合
　₁暦年につき₅日（その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が₂人以
上の場合にあつては、10日）の範囲内で必要と認める期間
⑾　次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により₂週間以上の期間にわたり日常生活
を営むのに支障がある者（以下この号において「要介護者」という。）の介護等
を行う職員が、当該介護等を行うため勤務しないことが相当であると認められる
場合
　₁暦年につき₅日（要介護者が₂人以上の場合にあつては、10日）の範囲内で
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必要と認める期間
ア　配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下
この号において同じ。）、父母、子及び配偶者の父母
イ　祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ　職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる
者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

⑿　職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞
の提供希望者として、その登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配
偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細
胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検
査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
　その都度必要と認める期間
⒀　職員が、疾病の予防又は早期発見その他健康管理のために、総合的な健康診査
を受ける場合
　₁暦年に₂日を超えない範囲内で必要と認める期間
⒁　職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動（専ら
親族に対する支援となる活動を除く。）を行う場合で、その勤務しないことが相
当であると認められるとき。
　₁暦年につき₅日の範囲内で必要と認める期間
ア　地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺
の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ　障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神
上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置
を講ずることを目的とする施設であつて企業長が定めるものにおける活動
ウ　ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病
により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を
支援する活動

⒂　前各号に定めるもののほか企業長が特に必要と認めた場合
　その都度必要と認める期間
本条追加〔昭和36年訓令第₂号〕　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₅号、平成₅年訓令第₄号、平成₈年訓令第₁号、平成₉年訓令第₁号、平成11年訓令第₂号、平成14
年訓令第₂号・第₄号、平成17年訓令第₁号、平成18年訓令第₃号、平成20年訓令第₄号、平成21年訓令
第₁号、平成23年訓令第₁号・第₃号、平成24年訓令第₃号、平成28年訓令第₅号、令和₂年訓令第₁
号〕

（介護休暇）
第15条の₃　職員の親族が負傷、疾病又は老齢のため連続する₂週間以上にわたつて
日常生活を営むのに支障があることが予見される場合において、当該親族の介護を
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するため職員が勤務しないことが相当であると認められるときは、その職員の申請
により介護休暇を与える。
₂　前項の親族の範囲その他は、別に定める。

本条追加〔平成₇年訓令第₁号〕

（組合休暇）
第15条の₄　職員が労働組合の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従
事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務
で労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、その請求により組合休
暇を与えることができる。
₂　前項の休暇は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、₁暦年につ
き30日を超えて与えることはできない。

本条追加〔昭和44年訓令第₃号〕　一部改正〔平成₂年訓令第₂号〕　旧15条の₃繰下〔平成₇年訓令第₁
号〕

（会計年度任用職員等に係る公務傷病等による療養休暇）
第15条の₅　会計年度任用職員等に係る第₉条の₃及び第₉条の₄に規定する公務上
の負傷又は疾病による療養休暇及び私傷病による療養休暇の付与については、当該
職員の任用期間、₁週間の勤務日数及び勤務時間等を考慮して、企業長が別に定め
る。

本条追加〔令和₂年訓令第₁号〕

（会計年度任用職員等についての適用除外）
第15条の₆　第₉条の₃（公務上の負傷又は疾病による療養休暇を除く。）、第15条並
びに第15条の₂第₈号、第₉号、第13号及び第14号の規定は、会計年度任用職員等
には適用しない。

本条追加〔令和₂年訓令第₁号〕

（休暇の届出）
第16条　職員が第₈条から第15条の₄までの休暇を受けようとするときは、事前に所
属長を経て企業長に届け出なければならない。

一部改正〔昭和36年訓令第₂号、昭和37年訓令第₄号、昭和42年訓令第₃号、昭和44年訓令第₃号、平成
₅年訓令第₂号、平成₇年訓令第₁号〕

（準用）
第17条　第₈条第₃項（₁時間を単位として与える場合を除く。）及び第₅項の規定
は、第₉条の₃から第15条まで、第15条の₂第₁号から第₄号まで及び第₈号から
第15号まで並びに第15条の₃に規定する休暇について準用する。

本条追加〔昭和14年訓令第₂号〕　一部改正〔平成27年訓令第₄号、令和₂年訓令第₁号〕

（施行の細目）
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第18条　この規程施行に関し必要な事項は、企業長がこれを定める。
一部改正〔昭和37年訓令第₄号、昭和42年訓令第₃号〕　旧17条繰下〔平成14年訓令第₂号〕

附　則
改　正　平成23年₉月₁日　訓令第₃号

（この規程の適用）
第₁条　この規程は、昭和25年₄月₁日からこれを適用する。但し第₈条の規定は昭
和25年₁月₁日からこれを適用する。
（規程等の廃止）
第₂条　昭和23年₂月訓令第62号阪神上水道市町村組合就業規則第₂章第₁節の規定
及び第41条乃至第44条の規定は、昭和25年₃月31日限り廃止とする。但し、第38条
乃至第40条の規定及び訓令第66号有給休暇に関する取扱は、昭和24年12月31日限り
廃止とする。
（特別休暇の特例）
第₃条　東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第15条の₂第13号
の規定の適用については、阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程の一部
を改正する規程（平成23年訓令第₃号）の施行の日から平成24年12月31日までの
間、同号中「₅日」とあるのは「₅日（東日本大震災に際し災害救助法（昭和22年
法律第118号）が適用された市町村（東京都の市町村を除く。）の区域内において、
アに掲げる活動を行う場合にあつては、₇日）」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴
火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地
域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」とす
る。

本条追加〔平成23年訓令第₃号〕　一部改正〔平成23年訓令第₄号〕

附　則　（昭和36年₂月22日訓令第₂号）抄
（施行期日）
₁　この規程は、公布の日から施行する。
（経過規定）
₂　この規程施行の際、現に公務傷病又は改正後の第15条の₂各号に掲げる事由と同
じ事由により、勤務しないことについて許可承認を与えられている者は、改正後の
規程第₉条の₂又は第15条の₂の規定により、公務傷病による療養休暇又は特別休
暇を与えられた者とみなす。

附　則　（昭和37年₇月₅日訓令第₃号）
（施行期日）
₁　この規程は、昭和37年₇月₅日から施行し、阪神上水道市町村組合職員就業時
間、休日及び休暇規程（以下「規程」という。）第₈条第₃項の改正規程を除くほ
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か昭和37年₁月₁日から適用する。
（改正後の第₉条の₂の規定の適用）
₂　改正後の規程第₉条の₂の規定は、昭和36年度の年次休暇の全日数を当該年度に
与えなかつた職員の休暇残日数についても適用する。

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　（昭和44年₅月₁日訓令第₃号）
　この規程は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

附　則　（昭和45年12月18日訓令第₆号）
　この規程は、昭和46年₁月₁日から施行する。

附　則　（昭和46年12月27日訓令第₂号）
　この規程は、昭和47年₁月₁日から施行する。

附　則　（昭和48年₄月23日訓令第₃号）
　この規程は、昭和48年₄月23日から施行する。

附　則　（昭和48年₉月₁日訓令第₅号）
　この規程は、昭和48年₉月₁日から施行する。

附　則　（昭和50年12月20日訓令第₃号）
　この規程は、昭和51年₁月₁日から施行する。

附　則　（昭和52年12月26日訓令第₄号）
　この規程は、昭和53年₁月₁日から施行する。

附　則　（昭和53年₆月24日訓令第₅号）
　この規程は、昭和53年₇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
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なす。
附　則　（昭和61年₇月18日訓令第₃号）

　この規程は、昭和61年₇月18日から施行し、昭和61年₄月₁日から適用する。
附　則　（平成元年12月21日訓令第₅号）

　この規程は、平成₂年₁月₁日から施行する。
附　則　（平成₂年₈月16日訓令第₂号）

　この規程は、平成₂年₉月₁日から施行する。
附　則　（平成₃年₉月26日訓令第₆号）

　この規程は、平成₃年10月₁日から施行する。
附　則　（平成₅年₅月19日訓令第₂号）

　この規程は、平成₅年₆月₁日から施行する。
附　則　（平成₅年₉月28日訓令第₄号）

　この規程は、平成₅年10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。
（経過措置）
₂　この規程施行の際、既に調整済の様式による用紙は、この規程にかかわらず当分
の間使用することができる。

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

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

附　則　（平成10年₁月₈日訓令第₁号）
　この規程は、平成10年₁月₈日から施行し、平成10年₁月₁日から適用する。

附　則　（平成11年12月22日訓令第₂号）
　この規程は、平成12年₁月₁日から施行する。

附　則　（平成12年12月27日訓令第₂号）
　この規程は、平成13年₁月₁日から施行する。

附　則　（平成14年₁月21日訓令第₂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。ただし、第
₄条の改正規定は、平成14年₄月₁日から施行する。
₂　改正後の阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程第15条の₂第₈号の規
定は、前項の規定にかかわらず、平成14年₁月₁日から適用する。
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附　則　（平成14年₃月29日訓令第₄号）
　この規程は、平成14年₄月₁日から施行する。

附　則　（平成17年₁月26日訓令第₁号）
　この規程は、公布の日から施行し、平成17年₁月₁日から適用する。

附　則　（平成18年10月12日訓令第₃号）
　この規程は、公布の日から施行する。

附　則　（平成20年12月22日訓令第₄号）
（施行期日）
　この規程は、公布の日から施行する。

附　則　（平成21年₁月₇日訓令第₁号）
（施行期日）
　この規程は、平成21年₅月21日から施行する。

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

附　則　（平成23年₁月21日訓令第₁号）
　この規程は、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₉月₁日訓令第₃号）
　この規程は、平成23年₉月₁日から施行する。

附　則　（平成23年12月28日訓令第₄号）
　この規程は、平成23年12月28日から施行する。

附　則　（平成24年₇月30日訓令第₃号）
　この規程は、平成24年₈月₁日から施行する。

附　則　（平成27年₃月31日訓令第₂号）
（施行期日）
　この訓令は、平成27年₄月₁日から施行する。

附　則　（平成27年₅月25日訓令第₄号）
（施行期日等）
₁　この訓令は、公布の日から施行し、平成27年₄月₁日から適用する。
（経過措置）
₂　平成27年₄月₁日から改正後の阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇規程
（以下「改正後の規程」という。）の施行の日までの間に、改正前の阪神水道企業
団職員就業時間、休日及び休暇規程により与えられた休暇については、改正後の規
程により与えられたものとみなす。

附　則　（平成28年12月22日訓令第₅号）
　この訓令は、平成29年₁月₁日から施行する。

� －79ノ13－



❖
〔
神
追
七
三
〕

第₈章　阪神水道企業団職員就業時間、休日
及び休暇規程

附　則　（平成31年₃月27日訓令第₁号）
（施行期日）
₁　この規程は、平成31年₄月₁日から施行する。
（経過措置）
₂　この規程の施行の日（以下「施行日」という。）において、施行日前に付与され
た年次休暇を10日以上有する職員に係る当該年次休暇については、平成31年12月31
日までの間、この規程による改正後の阪神水道企業団職員就業時間、休日及び休暇
規程第₉条第₂項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附　則　（令和₂年₃月18日訓令第１号）抄
（施行期日等）
１　この規程は、令和₂年₄月₁日から施行する。〔ただし書略〕
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