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第₉章　阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則� －153－

　
　

〇阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則

（目的）
第₁条　この規則は、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例（昭和27年₂月条
例第52号。以下「条例」という。）第₈条の₂の規定に基づき、住居手当（以下
「手当」という。）の支給について必要な事項を定めるものとする。
第₂条　削除

一部改正〔平成₅年規則第₈号〕　本項削除〔令和₂年規則第₃号〕

₂　削除
本項削除〔令和₂年規則第₃号〕

（届出）
第₃条　新たに条例第₈条の₂第₁項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当
該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届（別記様式）によ
り、その居住の実情を速やかに届け出なければならない。手当を受けている職員の
住居、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。

一部改正〔平成₅年規則第₈号〕

（確認）
第₄条　企業長は、職員から前条の規定による確認をするに当たつては、必要に応
じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求
めることができる。
（家賃の算定の基準）
第₅条　第₃条の規定による届出に係る職員が食費等を併せて支払つている場合にお
ける家賃に相当する額の算出は、次の各号に掲げる基準に従い行うものとする。
⑴　居住に関する支払額に食費等が含まれている場合　その支払額の100分の40に
相当する額
⑵　居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合　その支
払額の100分の90に相当する額
一部改正〔平成₄年規則第₃号、平成₅年規則第₈号〕

（手当の月額）
第₆条　手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額と
する。

昭和46年₂月10日　規則第₁号
昭和47年₃月27日　規則第₁号
昭和47年₅月19日　規則第₂号
昭和48年12月₃日　規則第₁号
昭和49年₃月30日　規則第₂号
昭和50年12月20日　規則第₂号
昭和52年₂月19日　規則第₂号
昭和52年12月14日　規則第₆号
昭和54年12月22日　規則第₂号
昭和56年12月24日　規則第₄号
昭和59年₃月24日　規則第₁号
昭和59年12月22日　規則第₄号
昭和60年12月21日　規則第₄号

制　定
改　正 昭和62年12月19日　規則第₁号

昭和63年12月20日　規則第₄号
平成元年₃月13日　規則第₂号
平成₂年12月22日　規則第₃号
平成₄年12月21日　規則第₃号
平成₅年12月21日　規則第₈号
平成13年₂月13日　規則第₁号
平成21年12月17日　規則第₅号
平成28年₃月25日　規則第₇号
令和₂年₃月24日　規則第₃号
令和₃年₃月25日　規則第₁号
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⑴　家賃の月額が9,000円以下の職員については5,500円。ただし、家賃の月額が
5,500円未満の職員については家賃相当額とする。
⑵　家賃の月額が9,000円を超え10,000円以下の職員については、家賃の月額から
9,000円を控除した額を5,500円に加算した額とする。
⑶　家賃の月額が10,000円を超え13,000円以下の職員については、その超える額の
₂分の₁の額を6,500円に加算した額とする。
⑷　家賃の月額が13,000円を超える職員については、その超える額の₂分の₁の額
（その₂分の₁の額が20,000円を超えるときは、20,000円）を8,000円に加算し
た額とする。
全部改正〔昭和48年規則第₁号〕　一部改正〔昭和49年規則第₂号・第₄号〕　全部改正〔昭和50年規則第
₂号〕　一部改正〔昭和52年規則第₂号・第₆号、昭和54年規則第₂号、昭和56年規則第₄号、昭和59年
規則第₁号・第₄号、昭和60年規則第₄号、昭和62年規則第₁号、昭和63年規則第₄号、平成元年規則第
₂号、平成₂年規則第₃号、平成₄年規則第₃号、平成₅年規則第₈号、平成13年規則第₁号、平成21年
規則第₅号、平成28年規則第₇号、令和₂年規則第₃号〕

（端数計算）
第₇条　前条の規定により算出された額に100円未満の端数を生じたときは、これを
切り捨てる。

一部改正〔平成₅年規則第₈号〕

（支給の始期及び終期）
第₈条　手当の支給は、職員が新たに条例第₈条の₂第₁項の職員たる要件を具備す
るに至つた日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する
月）から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月（その日
が月の初日であるときは、その日の属する月の前月）をもつて終わる。ただし、手
当の支給の開始については、第₃条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日
から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月
（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から行うものとする。
₂　手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の
生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）
から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、手当の月額を増額して改定する場
合について準用する。

一部改正〔平成₄年規則第₃号〕

（事後の確認）
第₉条　企業長は、現に手当の支給を受けている職員が条例第₈条の₂第₁項の職員
たる要件を具備しているかどうか及び手当の月額が適正であるかどうかを随時確認
するものとする。
（支給方法）
第10条　手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに手
当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給できないときは、その
日後において支給することができる。

一部改正〔平成₅年規則第₈号〕

（雑則）
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第１１条　この規則に定めるもののほか、手当の支給について必要な事項は、企業長が
定める。

附　則

（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行し、昭和４５年５月１日から適用する。
（経過措置）

２　昭和４５年５月１日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第８条の
２第１項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第３条及び第８条の規
定の適用については、第３条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以
降すみやかに」と、第８条第１項中「これに係る事実の生じた日から１５日」とある
のは「この規則の施行の日から４０日」とする。

３　この規則の施行の日から２５日を経過するまでの間において条例第８条の２第１項
の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第８条の規定の適用については、
同条第１項中「これに係る事実の生じた日から１５日」とあるのは「この規則の施行
日から４０日」とする。

附　則　（昭和４７年３月２７日規則第１号）

　この規則は、昭和４７年４月１日から施行する。
附　則　（昭和４７年５月１９日規則第２号）

１　この規則は、昭和４７年５月２０日から施行する。
２　この規則施行の際、既に調整済の様式による用紙については、この規則にかかわ
らず当分の間従前の用紙を使用することができる。

附　則　（昭和４８年１２月３日規則第１号）

（施行期日）
１　この規則は、昭和４８年１２月３日から施行し、昭和４８年４月１日から適用する。
（住居手当の内払）

２　改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、昭和４８年４月
１日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪
神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

附　則　（昭和４９年３月３０日規則第２号）

　この規則は、昭和４９年４月１日から施行する。
附　則　（昭和４９年１２月１０日規則第４号）

（施行期日）
１　この規則は、昭和４９年１２月１０日から施行し、昭和４９年４月１日から適用する。
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（住居手当の内払）
２　改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、昭和４９年４月
１日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪
神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

附　則　（昭和５０年１２月２０日規則第２号）
（施行期日）

１　この規則は、昭和５０年１２月２０日から施行し、昭和５０年４月１日から適用する。
（住居手当の内払）

２　改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、昭和５０年４月
１日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪
神水道企業団柱居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

附　則　（昭和５２年２月１９日規則第２号）
（施行期日）

１　この規則は、昭和５２年２月１９日から施行し、昭和５１年４月１日から適用する。
（住居手当の内払）

２　改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、昭和５１年４月
１日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪
神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

附　則　（昭和５２年１２月１４日規則第６号）
（施行期日）

１　この規則は、昭和５２年１２月１４日から施行し、昭和５２年４月１日から適用する。
（手当の月額に関する経過措置）

２　改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則（以下「改正後の規則」と
いう。）第６条の規定により受けることとなる住居手当の額が、改正前の阪神水道
企業団住居手当の支給に関する規則（以下「改正前の規則」という。）第６条の規
定により受けていた住居手当の額に達しないこととなる職員については、改正後の
規則第６条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
（住居手当の内払）

３　改正前の規則に基づいて、昭和５２年４月１日からこの規則の施行の日の前日まで
の間に支払われた住居手当は、改正後の規則による住居手当の内払とみなす。

附　則　（昭和５４年１２月２２日規則第２号）
（施行期日）

１　この規則は、昭和５４年１２月２２日から施行し、昭和５４年４月１日から適用する。
（住居手当の内払）

２　改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、昭和５４年４月
１日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪
神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払いとみなす。
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附　則　（昭和５６年１２月２４日規則第４号）

（施行期日）
１　この規則は、昭和５６年１２月２４日から施行し、昭和５６年４月１日から適用する。
（住居手当の内払）

２　改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、昭和５６年４月
１日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪
神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

附　則　（昭和５９年３月２４日規則第１号）

（施行期日）
１　この規則は、昭和５９年３月２４日から施行し、昭和５８年４月１日から適用する。
（住居手当の内払）

２　改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、昭和５８年４月
１日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪
神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

附　則　（昭和５９年１２月２２日規則第４号）

（施行期日）
１　この規則は、昭和５９年１２月２２日から施行し、昭和５９年４月１日から適用する。
（住居手当の内払）

２　改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、昭和５９年４月
１日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪
神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

附　則　（昭和６０年１２月２１日規則第４号）

（施行期日等）
１　この規則は、昭和６０年１２月２１日から施行する。ただし、第６条第１号の改正規定
は、昭和６１年１月１日から施行する。

２　この規則による改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則の規定（第
６条第１号の改正規定を除く。）は、昭和６０年７月１日から適用する。
（住居手当の内払）

３　改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、昭和６０年７月
１日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪
神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

附　則　（昭和６２年１２月１９日規則第１号）

（施行期日等）
１　この規則は、昭和６２年１２月１９日から施行し、昭和６２年４月１日から適用する。
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（住居手当の内払）
２　改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、昭和６２年４月
１日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪
神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

附　則　（昭和６３年１２月２０日規則第４号）
（施行期日等）

１　この規則は、昭和６３年１２月２０日（以下「施行日」という。）から施行し、昭和６３
年４月１日（以下「適用日」という。）から適用する。
（住居手当の内払）

２　改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、適用日からこ
の規則の施行日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪神水道企業団
住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

附　則　（平成元年３月１３日規則第２号）
　この規則は、平成元年４月１日から施行する。

附　則　（平成２年１２月２２日規則第３号）
（施行期日等）

１　この規則は、平成２年１２月２２日から施行する。ただし、阪神水道企業団住居手当
の支給に関する規則第６条第１号アの改正規定は、平成３年１月１日から施行す
る。

２　改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則（以下「改正後の規則」と
いう。）第６条第１号イ、第２号、第３号及び第４号の規定は、平成２年４月１日
から適用する。
（住居手当の内払）

３　改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて平成２年４月１
日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の規則
による住居手当の内払とみなす。

附　則　（平成４年１２月２１日規則第３号）
（施行期日等）

１　この規則は、平成４年１２月２１日から施行し、平成４年４月１日から適用する。
（住居手当の内払）

２　改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、平成４年４月
１日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪
神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

附　則　（平成５年１２月２１日規則第８号）
（施行期日等） 
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₁　この規則は、公布の日から施行し、平成₅年₄月₁日から適用する。
（住居手当の内払）
₂　改正前の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則に基づいて、平成₅年₄月
₁日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた住居手当は、改正後の阪
神水道企業団住居手当の支給に関する規則による住居手当の内払とみなす。

附　則� （平成13年₂月13日規則第₁号）
　この規則は、平成13年₄月₁日から施行する。

附　則� （平成21年12月17日規則第₅号）
　この規則は、平成22年₁月₁日から施行する。

附　則� （平成28年₃月25日規則第₇号）
（施行期日）
₁　この規則は、平成28年₄月₁日から施行する。
（平成31年₃月31日までの間における特例）
₂　改正後の阪神水道企業団住居手当の支給に関する規則第₆条第₁号中「₄,000
円」とあるのは、平成28年₄月₁日から平成29年₃月31日までの間においては
「₈,700円」と、平成29年₄月₁日から平成30年₃月31日までの間においては
「₇,200円」と、平成30年₄月₁日から平成31年₃月31日までの間においては
「₅,700円」とする。

附　則� （令和₂年₃月24日規則第₃号）
（施行期日）
₁　この規則は、令和₂年₄月₁日から施行する。
（経過措置）
₂　令和₅年₃月31日までの間は、阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例及び
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の一部を改正する条例
（令和₂年条例第₂号）附則第₂項の規定に基づき、持家に居住し、主としてその
者の収入によって独立した世帯の生計を支えている者に対し、住居手当を支給す
る。
₃　前項に規定する住居手当の月額は、令和₂年₄月₁日から令和₃年₃月31日まで
の間においては3,000円、令和₃年₄月₁日から令和₄年₃月31日までの間におい
ては2,000円、令和₄年₄月₁日から令和₅年₃月31日までの間においては1,000円
とする。
₄　この規則による改正前の別記様式は、附則第₂項の規定に基づく住居手当の支給
に係る届出に限り、これを取り繕って使用することができる。

附　則� （令和₃年₃月25日規則第₁号）
（施行期日）
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₁　この規則は、令和₃年₄月₁日から施行する。
（経過措置）
₂　この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（次項において「旧様
式」という。）により使用されている書類は、この規則による改正後の様式による
ものとみなす。
₃　この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取
り繕って使用することができる。
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別記様式（表）
一部改正〔昭和47年規則第₂号〕　全部改正〔令和₂年規則第₃号、令和₃年規則第₁号〕
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（裏）

備　考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
記入上の注意
⑴「届出事由」欄には、住居届の主な理由について �印を付すること。
⑵「添付書類」欄には、住居届に添付したものについて �印を付すること。
⑶「住宅の種類」欄には、借家、借間、持家、まかない付下宿のいずれかに
�印を付すること。
⑷「家賃等」欄には、権利金、敷金、食費、電気代、ガス代、水道代、共益
費、店舗付住宅の店舗部分、その他これらに類するものに係る借料又は借
り受けた住宅を転貸している場合の転貸部分に係る家賃等は含まないもの
を記入すること。ただし、居住に関する支払額に電気、ガス若しくは水道
の料金が含まれている場合（例：光熱費込みの下宿代）又は居住に関する
支払額に食費等が含まれている場合（例：まかない付下宿代）で家賃に相
当する額が算出が困難なときは、光熱費、食費等を含めた額（光熱費込み
の下宿代又はまかない付下宿代）を記入してさしつかえない。
　　なお、この場合には、※印欄に �印を付すること。 




