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議案第５号 

 

   阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

 

 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和元年11月26日 提出 

 

阪神水道企業団 

企業長 谷 本 光 司 

 

   阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

 （阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 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）の一部を次のように改

正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年

法律第261号。以下「法」という。）第24条第

５項及び地方自治法（昭和22年法律第67号）

第203条の２第５項の規定に基づき、一般職に

属する職員（以下「職員」という。）の給与等

に関する事項を定めることを目的とする。 

 （給料表） 

第３条 省略 

２から８まで 省略 

９ 法第22条の２第１項第２号に掲げる会計年

度任用職員（以下「フルタイム会計年度任用

職員」という。）の給料月額は、当該職員の職

務の内容に応じて、給料表の再任用職員以外

の職員の項に掲げる職務の級１級から３級の

範囲内で企業長が定める額とする。 

10 法第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。）の給与は、フルタイム会計

年度任用職員に支給される給料に相当する報

酬（次条第２項において「基本報酬」という。）、

 

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年

法律第261号。以下「法」という。）第24条第

５項の規定に基づいて、一般職に属する職員

（以下「職員」という。）の給与等に関する事

項を定めることを目的とする。 

 

 （給料表） 

第３条 省略 

２から８まで 省略 
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第８条、第10条及び第13条から第15条までの

規定によりフルタイム会計年度任用職員に支

給される手当の例により計算して得た額の報

酬並びに第19条の規定による期末手当とす

る。 

（再任用短時間勤務職員等の給料月額等） 

第３条の２ 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勤務の職を占める

職員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）

の給料月額は、前条第８項の規定にかかわら

ず、この規定による給料月額に、正規の勤務

時間を第11条第１項に規定する勤務時間で除

して得た数を乗じて得た額とする。 

２ パートタイム会計年度任用職員の基本報酬

の額は、当該パートタイム会計年度任用職員

の職務の内容、責任の軽重、勤労の強度、勤

務時間、勤労環境その他の勤務条件がフルタ

イム会計年度任用職員と同一であるとした場

合の前条第９項の給料月額に、正規の勤務時

間を第11条第６項において準用する同条第１

項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ

て得た額を基準として算定し、月額、日額及

び時間額又は勤務１回当たりの額で定める。

第７条の２ 新たに職員となつた者に扶養親族

がある場合又は職員に次の各号の一に該当す

る事実が生じた場合においては、その職員は

直ちにその旨を企業長に届けなければならな

い。 

 ⑴及び⑵ 省略 

２ 省略 

３ 省略 

 ⑴から⑶まで 省略 

 （地域手当） 

第８条 職員には、地域手当として、給料、管

理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100

分の12（阪神水道企業団事業施行区域外の地

域において派遣職員として勤務する場合は、

当該地域に在勤する国、地方公共団体その他

の団体の職員に支給される地域手当の支給割

 

 

 

 

 

（再任用短時間勤務職員の給料月額） 

第３条の２ 法第28条の５第１項に規定する短

時間勤務の職を占める職員（以下「再任用短

時間勤務職員」という。）の給料月額は、前条

第８項の規定にかかわらず、この規定による

給料月額に、正規の勤務時間を第11条第１項

に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて

得た額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８条 新たに職員となつた者に扶養親族があ

る場合又は職員に次の各号の一に該当する事

実が生じた場合においては、その職員は直ち

にその旨を企業長に届けなければならない。

 

 ⑴及び⑵ 省略 

２ 省略 

３ 省略 

 ⑴から⑶まで 省略 
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合を考慮して企業長が別に定める割合）を乗

じて得た額を支給する。 

 （住居手当） 

第８条の２ 自ら居住するため住宅（貸間を含

む。）を借り受け、家賃（使用料を含む。）を

支払つている職員その他規則で定める職員に

は、住居手当を支給する。 

 

２ 省略 

（通勤手当） 

第９条 通勤手当は、通勤のため交通機関等を

利用することを常例とする職員に対して支給

する。 

（１週間の勤務時間） 

第11条 省略 

２ 職務の性質により前項（第６項において準

用する場合を含む。）に規定する勤務時間を超

えて勤務することを必要とし、かつ、その勤

務時間が給与算定の基礎となつている職員の

勤務時間については、別に企業長が定める。

３ 日曜日及び土曜日（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し、第１項の規定による

勤務時間は、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。以

下「規程」という。）の定めるところにより、

月曜日から金曜日までの５日間（再任用短時

間勤務職員にあつては、これらの日のうち企

業長が定める勤務を要しない日以外の日）に

おいて、企業長がその割振りを行うものとす

る。ただし、企業長は、特別の勤務に従事す

る職員については、規程で定める期間につき

１週間当たり１日以上の割合で勤務を要しな

い日を設ける場合に限り、規程の定めるとこ

ろにより、再任用短時間勤務職員については、

１週間ごとの期間について７時間45分を超え

ない範囲内で、勤務を要しない日及び勤務時

間の割振りについて別に定めることができ

 

 

 （住居手当） 

第８条の２ 自ら居住するため住宅（貸間を含

む。）を借り受け、家賃（使用料を含む。）を

支払つている職員（公舎に居住する職員を除

く。）その他規則で定める職員には、住居手当

を支給する。 

２ 省略 

 

第９条 削除 

 

 

（１週間の勤務時間） 

第11条 省略 

２ 職務の性質により前項に規定する勤務時間

を超えて勤務することを必要とし、かつ、そ

の勤務時間が給与算定の基礎となつている職

員の勤務時間については、別に企業長が定め

る。 

３ 日曜日及び土曜日（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し、第１項の規定による

勤務時間は、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４月訓令第99号。

以下「規程」という。）の定めるところにより、

月曜日から金曜日までの５日間（再任用短時

間勤務職員にあつては、これらの日のうち企

業長が定める勤務を要しない日以外の日）に

おいて、企業長がその割振りを行うものとす

る。ただし、企業長は、特別の勤務に従事す

る職員については、規程で定める期間につき

１週間当たり１日以上の割合で勤務を要しな

い日を設ける場合に限り、規程の定めるとこ

ろにより、再任用短時間勤務職員については、

１週間ごとの期間について７時間45分を超え

ない範囲内で、勤務を要しない日及び勤務時

間の割振りについて別に定めることができ
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る。 

４ 企業長は、職員に前項（第６項において準

用する場合を含む。）の規定による勤務を要し

ない日において特に勤務することを命ずる必

要がある場合には、同項の規定により勤務時

間が割り振られた日（以下「勤務日」という。）

を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に

割り振られた勤務時間を当該勤務することを

命ずる必要がある日に割り振ることができ

る。 

５ 省略 

６ 第１項ただし書及び第３項の規定は、パー

トタイム会計年度任用職員の勤務時間につい

て準用する。この場合において、第１項ただ

し書及び第３項中「再任用短時間勤務職員」

とあるのは、「パートタイム会計年度任用職

員」と、第１項ただし書中「15時間30分から31

時間までの」とあるのは「６時間から 35 時間

までの」と読み替えるものとする。  

（給与の減額） 

第12条 職員が勤務しないときは、その勤務し

ないことにつき企業長の承認があつた場合

（職員団体の業務又は活動に従事するため組

合休暇としての許可を受けた場合及び法第22

条の２第１項に規定する会計年度任用職員

（以下「会計年度任用職員」という。）につい

て別に定める無給の休暇を除く。）を除くほ

か、その勤務しない１時間につき、第17条に

規定する勤務１時間当たりの給与額を減額し

て給与を支給する。 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就

学の始期に達するまでの子を養育するため１

日の勤務時間の一部を勤務しないことをい

う。）の承認を受けて勤務しない場合には、前

項の規定にかかわらず、その勤務しない１時

間につき、第17条に規定する勤務１時間当た

りの給与額を減額して給与を支給する。 

（勤務１時間当たりの給与額） 

第17条 勤務１時間当たりの給与額は、給料月

る。 

４ 企業長は、職員に前項の規定による勤務を

要しない日において特に勤務することを命ず

る必要がある場合には、同項の規定により勤

務時間が割り振られた日（以下「勤務日」と

いう。）を勤務を要しない日に変更し、当該勤

務日に割り振られた勤務時間を当該勤務する

ことを命ずる必要がある日に割り振ることが

できる。 

 

５ 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （給与の減額） 

第12条 職員が勤務しないときは、その勤務し

ないことにつき企業長の承認があつた場合

（職員団体の業務又は活動に従事するため組

合休暇としての許可を受けた場合を除く。）を

除くほか、その勤務しない１時間につき、第17

条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減

額して給与を支給する。 

 

 

 

２ 職員が部分休業（当該職員がその３歳に満

たない子を養育するため１日の勤務時間の一

部を勤務しないことをいう。）の承認を受けて

勤務しない場合には、前項の規定にかかわら

ず、その勤務しない１時間につき、勤務１時

間当たりの給与額を減額して給与を支給す

る。 

（勤務１時間当たりの給与額） 

第17条 勤務１時間当たりの給与額は、給料月
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額とこれに対する地域手当の月額の合計額に

12を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間

に52を乗じたものから規則で定めるところに

より休日の勤務時間を減じたもので除して得

た額（パートタイム会計年度任用職員にあつ

ては、フルタイム会計年度任用職員との均衡

を考慮して企業長が定める額）とする。 

 （宿日直手当） 

第17条の２ 省略 

２ 省略 

（扶養手当等の支給方法） 

第18条 扶養手当、地域手当及び住居手当の支

給については、第５条及び第６条の規定を準

用する。 

（休職者の給与） 

第21条 省略 

２ 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第２

項第１号に掲げる理由に該当して休職させら

れたときは、その休職の期間が満２年に達す

るまでは、これに給料、扶養手当、地域手当

及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給す

ることができる。 

３ 職員が前２項以外の心身の故障により、法

第28条第２項第１号に掲げる事由に該当して

休職させられたときは、その休職の期間が満

１年に達するまでは、これに給料、扶養手当、

地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80

を支給することができる。 

４ 職員が法第28条第２項第２号に掲げる事由

に該当して休職させられたときは、その休職

の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当

及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支

給することができる。 

５ 職員が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。次項において「分

限条例」という。）第２条各号の一に該当して

休職させられたときは、その休職の期間中、

これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手

当のそれぞれ100分の100以内を支給する。 

額に12を乗じ、その額を１週間当たりの勤務

時間に52を乗じたものから規則で定めるとこ

ろにより休日の勤務時間を減じたもので除し

た額とする。 

 

 

 

 

第17条の２ 省略 

２ 省略 

 （扶養手当等の支給方法） 

第18条 扶養手当及び住居手当の支給について

は、第５条及び第６条の規定を準用する。 

 

 （休職者の給与） 

第21条 省略 

２ 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第２

項第１号に掲げる理由に該当して休職させら

れたときは、その休職の期間が満２年に達す

るまでは、これに給料、扶養手当及び住居手

当のそれぞれ100分の80を支給することがで

きる。 

３ 職員が前２項以外の心身の故障により、法

第28条第２項第１号に掲げる事由に該当して

休職させられたときは、その休職の期間が満

１年に達するまでは、これに給料、扶養手当

及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給す

ることができる。 

４ 職員が法第28条第２項第２号に掲げる事由

に該当して休職させられたときは、その休職

の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手

当のそれぞれ100分の60以内を支給すること

ができる。 

５ 職員が職員の分限の手続及び効果に関する

条例（以下「分限条例」という。）第２条各号

の一に該当して休職させられたときは、その

休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住

居手当のそれぞれ100分の100以内を支給す

る。 
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６ 法第28条第２項又は分限条例第２条の規定

により休職にされた職員（会計年度任用職員

を除く。）には、他の条例に別段の定めがない

限り、前５項に定める給与を除くほか、他の

いかなる給与も支給しない。 

７ 第１項から第５項までの規定にかかわら

ず、休職中の会計年度任用職員に対しては、

いかなる給与も支給しない。 

（臨時的任用職員等の給与） 

第22条 法第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の給与につい

ては、前各条の規定にかかわらず、企業長が

別に定める。 

 （再任用職員等についての適用除外） 

第23条 第４条、第７条、第８条の２及び第17条

の２の規定は、再任用職員には適用しない。

２ 第４条、第７条、第８条の２、第10条の２、

第17条の２、第17条の３及び第20条の規定は、

会計年度任用職員には適用しない。 

３ 第９条の規定は、パートタイム会計年度任

用職員には適用しない。 

 （パートタイム会計年度任用職員の報酬に係

る地域手当等に関する規定の準用） 

第24条 第８条、第10条及び第13条から第15条

までの規定は、第３条第 10 項に規定するパー

トタイム会計年度任用職員に係る報酬の額の

算定について準用する。この場合において、

第 13 条中「再任用短時間勤務職員」とあるの

は「パートタイム会計年度任用職員」と読み

替えるものとする。 

 （パートタイム会計年度任用職員に係る費用

弁償） 

第25条 パートタイム会計年度任用職員には、

費用弁償として通勤のために要する費用を支

給する。 

２ パートタイム会計年度任用職員が公務のた

め旅行したときは、費用弁償として、阪神水

６ 法第28条第２項又は分限条例第２条の規定

により休職にされた職員には、他の条例に別

段の定めがない限り、前５項に定める給与を

除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

 

 

 

 

 （非常勤職員、臨時傭人等の給与） 

第22条 非常勤職員及び臨時に雇傭される職員

並びにこれ等に準ずる職員の給与について

は、前各条の規定にかかわらず、企業長が別

に定める。 
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道企業団旅費条例（昭和23年条例第33号）の

例により旅費を支給する。 

（施行の細目） 

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、

企業長が定める。 

 

 

 

（施行の細目） 

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、

企業長が定める。 

 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改

正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

 

 （阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 阪神水道企業団一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（昭和32年条例第81号）

の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

   附 則 

１から９まで 省略 

 

10 削除 

 

 

 

 

 

 

 

11から17まで 省略 

 

18 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

１から９まで 省略 

 （地域手当） 

10 職員には、当分の間、給料、管理職手当及

び扶養手当の月額の合計額に、100分の12（阪

神水道企業団事業施行区域外の地域において

派遣職員として勤務する場合は、当該地域に

在勤する国又は地方公共団体の職員に支給さ

れる地域手当の支給割合を考慮して企業長が

別に定める割合）を乗じて得た額を地域手当

として支給する。 

11から17まで 省略 

 （地域手当を基礎とする給与） 

18 職員に地域手当が支給される間、改正後の

条例第17条中「給料月額」とあるのは「給料

月額とこれに対する地域手当の月額」と、第18

条中「扶養手当及び住居手当」とあるのは「扶

養手当、地域手当及び住居手当」と、第21条

第２項から第５項まで中「扶養手当及び住居

手当」とあるのは「扶養手当、地域手当及び

住居手当」とそれぞれ読み替えて、これらの

規定を適用する。 
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備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改

正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

 

 （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改正） 

第３条 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）の一

部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和27年

法律第292号。以下「法」という。）第38条第

４項の規定に基づき、企業職員の給与の種類

及び基準を定めることを目的とする。 

（給与の種類） 

第２条 企業職員のうち､常時勤務を要する者

及び地方公務員法（昭和25年法律第261号）第

22条の２第１項第２号に掲げる会計年度任用

職員（以下「フルタイム会計年度任用職員」

という。）並びに第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勤務の職を占

める者（以下これらの者を「職員」という。）

の給与の種類は、給料及び手当とする。 

２ 省略 

３ 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地

域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、

時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手

当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期

末手当、勤勉手当及び退職手当とする。 

４ 地方公務員法第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。）の給与の種類は、

報酬及び手当（期末手当に限る。）とする。 

（給料表） 

第３条 省略 

２及び３ 省略 

４ パートタイム会計年度任用職員の報酬は、

企業長が別に定める。 

 

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和27年

法律第292号、以下「法」という。）第38条第

４項の規定に基づき、企業職員の給与の種類

及び基準を定めることを目的とする。 

（給与の種類） 

第２条 企業職員のうち､常時勤務を要する者

及び地方公務員法（昭和25年法律第261号）第

28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を

占める者（以下これらの者を「職員」という。）

の給与の種類は、給料及び手当とする。 

 

 

 

２ 省略 

３ 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住

居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外手

当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手

当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉

手当及び退職手当とする。 

 

 

 

 

 （給料表） 

第３条 省略 

２及び３ 省略 
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 （地域手当） 

第５条の２ 地域手当は、民間の賃金水準を基

礎とし、物価等を考慮して、給料月額、管理

職手当及び扶養手当の月額の合計額を基準と

して職員に支給する。 

（住居手当） 

第５条の３ 自ら居住するため住宅（貸間を含

む。）を借り受け、家賃（使用料を含む。）を

支払つている職員その他企業長が別に定める

職員には、住居手当を支給する。 

 

（通勤手当） 

第６条 通勤手当は、通勤のため交通機関等を

利用することを常例とする職員に対して支給

する。 

（時間外勤務手当） 

第８条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外

に勤務することを命ぜられた職員に対して、

正規の勤務時間を超えて勤務した全時間につ

いて支給する。 

 （退職手当） 

第14条 省略 

 ⑴から⑷まで 省略 

２ 退職手当は、次の各号の一に該当する者に

は支給しない。 

⑴ 省略 

⑵ 地方公務員法第28条第４項の規定によ

る失職をした者 

 

⑶ 省略 

３から５まで 省略 

（給与の減額） 

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務し

ないことにつき特に承認のあつた場合（労働

組合の業務又は活動に従事するため組合休暇

としての許可を受けた場合及び地方公務員法

第22条の２第１項に規定する会計年度任用

職員（第17条第２項において「会計年度任用

職員」という。）について別に定める無給の休

 

 

 

 

 

（住居手当） 

第５条の２ 自ら居住するため住宅（貸間を含

む。）を借り受け、家賃（使用料を含む。）を

支払つている職員（公舎に居住する職員を除

く。）その他企業長が別に定める職員には、住

居手当を支給する。 

 （通勤手当） 

第６条 通勤手当は、企業長が別に定めるもの

を除くほか、通勤のため交通機関等を利用す

ることを常例とする職員に対して支給する。

 （時間外勤務手当） 

第８条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外

に勤務することを命ぜられた職員に対して、

正規の勤務時間をこえて勤務した全時間につ

いて支給する。 

 （退職手当） 

第14条 省略 

 ⑴から⑷まで 省略 

２ 退職手当は、次の各号の一に該当する者に

は支給しない。 

⑴ 省略 

⑵ 地方公務員法第28条第４項の規定によ

る失職（同法第16条第１号に該当する場合

を除く。）をした者 

⑶ 省略 

３から５まで 省略 

 （給与の減額） 

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務し

ないことにつき特に承認のあつた場合（労働

組合の業務又は活動に従事するため組合休暇

としての許可を受けた場合を除く。）を除くほ

か、その勤務しない１時間につき、勤務１時

間当たりの給与額を減額して給与を支給す

る。 
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暇を除く。）を除くほか、その勤務しない１時

間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額

して給与を支給する。 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就

学の始期に達するまでの子を養育するため１

日の勤務時間の一部を勤務しないことをい

う。）の承認を受けて勤務しない場合には、前

項の規定にかかわらず、その勤務しない１時

間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額

して給与を支給する。 

（再任用職員等についての適用除外） 

第17条 第５条、第５条の３、第11条及び第14条

の規定は、地方公務員法第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た職員には

適用しない。 

２ 第４条、第５条、第５条の３、第 11 条、第

11 条の２及び第 13 条の規定は、会計年度任

用職員には適用しない。 

３ 第６条、第14条の規定は、パートタイム会

計年度任用職員には適用しない。ただし、費

用弁償として通勤のために要する費用を支給

する。 

 （パートタイム会計年度任用職員の報酬に係

る地域手当等に関する規定の準用） 

第18条 第５条の２、第７条及び第８条から第

10 条までの規定は、第３条第４項に規定する

パートタイム会計年度任用職員に係る報酬の

額の算定について準用する。 

 （臨時的任用職員等の給与） 

第19条 地方公務員法第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の

給与については、前各条の規定にかかわらず、

企業長が別に定める。 

 

 附 則 

１ 省略 

 

 

 

２ 職員が部分休業（当該職員がその３歳に満

たない子を養育するため１日の勤務時間の一

部を勤務しないことをいう。）の承認を受けて

勤務しない場合には、前項の規定にかかわら

ず、その勤務しない１時間につき、勤務１時

間当たりの給与額を減額して給与を支給す

る。 

（再任用職員についての適用除外） 

第17条 第５条、第５条の２及び第14条の規定

は、地方公務員法第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た職員には適用し

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（非常勤職員の給与） 

第18条 企業職員で職員以外のものについて

は、職員の給与との均衡を考慮し、予算の範

囲内で給与を支給する。 

 

 

 

 

附 則 

１ 省略 
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２ 削除 

 

３ 削除 

 

 

４ 省略 

 

（地域手当） 

２ 職員には、当分の間企業長の定めるところ

により地域手当を支給する。 

３ 職員に地域手当が支給される間、第２条第

３項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、

地域手当」と読み替えてこの規定を適用する。

４ 省略 

 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改

正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

 

 （阪神水道企業団職員退職手当金条例の一部改正） 

第４条 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）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（職員） 

第２条 省略 

２ 職員以外の者のうち、職員について定めら

れている勤務時間以上勤務した日（法令又は

条例若しくはこれに基づく規則又は規程によ

り、勤務を要しないこととされ、又は休暇を

与えられた日を含む。）が18日以上ある月が引

き続いて12月を超えるに至つたもので、その

超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間

により勤務することとされているものは、職

員とみなして、この条例（第８条の２（第８

条の３において準用する場合を含む。）中公務

若しくは通勤による傷病又は死亡による退職

に係る部分以外の部分を除く。）の規定を適用

する。ただし、地方公務員法第22条の２第１

項第１号に掲げる職員については、この限り

でない。 

（勤続期間の計算） 

第７条 省略 

２ 省略 

３ 前２項の規定による在職期間のうちに、地

方公務員法第28条第２項に規定する休職（公

 

（職員） 

第２条 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （勤続期間の計算） 

第７条 省略 

２ 省略 

３ 前２項の規定による在職期間のうちに、地

方公務員法第28条第２項に規定する休職（公
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務上の負傷又は疾病（以下「傷病」という。）

による休職及び通勤（地方公務員災害補償法

（昭和42年法律第121号）第２条第２項及び第

３項に規定する通勤をいう。以下同じ。）によ

る傷病による休職を除く。）、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）第２条に規定する休職、地方公務員法第29

条第１項に規定する停職、阪神水道企業団一

般職員の給与に関する条例第21条の３の育児

休業その他これらに準ずる理由により現実に

職務に従事することを要しない期間のある月

（現実に職務を執ることを要する日のあつた

月を除く。以下「休職月等」という。）が１以

上あつたときは、その月数の２分の１に相当

する月数（地方公務員法第55条の２第１項た

だし書又は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６条第１項

ただし書に規定する事由により現実に職務に

従事することを要しなかつた期間について

は、その月数）を前２項の規定により計算し

た在職期間から除算する。 

４から８まで 省略 

（勤続期間の計算の特例） 

第７条の２ 次の各号に掲げる者に対する退職

手当の算定の基礎となる勤続期間の計算につ

いては、当該各号に掲げる期間は、前条第１

項に規定する職員としての引き続いた在職期

間とみなす。 

⑴ 第２条第２項に規定する者 その者の

同項に規定する勤務した月が引き続いて

12月を超えるに至るまでのその引き続い

て勤務した期間 

⑵ 第２条第２項に規定する者以外の常時

勤務に服することを要しない者のうち、同

項に規定する勤務した月が引き続いて12

月を超えるに至るまでの間に引き続いて

職員となり、通算して12月を超える期間勤

務した者 その職員となる前の引き続い

て勤務した期間 

務上の負傷又は疾病（以下「傷病」という。）

による休職及び通勤（地方公務員災害補償法

（昭和42年法律第121号）第２条第２項及び第

３項に規定する通勤をいう。以下同じ。）によ

る傷病による休職を除く。）、職員の分限の手

続及び効果に関する条例（昭和28年12月条例

第66号）第２条に規定する休職、地方公務員

法第29条第１項に規定する停職、阪神水道企

業団一般職員の給与に関する条例第21条の３

の育児休業その他これらに準ずる理由により

現実に職務に従事することを要しない期間の

ある月（現実に職務をとることを要する日の

あつた月を除く。以下「休職月等」という。）

が１以上あつたときは、その月数の２分の１

に相当する月数（地方公務員法第55条の２第

１項ただし書又は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６条

第１項ただし書に規定する事由により現実に

職務に従事することを要しなかつた期間につ

いては、その月数）を前２項の規定により計

算した在職期間から除算する。 

４から８まで 省略 
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（一般の退職手当の額） 

第７条の３ 退職した者に対する退職手当の額

は、次条から第９条までの規定により計算し

た退職手当の基本額に、第９条の２の規定に

より計算した退職手当の調整額を加えて得た

額とする。 

 （整理退職等の場合の退職手当の基本額） 

第８条の２ 定員の減少若しくは組織の改廃の

ため過員若しくは廃職を生ずることにより退

職した者、その者の非違によることなく勧し

ようを受けて退職した者若しくはこれに準ず

る理由により退職した者、公務若しくは通勤

による傷病により退職し、又は公務若しくは

通勤により死亡した者で規則で定めるもの又

は定年に達したことにより退職した者（定年

に達した者で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）第４条の

規定により引き続き勤務した後退職したもの

を含む。）に対する退職手当の基本額は、第８

条の規定により計算した額に100分の131（勤

続期間が20年以下で退職した者にあつては、

100分の130）を乗じて得た額とする。 

２ 前項に規定する者で次の各号に掲げる者に

該当するものに対する退職手当の額が、退職

又は死亡の日におけるその者の基本給月額に

当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満た

ないときは、同項、第７条の３及び第９条の

２の規定にかかわらず、その乗じて得た額を

その者の退職手当の額とする。 

 ⑴から⑷まで 省略 

３ 前項の基本給月額は、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）に規定する給料及び扶養手当の月額並び

にこれらに対する地域手当の月額の合計額又

はこれらに相当する給与の月額とする。 

（退職手当の調整額） 

第９条の２ 省略 

２ 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係

る退職（この条例その他の条例の規定により、

 （一般の退職手当の額） 

第７条の２ 退職した者に対する退職手当の額

は、次条から第９条までの規定により計算し

た退職手当の基本額に、第９条の２の規定に

より計算した退職手当の調整額を加えて得た

額とする。 

 （整理退職等の場合の退職手当の基本額） 

第８条の２ 定員の減少若しくは組織の改廃の

ため過員若しくは廃職を生ずることにより退

職した者、その者の非違によることなく勧し

ようを受けて退職した者若しくはこれに準ず

る理由により退職した者、公務若しくは通勤

による傷病により退職し、又は公務若しくは

通勤により死亡した者で規則で定めるもの又

は定年に達したことにより退職した者（定年

に達した者で阪神水道企業団職員の定年等に

関する条例（昭和59年12月条例第５号）第４

条の規定により引き続き勤務した後退職した

ものを含む。）に対する退職手当の基本額は、

第８条の規定により計算した額に100分の131

（勤続期間が20年以下で退職した者にあつて

は、100分の130）を乗じて得た額とする。 

２ 前項に規定する者で次の各号に掲げる者に

該当するものに対する退職手当の額が、退職

又は死亡の日におけるその者の基本給月額に

当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満た

ないときは、同項、第７条の２及び第９条の

２の規定にかかわらず、その乗じて得た額を

その者の退職手当の額とする。 

 ⑴から⑷まで 省略 

３ 前項の基本給月額は、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）に規定する給料及び扶養手当の月額

の合計額又はこれらに相当する給与の月額と

する。 

（退職手当の調整額） 

第９条の２ 省略 

２ 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係

る退職（この条例その他の条例の規定により、
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この条例の規定による退職手当を支給しない

こととしている退職を除く。以下第15条まで

において同じ。）の日以前の期間のうち、次の

各号に掲げる在職期間に該当するものをい

う。 

⑴ 省略 

⑵ 第７条第４項の規定により職員として

の引き続いた在職期間に含むものとされ

た職員以外の公務員等としての引き続い

た在職期間 

⑶ 前号に掲げる期間に準ずるものとして

企業長が別に定める在職期間 

３から５まで 省略 

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手

当の支給制限） 

第11条 企業長は、退職（この条例その他の条

例の規定により、この条例の規定による退職

手当を支給しないこととしている退職を除

く。）をした者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、当該退職をした者（当該退職をし

た者が死亡したときは、当該退職に係る一般

の退職手当等の額の支払を受ける権利を継承

した者）に対し、当該退職をした者が占めて

いた職の職務及び責任、当該退職をした者の

勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違

の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当

該非違後における当該退職をした者の言動、

当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並

びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影

響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部

又は一部を支給しないこととする処分を行う

ことができる。 

 

⑴ 省略 

⑵ 地方公務員法第28条第４項の規定によ

る失職又はこれに準ずる退職をした者 

 

２及び３ 省略 

 

この条例の規定による退職手当を支給しない

こととしている退職を除く。）の日以前の期間

のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当す

るものをいう。 

 

⑴ 省略 

 

 

 

 

⑵ 前号に掲げる期間に準ずるものとして

企業長が別に定める在職期間 

３から５まで 省略 

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手

当の支給制限） 

第11条 企業長は、退職（この条例その他の条

例の規定により、この条例の規定による退職

手当を支給しないこととしている退職を除

く。以下第 15 条までにおいて同じ。）をした

者が次の各号のいずれかに該当するときは、

当該退職をした者（当該退職をした者が死亡

したときは、当該退職に係る一般の退職手当

等の額の支払を受ける権利を継承した者）に

対し、当該退職をした者が占めていた職の職

務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、

当該退職をした者が行つた非違の内容及び程

度、当該非違に至つた経緯、当該非違後にお

ける当該退職をした者の言動、当該非違が公

務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違

が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案し

て、当該一般の退職手当等の全部又は一部を

支給しないこととする処分を行うことができ

る。 

⑴ 省略 

⑵ 地方公務員法第28条第４項の規定によ

る失職（同法第16条第１号に該当する場合

を除く。）又はこれに準ずる退職をした者

２及び３ 省略 
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備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改

正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

 

（阪神水道企業団職員退職手当金条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 阪神水道企業団職員退職手当金条例の一部を改正する条例（昭和32年条例第84号）の一部を

次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

   附 則 

１ 省略 

 

２ 削除 

 

 

   附 則 

１ 省略 

（地域手当を基礎とする退職金） 

２ 職員に地域手当が支給される間、改正後の

条例第８条の２第３項中の「及び扶養手当」

は「扶養手当及び地域手当」と読み替えて適

用する。 

 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改

正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

 

（阪神水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第６条 阪神水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年条例第３号）の一

部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（公表） 

第２条 企業長は、毎年、前年度における職員

（臨時的に任用された職員及び非常勤職員

（地方公務員法第28条の５第１項に規定する

短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条

の２第１項第２号に掲げる職員を除く。）を除

く。）の給与、勤務時間その他の勤務条件に関

する状況を公表しなければならない。 

２ 省略 

 

 

（公表） 

第２条 企業長は、毎年、前年度における職員

（臨時的に任用された職員及び非常勤職員

（地方公務員法第28条の５第１項に規定する

短時間勤務の職を占める職員を除く。）を除

く。）の給与、勤務時間その他の勤務条件に関

する状況を公表しなければならない。 

 

２ 省略 

 

備考 
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１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改

正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

 

 （阪神水道企業団職員定数条例の一部改正） 

第７条 阪神水道企業団職員定数条例（昭和24年条例第38号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（定義） 

第１条 この条例で「職員」とは、企業長の事

務部局に勤務する一般職の職員をいう。ただ

し、次に掲げる者を除く。 

 ⑴ 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項に規定

する会計年度任用職員 

 ⑵ 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勤務の職を占める職員

⑶ 地方自治法（昭和22年法律第67号）第292

条の規定により準用する第252条の17によ

り派遣している職員、外国の地方公共団体

の機関等に派遣している職員の処遇等に

関する条例（平成14年条例第１号）第２条

第１項及び公益的法人等への職員の派遣

等に関する条例(平成30年条例第２号)第

２条第１項の規定により派遣している職

員並びにこれらに準ずる職員 

⑷ 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２条第１項の

規定により育児休業をしている職員及び

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）第２条の規定によ

り休職している職員であつて、当該職務に

従事しない期間が長期にわたる職員 

 

 

（定義） 

第１条 この条例で「職員」とは、企業長の事

務部局に常時勤務する者（雇傭人を含む。）を

いう。但し次に掲げる者を除く。 

 ⑴ 副企業長 

 

 

 ⑵ ６ヵ月以内の期間を定めて雇傭される者

 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改

正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 
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 （職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第８条 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）の一部を次のように改正す

る。 

改 正 後 改 正 前 

 

 （この条例の目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年

法律第261条。以下「法」という。）第28条第

３項の規定に基づき、職員の意に反する降任、

免職及び休職の手続及び効果に関し規定する

ことを目的とする。 

（休職の事由） 

第２条 法第28条第２項に規定する場合のほ

か、職員が次の各号の一に該当する場合にお

いては、その意に反してこれを休職すること

ができる。 

 ⑴から⑶まで 省略 

 （降任、免職及び休職の手続） 

第３条 法第28条第１項第２号の規定に該当す

るものとして職員を降任し、若しくは免職す

る場合又は同条第２項第１号の規定に該当す

るものとして職員を休職する場合において

は、企業長が指定する医師２名の診断をあら

かじめ受けさせなければならない。 

２ 省略 

（休職の効果） 

第４条 省略 

２及び３ 省略 

４ 企業長は、前３項の規定による休職の期間

中であつても、その事故が消滅したと認めら

れるときは、速やかに復職を命じなければな

らない。 

５ 法第22条の２第１項に規定する会計年度任

用職員に対する第１項から第３項までの規定

の適用については、第１項中「別表に掲げる

期間の範囲内」とあるのは、「法第22条の２第

２項の規定に基づき企業長が定める任期の範

囲内」と、第２項中「当該刑事事件が裁判所

に係属する間」とあるのは、「法第22条の２第

 

（この条例の目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年

法律第261条。以下「法」という。）第28条第

３項の規定に基き、職員の意に反する降任免

職及び休職の手続及び効果に関し、規定する

ことを目的とする。 

 （休職の事由） 

第２条 法第28条第２項に規定する場合の外、

職員が次の各号の一に該当する場合において

は、その意に反してこれを休職することがで

きる。 

 ⑴から⑶まで 省略 

 （降任、免職及び休職の手続） 

第３条 法第28条第１項第２号の規定に該当す

るものとして、職員を降任し若しくは免職す

る場合又は同条第２項第１号の規定に該当す

るものとして、職員を休職する場合において

は、企業長が指定する医師２名の診断をあら

かじめ受けさせなければならない。 

２ 省略 

（休職の効果） 

第４条 省略 

２及び３ 省略 

４ 企業長は、前３項の規定による休職の期間

中であつても、その事故が消滅したと認めら

れるときは、すみやかに復職を命じなければ

ならない。 
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２項の規定に基づき企業長が定める任期の範

囲内で、当該刑事事件が裁判所に係属する間」

と、第３項中「１年以内」とあるのは、「法第

22条の２第２項の規定に基づき企業長が定め

る任期の範囲内」とする。 

 （失職の例外） 

第６条 法第16第２号に該当するに至つた職

員のうち、禁錮の刑に処せられ、その刑に係

る罪が公務上又は通勤（地方公務員災害補償

法（昭和42年法律第121号）第２条第２項及

び第３項に規定する通勤をいう。）途上の過失

による事故であり、かつ、その刑の執行を猶

予された者については、情状によりその職を

失わないものとすることができる。 

２ 省略 

 

別 表 

休職の事由 勤続年数区分 休職の期間 

私傷病による

法第28条第 2 項

第 1 号の休職 

2  年  未  満 

2 年以上 4 年未満 

4  年  以  上 

1     年

2     年

3     年

公務上の傷病

による法第 28

条第 2 項第 1 号

の休職 

 3     年

ただし、医師

の診断等によ

り企業長が必

要と認めると

きは期間を延

長することが

できる。 

第 2 条第 1 号及

び第 3号の休職 

 3     年

 （注） １ 省略 

     ２ 省略 

 

 

 

 

 

 

 （失職の例外） 

第６条 法第16第２号に該当するに至つた職

員のうち、禁この刑に処せられ、その刑にか

かる罪が公務上又は通勤（地方公務員災害補

償法（昭和42年法律第121号）第２条第２項

及び第３項に規定する通勤をいう。）途上の過

失による事故であり、かつ、その刑の執行を

猶予された者については、情状によりその職

を失わないものとすることができる。 

２ 省略 

 

別 表 

休職の事由 勤続年数区分 休職の期間 

私傷病による

法第28条第 2 項

第 1 号の休職 

2  年  未  満 

2 年以上 4 年未満 

4  年  以  上 

1     年

2     年

3     年

公務上の傷病

による法第 28

条第 2 項第 1 号

の休職 

 3     年

但し医師の診

断等により管

理者が必要と

認めるときは

期間を延長す

ることができ

る。 

第 2 条第 1 号及

び第 3号の休職

 3     年

 （註） １ 省略 

２ 省略 

 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改

正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

４ 改正前の欄の太線で囲まれた様式（以下「改正様式」という｡）に対応する改正後の欄の太線で囲まれた部分（以下「改正

後様式」という｡）がある場合には、当該改正様式を当該改正後様式に改める。 

５ 改正後様式に対する改正様式がない場合には、当該改正後様式を加える。 
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６ 改正様式に対応する改正後様式がない場合には、当該改正様式を削る。 

 

 

 （職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第９条 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）の一部を次のように改正す

る。 

改 正 後 改 正 前 

 

 （この条例の目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年

法律第261条。以下「法」という。）第29条第

４項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び

効果に関し規定することを目的とする。 

 （懲戒の手続） 

第２条 戒告、減給、停職又は懲戒処分として

の免職の処分は、その事由を記載した書面を

当該職員に交付して行わなければならない。

（懲戒の効果） 

第３条 省略 

２ 減給は１日以上６月以下の期間、給料及び

これに対する地域手当の合計額（法第22条の

２第１項第１号に掲げる職員にあつては、こ

れらに相当する報酬の額）の10分の１以下を

減ずるものとする。 

３ 停職の期間は、１日以上６月以下とする。

 

 

 

４ 停職者は、その職を保有するが職務に従事

することができず、又いかなる給与も支給さ

れない。 

 

 

 （この条例の目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年

法律第261条。以下「法」という。）第29条第

２項の規定に基き、職員の懲戒の手続及び効

果に関し規定することを目的とする。 

（懲戒の手続） 

第２条 戒告減給停職又は懲戒処分としての免

職の処分は、その事由を記載した書面を当該

職員に交付して行わなければならない。 

（懲戒の効果） 

第３条 省略 

２ 減給は１日以上６月以下の期間、給料及び

これに対する勤務地手当の合計額の10分の１

以下を減ずるものとする。 

 

 

３ 停職の期間は、１日以上６月以下とする。

停職者は、その職を保有するが職務に従事す

ることができず又いかなる給与も支給されな

い。 

 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改

正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

 

（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正） 

第10条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（平成14年条例第１

号）の一部を次のように改正する。 
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改 正 後 改 正 前 

 

（職員の派遣） 

第２条 省略 

⑴から⑸まで 省略 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。 

 ⑴及び⑵ 省略 

 ⑶ 地方公務員法第22条に規定する条件付採

用になっている職員（企業長が定める職員

を除く。） 

⑷及び⑸ 

 

 

（職員の派遣） 

第２条 省略 

⑴から⑸まで 省略 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。 

 ⑴及び⑵ 省略 

 ⑶ 地方公務員法第22条第１項に規定する条

件附採用になっている職員（企業長が定め

る職員を除く。） 

⑷及び⑸ 省略 

 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改

正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

 

 （公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第11条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成30年条例第２号）の一部を次のように改

正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（職員の派遣） 

第２条 省略 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。 

 ⑴及び⑵ 省略 

 ⑶ 地方公務員法第22条に規定する条件付採

用になっている職員（企業長が定める職員

を除く。） 

⑷及び⑸ 省略 

３ 省略 

 ⑴及び⑵ 省略 

（職務に復帰した職員等に関する退職手当

金条例の特例） 

第７条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職

した場合（派遣職員がその職員派遣の期間中

に退職した場合を含む。）における阪神水道企

 

（職員の派遣） 

第２条 省略 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める職

員は、次に掲げる職員とする。 

 ⑴及び⑵ 省略 

 ⑶ 地方公務員法第22条第１項に規定する条

件付採用になっている職員（企業長が定め

る職員を除く。） 

⑷及び⑸ 省略 

３ 省略 

 ⑴及び⑵ 省略 

 （職務に復帰した職員等に関する退職手当金

条例の特例） 

第７条 職員派遣後職務に復帰した職員が退職

した場合（派遣職員がその職員派遣の期間中

に退職した場合を含む。）における阪神水道企
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業団職員退職手当金条例（昭和24年条例第39

号。以下「退職手当金条例」という。）の規定

の適用については、派遣先団体の業務に係る

業務上の傷病又は死亡は退職手当金条例第７

条第３項、第８条の２第１項及び第８条の３

に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業

務に係る労働者災害補償保険法第₇条第₂項に

規定する通勤による傷病は退職手当金条例第

７条第３項、第８条の２第１項及び第８条の

３に規定する通勤による傷病又は死亡とみな

す。 

 

業団職員退職手当金条例（昭和24年条例第39

号。以下「退職手当金条例」という。）の規定

の適用については、派遣先団体の業務に係る

業務上の傷病又は死亡は退職手当金条例第７

条第３項、第８条の２第１項及び第８条の３

に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業

務に係る労働者災害補償保険法第₇条第₂項に

規定する通勤による傷病は退職手当金条例第

７条第３項、第８条の２第１項及び第８条の

３第３項に規定する通勤による傷病又は死亡

とみなす。 

 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改

正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

 

 （阪神水道企業団附属機関の委員その他の構成員の報酬並びに費用弁償に関する条例の一部改正） 

第12条 阪神水道企業団附属機関の委員その他の構成員の報酬並びに費用弁償に関する条例（平成16

年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第203条の２第５項の規定に基づ

き、附属機関の委員その他の構成員（以下「委

員等」という。）の報酬及び費用弁償の額並び

にその支給方法に関する事項を定めるものと

する。 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第203条の２第４項の規定に基づ

き、附属機関の委員その他の構成員（以下「委

員等」という。）の報酬及び費用弁償の額並び

にその支給方法に関する事項を定めるものと

する。 

 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改

正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第３条中第14条第２項第２号の改正規

定及び第４条中第11条第１項第２号の改正規定は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から
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適用する。 

 （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改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の阪神水道企業団企業職員の給与の種類及び基

準に関する条例第14条第２項の規定に該当する者として退職手当を支給されなかったのは、この

条例による改正後の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第14条第２項の

規定に該当する者として退職手当を支給されなかったものとみなす。 

 （阪神水道企業団職員退職手当金条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の阪神水道企業団職員退職手当金条例第11条第

１項の規定により企業長がした処分は、この条例による改正後の阪神水道企業団職員退職手当金

条例第11条第１項の規定により企業長がした処分とみなす。 

 （職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第３

条第２項の規定により減給処分となっている職員のその減給の基礎となった給料等の額は、改正

後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第３条第２項の規定による給料等の額とみなす。 

 

 

 

（理由） 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 29 号）の施行により、会

計年度任用職員制度が導入されること及び成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図

るための関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第 37 号）の施行等に伴い、関係条例の改正を

行おうとするものである。 

 


