
 

 

防衛大学校達第７号 

自衛官以外の隊員の勤務時間及び休暇に関する訓令（昭和 37 年防衛庁訓令第 43 

号）第 13 条及び自衛官の勤務時間及び休暇に関する訓令（昭和 37 年防衛庁訓令第

65 号）第 19 条の規定に基づき、休暇に関する達を次のように定める。 

昭和６１年１１月６日 

防衛大学校長 土 田 國 保 

   休暇に関する達 

 

改正  平成元年４月 20 日防衛大学校達第８号  平成 2 年 6 月 8 日防衛大学校達第６号 

   平成３年４月 12 日防衛大学校達第１号  平成４年４月 10 日防衛大学校達第８号 

平成５年４月 1 日防衛大学校達第 11 号  平成６年 10 月 18 日防衛大学校達第７号 

平成８年５月 11 日防衛大学校達第６号  平成８年 10 月１日防衛大学校達第９号 

平成９年４月 1 日防衛大学校達第６号  平成 10 年４月９日防衛大学校達第４号 

平成 12 年４月 1 日防衛大学校達第４号  平成 17 年３月 31 日防衛大学校達第５号 

平成 19 年３月 30 日防衛大学校達第７号  平成 19 年８月 29 日防衛大学校達第１２号 

平成 21 年３月 31 日防衛大学校達第６号  平成 22 年４月１日防衛大学校達第８号 

平成 24 年４月６日防衛大学校達第８号  平成 27 年４月 10 日防衛大学校達第９号 

平成 28 年３月 31 日防衛大学校達第３号  平成 28 年６月９日防衛大学校達第８号 

平成 29 年６月 20 日防衛大学校達第１０号  平成 30 年３月 30 日防衛大学校達第４号 

令和２年３月 31 日防衛大学校達第５号  令和２年 12 月 22 日防衛大学校達第１９号 

 

（趣旨）                                

第１条 この達は、防衛大学校に勤務する隊員（本科学生を除く。以下「隊員」と 

いう。） の勤務時間及び休暇について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義）  

第２条 この達における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 規則  自衛隊法施行規則（昭和２９年総理府令第４０号）をいう。 

(2) 事務官等訓令  自衛官以外の隊員の勤務時間及び休暇に関する訓令（昭和３ 

７年防衛庁訓令第４３号）をいう。  

(3) 自衛官訓令 自衛官の勤務時間及び休暇に関する訓令（昭和３７年防衛庁訓 

令第６５号） をいう。  

(4) 人事教育局長通知 自衛官以外の隊員の勤務時間及び休暇に関する訓令第２ 

条第８項から第１６項まで及び第２４項、自衛官の勤務時間及び休暇に関する 

訓令第９条第３項から第７項まで及び第１０項並びに防衛省に勤務する一般職 



 

 

の職員の勤務時間に関する訓令第５条の規定に基づく勤務時間の割振り又は日 

課の定めの基準等について（通知）（防人計第７２０４号。２８．３．３１）を 

いう。 

(5) フレックスタイム制適用隊員 規則第４４条第５項若しくは第６項又は自衛 

官訓令第９条第３項若しくは第６項の規定の適用を受ける隊員をいう。 

(所属長) 

第３条 事務官等訓令第２条の２第１項及び自衛官訓令第１２条に規定する官房等 

が別に定める所属長は、次の表の右欄に掲げる者について、それぞれ左欄に定め 

る者とする。 

学校長 副校長 幹事 部長 先端学術推進機構長 総合情報図書館長 理工学研究科長

総合安全保障研究科長 入試統括官 教養教育センター長 グローバルセキュ

リティセンター長 国際交流センター長 学群長 学術情報官 

総務部長 総務課長 企画室長 社会連携推進室長 厚生課長 会計課長 経理室長 管理施

設課長 衛生課長 

教務部長 教務課長 入学試験課長 教育研究支援室長 

訓練部長 訓練課長 学生課長 補導室長 総括首席指導教官 

先端学術推進機構長 先端学術推進機構事務室長 国際交流企画官 

総合情報図書館長 総合情報図書館事務長 

課長、先端学術推進 

機構事務室長及び総 

合情報図書館事務長 

課（企画室、社会連携推進室、経理室、教育研究支援室及び補導室に所属 

する隊員を除く。 ）、先端学術推進機構事務室及び総合情報図書館事務室 

に所属する隊員 

教務課長 研究科学生及び研修生 

企画室長 企画室に所属する隊員 

社会連携推進室長 社会連携推進室に所属する隊員 

経理室長 経理室に所属する隊員 

教育研究支援室長 教育研究支援室に所属する隊員 

補導室長 補導室に所属する隊員 

総括首席指導教官 首席指導教官 次席指導教官 指導教官 首席指導教官付 

学群長 学群に所属する隊員（教育計画調整官を除く。）  

 

（フレックスタイム制の割振り又は日課の定め） 

第４条 フレックスタイム制適用隊員に対する勤務時間の割振り又は日課の定めに 

ついては、適切な隊務又は公務の運営の体制を確保しつつ所属長が行うものとす

る。 

（標準勤務期間） 

第５条 人事教育局長通知第１第６項第２号の標準勤務時間は、午前８時３０分か 

ら午後５時１５分までとする。ただし、午後０時から午後１時までは休憩時間と 



 

 

する。 

（コアタイム） 

第６条 人事教育局長通知第１第１８項第１号のコアタイムは、別表に定める「コ 

アタイム」欄のとおりとする。 

（休憩時間） 

第７条 フレックスタイム制適用隊員の月曜日から金曜日までの間の休憩時間につ 

 いては、別表に定める「休憩時間」欄のとおりとする。 

（フレックスタイム制勤務に係る申告等） 

第８条 隊員のフレックスタイム制勤務に係る申告等については、人事教育局長通 

知別紙様式第２から別紙様式第７に定める状況申出書、状況変更届及び申告・割 

振り簿により、次の各号に掲げる隊員の区分に応じて、当該各号に定める期日ま 

でに申告するものとする。 

 (1) 規則第４４条第５項及び自衛官訓令第９条第３項の規定に基づく申告を行う 

隊員 

フレックスタイム制勤務の単位期間の開始日の前日から起算して、できる限 

  り２週間前までに申告するものとする。 

(2) 規則第４４条第６項及び自衛官訓令第９条第６項の規定に基づく申告を行う 

隊員 

フレックスタイム制勤務の単位期間の開始日の前日から起算して、できる限 

り１週間前までに申告するものとする。 

 (3) 特別の事情により第１号及び第２号に規定する期日までに申告ができなかっ 

た隊員 

できる限り速やかに申告するものとする。 

（単位期間の開始日） 

第９条 前条第１号及び第２号の規定によりフレックスタイム制勤務の申告をした 

隊員については、フレックスタイム制勤務の適用を受ける場合の単位期間の開始 

日を同一の日とする。 

（休暇の請求） 

第 10 条 隊員は、休暇を請求するときは、あらかじめ休暇簿に所要事項を記入し、 

所属長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむ 

を得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事 

後において承認を求めることができる。 

（休暇簿） 

第 11 条 休暇簿については、隊員の休暇簿について（通知）（人１第２７３０号。 

６１．５．２１）による。 

 

 



 

 

 (病気休暇等の通知） 

第 12 条 勤務時間管理員及び勤務状況管理員は、隊員が病気休暇、特別休暇又は介

護休暇を承認された場合は、速やかに当該隊員の休暇簿の写を総務課長（人事第 

２係長気付）に提出するものとする。承認された病気休暇又は特別休暇に変更が 

あった場合も同様とする。 

（休暇証） 

第 13 条 自衛官訓令第 17 条第１項に規定する休暇証の様式は、別紙様式のとおり 

  とする。 

附 則 

１ この達は、昭和 61 年 11 月６日から施行する。 

２ 休暇に関する達（昭和 48 年防衛大学校達第７号）は、廃止する。 

附 則 （平成元年４月 20 日防衛大学校達第８号） 

１ この達は、平成元年４月 20 日から施行し、１月８日から適用する。 

２ この達は、施行の際、現に保有している旧様式の用紙類は、当分の間、訂正し 

て使用することができる。 

附 則（平成２年６月８日防衛大学校達第６号） 

この達は、平成２年６月８日から施行する。 

附 則（平成３年４月 12 日防衛大学校達第１号） 

この達は、平成３年４月 12 日から施行する。 

附 則（平成４年４月 10 日防衛大学校達第８号） 

この達は、平成４年４月 10 日から施行する。 

附 則（平成５年４月１日防衛大学校達第 11 号） 

この達は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年 10 月 18 日防衛大学校達第７号） 

この達は、平成６年９月１日から適用する。 

附 則（平成８年５月 11 日防衛大学校達第６号） 

この達は、平成８年５月 11 日から施行する。 

附 則（平成８年 10 月１日防衛大学校達第９号） 

この達は、平成８年 10 月１日から施行する。 

附 則（平成９年４月１日防衛大学校達第６号） 

この達は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成 10 年 4 月 9 日防衛大学校達第４号） 

この達は、平成 10 年４月９日から施行する。 

附 則（平成 12 年４月１日防衛大学校達第４号）（抄） 

１ この達は、平成 12 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 17 年３月 31 日防衛大学校達第５号） 

この達は、平成 17 年４月１日から施行する。 



 

 

附 則（平成 19 年３月 30 日防衛大学校達第５号） 

この達は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 19 年８月 29 日防衛大学校達第 12 号） 

この達は、平成 19 年９月１日から施行する。 

附 則（平成 21 年３月 31 日防衛大学校達第６号） 

この達は、平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 22 年４月１日防衛大学校達第８号）（抄） 

１  この達は、平成 22 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 24 年４月６日防衛大学校達第８号） 

この達は、平成 24 年４月６日から施行する。 

附 則（平成 27 年４月 10 日防衛大学校達第９号） 

この達は、平成 27 年４月 10 日から施行する。 

附 則（平成 28 年３月 31 日防衛大学校達第３号） 

この達は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 28 年６月９日防衛大学校達第８号） 

この達は、平成 28 年６月９日から施行する。 

附 則（平成 29 年６月 20 日防衛大学校達第 10 号） 

この達は、平成 29 年７月１日から施行する。 

附 則（平成 30 年３月 30 日防衛大学校達第４号） 

この達は、平成 30 年４月１日から施行する。  

附 則（令和２年３月 31 日防衛大学校達第５号） 

この達は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年１２月２２日防衛大学校達第１９号） 

この達は、令和３年１月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別紙様式（第１３条関係） 

 

 

年 次 

 特 別  休  暇  証 

病 気 

 

                        所 属 

                        階 級 

                        氏 名 

 

   上記の者に対し、次のとおり休暇を承認する。 

 

    休暇の期間   自      年  月  日  時  分 

 

            至      年  月  日  時  分 

 

 

    休暇中の所在地 

 

 

         年  月  日 

 

 

                   （休暇承認権者） 

                                        官職  氏名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表(第６条及び第７条関係） 

 

 
勤務時間及び日課 

休憩時間 

 
 

休養日及び週休日 

 
 

 

コアタイム 
 

フレキシブル

タイム 

 

育児介護隊員以外  

 

1000～1600 

 

0700～1000 

1600～2200 

 

1200～1300  

1800～1830※ 

 

 

日曜日及び土曜日 

 
 

 

 

育児介護隊員   

 

 

1300～1500 

 
0700～1200 

1500～2200 

 
1200～1300  

1800～1830※ 

 

日曜日及び土曜日。 

申告がある場合は 

上記以外に１日 

 

※ 人事教育局長通知第２第２号の規定に基づき、５時間３０分を超える連続 

する正規の勤務時間を割振る場合には、３０分の休憩時間を置くこととする。 


