
〇海上自衛官の勤務時間及び休暇に関する達 

昭和38年２月18日  

海上自衛隊達第15号  

改正 昭和38年４月１日 海上自衛隊達第40号〔海上自衛隊東京業務隊等 

の新編に伴う関係達の整理等に関する達14条による改正〕    

昭和40年１月30日 海上自衛隊達第７号〔第１潜水隊群の新編等に 

伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達25条による改正〕    

昭和40年３月１日 海上自衛隊達第16号〔船越分遣隊の新編に伴う 

関係海上自衛隊達の整理に関する達５条による改正〕      

昭和40年３月25日 海上自衛隊達第25号〔小月教育航空群の新編等 

に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達16条による改正〕   

昭和42年７月28日 海上自衛隊達第44号〔自衛隊法第17条の２の改 

正規定の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達１条によ 

る改正〕                          

昭和42年９月30日 海上自衛隊達第53号〔呉潜水艦基地隊の新編等 

に伴う関係達の整理に関する達15条による改正〕        

昭和43年３月15日 海上自衛隊達第11号〔中央通信隊群の新編等に 

伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達14条による改正〕    

昭和43年６月26日 海上自衛隊達第36号〔父島基地分遣隊等及び岩 

国航空分遣隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達 

10条による改正〕                      

昭和44年９月30日 海上自衛隊達第51号〔海洋業務隊の新編等に伴 

う関係海上自衛隊達の整理に関する達８条による改正〕     

昭和45年３月２日 海上自衛隊達第９号〔地方隊の改編等に伴う関 

係海上自衛隊達の整理に関する達10条による改正〕       

昭和45年９月28日 海上自衛隊達第73号〔警備隊の改編等に伴う関 

係海上自衛隊達の整理に関する達５条による改正〕       

昭和46年４月１日 海上自衛隊達第17号〔揚陸隊等の名称の改正に 

伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達８条による改正〕    

昭和47年９月９日 海上自衛隊達第60号〔第１次改正〕      

昭和48年10月16日 海上自衛隊達第49号〔第２潜水隊群の新編等に 

伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達10条による改正〕    

昭和48年11月28日 海上自衛隊達第54号〔第２次改正〕      

昭和51年５月11日 海上自衛隊達第15号〔海上自衛隊警務隊の運用 

等に関する達の一部を改正する達附則７項による改正〕     

昭和52年１月７日 海上自衛隊達第１号〔第３次改正〕      

昭和52年12月27日 海上自衛隊達第21号〔海上自衛隊潜水医学実験 

隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達11条による 

改正〕                           

昭和53年６月30日 海上自衛隊達第24号〔開発指導隊群の新編等に 

伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達11条による改正〕    

昭和55年３月13日 海上自衛隊達第６号〔海洋業務群の新編等に伴 

う関係海上自衛隊達の整理に関する達13条による改正〕     



昭和56年２月10日 海上自衛隊達第７号〔潜水艦隊の新編に伴う関 

係海上自衛隊達の整理に関する達20条による改正〕       

昭和56年３月26日 海上自衛隊達第15号〔音響業務支援隊等の新編 

等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達９条による改正〕  

昭和56年７月14日 海上自衛隊達第27号〔海洋観測所等の新編等に 

伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達７条による改正〕    

昭和56年10月28日 海上自衛隊達第35号〔プログラム業務分遣隊の 

新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達３条による改正〕 

昭和57年３月13日 海上自衛隊達第４号〔電子業務支援隊の新編に 

伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達６条による改正〕    

昭和57年５月27日 海上自衛隊達第17号〔誘導武器教育訓練隊等の 

新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達６条による改正〕 

昭和58年２月16日 海上自衛隊達第６号〔第４次改正〕      

昭和58年３月28日 海上自衛隊達第13号〔航空分遣隊の廃止及び航 

空隊（丁）の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達６条 

による改正〕                        

昭和58年６月28日 海上自衛隊達第28号〔誘導弾整備所の新編等に 

伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達３条による改正〕    

昭和60年６月27日 海上自衛隊達第16号〔水雷整備所の新編等に伴 

う関係海上自衛隊達の整理に関する達３条による改正〕     

昭和61年３月17日 海上自衛隊達第７号〔駆潜隊の廃止に伴う関係 

海上自衛隊達の整理に関する達６条による改正〕        

昭和61年７月16日 海上自衛隊達第12号〔第５次改正〕      

昭和62年６月29日 海上自衛隊達第17号〔基地業務隊の新編等に伴 

う関係海上自衛隊達の整理等に関する達４条による改正〕    

昭和62年11月27日 海上自衛隊達第34号〔航空集団の改編等に伴う 

関係海上自衛隊達の整理に関する達７条による改正〕      

昭和63年４月８日 海上自衛隊達第20号〔海上自衛隊の病院の廃止 

及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関 

する達20条による改正〕                   

昭和63年12月28日 海上自衛隊達第70号〔第６次改正〕      

平成元年３月４日 海上自衛隊達第６号〔元号を改める政令の施行 

に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達13条による改正〕   

平成元年５月29日 海上自衛隊達第25号〔第７次改正〕      

平成３年３月２日 海上自衛隊達第８号〔第８次改正〕      

平成３年４月12日 海上自衛隊達第18号〔厚木調査分遣隊の新編等 

に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達３条による改正〕   

平成４年２月14日 海上自衛隊達第４号〔対潜資料隊及び気象資料 

管理隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達４条に 

よる改正〕                         

平成４年４月10日 海上自衛隊達第18号〔硫黄島航空基地隊の新編 

等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達６条による改正〕  

平成４年４月27日 海上自衛隊達第21号〔第９次改正〕      

平成５年３月22日 海上自衛隊達第９号〔第１ミサイル艦隊の新編 



等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達６条の改正〕    

平成６年８月31日 海上自衛隊達第20号〔第10次改正〕      

平成７年３月28日 海上自衛隊達第７号〔作戦情報支援隊の新編に 

伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達６条による改正〕    

平成７年６月27日 海上自衛隊達第22号〔音響業務支援隊の廃止等 

に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達８条による改正〕   

平成９年１月20日 海上自衛隊達第１号〔海上幕僚監部調査部の改 

組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関 

する達11条による改正〕                   

平成10年６月２日 海上自衛隊達第20号〔港湾哨戒隊の廃止に伴う 

関係海上自衛隊達の整理に関する達４条による改正〕      

平成10年12月２日 海上自衛隊達第30号〔補給本部等の新設等に伴 

う関係海上自衛隊達等の整理に関する達20条による改正〕    

平成12年３月３日 海上自衛隊達第４号〔練習潜水隊の編制に関す 

る訓令等の制定等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達５条 

による改正〕                        

平成12年４月27日 海上自衛隊達第18号〔海上自衛隊東京業務隊の 

編制に関する訓令の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する 

達４条による改正〕                     

平成13年３月22日 海上自衛隊達第11号〔舞鶴航空基地隊等の新編 

に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達10条による改正〕   

平成13年６月26日 海上自衛隊達第31号〔航空施設隊の廃止及び機 

動施設隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達５条に 

よる改正〕                         

平成13年８月１日 海上自衛隊達第39号〔第１輸送隊の廃止に伴う 

関係海上自衛隊達の整理に関する達７条による改正〕      

平成14年２月19日 海上自衛隊達第６号〔第１輸送隊の新編に伴う 

関係海上自衛隊達の整理に関する達７条による改正〕      

平成14年３月22日 海上自衛隊達第25号〔海上幕僚監部首席法務官 

等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達18条によ 

る改正〕                          

平成15年３月26日 海上自衛隊達第19号〔海上自衛隊情報保全隊の 

新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達７条による改 

正〕                            

 

平成18年４月３日 海上自衛隊達第20号〔第一海上補給隊の新編等 

に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達第９条による改正〕  

                         

平成18年７月３日 海上自衛隊達第27号〔第11次改正〕      

 

平成19年１月９日 海上自衛隊達第１号〔防衛省移行に伴う関係自 

衛隊達等の整理に関する達第17条による改正〕         

 

平成20年３月26日 海上自衛隊達第20号〔体制移行に伴う関係海上 

自衛隊達の整理に関する達第10条による改正〕         

     

平成21年３月11日 海上自衛隊達第２号〔第13次改正〕      

 

平成21年７月31日 海上自衛隊達第61号〔自衛隊情報保全隊の新編 

に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達７条による改正〕   

 

平成27年11月27日 海上自衛隊達第39号〔海洋業務群等の改編等に 



伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達第１４条による改正〕  

 

平成28年３月31日 海上自衛隊達第13号〔第14次改正〕      

 

平成28年11月８日 海上自衛隊達第43号〔第15次改正〕      

 

平成29年10月31日 海上自衛隊達第27号〔音響測定隊の編制等の細 

部に関する達附則６項による改正〕              

 

平成31年４月26日 海上自衛隊達第11号〔元号を改める政令の施  

   行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達９条による改正〕  

 

令和２年７月９日 海上自衛隊達第29号[第16次改正]       

 

  令和２年９月30日 海上自衛隊達第49号〔艦隊情報群等の新編等に 

伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達10条による改正〕    

 

                             令和４年３月16日 海上自衛隊達第12号〔自衛隊大湊病院等の廃止 

等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達３条による改正〕  

 

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、海上自衛隊の勤務時間及び休暇に関する達を次のように定める。 

海上自衛官の勤務時間及び休暇に関する達 

（目的） 

第１条 この達は、海上自衛隊における自衛官の勤務時間及び休暇に関する訓令（以下「訓

令」という。）の実施について必要な事項を定めることを目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この達において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に示すとおりとする。 

(1) 「日課制定者」とは、別表第１の左欄に掲げる者をいう。 

(2) 「部隊等の長」とは、別表第２の右欄に掲げる者のうち、防衛大臣及び海上幕僚長

を除くものをいう。 

(3) 「所属長」とは、別表第２の左欄の者について、訓令第12条に規定する者若しくは

同表の右欄の者のうち上司として近い者をいう。 

（勤務時間外の勤務） 

第３条 訓令第３条の規定により海上自衛官に勤務時間外の勤務を命ずることができる者

は、所属長とする。 

（日課基準） 

第４条 海上部隊に勤務する自衛官の通常の日課基準は、別表第３のとおりとする。 

（日課の制定） 

第５条 日課制定者は、訓令第４条、第５条及び前条の規定に基づき、季節及び隊務の実

態に応じて、別表第１の右欄に掲げる部隊等（以下「隷下部隊等」という。）の日課を

海上幕僚長の承認を得て定めるものとする。 

２ 前項の日課を定める場合において、次の各号の一に掲げる場合にあつては、海上幕僚

長への報告をもつて承認に代えることができる。 

(1) 日課制定者が、訓令第４条、第５条及び前条の規定を適用して、隷下部隊等の日課



を定めるとき。 

(2) 日課制定者（護衛艦隊司令官を除く。）が、護衛艦隊司令官の定める日課のとおり

に隷下の海上部隊の日課を定めるとき。 

(3) 同一地域に２以上の部隊等が所在する場合において、当該地域の先任者（地方総監

部の所在する地域においては、当該地方総監とする。）の定めるとおりに他の日課制

定者が、隷下部隊等の日課を定めるとき。 

３ 同一地域に指揮系統の異なる部隊等が所在する場合は、当該地域の日課制定者は、日

課の制定に際し相互に調整して、当該地域の日課が整一となるように努めるものとする。 

（海上部隊の休養日の指定） 

第６条 海上部隊を隷下部隊等に持つ日課制定者は、行動、訓練、演習等により海上部隊

の休養日を変更する必要がある場合、前条の規定にかかわらず、当該休養日の指定につ

いて当該海上部隊の長に委任することができる。 

（日課の臨時変更） 

第７条 部隊等の長は、天候、訓練等の実態に応じて、第５条第１項により定められた日

課の実施にあつては、日課時間の一部を臨時に変更することができる。 

第８条 訓令第９条の日課の特例は、第８項を除き別に定めるところによる。 

２ 訓令第９条第８項に規定する日課の特例は、通信、気象、航空管制、航空基地運用そ

の他の当直業務等の特殊業務に従事する海上自衛官について日課制定者が定めることが

できるものとする。 

３ 海上部隊に勤務する自衛官は、航海中を除き、訓令第９条第１項並びに第３項から第

７項及び第10項に規定する日課の特例について準用することができるものとする。 

第９条 削除  

（年次休暇の計算） 

第10条 年次休暇の期間中に休養日又は休日がはさまれた場合は、これらの日数は年次休

暇として計算しない。 

２ 年次休暇の日数計算の基礎となる時間は、通常の勤務時間を定められているときは、

午前の始業時から午後の終業時までの時間とする。 

（休暇の請求） 

第11条 休暇の請求は、事前に余裕をもつて休暇簿（隊員の休暇簿について（通知）（人

１第2730号。61．５．21）に定める休暇簿をいう。以下同じ。）を所属長に提出して行

うものとする。 

２ 所属長と勤務地を異にする部隊等の長の休暇の請求は、電話その他の方法により行う

ことができる。 

３ 所属長は、年次休暇の承認について、部下隊員のうちから専決する者を指定すること

ができる。 

（休暇の事後請求） 

第12条 訓令第16条第２項に該当した場合は、最も速やかな方法で、その旨を所属長に報



告するものとする。 

（休暇の始期及び終期） 

第13条 休暇簿に記入する休暇の期間の始期及び終期は、通常の日課の課業開始時及び課

業終了時とする。ただし、休暇が課業時間の中途から又は中途までの場合は、この限り

でない。 

（請求を要しない休暇） 

第14条 訓令第16条第１項に規定する営舎内居住の自衛官の病気休暇については、営舎内

若しくは船舶内又は部内の病院（自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院をいう。以下同じ。）

で療養する場合のみ請求を要しないものとする。 

２ 海上自衛官は、請求を要しない休暇を承認された場合においても、休暇中の所在地を

所属長に届け出なければならない。 

（休暇証） 

第15条 訓令第17条第１項の休暇証の様式は、別記様式のとおりとする。 

２ 所属長は、海上自衛官が次の各号の一に該当する場合は、休暇証の交付を省略するも

のとする。 

(1) 営舎内又は船舶内において病気休暇を承認された場合（通院を含む。） 

(2) 部内の病院に入院する場合 

３ 休暇証に記入する期間は、休暇に先立ち若しくは休暇に引き続き上陸又は外出が許可

された場合は、その期間を含めた日時とする。 

（休暇の記録及び整理） 

第16条 所属長は、休暇簿をもつて休暇の記録及び整理を行うものとする。 

（休暇の管理者） 

第17条 所属長は、部下隊員のうちから休暇に関する管理者を指定し、休暇簿を管理させ

るものとする。ただし、所属長と勤務地を異にする部隊等の長の休暇簿は当該部隊等の

長が管理するものとする。 

（無給の休暇日数の通知） 

第18条 自衛隊法施行規則（昭和29年総理府令第40号）第49条第１項第17号及び同条第２

項第２号による特別休暇（訓令第14条第７項第２号に該当するものを除く。）を承認し

た場合並びに同規則第49条の２による介護休暇を承認した場合においては、所属長は、

給与事務担当者に対しその者の休暇日数を通知しなければならない。 

（遠距離旅行の届出） 

第19条 海上自衛官は、休養日及び休日において、部隊等の長の定める旅行区域の外に出

る場合又は旅行区域内においても利用する交通手段により勤務する場所から片道４時間

以上を要する地域に旅行する場合には、所属長に目的地、連絡先等を届け出なければな

らない。 

２ 部隊等の長は、前項の旅行区域を次に示すところにより定めるものとする。 

(1) 航空機、船舶（一般に通勤手段として利用されているものを除く。）及び新幹線を除



く交通手段により片道４時間以内を基準とし区域図をもつて示す。 

(2) ２以上の部隊等が同一地区に所在する場合は、所在先任の部隊等の長が旅行区域の決

定に関し統制するものとする。ただし、地方総監部の所在する地区においては、当該地

方総監の定めるところによる。 

附 則 

この達は、昭和38年12月18日から施行し、昭和37年11月１日から適用する。 

附 則〔海上自衛隊東京業務隊の新編に伴う関係達の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和38年４月１日から施行する。 

附 則〔第１潜水隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和40年２月１日から施行する。 

附 則〔船越分遣隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕 

この達は、昭和40年３月１日から施行する。 

附 則〔小月教育航空群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

１ この達は、昭和40年３月25日から施行する。ただし、第３条による海上自衛隊出納官

吏等配置任命規則の改正規定中おおしおに係る部分は、昭和40年４月１日から施行する。 

２ この達の施行に際し、第10条による海上自衛隊公印規則の改正規定中航空隊司令の印

及び航空隊の印については、同改正規定にかかわらず、なお当分の間使用することがで

きる。 

附 則〔自衛隊法第17条の２の改正規定の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関

する達の附則〕 

この達は、昭和42年７月28日から施行する。 

附 則〔呉潜水艦基地隊の新編等に伴う関係達の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和42年10月１日から施行する。 

附 則〔中央通信隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和43年３月16日から施行する。ただし、阪神基地隊、大阪派遣隊及び阪神

警務分遣隊並びに市ヶ谷業務分遣隊に係る部分は、同月30日から施行する。 

附 則〔父島基地分遣隊等及び岩国航空分遣隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達

の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和43年６月26日から施行する。 

附 則〔海洋業務隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和44年10月１日から施行する。ただし、〔中略〕第８条の規定中別表第１

の海洋業務隊直轄部隊の長に係る部分〔中略〕は、同月25日から施行する。 

附 則〔地方隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和45年３月２日から施行する。 

附 則〔警備隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和45年10月１日から施行する。 

附 則〔揚陸隊等の名称の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則 



抄〕 

１ この達は、昭和46年４月１日から施行する。 

附 則〔第１次改正による附則〕 

この達は、昭和47年10月１日から施行する。 

附 則〔第２潜水隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和48年10月16日から施行する。 

附 則〔第２次改正による附則〕 

この達は、昭和48年12月15日から施行する。 

附 則〔海上自衛隊警務隊の運用等に関する達の一部を改正する達の附則抄〕 

１ この達は、昭和51年５月11日から施行する。 

附 則〔第３次改正による附則〕 

この達は、昭和52年４月１日から施行する。 

附 則〔海上自衛隊潜水医学実験隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関す

る達の附則〕 

この達は、昭和52年12月27日から施行する。 

附 則〔開発指導隊群の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和55年７月１日から施行する。 

附 則〔海洋業務群の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和55年３月17日から施行する。 

附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和56年２月10日から施行する。 

附 則〔音響業務支援隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附

則〕 

この達は、昭和56年３月27日から施行する。 

附 則〔海洋観測所等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和56年７月15日から施行する。 

附 則〔プログラム業務分遣隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の

附則〕 

この達は、昭和56年10月31日から施行する。 

附 則〔電子業務支援隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和57年３月27日から施行する。 

附 則〔誘導武器教育訓練隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の

附則〕 

この達は、昭和57年６月１日から施行する。 

附 則〔第４次改正による附則〕 

この達は、昭和58年４月１日から施行する。 

附 則〔航空分遣隊の廃止及び航空隊（丁）の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理



に関する達の附則〕 

この達は、昭和58年３月30日から施行する。 

附 則〔誘導弾整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和58年７月１日から施行する。 

附 則〔水雷整備所の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和60年７月１日から施行する。 

附 則〔駆潜隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和61年３月19日から施行する。 

附 則〔第５次改正による附則〕 

この達は、昭和61年８月１日から施行する。ただし、休暇簿に係る部分は、昭和62年４

月１日から適用する。 

附 則〔基地業務隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理等に関する達の附則〕 

この達は、昭和62年７月１日から施行する。 

附 則〔航空集団の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和62年12月１日から施行する。 

附 則〔海上自衛隊の病院の廃止及び自衛隊地区病院の新設に伴う関係海上自衛隊

達等の整理に関する達の附則〕 

この達は、昭和63年４月８日から施行する。 

附 則〔第６次改正による附則〕 

この達は、昭和64年１月１日から施行する。 

附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則

抄〕 

１ この達は、平成元年３月４日から施行する。 

２ この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当

該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるも

のとする。 

３ この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、

これを補正して使用することができる。 

附 則〔第７次改正による附則〕 

この達は、平成元年５月29日から施行する。 

附 則〔第８次改正による附則〕 

この達は、平成３年３月２日から施行する。 

附 則〔厚木調査分遣隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成３年４月12日から施行する。 

附 則〔対潜資料隊及び気象資料管理隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に

関する達の附則〕 

この達は、平成４年２月15日から施行する。 



附 則〔硫黄島航空基地隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附

則〕 

この達は、平成４年４月10日から施行する。 

附 則〔第９次改正による附則〕 

この達は、平成４年５月１日から施行する。 

附 則〔第１ミサイル艦隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附

則〕 

この達は、平成５年３月22日から施行する。ただし、第５条及び第６条の改正規定中防

空陸警隊に係る改正規定は、同月31日から施行する。 

附 則〔第10次改正による附則〕 

この達は、平成６年９月１日から施行する。 

附 則〔作戦情報支援隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成７年３月30日から施行する。 

附 則〔音響業務支援隊の廃止等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成７年６月30日から施行する。 

附 則〔海上幕僚監部調査部の改組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊

達等の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成９年１月20日から施行する。 

附 則〔港湾哨戒隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成10年６月22日から施行する。 

附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成10年12月８日から施行する。 

附 則〔練習潜水隊の編制に関する訓令等の制定等に伴う関係海上自衛隊達の整理

に関する達の附則〕 

この達は、平成12年３月９日から施行する。ただし、掃海隊群、掃海隊群司令部幕僚長

及び掃海業務支援隊に係る部分は、同月13日から施行する。 

附 則〔海上自衛隊東京業務隊の編制に関する訓令の改正に伴う関係海上自衛隊達

の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成12年５月８日から施行する。 

附 則〔舞鶴航空基地隊等の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成13年３月24日から施行する。ただし、特別警備隊に係る部分は、同月27

日から施行する。 

附 則〔航空施設隊の廃止及び機動施設隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に

関する達の附則〕 

この達は、平成13年６月27日から施行する。 

附 則〔第１輸送隊の廃止に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成13年８月10日から施行する。 



附 則〔第１輸送隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

この達は、平成14年３月12日から施行する。 

附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関

する達の附則〕 

この達は、平成14年３月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同

月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。 

   附 則〔海上自衛隊情報保全隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達

の附則〕 

 この達は、平成15年３月27日から施行する。 

附 則〔第１海上補給隊の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

 この達は、平成18年４月３日から施行する。 

附 則〔第11改正による附則〕 

 この達は、平成18年８月１日から施行する。 

附 則〔防衛省移行に伴う関係自衛隊達等の整理に関する達の附則〕 

 この達は、平成19年１月９日から施行する。 

   附 則〔体制移行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

 この達は、平成20年３月26日から施行する。 

附 則〔第12次改正による附則〕 

 この達は、平成20年11月10日から施行する。 

   附 則〔第13次改正による附則抄〕 

１ この達は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則〔自衛隊情報保全隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

 この達は、平成21年８月１日から施行する。 

   附 則〔海洋業務群等の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

 この達は、平成27年12月１日から施行する。 

附 則〔第14次改正による附則〕 

 この達は、平成28年３月31日から施行する。 

   附 則〔第15次改正による附則〕 

 この達は、平成28年11月８日から施行する。 

   附 則〔音響測定隊の編成等の細部に関する達の附則抄〕 

 この達は、平成29年11月１日から施行する。 

   附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

１ この達は、平成31年５月１日から施行する。 

２ この達の施行の日以後において、平成に係る報告、通知等を行う場合にあっては、当

 該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「令和」とあるのは、「平成」と読み替える

 ものとする。 

３ この達の施行前に次の各号に掲げる規定により交付又は再交付された航空業務の停止



 又は復帰に関する証明書、身分証明書、予備自衛官手帳、予備自衛官補手帳、ボイラー

 検査証及び圧力容器検査証の様式については、この達による改正後の当該様式にかかわ

 らず、この達の施行日以後においても、なお従前の例による。 

 ⑴ 海上自衛隊航空身体検査実施規則第８条第１項 

 ⑵ 海上自衛隊における身分証明書に関する達第５条第１項、第５条の２第１項、第６

  条、第６条の２、第９条第２項又は第９条の２ 

 ⑶ 海上自衛隊陸上ボイラー及び圧力容器取扱規則第39条第１項又は第74条第１項 

４ この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、

 これを補正して使用することができる。 

   附 則 〔艦艇開発隊の内部組織に関する達の一部を改正する達の附則抄〕 

 （施行期日） 

第１条 この達は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 〔第16次改正による〕 

 この達は、令和２年８月３日から施行する。 

   附 則 〔艦隊情報群等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕 

 この達は、令和２年10月１日から施行する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



別表第１（第２条、第５条関係） 

自衛艦隊司令官 自衛艦隊司令部 

護衛艦隊司令官 
隷下部隊 
（海上訓練指導隊群を除く。） 

海上訓練指導隊群司令 隷下部隊 

航空集団司令官 
航空集団司令部、直轄航空隊、
航空管制隊、機動施設隊、航空
修理隊 

航空群司令 隷下部隊 

潜水艦隊司令官 
潜水艦隊司令部、練習潜水隊、
潜水艦教育訓練隊 

潜水隊群司令 隷下部隊 

地方総監 隷下部隊（基地隊を除く。） 

教育航空集団司令官 
教育航空集団司令部、直轄教育
航空隊 

教育航空群司令 
 
隷下部隊 

練習艦隊司令官 

システム通信隊群司令 

海上自衛隊警務隊司令 

海上自衛隊潜水医学実験隊司令 

印刷補給隊司令 

東京音楽隊長 

海上自衛隊東京業務隊司令 

海上自衛隊の各学校長 学校 

海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院の各病院長 病院 

掃海隊群司令 
 
隷下部隊 

艦隊情報群司令 

海洋業務・対潜支援群司令 

開発隊群司令 

基地隊司令 

特別警備隊長 

 

 



別表第２（第２条関係） 

海上幕僚長 防衛大臣 

海上幕僚監部に勤務する隊員 
防衛大臣直轄部隊、機関の長 

海上幕僚長 

自衛艦隊司令部に勤務する隊員 
自衛艦隊直轄部隊の長 

自衛艦隊司令官 

護衛艦隊司令部に勤務する隊員 
護衛艦隊直轄部隊の長 

護衛艦隊司令官 

航空集団司令部に勤務する隊員 
航空集団直轄部隊の長 

航空集団司令官 

潜水艦隊司令部に勤務する隊員 
潜水艦隊直轄部隊の長 

潜水艦隊司令官 

地方総監部に勤務する隊員 
地方隊の直轄部隊の長 

地方総監 

教育航空集団司令部に勤務する隊員 
教育航空集団直轄部隊の長 

教育航空集団司令官 

練習艦隊司令部に勤務する隊員 
練習艦隊直轄部隊の長 

練習艦隊司令官 

掃海隊群司令部に勤務する隊員 
掃海隊群直轄部隊の長 

掃海隊群司令 

システム通信隊群司令部に勤務する隊員 
システム通信隊群直轄部隊の長 

システム通信隊群司令 

護衛隊群司令部に勤務する隊員 
護衛隊群直轄部隊の長 

護衛隊群司令 

海上訓練指導隊群司令部に勤務する隊員 
海上訓練指導隊群直轄部隊の長 

海上訓練指導隊群司令 

航空群司令部に勤務する隊員 
航空群直轄部隊の長 

航空群司令 

潜水隊群司令部に勤務する隊員 
潜水隊群直轄部隊の長 

潜水隊群司令 

艦隊情報群司令部に勤務する隊員 
艦隊情報群直轄部隊の長 

艦隊情報群司令 

海洋業務・対潜支援群群司令部に勤務する隊員 
海洋業務・対潜支援群直轄部隊の長 

海洋業務・対潜支援群司令 

開発隊群司令部に勤務する隊員 
開発隊群直轄部隊の長 

開発隊群司令 

教育航空群司令部に勤務する隊員 
教育航空群直轄部隊の長 

教育航空群司令 

作戦情報隊の隊員 作戦情報隊司令 

電磁情報隊の隊員 電磁情報隊司令 

対潜資料隊の隊員 対潜資料隊司令 



対潜評価隊の隊員 対潜評価隊司令 

音響測定隊の隊員 音響測定所長 

海洋観測所の隊員 海洋観測所長 

指揮通信開発隊の隊員 指揮通信開発隊司令 

艦艇開発隊の隊員 艦艇開発隊司令 

航空プログラム開発隊の隊員 航空プログラム開発隊司令 

試験所の隊員 試験所長 

警務隊本部の隊員、地方警務隊長 警務隊司令 

地方警務隊の隊員、警務分遣隊長 地方警務隊長 

警務分遣隊の隊員 警務分遣隊長 

海上自衛隊潜水医学実験隊の隊員 海上自衛隊潜水医学実験隊司令 

音楽隊の隊員 音楽隊長 

東京業務隊の隊員 東京業務隊司令 

学校の隊員 学校長 

海上自衛隊補給本部に勤務する隊員 
海上自衛隊補給処の長 

海上自衛隊補給本部長 

海上自衛隊艦船補給処の隊員 海上自衛隊艦船補給処長 

海上自衛隊航空補給処の隊員 海上自衛隊航空補給処長 

海上自衛隊航空補給処支処の隊員 海上自衛隊航空補給処支処長 

海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院の隊員 病院長 

護衛隊勤務 
護衛隊の自衛艦の長 

護衛隊司令 

海上訓練指導隊の隊員 海上訓練指導隊司令 

誘導武器教育訓練隊の隊員 誘導武器教育訓練隊司令 

潜水隊勤務 
潜水隊の自衛艦の長 

潜水隊司令 

掃海隊勤務 
掃海隊の自衛艦の長 

掃海隊司令 

掃海業務支援隊本部に勤務する隊員 
掃海業務支援分遣隊の長 

掃海業務支援隊司令 



ミサイル艇隊の隊員 ミサイル艇隊司令 

特別警備隊の隊員 特別警備隊長 

輸送隊勤務 
輸送隊の自衛艦の長 

輸送隊司令 

海上補給隊勤務 
海上補給隊の自衛艦の長 

海上補給隊司令 

海上訓練支援隊勤務 
海上訓練支援隊の自衛艦の長 

海上訓練支援隊司令 

海洋観測隊勤務 
海洋観測隊の自衛艦の長 

海洋観測隊司令 

音響測定隊勤務 
音響測定隊のクルーの長 

音響測定隊司令 

練習隊勤務 
練習隊の自衛艦の長 

練習隊司令 

練習潜水隊勤務 
練習潜水隊の自衛艦の長 

練習潜水隊司令 

潜水艦教育訓練隊本部に勤務する隊員 
潜水艦教育訓練分遣隊の長 

潜水艦教育訓練隊司令 

潜水艦基地隊の隊員 潜水艦基地隊司令 

基地隊本部に勤務する隊員 
基地隊本部所属の支援船乗組みの隊員 
基地隊直轄部隊の長 

基地隊司令 

航空隊の隊員 航空隊司令 

航空修理隊の隊員 航空修理隊司令 

航空管制隊の隊員 航空管制隊司令 

機動施設隊の隊員 機動施設隊司令 

教育隊の隊員 教育隊司令 

警備隊の本部、防空陸警隊又は陸警隊及び港務隊に勤務する隊員 
警備隊直轄部隊の長 

警備隊司令 

基地業務隊に勤務する隊員 
基地業務分遣隊の長 

基地業務隊司令 

防備隊本部に勤務する隊員 
防備隊直轄部隊の長 

防備隊司令 

衛生隊の隊員 衛生隊司令 

航空派遣隊の隊員 航空派遣隊長 

弾薬整備補給所の隊員 弾薬整備補給所長 

造修補給所の隊員 造修補給所長 



システム通信隊に勤務する隊員 
システム通信分遣隊の長 

システム通信隊司令 

移動通信隊の隊員 移動通信隊司令 

保全監査隊本部に勤務する隊員 
保全監査分遣隊の長 

保全監査隊司令 

システム通信分遣隊の隊員 システム通信分遣隊長 

保全監査分遣隊の隊員 保全監査分遣隊長 

整備補給隊の隊員 整備補給隊司令 

標的機整備隊の隊員 標的機整備隊司令 

航空基地隊の隊員 航空基地隊司令 

教育航空隊の隊員 教育航空隊司令 

自衛艦乗組の隊員（クルー勤務の隊員を除く。） 自衛艦の長 

クルー勤務の隊員 クルーの長 

水上戦術開発指導分遣隊の隊員 水上戦術開発指導分遣隊長 

潜水艦教育訓練分遣隊の隊員 潜水艦教育訓練分遣隊長 

水陸両用戦・機雷戦戦術支援分遣隊の隊員 
水陸両用戦・機雷戦戦術支援分
遣隊長 

水中処分隊の隊員 水中処分隊長 

基地分遣隊の隊員 基地分遣隊長 

基地業務分遣隊の隊員 基地業務分遣隊長 

航空分遣隊の隊員 航空分遣隊長 

磁気測定所の隊員 磁気測定所長 

警備所の隊員 警備所長 

連絡所の隊員 連絡所長 

支所の隊員 支所長 

 

 

 

 

 

 



別表第３（第４条関係） 

        海上部隊の通常の日課基準 

１ 夏期の日課基準（４月１日から９月３０日まで。） 

時 刻 
実 施 事 項 

平 日 休養日、休日 

０６００ 起 床 
 

 

 

 
０６０５ 体 操 

０７００  起 床 

０７４５ 課業開始 （以後休業） 

１１４５ 課業終了 

 １３００ 課業開始 

１６４５ 課業終了 

１９３０ 巡検 

２２００ 消灯 

ただし、日没が1930以降となる場合は、日没後巡検を行う。 

 

２ 冬期の日課基準（１０月１日から３月３１日まで。） 

時 刻 
実 施 事 項 

平 日 休養日、休日 

０６３０ 起 床 
 

０６３５ 体 操 

０７００  起 床 

０８００以降については、夏期の日課基準に同じ。 

 

３ 備考 

日曜日及び土曜日は休養日とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
別記様式（第１５条関係） 

 

              休  暇  証 

  所属   階級   氏名 

 

 上記の者に下記のとおり休暇を承認する。 

 

 令和  年  月  日  時から  年  月  日  時まで 

 

    令和  年  月  日 

 

     （所属長）                                 ㊞ 
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