
規 程

番 号
さいたま市水道局企業管理規程名 公布年月日

１３
さいたま市水道局安全衛生管理規程の一部を改正する規

程
平成２８年４月２８日

１４ さいたま市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程 平成２８年５月６日

１５ さいたま市水道局庁舎管理規程の一部を改正する規程 平成２８年５月６日

１６ さいたま市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程 平成２８年５月１３日

１７ さいたま市水道局文書管理規程の一部を改正する規程 平成２８年５月１３日

１８ さいたま市水道局公印規程の一部を改正する規程 平成２８年５月１３日

１９
さいたま市水道局安全衛生管理規程の一部を改正する規

程
平成２８年５月１３日

２０
さいたま市水道局安全衛生管理規程の一部を改正する規

程
平成２８年５月２７日

２１ さいたま市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程 平成２８年５月２７日

２２
さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を

改正する規程
平成２８年５月３０日



さいたま市水道局企業管理規程第１３号 

 さいたま市水道局安全衛生管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２８年４月２８日 

さいたま市水道事業管理者 日 野  徹   



さいたま市水道局安全衛生管理規程の一部を改正する規程 

さいたま市水道局安全衛生管理規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第

２５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（総括安全衛生管理者等の選任） （総括安全衛生管理者等の選任）

第４条 水道局に法第１０条第１項に規定する総括

安全衛生管理者（以下「総括安全衛生管理者」と

いう。）を１人、法第１１条第１項に規定する安

全管理者（以下「安全管理者」という。）を３人、

法第１２条第１項に規定する衛生管理者（以下「

衛生管理者」という。）を３人、法第１２条の２

に規定する安全衛生推進者（以下「安全衛生推進

者」という。）を３人、消防法（昭和２３年法律

第１８６号）第８条に規定する防火管理者を６人

置き、水道事業管理者（以下「管理者」という。

）が選任する。

第４条 水道局に法第１０条第１項に規定する総括

安全衛生管理者（以下「総括安全衛生管理者」と

いう。）を１人、法第１１条第１項に規定する安

全管理者（以下「安全管理者」という。）を１人、

法第１２条第１項に規定する衛生管理者（以下「

衛生管理者」という。）を３人、法第１２条の２

に規定する安全衛生推進者（以下「安全衛生推進

者」という。）を４人、消防法（昭和２３年法律

第１８６号）第８条に規定する防火管理者を５人

置き、水道事業管理者（以下「管理者」という。

）が選任する。

２ ［略］ ２ ［略］

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係）

管理者等の区分 担当箇所 人数

安全管理者 針ヶ谷庁舎 １人

水道庁舎 １人

水道総合センター１人

衛生管理者 針ヶ谷庁舎 １人

水道庁舎 １人

 ［略］

安全衛生推進者  ［略］

南部水道営業所 １人

 ［略］

防火管理者 針ヶ谷庁舎 １人

水道庁舎 １人

管理者等の区分 担当箇所 人数

安全管理者 水道庁舎 １人

衛生管理者 水道庁舎 ２人

 ［略］

安全衛生推進者  ［略］

南部水道営業所 １人

水道総合センター１人

 ［略］

防火管理者 水道庁舎 １人



 ［略］  ［略］

附 則 

この規程は、平成２８年４月２９日から施行する。 



さいたま市水道局企業管理規程第１４号 

 さいたま市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２８年５月６日 

さいたま市水道事業管理者 日 野  徹   



さいたま市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程 

さいたま市水道局事務分掌規程（平成１５年さいたま市水道部企業管理規程第５号

）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（分掌事務） （分掌事務）

第３条 局の分掌事務は、おおむね次のとおりとす

る。

第３条 局の分掌事務は、おおむね次のとおりとす

る。

業務部 業務部

［略］ ［略］

北部水道営業所及び南部水道営業所 北部水道営業所及び南部水道営業所 

・  ［略］  ・  ［略］ 

 針ヶ谷庁舎の管理に関すること。（南部水道

営業所に限る。） 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］

附 則 

この規程は、平成２８年５月７日から施行する。 



さいたま市水道局企業管理規程第１５号 

 さいたま市水道局庁舎管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２８年５月６日 

さいたま市水道事業管理者 日 野  徹   



   さいたま市水道局庁舎管理規程の一部を改正する規程 

 さいたま市水道局庁舎管理規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第７号

）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

庁舎の区分 管理責任者 代理者 

水道庁舎  ［略］ 

針ヶ谷庁舎 南部水道営

業所長 

南部水道営

業所長が指

定する者 

高鼻材料倉

庫 

工務課長 工務課長が

指定する者 

北部水道営

業所 

北部水道営

業所長 

北部水道営

業所長が指

定する者 

 ［略］ 

庁舎の区分 管理責任者 代理者 

水道庁舎  ［略］ 

高鼻材料倉庫 北部水道営業

所長 

北部水道営業

所長が指定す

る者 

北部水道営業

所及び南部水

道営業所 

各水道営業所

長 

各水道営業所

長が指定する

者 

 ［略］ 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

室の区分 室管理者 

 ［略］ 

書庫  ［略］ 

 ［略］ 

室の区分 室管理者 

 ［略］ 

書庫  ［略］ 

工務課宿日直室 工務課長が指定する

者 

 ［略］ 

附 則 

この規程は、平成２８年５月２９日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

 別表第 1水道庁舎の項の次に１項を加える改正 平成２８年５月 7日 

 別表第１の改正（「北部水道営業所長」を「工務課長」に改める部分に限る。 



 ）及び別表第２工務課宿日直室の項を削る改正 平成２８年５月１４日 



さいたま市水道局企業管理規程第１６号 

 さいたま市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２８年５月１３日 

さいたま市水道事業管理者 日 野  徹   



さいたま市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程 

さいたま市水道局事務分掌規程（平成１５年さいたま市水道部企業管理規程第５号

）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（分掌事務） （分掌事務）

第３条 局の分掌事務は、おおむね次のとおりとす

る。

第３条 局の分掌事務は、おおむね次のとおりとす

る。

業務部 業務部

［略］ ［略］

北部水道営業所及び南部水道営業所 北部水道営業所及び南部水道営業所 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 

 高鼻材料倉庫の管理に関すること。（北部水

道営業所に限る。） 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

給水部 給水部

［略］ ［略］ 

工務課 工務課 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 

 高鼻材料倉庫の管理に関すること。 

 ［略］  ［略］

附 則 

この規程は、平成２８年５月１４日から施行する。 



さいたま市水道局企業管理規程第１７号 

 さいたま市水道局文書管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２８年５月１３日 

さいたま市水道事業管理者 日 野  徹   



さいたま市水道局文書管理規程の一部を改正する規程 

さいたま市水道局文書管理規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第４号

）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（給水装置課等における受領） （給水装置課等における受領）

第９条 前２条の規定は、給水装置課、水道営業所、

維持管理課、工務課、水質管理課又は配水管理事

務所（以下「給水装置課等」という。）に到達し

た文書の受領について準用する。

第９条 前２条の規定は、給水装置課、水道営業所、

維持管理課、水質管理課又は配水管理事務所（以

下「給水装置課等」という。）に到達した文書の

受領について準用する。

附 則 

この規程は、平成２８年５月１４日から施行する。 



さいたま市水道局企業管理規程第１８号 

 さいたま市水道局公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２８年５月１３日 

さいたま市水道事業管理者 日 野  徹   



さいたま市水道局公印規程の一部を改正する規程 

さいたま市水道局公印規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第５号）の

一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第５条、第７条関係） 別表（第５条、第７条関係）

 ［略］  ［略］

 職印  職印

名称 ひな形 書

体

寸法（

ミリメ

ートル

） 

個

数

使用区

分 

保

管

者

 ［略］ 

維持管

理課専

用さい

たま市

水道事

業管理

者印 

 ［略］ 

工務課

専用さ

いたま

市水道

事業管

理者印

て

ん

書

方２４ １ 水道事

業管理

者名を

もって

発する

工務課

所管の

事務用

工

務

課

長

［略］ 

名称 ひな形 書

体

寸法（

ミリメ

ートル

） 

個

数

使用区

分 

保

管

者

 ［略］ 

維持管

理課専

用さい

たま市

水道事

業管理

者印 

 ［略］ 

［略］ 

 職務代理者印   職務代理者印 

名称 ひな形 書

体

寸法（

ミリメ

ートル

） 

個

数

使用区

分 

保

管

者

 ［略］ ［略］ 

名称 ひな形 書

体

寸法（

ミリメ

ートル

） 

個

数

使用区

分 

保

管

者

 ［略］ ［略］



維持管

理課専

用さい

たま市

水道事

業管理

者職務

代理者

印 

 ［略］  

工務課

専用さ

いたま

市水道

事業管

理者職

務代理

者印 

て

ん

書

方２４ １

［略］  

維持管

理課専

用さい

たま市

水道事

業管理

者職務

代理者

印 

 ［略］  

［略］  

附 則 

この規程は、平成２８年５月１４日から施行する。 



さいたま市水道局企業管理規程第１９号 

 さいたま市水道局安全衛生管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２８年５月１３日 

さいたま市水道事業管理者 日 野  徹   



さいたま市水道局安全衛生管理規程の一部を改正する規程 

さいたま市水道局安全衛生管理規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第

２５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係）

管理者等の区分 担当箇所 人数

安全管理者

水道庁舎 １人

北部水道営業所 １人

水道総合センター１人

衛生管理者

水道庁舎 １人

北部水道営業所 １人

 ［略］

安全衛生推進者 針ヶ谷庁舎 １人

［略］

防火管理者 水道庁舎 １人

針ヶ谷庁舎 １人

 ［略］

管理者等の区分 担当箇所 人数

安全管理者 針ヶ谷庁舎 １人

水道庁舎 １人

水道総合センター１人

衛生管理者 針ヶ谷庁舎 １人

水道庁舎 １人

 ［略］

安全衛生推進者 北部水道営業所 １人

 ［略］

防火管理者 針ヶ谷庁舎 １人

水道庁舎 １人

 ［略］

附 則 

この規程は、平成２８年５月１４日から施行する。 



さいたま市水道局企業管理規程第２０号 

 さいたま市水道局安全衛生管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２８年５月２７日 

さいたま市水道事業管理者 日 野  徹   



さいたま市水道局安全衛生管理規程の一部を改正する規程 

さいたま市水道局安全衛生管理規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第

２５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（総括安全衛生管理者等の選任） （総括安全衛生管理者等の選任）

第４条 水道局に法第１０条第１項に規定する総括

安全衛生管理者（以下「総括安全衛生管理者」と

いう。）を１人、法第１１条第１項に規定する安

全管理者（以下「安全管理者」という。）を４人、

法第１２条第１項に規定する衛生管理者（以下「

衛生管理者」という。）を４人、法第１２条の２

に規定する安全衛生推進者（以下「安全衛生推進

者」という。）を１人、消防法（昭和２３年法律

第１８６号）第８条に規定する防火管理者を５人

置き、水道事業管理者（以下「管理者」という。

）が選任する。

第４条 水道局に法第１０条第１項に規定する総括

安全衛生管理者（以下「総括安全衛生管理者」と

いう。）を１人、法第１１条第１項に規定する安

全管理者（以下「安全管理者」という。）を３人、

法第１２条第１項に規定する衛生管理者（以下「

衛生管理者」という。）を３人、法第１２条の２

に規定する安全衛生推進者（以下「安全衛生推進

者」という。）を３人、消防法（昭和２３年法律

第１８６号）第８条に規定する防火管理者を６人

置き、水道事業管理者（以下「管理者」という。

）が選任する。

２ ［略］ ２ ［略］

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係）

管理者等の区分 担当箇所 人数

安全管理者 水道庁舎 １人

針ヶ谷庁舎 １人

 ［略］

衛生管理者 水道庁舎 １人

針ヶ谷庁舎 １人

 ［略］

安全衛生推進者

配水管理事務所 １人

防火管理者  ［略］

北部水道営業所 １人

 ［略］

管理者等の区分 担当箇所 人数

安全管理者 水道庁舎 １人

 ［略］

衛生管理者 水道庁舎 １人

 ［略］

安全衛生推進者 針ヶ谷庁舎 １人

南部水道営業所 １人

配水管理事務所 １人

防火管理者  ［略］

北部水道営業所 １人

南部水道営業所 １人

 ［略］



附 則 

この規程は、平成２８年５月２８日から施行する。 



さいたま市水道局企業管理規程第２１号 

 さいたま市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２８年５月２７日 

さいたま市水道事業管理者 日 野  徹   



さいたま市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程 

さいたま市水道局事務分掌規程（平成１５年さいたま市水道部企業管理規程第５号

）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（分掌事務） （分掌事務）

第３条 局の分掌事務は、おおむね次のとおりとす

る。

第３条 局の分掌事務は、おおむね次のとおりとす

る。

業務部 業務部

［略］ ［略］

北部水道営業所及び南部水道営業所 北部水道営業所及び南部水道営業所 

 ［略］   ［略］ 

 水道営業所の庁舎及び用地の管理に関するこ

と。（北部水道営業所に限る。） 

 水道営業所の庁舎及び用地の管理に関するこ

と。 

～  ［略］  ～  ［略］ 

［略］ ［略］ 

附 則 

この規程は、平成２８年５月２９日から施行する。 



さいたま市水道局企業管理規程第２２号 

 さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように

定める。 

  平成２８年５月３０日  

さいたま市水道事業管理者 日 野  徹   



さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 

さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程（平成１３年さいたま市水道部企業

管理規程第２８号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当）

第１９条 ［略］ 第１９条 ［略］

２～６ ［略］ ２～６ ［略］

７ 第４項に規定する在職期間は、給与条例の適用

を受ける職員として在職した期間とする。ただし、

次に掲げる期間を除算する。

７ 第４項に規定する在職期間は、給与条例の適用

を受ける職員として在職した期間とする。ただし、

次に掲げる期間を除算する。

 ［略］  ［略］ 

 育児休業法第２条の規定により育児休業をし

ている職員（当該育児休業の承認に係る期間（

当該期間が２以上あるときは、それぞれの期間

を合算した期間）が１月以下である職員を除く。

）として在職した期間については、その２分の

１の期間 

 育児休業法第２条の規定により育児休業をし

ている職員として在職した期間（１回の承認に

係る期間が１月以下のものを除く。）について

は、その２分の１の期間 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 

８～１０ ［略］ ８～１０ ［略］ 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２２条 ［略］ 第２２条 ［略］ 

２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

８ 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を

受ける職員として在職した期間とする。ただし、

次に掲げる期間を除算する。

８ 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を

受ける職員として在職した期間とする。ただし、

次に掲げる期間を除算する。

 ［略］   ［略］ 

 育児休業法第２条の規定により育児休業をし

 ている職員（当該育児休業の承認に係る期間（

 当該期間が２以上あるときは、それぞれの期間

を合算した期間）が１月以下である職員を除く。

）として在職した期間 

 育児休業法第２条の規定により育児休業をし

ている職員として在職した期間 

～  ［略］  ～  ［略］ 

９～１２ ［略］ ９～１２ ［略］ 



附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 


