
規 程

番 号
さいたま市水道局企業管理規程名 公布年月日

１ さいたま市水道局会計規程の一部を改正する規程 平成２９年３月１日

２ 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２９年３月１日

３ 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２９年３月１日

４ さいたま市水道局事務専決規程の一部を改正する規程 平成２９年３月１日

５
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２９年３月１日

６ さいたま市水道局契約事務規程の一部を改正する規程 平成２９年３月１７日

７ 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２９年３月３０日

８
さいたま市水道局企業職員服務規程の一部を改正する規

程
平成２９年３月３０日

９
さいたま市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準

に関する規程の一部を改正する規程
平成２９年３月３０日

１０ さいたま市水道局事務専決規程の一部を改正する規程 平成２９年３月３１日

１１
さいたま市水道局企業職員就業規程の一部を改正する規

程
平成２９年３月３１日

１２
さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程等の一部

を改正する規程
平成２９年３月３１日



さいたま市水道局企業管理規程第１号 

さいたま市水道局会計規程の一部を改正する規程 

さいたま市水道局会計規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第３１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 

（企業出納員の委任事務） （企業出納員の委任事務）

第３条 法第１３条第２項の規定に基づき、管理者

は水道事業の業務に係る公金の出納その他の会計

事務のうち、次に掲げるものについては、当該企

業出納員に委任する。

第３条 法第１３条第２項の規定に基づき、管理者

は水道事業の業務に係る公金の出納その他の会計

事務のうち、次に掲げるものについては、当該企

業出納員に委任する。

 ［略］  ［略］

 水道財務課長である企業出納員に対する委任

事務

 水道財務課長である企業出納員に対する委任

事務

ア ［略］ ア ［略］

イ 支払準備金及びつり銭準備金の保管に関す

ること。

イ 支払準備金の保管に関すること。

ウ～カ ［略］ ウ～カ ［略］

～  ［略］ ～  ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

（収納金の取扱い） （収納金の取扱い）

第２８条 ［略］ 第２８条 ［略］

２～４ ［略］ ２～４ ［略］

５ 企業出納員は、自ら収納した現金又は第１項の

規定により引継ぎを受けた現金を、翌日までに預

入金通知書により出納取扱金融機関に預け入れな

ければならない。

５ 企業出納員は、自ら収納した現金又は第１項の

規定により引継ぎを受けた現金を翌日預入金通知

書により出納取扱金融機関に預け入れなければな

らない。

６ 企業出納員は、前項による収納金及び指定金融

機関から提出された収納金集合通知書による収納

金を、その区分によって収納金整理表に記載し、

収入伝票を発行しなければならない。ただし、収

納金集合通知書により収納金の区分並びにその内

容及び金額が確認できる場合は、収納金整理表の

記載を省略することができる。

６ 企業出納員は、前項による収納金及び指定金融

機関から提出された収納金集合通知書による収納

金を、その区分によって収納金整理表に記載し、

収入伝票を発行しなければならない。

７ ［略］ ７ ［略］



（不納欠損の処理） （不納欠損の処理）

第３４条 法令若しくは議会の議決によって債権を

放棄したとき又は時効等により収入に欠損となっ

たものがあるときは、課長は、不納欠損調書を作

成し、管理者に報告するとともに振替伝票を発行

しなければならない。

第３４条 法令又は議会の議決によって債権を放棄

し、又は時効等により債権が消滅した場合におい

ては、課長は、不納欠損調書を作成し、管理者に

報告するとともに振替伝票を発行しなければなら

ない。

（資金前渡の範囲） （資金前渡の範囲）

第３９条 令第２１条の５第１項第１５号の規定に

より資金を前渡することができる経費は、次に掲

げるものとする。

第３９条 令第２１条の５第１項第１５号の規定に

より資金を前渡することができる経費は、次に掲

げるものとする。

～  ［略］ ～  ［略］

 健康診査費その他これに類する経費

 ［略］ 

 通訳、翻訳、速記等に要する経費 

 ［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、公布の日から施行する。 



さいたま市水道局企業管理規程第２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 

 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２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

室の区分 室管理者 

 ［略］ 

防災倉庫（水道総合

センター内） 

 ［略］ 

 ［略］ 

室の区分 室管理者 

 ［略］ 

防災センター及び防

災倉庫（水道総合セ

ンター内） 

 ［略］ 

 ［略］ 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 



さいたま市水道局企業管理規程第３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 

 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 

  水道総務課   水道総務課 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 水道総合センター内の防災倉庫に係る設備等

の管理に関すること。 

 水道総合センターの防災対策に係る施設、設

備等の管理に関すること。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 職員の競争試験、選考に関すること。 

 ［略］  ［略］ 

 職員の人事評価の実施に関すること。 

 臨時職員の雇用に関すること。 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

(21) 職員の給与及び旅費に関すること。  職員の給与に関すること。 

 子ども手当に関すること。 

(22) ［略］    ［略］ 

(23) ［略］  (21) ［略］ 

(24) ［略］  (22) ［略］ 

(25) ［略］  (23) ［略］ 

(26) ［略］  (24) ［略］ 

(27) ［略］  (25) ［略］ 

(28) ［略］  (26) ［略］ 

(29) ［略］  (27) ［略］ 

(30) ［略］  (28) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

   附 則 



 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第３条業務部水道総務課

の項第１２号の改正は、公布の日から施行する。 



さいたま市水道局企業管理規程第４号 

   さいたま市水道局事務専決規程の一部を改正する規程 

 さいたま市水道局事務専決規程（平成１５年さいたま市水道部企業管理規程第６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）

共通専決事項 共通専決事項

１ 事務の執行 

専決事項 課長 部長 局長 

１～９ ［略］ 

１０ 和解（裁判上のも

のを除く。）に関する

こと。 

  ○ 

１１ ２００万円未満の

法律上市の義務に属す

る損害賠償の額の決定

に関すること。 

  ○ 

１ 事務の執行 

専決事項 課長 部長 局長 

１～９ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 予算の執行 

専決事項 課長 部長 局長 

１ ［略］ 

２ 支出負担行為の決定    

～  ［略］    

 食糧費    

ア～ウ ［略］    

 補償費 

ア 賠償に係るもの 

（交通事故に係る 

ものに限る。) 

(ア) ５０万円以上 

４，０００万円 

未満 

 ○ 

(イ) ５０万円未満 ○ 

イ 賠償に係るもの 

（ア以外のもの） 

(ア) ５０万円以上 

３００万円未満 

 ○ 

３ 予算の執行

専決事項 課長 部長 局長 

１ ［略］ 

２ 支出負担行為の決定    

 ～  ［略］    

 食糧費及び補償費 

ア～ウ ［略］ 



(イ) ５０万円未満 ○ 

ウ 上記以外 

(ア) １，０００万 

    円以上 

 ○ 

(イ) ５００万円以 

上１，０００万 

円未満 

○ 

(ウ) ５００万円未 

    満 

○

 ［略］ 

 ［略］ 

３・４ ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

３・４ ［略］ 

４～６ ［略］ ４～６ ［略］ 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係）

個別専決事項 個別専決事項

業務部  

課所名 専決事項 課長 部長 局長 

水道総

務課 

１～４ ［略］ 

５ 介護休暇、 

介護時間及び 

組合休暇を承 

認すること。 

６～１８［略］ 

１９ ［略］ 

２０ ［略］ 

２１ ［略］ 

２２ ［略］ 

２３ ［略］ 

○ 

 [略] 

業務部  

課所名 専決事項 課長 部長 局長 

水道総

務課 

１～４ ［略］ 

５ 介護休暇及 

び組合休暇を 

承認すること。

６～１８［略］ 

１９ 子ども手 

当の受給資格 

及び額の認定、

支給等に関す 

ること。 

２０ ［略］ 

２１ ［略］ 

２２ ［略］ 

２３ ［略］ 

２４ ［略］ 

○ 

○ 

 [略] 

［略］ ［略］ 

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 



さいたま市水道局企業管理規程第５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 

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 

（保護具その他） （保護具その他）

第２８条 ［略］

２ ［略］

３ 安全管理者は、運転中の原動機、動力伝導装置

又は動力によって運転する機械に接近して作業に

従事し、頭髪又は被服が巻き込まれる危険がある

職員には、保護帽又は作業服を着用させなければ

ならない。

４ 職員は、前項の作業中、安全管理者の指示に従

い、保護帽又は作業服を着用しなければならない。

第２８条 ［略］

２ ［略］

３ 安全管理者は、運転中の原動機、動力伝導装置

又は動力によって運転する機械に接近して作業に

従事し、頭髪又は被服が巻き込まれる危険がある

職員には、適当な帽子又は作業服を着用させなけ

ればならない。

４ 職員は、前項の作業中、安全管理者の指示に従

い、帽子又は作業服を着用しなければならない。

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 



さいたま市水道局企業管理規程第６号 

   さいたま市水道局契約事務規程の一部を改正する規程 

さいたま市水道局契約事務規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第３４

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 

（履行遅延の場合における損害金）  （履行遅延の場合における損害金） 

第１３条 管理者は、契約の相手方（前条の規定に

より履行期限の延長を認められた者を除く。）が、

正当な理由がないのに契約の履行を遅延したとき

は、契約金額から請負契約に係る既済部分又は物

件の買入契約に係る既納部分に相応する契約金額

を控除した額につき、遅延日数に応じ、年２．７

パーセントの割合で計算した額を損害金として徴

収する。 

第１３条 管理者は、契約の相手方（前条の規定に

より履行期限の延長を認められた者を除く。）が、

正当な理由がないのに契約の履行を遅延したとき

は、契約金額から請負契約に係る既済部分又は物

件の買入契約に係る既納部分に相応する契約金額

を控除した額につき、遅延日数に応じ、年２．８

パーセントの割合で計算した額を損害金として徴

収する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程による改正後のさいたま市水道局契約事務規程第１３条の規定は、この

規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約につい

ては、なお従前の例による。 



さいたま市水道局企業管理規程第７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 

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 

（文書取扱責任者、文書取扱主任及び文書取扱補

助者）

（文書取扱責任者、文書取扱主任及び文書取扱補

助者）

第６条 ［略］ 第６条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 課に文書取扱主任を置き、係長の職にある者（

文書取扱責任者である者を除く。）をもって充て

る。ただし、係長が置かれない場合又は文書取扱

責任者である者以外に係長の職にある者がいない

場合は、課長が指定する者をもって充てる。

３ 課に文書取扱主任を置き、係長の職にある者を

もって充てる。ただし、係長が置かれない場合は、

課長が指名する者をもって充てる。

４～７ ［略］ ４～７ ［略］

（ファイリング責任者及びファイリング担当者） （ファイリング責任者及びファイリング担当者）

第２９条 ［略］ 第２９条 ［略］

２ ファイリング責任者は、課の保管単位にあって

は課長補佐の職にある者をもって充て、前条ただ

し書に規定する保管単位にあっては保管単位の長

をもって充てる。ただし、課長補佐が置かれない

場合又は課長補佐が２人以上置かれている場合は、

課長が指定する者をもって充てる。

２ ファイリング責任者は、課の保管単位にあって

は課長補佐の職にある者をもって充て、前条ただ

し書に規定する保管単位にあっては保管単位の長

をもって充てる。

３・４ ［略］ ３・４ ［略］

５ ファイリング担当者は、保管単位の体制に基づ

く係ごとに係長の職にある者（ファイリング責任

者である者を除く。）をもって充てる。ただし、

係を置かない保管単位又はファイリング責任者で

ある者以外に係長の職にある者がいない保管単位

のファイリング担当者は、課長が指定する者をも

って充てる。

５ ファイリング担当者は、保管単位の体制に基づ

く係ごとに係長の職にある者をもって充てる。た

だし、係を置かない保管単位のファイリング担当

者は、課長が指名する者をもって充てる。

６ ［略］ ６ ［略］

（文書の保存期間等） （文書の保存期間等）



第３２条 ［略］ 第３２条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 文書の保存期間は、法令に別の定めがある場合

を除き、別表第２に定める基準に従い、３０年、

１０年、５年、３年及び１年の区分によるものと

する。ただし、第１１条第１項及び第２４条第１

項の規定により調製した文書収受発送簿の保存期

間については、別に定める。

３ 文書の保存期間は、法令に別の定めがある場合

を除き、別表第２に定める基準に従い、３０年、

１０年、５年、３年及び１年の区分によるものと

する。

４ ［略］ ４ ［略］

（保存期間の延長） （保存期間の延長）

第３９条 保存期間を超えて文書を保存する必要が

あると主務課長が認めるときは、次の各号に掲げ

る文書の区分に応じ、当該各号に定める期間が経

過するまでの間保存期間を延長することができ

る。この場合において、第３６条第１項の規定に

より水道総務課長に引き継いだ保存文書の保存期

間を延長しようとするときは、水道総務課長と協

議しなければならない。

第３９条 保存期間を超えて文書を保存する必要が

あると主務課長が認めるときは、次の各号に掲げ

る文書の区分に応じ、当該各号に定める期間が経

過するまでの間保存期間を延長することができる。

この場合において、第３６条第１項の規定により

水道総務課長に引き継いだ保存文書の保存期間を

延長しようとするときは、保存期間延長協議書（

様式第１０号）を提出し、又は電磁的記録に記録

することにより、水道総務課長と協議しなければ

ならない。

 ～  ［略］  ～  ［略］

２ 前項の規定による協議後、主務課長は、保存期

 間延長・変更依頼書（様式第１０号）を水道総務

 課長に提出し、又は電磁的記録に記録することに

 より、保存年限を延長するものとする。 

（文書の廃棄） （文書の廃棄）

第４１条 ［略］ 第４１条 ［略］

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

４ 前項の協議後、主務課長は、保存期間延長・変

更依頼書を水道総務課長に提出し、保存期間を変

更するものとする。

様式第１０号を次のように改める。



様式第１０号（第３９条関係） 

保 存 期 間 延 長 ・ 変 更 依 頼 書 

  年  月  日  

             様 

       課・所 長  

 次のとおり、引継ぎ文書の保存期間の延長・変更を依頼します。 

文  書 

登録年度 

第  １

ガイド名

第  ２

ガイド名

フォルダー名 

（ファイル名） 

延長・変更前 延長・変更後 延長・変更 

する理由 保存 

期間 

引継 

番号 

保存箱番号 保存 

期間 

引継 

番号 

保存箱番号



附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 



さいたま市水道局企業管理規程第８号 

   さいたま市水道局企業職員服務規程の一部を改正する規程 

 さいたま市水道局企業職員服務規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第

２６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 

（事故等の報告）  （事故等の報告） 

第１０条 職員は、次の各号のいずれかに該当する

ときは、速やかに所属長に報告しなければならな

い。 

第１０条 職員は、文書、物品等を亡失し、又はき

損したときは、速やかに所属長に報告しなければ

ならない。 

 文書、物品等を亡失し、又はき損したとき。

 公務上の事故又は公務外の交通事故があった

とき。 

 法律等に違反すると認められる行為をしたと

き。 

 職務を行うに際し、故意又は過失により他人

に損害を与えたとき。 

 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要

があると認められる事故があったとき。 

２ 所属長は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、速やかにその状況を管理者に報告しなければ

ならない。 

２ 所属長は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、速やかにその状況を管理者に報告しなければ

ならない。 

 職員から前項の規定による報告があり、かつ、

別に定めるところにより管理者への報告が必要

とされるとき。 

 職員の公務上の事故又は通勤途上の事故があ

ったとき。 

 ・  ［略］  ・  ［略］ 

 職員の行為が法律等に違反すると認められる

とき。 

 職員が職務を行うに際し、故意又は過失によ

り他人に損害を与えたとき。 

 前３号に掲げるもののほか、特に報告の必要

があると認められる事故があったとき。 

 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要

があると認められる事故があったとき。 

（営利企業等の従事許可願）  （営利企業等の従事許可願） 

第２１条 職員は、法第３８条第１項の規定により、

営利企業等に従事しようとするときは、営利企業

第２１条 職員は、法第３８条第１項の規定により、

営利企業等に従事しようとするときは、営利企業



等従事許可願を、原則として、営利企業等に従事

する日の２週間前までに管理者に提出し、許可を

等従事許可願を管理者に提出し、許可を受けなけ

ればならない。 

受けなければならない。  

附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 



さいたま市水道局企業管理規程第９号 

さいたま市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準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初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程（平成１３

年さいたま市水道部企業管理規程第２９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７（第３４条関係） 別表第７（第３４条関係）

休職期間等換算表 休職期間等換算表

休職等の期間 換算率

 ［略］ 

さいたま市水道局企業職員就

業規程第１９条に規定する介

護休暇の期間

３分の３以下

休職等の期間 換算率

 ［略］ 

さいたま市水道局企業職員就

業規程第１９条に規定する介

護休暇の期間

２分の１以下

 備考 ［略］  備考 ［略］

附 則

 （施行期日）

１ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この規程による改正後のさいたま市水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基

準に関する規程別表第７の規定は、この規程の施行の日以後の介護休暇の期間につ

いて適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。



さいたま市水道局企業管理規程第１０号 

   さいたま市水道局事務専決規程の一部を改正する規程 

 さいたま市水道局事務専決規程（平成１５年さいたま市水道部企業管理規程第６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

（局長、部長及び課長の専決事項） （局長、部長及び課長の専決事項）

第３条 ［略］ 第３条 ［略］

２ 別表第１の規定にかかわらず、業務部の参事又

は副参事（区役所のくらし応援室の参事又は副参

事の職を併任する者で当該くらし応援室の長が指

定するものに限る。）の専決事項は、次のとおり

とする。

２ 別表第１の規定にかかわらず、業務部の参事（

区役所のくらし応援室長を併任する者に限る。）

の専決事項は、次のとおりとする。

  ～  ［略］   ～  ［略］

   附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 



さいたま市水道局企業管理規程第１１号 

   さいたま市水道局企業職員就業規程の一部を改正する規程 

 さいたま市水道局企業職員就業規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第

２３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 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限）  （育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限） 

第１２条 管理者は、小学校就学の始期に達するま

での子（民法（明治２９年法律第８９号）第８１

７条の２第１項の規定により職員が当該職員との

間における同項に規定する特別養子縁組の成立に

ついて家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る

家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。

）であって、当該職員が現に監護するもの又は児

童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条

第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号

に規定する養子縁組里親である職員に委託されて

いる児童若しくは同法第６条の４第１号に規定す

る養育里親である職員（児童の親その他の同法第

２７条第４項に規定する者の意に反するため、同

項の規定により、同法第６条の４第２号に規定す

る養子縁組里親として当該児童を委託することが

できない職員に限る。）に同法第２７条第１項第

３号の規定により委託されている当該児童を含む。

第１９条を除き、以下同じ。）のある職員（職員

の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後

１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以下

この項において同じ。）において常態として当該

子を養育することができるものとして次項に定め

る者に該当する場合における当該職員を除く。）

が、当該子を養育するために請求した場合には、

公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜にお

ける勤務をさせてはならない。 

第１２条 管理者は、小学校就学の始期に達するま

での子のある職員（職員の配偶者で当該子の親で

あるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５

時までの間をいう。以下この項において同じ。）

において常態として当該子を養育することができ

るものとして次項に定める者に該当する場合にお

ける当該職員を除く。）が、当該子を養育するた

めに請求した場合には、公務の正常な運営を妨げ

る場合を除き、深夜における勤務をさせてはなら

ない。 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 第１項の規定による請求がされた後深夜勤務制

限開始日とされた日の前日までに、次の各号のい

ずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、さ

６ 第１項の規定による請求がされた後深夜勤務制

限開始日とされた日の前日までに、次の各号のい

ずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、さ



れなかったものとみなす。 れなかったものとみなす。 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護

対象者等（第１項の規定により子に含まれるも

のとされる者をいう。以下同じ。）が民法第８

１７条の２第１項の規定による請求に係る家事

審判事件が終了したこと（特別養子縁組の成立

の審判が確定した場合を除く。）又は養子縁組

が成立しないまま児童福祉法第２７条第１項第

３号の規定による措置が解除されたことにより

当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でな

くなった場合 

第１号、第２号又は前号に掲げる場合のほか、

  当該請求をした職員がそれぞれ第１項に規定す

る子のある職員に該当しなくなった場合 

７～９ ［略］ ７～９ ［略］ 

１０ 前各項（第２項並びに第６項第４号及び第５

号を除く。）の規定は、第１９条第１項に規定す

る日常生活を営むのに支障がある者（以下「要介

護者」という。）を介護する職員について準用す

る。この場合において、第１項中「小学校就学の

始期に達するまでの子（民法（明治２９年法律第

８９号）第８１７条の２第１項の規定により職員

が当該職員との間における同項に規定する特別養

子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（

当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属して

いる場合に限る。）であって、当該職員が現に監

護するもの又は児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法

第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である

職員に委託されている児童若しくは同法第６条の

４第１号に規定する養育里親である職員（児童の

親その他の同法第２７条第４項に規定する者の意

に反するため、同項の規定により、同法第６条の

４第２号に規定する養子縁組里親として当該児童

を委託することができない職員に限る。）に同法

第２７条第１項第３号の規定により委託されてい

る当該児童）を含む。第１９条を除き、以下同じ。

）のある職員（職員の配偶者で当該子の親である

ものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５時ま

での間をいう。以下この項において同じ。）にお

いて常態として当該子を養育することができるも

のとして次項に定める者に該当する場合における

当該職員を除く。）が、当該子を養育する」とあ

るのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を

介護する」と、「深夜における」とあるのは「深

夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をい

う。）における」と、第６項第１号中「子」とあ

るのは「要介護者」と、同項第２号中「子が離縁

又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員

１０ 前各項（第２項及び第６項第４号を除く。）

の規定は、第１９条第１項に規定する日常生活を

営むのに支障がある者（以下「要介護者」という。

）を介護する職員について準用する。この場合に

おいて、第１項中「小学校就学の始期に達するま

での子のある職員（職員の配偶者で当該子の親で

あるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５

時までの間をいう。以下この項において同じ。）

において常態として当該子を養育することができ

るものとして次項に定める者に該当する場合にお

ける当該職員を除く。）が、当該子を養育」とあ

るのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を

介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜（

午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。

）における」と、第６項第１号中「子」とあるの

は「要介護者」と、同項第２号中「子が離縁又は

養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子

でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求

をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第

３号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替え

るものとする。 



の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該

請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同

項第３号中「子」とあるのは「要介護者」と、同

項第６号中「、第２号又は前号」とあるのは「又

は第２号」と、「子のある職員」とあるのは「要

介護者のある職員」と読み替えるものとする。 

 （育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限）  （育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限）

第１２条の２ ［略］ 第１２条の２ ［略］ 

２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

８ 第１項又は第２項の規定による請求がされた後

時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号の

いずれかの事由が生じた場合には、当該請求はさ

れなかったものとみなす。 

８ 第１項又は第２項の規定による請求がされた後

時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号の

いずれかの事由が生じた場合には、当該請求はさ

れなかったものとみなす。 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護

対象者等が民法第８１７条の２第１項の規定に

よる請求に係る家事審判事件が終了したこと（

特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除

く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉

法第２７条第１項第３号の規定による措置が解

除されたことにより当該特別養子縁組の成立前

の監護対象者等でなくなった場合 

第１号、第２号又は前号に掲げる場合のほか、

  当該請求をした職員がそれぞれ第１項第又は第

２項に規定する子のある職員に該当しなくなっ

た場合 

９～１１ ［略］ ９～１１ ［略］ 

１２ 前各項（第８項第４号を除く）の規定は、要

介護者を介護する職員について準用する。この場

合において、第１項中「３歳に満たない子のある

職員が、当該子を養育する」とあり、及び第２項

中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職

員が、当該子を養育する」とあるのは「要介護者

のある職員が、当該要介護者を介護する」と、第

１項中「当該請求をした職員の業務を処理するた

めの措置を講ずることが著しく困難である」とあ

るのは「公務の運営に支障がある」と、第４項中

「第１項又は第２項に規定する」とあるのは「第

１項に規定する公務の運営に支障があるかどうか

又は第２項に規定する」と、第５項中「第１項又

は第２項の」とあるのは「第２項の」と、「第１

項又は第２項に」とあるのは「同項に」と、第８

項第１号及び第３号中「子」とあるのは「要介護

者」と、同項第２号中「子が離縁又は養子縁組の

取消しにより当該請求をした職員の子でなくなっ

た」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員

との親族関係が消滅した」と、同項第５号中「、

第２号又は前号」とあるのは「又は第２号」と、

１２ 第２項から前項までの規定は、要介護者を介

護する職員について準用する。この場合において、

第２項中「小学校就学の始期に達するまでの子の

ある職員が、当該子を養育」とあるのは「要介護

者のある職員が、当該要介護者を介護」と、第３

項中「第１項又は前項」とあるのは「前項」と、

「行わなければならない。この場合において、第

１項の規定による請求に係る期間と第２項の規定

による請求に係る期間とが重複しないようにしな

ければならない」とあるのは「行わなければなら

ない」と、第４項及び第５項中「第１項又は第２

項の」とあるのは「第２項の」と、「第１項又は

第２項に」とあるのは「同項に」と、第７項から

第９項までの規定中「第１項又は第２項」とある

のは「第２項」と、第８項第１号及び第３号中「

子」とあるのは「要介護者」と、同項第２号中「

子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求を

した職員の子でなくなった」とあるのは「要介護

者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した

」と、第９項中「次の各号」とあるのは「前項各

号」と読み替えるものとする。 



「子のある職員」とあるのは「要介護者のある職

員」と、第９項中「次の各号」とあるのは「前項

第１号から第３号まで及び第５号」と読み替える

ものとする。 

（休暇の種類） （休暇の種類） 

第１５条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、

特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とす

る。 

第１５条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、

特別休暇、介護休暇及び組合休暇とする。 

 （病気休暇）  （病気休暇） 

第１７条 ［略］ 第１７条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 第２項の規定の適用については、連続する８日

以上の期間（当該期間における週休日、時間外勤

務代休時間全指定日、休日及び代休日以外の日の

日数が３日以下である場合を除く。）の特定病気

休暇を使用した職員（この項の規定により特定病

気休暇の期間が連続しているものとみなされた職

員を含む。）が、除外日を除いて連続して使用し

た特定病気休暇の期間の末日の翌日から、１回の

勤務に割り振られた勤務時間（１回の勤務に割り

振られた勤務時間の一部に育児休業法第１９条第

１項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しな

い時間その他次に掲げる時間（以下この項及び次

項において「部分休業等」という。）がある場合

にあっては、１回の勤務に割り振られた勤務時間

のうち、部分休業等以外の勤務時間）の全てを勤

務した日の日数が２０日に達する日までの間に、

再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度

の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期

間は連続しているものとみなす。 

４ 第２項の規定の適用については、連続する８日

以上の期間（当該期間における週休日、時間外勤

務代休時間全指定日、休日及び代休日以外の日の

日数が３日以下である場合を除く。）の特定病気

休暇を使用した職員（この項の規定により特定病

気休暇の期間が連続しているものとみなされた職

員を含む。）が、除外日を除いて連続して使用し

た特定病気休暇の期間の末日の翌日から、１回の

勤務に割り振られた勤務時間（１回の勤務に割り

振られた勤務時間の一部に育児休業法第１９条第

１項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しな

い時間その他次に掲げる時間（以下この項及び次

項において「部分休業等」という。）がある場合

にあっては、１回の勤務に割り振られた勤務時間

のうち、部分休業等以外の勤務時間）の全てを勤

務した日の日数が２０日に達する日までの間に、

再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度

の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期

間は連続しているものとみなす。 

 ［略］    ［略］ 

 第１９条第１項に規定する介護休暇及び第１

９条の２第１項に規定する介護時間により勤務

しない時間 

 第１９条第１項に規定する介護休暇により勤

務しない時間 

 ［略］    ［略］ 

５・６ ［略］ ５・６ ［略］ 

 （特別休暇）  （特別休暇） 

第１８条 ［略］ 第１８条 ［略］ 

２ 前項に規定する場合は、次の各号に掲げる場合

とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

２ 前項に規定する場合は、次の各号に掲げる場合

とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

 ～  ［略］   ～  ［略］ 

 生後２年に達しない子を育てる場合 １日２

回それぞれ３０分間（男性職員にあっては、そ

の子の当該職員以外の親（当該子について民法

第８１７条の２第１項の規定により特別養子縁

組の成立について家庭裁判所に請求した者（当

 生後２年に達しない子を育てる場合 １日２

回それぞれ３０分間（男性職員にあっては、そ

の子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の

休暇を使用しようとする日におけるこの号の休

暇（これに相当する休暇を含む。）を承認され、



該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属して

いる場合に限る。）であって当該子を現に監護

するもの又は児童福祉法第２７条第１項第３号

の規定により当該子を委託されている同法第６

条の４第２号に規定する養子縁組里親若しくは

同条第１号に規定する養育里親である者（児童

の親その他の同法第２７条第４項に規定する者

の意に反するため、同項の規定により、同法第

６条の４第２号に規定する養子縁組里親として

当該児童を委託することができない者に限る。

）を含む。）が当該職員がこの号の休暇を使用

しようとする日におけるこの号の休暇（これに

相当する休暇を含む。）を承認され、又は労働

基準法第６７条の規定により同日における育児

時間を請求した場合は、１日２回それぞれ３０

分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間

を差し引いた時間を超えない時間） 

又は労働基準法第６７条の規定により同日にお

ける育児時間を請求した場合は、１日２回それ

ぞれ３０分から当該承認又は請求に係る各回ご

との時間を差し引いた時間を超えない時間） 

  ～（２３） ［略］   ～（２３） ［略］ 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 

（介護休暇） （介護休暇） 

第１９条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（

届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。以下この項において同じ。）、父母、

子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、父母の配

偶者、配偶者の祖父母、配偶者の父母の配偶者、

子の配偶者、配偶者の子又は孫で負傷、疾病又は

老齢により２週間以上の期間にわたり日常生活を

営むのに支障があるものをいう。）の介護をする

ため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者

の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態

ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超

えない範囲内で指定する期間（以下「指定期間」

という。）内において勤務しないことが相当であ

ると認められる場合における休暇とする。 

第１９条 介護休暇は、職員が配偶者（届出をしな

いが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

以下この項において同じ。）、父母、子、配偶者

の父母、祖父母、兄弟姉妹、父母の配偶者、配偶

者の祖父母、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、

配偶者の子又は孫で負傷、疾病又は老齢により２

週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障

があるものの介護をするため、勤務しないことが

相当であると認められる場合における休暇とする。

２ 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と

認められる期間とする。 

２ 介護休暇の期間、前項に規定する者の各々が同

項に規定する介護を必要とする一の継続する状態

ごとに、連続する６月の期間内において必要と認

める期間とする。ただし、管理者が特に必要と認

める場合は、連続する３月の期間内において必要

と認める期間を延長することができる。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

４ １時間を単位とする介護休暇は、１日を通じ、

始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続

した４時間（当該介護休暇と要介護者を異にする

介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日

については、当該４時間から当該介護時間の承認

を受けて勤務しない時間を減じた時間）を超えな

い範囲内の時間とする。 

４ １時間を単位とする介護休暇は、１日を通じ、

始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続

した４時間の範囲内とする。 

５ 第１項に規定する職員の申出は、指定期間の指



定を希望する期間の初日及び末日を所定の書式に

記入して、管理者に対し行わなければならない。

６ 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の

申出があった場合には、当該申出による期間の初

日から末日までの期間（第９項において「申出の

期間」という。）の指定期間を指定するものとす

る。 

７ 職員は、第５項の申出に基づき前項若しくは第

９項の規定により指定された指定期間を延長して

指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の

申出（短縮の指定の申出に限る。）に基づき次項

若しくは第９項の規定により指定された指定期間

を短縮して指定することを申し出ることができる。

この場合においては、改めて指定期間として指定

することを希望する期間の末日を所定の書式に記

入して、管理者に対し申し出なければならない。

８ 管理者は、職員から前項の規定による指定期間

の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、

第６項、この項又は次項の規定により指定された

指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期

間の指定期間を指定するものとする。 

９ 第６項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、

それぞれ、申出の期間又は第５項の申出に基づき

第６項若しくはこの項の規定により指定された指

定期間の末日の翌日から第７項の規定による指定

期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出

に係る末日までの期間（以下この項において「延

長申出の期間」という。）の全期間にわたり第２

１条第３項ただし書の規定により介護休暇を承認

できないことが明らかである場合は、当該期間を

指定期間として指定しないものとし、申出の期間

又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書

の規定により介護休暇を承認できないことが明ら

かな日である場合は、これらの期間から当該日を

除いた期間について指定期間を指定するものとす

る。 

１０ 指定期間の通算は、暦に従って計算し、１月

に満たない期間は、３０日をもって１月とする。

（介護時間） 

第１９条の２ 介護時間は、職員が要介護者の介護

をするため、要介護者の各々が当該介護を必要と

する一の継続する状態ごとに、連続する３年の期

間（当該要介護者に係る指定期間と重複する期間

を除く。）内において１日の勤務時間の一部につ

き勤務しないことが相当であると認められる場合

における休暇とする。 

２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内にお

いて１日につき２時間を超えない範囲内で必要と

認められる時間とする。 



３ 介護時間の単位は、３０分とする。 

４ 介護時間は、１日を通じ、始業の時刻から連続

し、又は終業の時刻まで連続した２時間（育児休

業法第１９条第１項の規定による部分休業の承認

を受けて勤務しない時間がある日については、当

該２時間から当該部分休業の承認を受けて勤務し

ない時間を減じた時間）を超えない範囲内の時間

とする。 

（病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び

組合休暇の承認） 

（病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の

承認） 

第２１条 病気休暇、特別休暇（第１８条第２項第

３号で定める休暇を除く。次条第１項において同

じ。）、介護休暇、介護時間及び組合休暇につい

ては、承認を受けなければならない。 

第２１条 病気休暇、特別休暇（第１８条第２項第

３号で定める休暇を除く。次条第１項において同

じ。）、介護休暇及び組合休暇については、承認

を受けなければならない。 

２ 管理者は、病気休暇又は特別休暇の請求につい

て、第１７条第１項に規定する場合又は第１８条

第２項各号に掲げる場合に該当すると認めるとき

は、これを承認しなければならない。ただし、公

務の運営に支障があり、他の時期においても当該

休暇の目的を達することができると認められる場

合は、この限りでない 

２ 管理者は、病気休暇又は特別休暇の請求につい

て、第１７条第２項各号又は第１８条第２項各号

に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを

承認しなければならない。ただし、公務の運営に

支障があり、他の時期においても当該休暇の目的

を達することができると認められる場合は、この

限りでない。 

３ 管理者は、介護休暇、介護時間又は組合休暇の

請求について、第１９条第１項、第１９条の２第

１項又は前条第２項に定める場合に該当すると認

めるときは、これを承認しなければならない。た

だし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支

障がある日又は時間については、この限りでない。

３ 管理者は、介護休暇又は組合休暇の請求につい

て、第１９条第１項又は前条第２項に定める場合

に該当すると認めるときは、これを承認しなけれ

ばならない。ただし、当該請求に係る期間のうち

公務の運営に支障がある日又は時間については、

この限りでない。 

（年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休

暇の請求等） 

 （年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休

暇の請求等） 

第２２条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇（第

１８条第２項第２０号及び第２２号に規定する特

別休暇を除く。）又は組合休暇を受けようとする

職員は、あらかじめ所定の書式に記入して管理者

に請求しなければならない。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、事後において、速やかに当

該手続をとらなければならない。 

第２２条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇（第

１８条第２項第２０号に規定する特別休暇を除く。

）又は組合休暇を受けようとする職員は、あらか

じめ所定の書式に記入して管理者に請求しなけれ

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、事後において、速やかに当該手続をとらな

ければならない。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 第１８条第２項第２２号に規定する特別休暇を

受けようとする職員は、あらかじめ所定の書式に

記入の上、要介護者の状態等に係る申出書を添え

て管理者に請求しなければならない。 

（介護休暇及び介護時間の請求） （介護休暇の請求） 

第２３条 介護休暇又は介護時間を受けようとする

職員は、あらかじめ管理者に請求しなければなら

ない。

第２３条 介護休暇を受けようとする職員は、あら

かじめ管理者に請求しなければならない。



２ 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合に

おいて、１回の指定期間について初めて介護休暇

を受けようとするときは、２週間以上の期間（当

該指定期間が２週間未満である場合その他の管理

者が定める場合には、管理者が定める期間）につ

いて一括して請求しなければならない。 

２ 前項の場合において、第１９条第２項に規定す

る介護を必要とする一の継続する状態について初

めて介護休暇を受けようとするときは、２週間以

上の期間について一括して請求しなければならな

い。 

 （休暇の承認の決定等）  （休暇の承認の決定等） 

第２５条 第２２条第１項若しくは第３項又は第２

３条第１項の請求（年次有給休暇の請求を除く。

）があった場合においては、管理者は、速やかに

承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職

員に対して当該決定を通知するものとする。ただ

し、同項の規定による介護休暇の請求があった場

合において、当該請求に係る期間のうちに当該請

求があった日から起算して１週間を経過する日（

以下この項において「１週間経過日」という。）

後の期間が含まれているときにおける当該期間に

ついては、１週間経過日までに承認するかどうか

を決定することができる。 

第２５条 第２２条第１項若しくは第３項又は第２

３条第１項の請求（年次有給休暇の請求を除く。

）があった場合においては、管理者は、速やかに

承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職

員に対して当該決定を通知するものとする。ただ

し、同項の請求があった場合において、当該請求

に係る期間のうちに当該請求があった日から起算

して１週間を経過する日（以下この項において「

１週間経過日」という。）後の期間が含まれてい

るときにおける当該期間については、１週間経過

日までに承認するかどうかを決定することができ

る。 

２ 管理者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介

護時間又は組合休暇について、その事由を確認す

る必要があると認めるときは、証明書類の提出を

求めることができる。 

２ 管理者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は

組合休暇について、その事由を確認する必要があ

ると認めるときは、証明書類の提出を求めること

ができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程による改正前のさいたま市水道局企業職員就業規程第１９条の規定によ

り介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日（以下「施行日」と

いう。）において当該介護休暇の初日（以下「初日」という。）から起算して６月

を経過していないものの当該介護休暇に係るこの規程による改正後のさいたま市水

道局企業職員就業規程第１９条第１項に規定する指定期間（以下「指定期間」とい

う。）については、管理者は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日（

初日から起算して６月を経過する日までの日に限る。）までの期間を指定するもの

とする。 

３ 前項の職員の申出は、指定期間の末日とすることを希望する日を所定の書式に記

入して、管理者に対し行わなければならない。 



４ 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、初日から

当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。 

５ 第２項に規定する職員は、同項の申出に基づき前項若しくは第７項の規定により

指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申

出（短縮の指定の申出に限る。）に基づき次項若しくは第７項の規定により指定さ

れた指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において

は、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を所定の書式に記入

して、管理者に対し申し出なければならない。 

６ 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があ

った場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するもの

とする。 

７ 第４項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、平成２９年４月１日

から第２項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期

間（以下「施行日以後の申出の期間」という。）又は同項の申出に基づき第４項若

しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第５項の規定によ

る指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間（以

下「延長申出の期間」という。）の全期間にわたりこの規程による改正後のさいた

ま市水道局企業職員就業規程第２１条第３項ただし書の規定により介護休暇を承認

できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものと

し、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規

定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間か

ら当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。 



さいたま市水道局企業管理規程第１２号 

   さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程等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の一部改正） 

第１条 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 期末手当は、６月１日及び１２月１日（

以下この条から第２１条まで及び附則第２６項第

３号においてこれらの日を「基準日」という。）

にそれぞれ在職する職員のうち、次に掲げる職員

以外の職員に対して、それぞれ６月３０日及び１

２月１０日（これらの日が休日、日曜日又は土曜

日に当たるときは、これらの日前において、これ

らの日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない

日。以下この条において「支給日」という。）に

支給する。 

第１９条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（

以下この条から第２１条まで及び附則第２６項第

３号においてこれらの日を「基準日」という。）

にそれぞれ在職する職員のうち、次に掲げる職員

以外の職員に対して、それぞれ６月３０日及び１

２月１０日（これらの日が休日、日曜日又は土曜

日に当たるときは、これらの日前において、これ

らの日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない

日。以下この条において「支給日」という。）に

支給する。 

 ～  ［略]  ～  ［略］ 

 臨時又は非常勤の職員（給与条例第２２条の

規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。）

 臨時又は非常勤の職員（給与条例第２１条の

規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。）

 ～  ［略]  ～  ［略］ 

２ 前項に定めるもののほか、基準日前１月以内に

 退職し、若しくは法第１６条第１号に該当して法

 第２８条第４項の規定により失職し、又は死亡し

 た職員のうち、次に掲げる職員以外の職員につい

 ても期末手当を支給する。 

２ 前項に定めるもののほか、基準日前１月以内に

 退職し、若しくは法第１６条第１号に該当して法

 第２８条第４項の規定により失職し、又は死亡し

 た職員のうち、次に掲げる職員以外の職員につい

 ても期末手当を支給する。 

 ［略］  ［略］ 

 その退職又は失職の後基準日までの間におい

て給与条例の適用を受ける職員（臨時又は非常

勤の職員を除く。以下「常勤の職員等」という。

）又は給与条例の適用を受けない市費支弁の常

勤職員（再任用短時間勤務職員、さいたま市一

般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す

る条例（平成２１年さいたま市条例第３５号。

）第８条に規定する任期付短時間勤務職員（以

下「任期付短時間勤務職員」という。）、法第

 その退職又は失職の後基準日までの間におい

て給与条例の適用を受ける職員（臨時又は非常

勤の職員を除く。以下「常勤の職員等」という。

）又は給与条例の適用を受けない市費支弁の常

勤職員となった者 



２２条第２項若しくは第２６条の６第７項第２

号、育児休業法第６条第１項第２号又は女子教

職員の出産に際しての補助教職員の確保に関す

る法律（昭和３０年法律第１２５号）第３条第

１項の規定により臨時的に任用された職員でさ

いたま市教職員の給与に関する条例（平成２９

年さいたま市条例第２１号）第４条第１項各号

に掲げる給料表の適用を受ける者（以下「臨時

的任用教職員」という。）及びさいたま市教職

員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平

成２９年さいたま市条例第１７号）第３条第４

項に規定する任期付短時間勤務教職員（以下「

任期付短時間勤務教職員」という。）を含む。

）となった者 

 その退職に引き続き国、他の地方公共団体、

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３

号）第２条第１項に規定する独立行政法人又は

国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）

第２条第１項に規定する国立大学法人（以下「

国等」という。）の職員（臨時の職員を除き、

非常勤の職員にあっては、再任用短時間勤務職

員その他管理者の定める職員に限る。）となっ

た者 

 その退職に引き続き国又は他の地方公共団体

の職員（臨時の職員を除き、非常勤の職員にあ

っては、再任用短時間勤務職員その他管理者の

定める職員に限る。）となった者 

３～６ ［略］ ３～６ ［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条の規定又は育児休業、介護

休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律（平成３年法律第７６号。以下「育

児介護休業法」という。）第５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

又は申出に係る期間（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（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 

 ～  ［略]  ～  [略] 

８ 第１項第４号に掲げる職員で勤務日及び勤務時

間が常勤の職員（常勤の職員等のうち、再任用短

時間勤務職員を除いた者をいう。以下同じ。）と

同様である者及び公務傷病等による休職者（給与

条例第１８条の規定の適用を受ける職員をいう。

）であった期間については、前項の規定にかかわ

らず、除算は行わない。 

８ 第１項第４号に掲げる職員で勤務日及び勤務時

間が常勤の職員（給与条例の適用を受ける職員の

うち、臨時又は非常勤の職員及び再任用短時間勤

務職員を除いた者をいう。以下同じ。）と同様で

ある者及び公務傷病等による休職者（給与条例第

１８条の規定の適用を受ける職員をいう。）であ

った期間については、前項の規定にかかわらず、

除算は行わない。 

９ 基準日以前６月以内の期間において、次に掲げ

る者が給与条例の適用を受ける職員となった場合

（第２号に掲げる職員にあっては、引き続き給与

条例の適用を受ける職員となった場合に限る。）

は、その期間内においてそれらの者として在職し

９ 基準日以前６月以内の期間において、次に掲げ

る者が給与条例の適用を受ける職員となった場合

（第２号に掲げる職員にあっては、引き続き給与

条例の適用を受ける職員となった場合に限る。）

は、その期間内においてそれらの者として在職し



た期間は、第４項の在職期間に算入する。 た期間は、第４項の在職期間に算入する。 

 給与条例の適用を受けない市費支弁の常勤職

員（再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務

職員、臨時的任用教職員、任期付短時間勤務教

職員並びに法第２２条第２項若しくは第２６条

の６第７項第２号又は育児休業法第６条第１項

第２号の規定により臨時的に任用された職員で

勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である

者を含む。） 

 給与条例の適用を受けない市費支弁の常勤職

員 

 国等の職員（管理者の定めるものに限る。）  国又は他の地方公共団体の職員（管理者の定

めるものに限る。） 

１０ [略] 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条の規定又は育児介護休業法

第５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又は申出に係る期間（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（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 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 

 就業規程第１９条の規定による介護休暇又は

育児介護休業法第１１条の規定による介護休業

の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日

等を除いた日が３０日を超える場合には、その

勤務しなかった全期間 

 就業規程第１９条の規定による介護休暇の承

認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を

除いた日が３０日を超える場合には、その勤務

しなかった全期間 

 就業規程第１９条の２の規定による介護時間

又は育児介護休業法第２３条第３項の規定によ

る勤務時間の短縮等の措置の承認を受けて勤務

しなかった期間が３０日を超える場合には、そ

の勤務しなかった全期間 

 育児休業法第１９条第１項の規定による部分

休業又は育児介護休業法第２３条第１項の規定

による勤務時間の短縮の措置の承認を受けて勤

務しなかった期間が３０日を超える場合には、

その勤務しなかった全期間 

 育児休業法第１９条第１項の規定による部分

休業の承認を受けて１日の勤務時間の一部につ

いて勤務しなかった日が９０日を超える場合に

は、その勤務しなかった期間 

 [略]  [略] 

９ 再任用短時間勤務職員の前項第６号から第９号

までに定める３０日の計算方法については、管理

者が別に定める。 

９ 再任用短時間勤務職員の前項第６号及び第７号

に定める３０日の計算方法については、管理者が

別に定める。 

１０～１２ [略] １０～１２ [略] 

（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の一部改正



） 

第２条 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年さいたま市水道局企業管理規程第１０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 

附 則 附 則 

１～５ ［略］ １～５ ［略］ 

（平成３０年３月３１日までの間における地域手

当の特例） 

（平成３０年３月３１日までの間における地域手

当の特例） 

６ 切替日から平成３０年３月３１日までの間、こ

の規程による改正後の給与規程第１０条第１項の

規定の適用については、同項中「１００分の１５

」とあるのは、「１００分の１４」とする。 

６ 切替日から平成３０年３月３１日までの間、こ

の規程による改正後の給与規程第１０条第１項の

規定の適用については、同項中「１００分の１５

」とあるのは、「１００分の１３．４」とする。

７ ［略］ ７ ［略］ 

  附 則  

この規程は平成２９年４月１日から施行する。 


