
規 則

番 号
教育委員会規則名 公布年月日

３８
さいたま市立小・中学校の通学区域に関する規則の一部を

改正する規則
平成２９年１１月２８日

３９ さいたま市公民館条例施行規則の一部を改正する規則 平成２９年１１月２８日

４０

さいたま市教育委員会の管理する公共施設に係るさいた

ま市公共施設予約システムの利用に関する規則の一部を

改正する規則

平成２９年１１月２８日

４１
さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

の一部を改正する規則 平成２９年１２月２７日

４２
教職員の失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規

則 平成２９年１２月２７日



さいたま市教育委員会規則第３８号 

  さいたま市立小・中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則 

さいたま市立小・中学校の通学区域に関する規則（平成１３年さいたま市教育委員

会規則第１５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２条関係） 別表第１（第２条関係）

 小学校の通学区域  小学校の通学区域

学校名 通学区域 

［略］ 

指扇小学校 西区大字指扇の一部、西区大字指

扇領別所、西区大字宝来の一部、

西区大字中釘の一部、西区大字高

木の一部並びに西区西大宮１丁目

の一部、西区西大宮２丁目の一部

及び西区西大宮３丁目の一部 

 ［略］ 

指扇北小学

校

西区大字宝来の一部、西区大字峰

岸、西区大字指扇領辻、西区大字 

中釘の一部、西区大字高木の一部、

西区大字清河寺、西区大字西新井、

西区大字平方領々家並びに西区西

大宮１丁目の一部、西区西大宮２

丁目の一部、西区西大宮３丁目の

一部及び西区西大宮４丁目 

 ［略］

学校名 通学区域 

［略］ 

指扇小学校 西区大字指扇の一部、西区大字指

扇領別所、西区大字宝来の一部、

西区大字中釘の一部及び西区大字

高木の一部 

［略］ 

指扇北小学

校

西区大字宝来の一部、西区大字峰

岸、西区大字指扇領辻、西区大字 

中釘の一部、西区大字高木の一部、

西区大字清河寺、西区大字西新井

及び西区大字平方領々家 

 ［略］

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

中学校の通学区域 中学校の通学区域 

学校名 通学区域 

［略］ 

指扇中学校 西区大字指扇の一部、西区大字指

扇領別所、西区大字宝来、西区大

字峰岸、西区大字指扇領辻、西区

大字中釘、西区大字高木、西区大

字清河寺、西区大字西新井、西区

大字平方領々家及び西区西大宮１

学校名 通学区域 

［略］ 

指扇中学校 西区大字指扇の一部、西区大字指

扇領別所、西区大字宝来、西区大

字峰岸、西区大字指扇領辻、西区

大字中釘、西区大字高木、西区大

字清河寺、西区大字西新井及び西

区大字平方領々家 



丁目から西区西大宮４丁目まで 

 ［略］  ［略］

附 則

この規則は、公布の日から施行する。



さいたま市教育委員会規則第３９号 

   さいたま市公民館条例施行規則の一部を改正する規則

 さいたま市公民館条例施行規則の一部を改正する規則（平成１５年さいたま市教育

委員会規則第１６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２条関係）

 ［略］

 地区公民館

名称 対象区域

 ［略］

さいたま市立

指扇公民館

西区大字指扇、西区大字指扇

領別所、西区大字宝来、西区

大字峰岸、西区大字指扇領辻、

西区大字中釘、西区大字高木、

西区大字清河寺、西区大字内

野本郷、西区大字西新井、西

区大字平方領々家及び西区西

大宮１丁目から西区西大宮４

丁目まで

 ［略］

別表第１（第２条関係）

 ［略］

 地区公民館

名称 対象区域

 ［略］

さいたま市立

指扇公民館

西区大字指扇、西区大字指扇

領別所、西区大字宝来、西区

大字峰岸、西区大字指扇領辻、

西区大字中釘、西区大字高木、

西区大字清河寺、西区大字内

野本郷、西区大字西新井及び

西区大字平方領々家

 ［略］

附 則

 この規則は、公布の日から施行する。



さいたま市教育委員会規則第４０号 

   さいたま市教育委員会の管理する公共施設に係るさいたま市公共施設予約シス

テムの利用に関する規則の一部を改正する規則

 さいたま市教育委員会の管理する公共施設に係るさいたま市公共施設予約システム

の利用に関する規則（平成２６年さいたま市教育委員会規則第１７号）の一部を次の

ように改正する。

 様式第５号を次のように改める。 



様式第５号（別表第２関係） 

予約番号 

特別利用（変更）申請書 

発行日   年  月 日

（宛先）さいたま市教育委員会 

申請者 団 体 名 

代表者氏名

住  所 

電話番号 

次のとおり特別利用（変更）の許可を受けたいので申請をします。 

催物名 

利用目的 

担当者 電話番号 

利用年月日 開始 終了 施設名 利用人数 

備  考 

許可条件 

署名 

予約受付日 



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

様式第６号（別表第２関係）

 ［略］

特別利用（変更）許可書

 ［略］

 申請者 団体名

     代表者氏名

          さいたま市教育委員会 印

 ［略］

 ［略］

様式第６号（別表第２関係）

 ［略］

特別利用（変更）許可書

 ［略］

 申請者 団体名

     代表者氏名

     住 所

          さいたま市教育委員会 印

     電話番号

 ［略］

 ［略］

様式第７号及び様式第８号を次のように改める。



様式第７号（別表第２関係） 

予約番号 

利用許可申請書 

発行日   年  月  日

（宛先）さいたま市教育委員会

申請者 団 体 名 

氏  名 

住  所 

電話番号 

次のとおり利用の許可を受けたいので申請をします。 

催物名 

利用目的 利用人数 人

担当者 電話番号 

貸出区分 利 用 日 開始 終了 施設名／設備名・数量 基本使用料

利用種別 施設基本使用料計 

入場料徴収 設備基本使用料計 

加算区分 加算使用料計 

減免区分 減免使用料計 

合計使用料 

備  考 

許可条件 

署名 

予約受付日



様式第８号（別表第２関係） 

予約番号 

利用変更許可申請書 

発行日   年   月  日

（宛先）さいたま市教育委員会

申請者 団 体 名 

氏  名 

住  所 

電話番号 

次のとおり利用の変更の許可を受けたいので申請をします。 

催物名 

利用目的 利用人数 人

担当者 電話番号 

（変更前） （変更後） 

貸出区分 利 用 日 開始 終了 施設名／設備名・数量 基本使用料 貸出区分 利 用 日 開始 終了 施設名／設備名・数量 基本使用料

利用種別 施設基本使用料計 

入場料徴収 設備基本使用料計 

加算区分 加算使用料計 

減免区分 減免使用料計 

合計使用料 

既納額 

今回納入額 

備  考 

許可条件 

署名 

予約受付日 



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

様式第９号（別表第２関係）

 ［略］

利用許可書兼領収書

 ［略］

 申請者 団体名

     氏 名

          さいたま市教育委員会 印

 ［略］

 ［略］

 ［略］  ［略］

様式第９号（別表第２関係）

 ［略］

利用許可書兼領収書

 ［略］

 申請者 団体名

     氏 名

     住 所

     電話番号 さいたま市教育委員会 印

 ［略］

 ［略］

 ［略］  ［略］

様式第１０号（別表第２関係）

 ［略］

利用変更許可書兼領収書

 ［略］

 申請者 団体名

     氏 名

          さいたま市教育委員会 印

 ［略］

 ［略］

 ［略］

様式第１０号（別表第２関係）

 ［略］

利用変更許可書兼領収書

 ［略］

 申請者 団体名

     氏 名

     住 所

     電話番号 さいたま市教育委員会 印

 ［略］

 ［略］

 ［略］

附 則

 この規則は、平成２９年１２月１日から施行する。



さいたま市教育委員会規則第４１号 

さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

第１条 さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成２９年さいた

ま市教育委員会規則第２７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 

（特定管理教育職員としない教職員） （特定管理教育職員としない教職員） 

第６条 条例第２５条において読み替えて準用する

職員給与条例第２７条第２項の教育委員会規則で

定める教職員は、さいたま市教育職員の管理職手

当に関する規則（平成２９年さいたま市教育委員

会規則第１８号）別表に規定する職の教育職員（

教育職給料表 の適用を受ける教頭の職にある教

育職員（特別支援学校の教育職員を除く。）、休

職にされている教育職員のうち条例第２９条第１

項に該当する教育職員以外の教育職員、公益的法

人等派遣職員及び外国派遣職員を除く。）以外の

教職員とする。 

第６条 条例第２５条において読み替えて準用する

職員給与条例第２７条第２項の教育委員会規則で

定める教職員は、さいたま市教育職員の管理職手

当に関する規則（平成２９年さいたま市教育委員

会規則第１８号）別表に規定する職の教育職員（

教育職給料表 の適用を受ける教頭の職にある教

育職員、休職にされている教育職員のうち条例第

２９条第１項に該当する教育職員以外の教育職員、

公益的法人等派遣職員及び外国派遣職員を除く。

）以外の教職員とする。 

（勤勉手当の成績率） （勤勉手当の成績率） 

第２４条 成績率は、次の各号に掲げる教職員の区

分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で、委

員会が定めるものとする。 

第２４条 成績率は、次の各号に掲げる教職員の区

分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で、委

員会が定めるものとする。 

 高等学校以外の学校の教職員 

ア 再任用教職員以外の教職員 １００分の１

００（条例第２５条において読み替えて準用

する職員給与条例第２７条第２項に規定する

特定管理教育職員（以下この号及び次号にお

いて「特定管理教育職員」という。）にあっ

ては、１００分の１２０） 

イ 再任用教職員 １００分の４５（特定管理

教育職員にあっては、１００分の５５） 

 高等学校以外の学校の教職員 

ア 再任用教職員以外の教職員 １００分の９

０（条例第２５条において読み替えて準用す

る職員給与条例第２７条第２項に規定する特

定管理教育職員（以下この号及び次号におい

て「特定管理教育職員」という。）にあって

は、１００分の１１０） 

イ 再任用教職員 １００分の４０（特定管理

教育職員にあっては、１００分の５０） 

 高等学校の教職員 

ア 再任用教職員以外の教職員 １００分の９

５（特定管理教育職員にあっては、１００分

の１２５） 

イ 再任用教職員 １００分の４５（特定管理

 高等学校の教職員 

ア 再任用教職員以外の教職員 １００分の１

７０（特定管理教育職員にあっては、１００

分の２１０） 

イ 再任用教職員 １００分の８０（特定管理



教育職員にあっては、１００分の５５） 教育職員にあっては、１００分の１００） 

第２条 さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則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 

（勤勉手当の成績率） （勤勉手当の成績率） 

第２４条 成績率は、次の各号に掲げる教職員の区

分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で、委

員会が定めるものとする。 

第２４条 成績率は、次の各号に掲げる教職員の区

分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で、委

員会が定めるものとする。 

 高等学校以外の学校の教職員 

ア 再任用教職員以外の教職員 １００分の９

５（条例第２５条において読み替えて準用す

る職員給与条例第２７条第２項に規定する特

定管理教育職員（以下この号及び次号におい

て「特定管理教育職員」という。）にあって

は、１００分の１１５） 

イ 再任用教職員 １００分の４２．５（特定

管理教育職員にあっては、１００分の５２．

５） 

 高等学校以外の学校の教職員 

ア 再任用教職員以外の教職員 １００分の１

００（条例第２５条において読み替えて準用

する職員給与条例第２７条第２項に規定する

特定管理教育職員（以下この号及び次号にお

いて「特定管理教育職員」という。）にあっ

ては、１００分の１２０） 

イ 再任用教職員 １００分の４５（特定管理

教育職員にあっては、１００分の５５） 

 高等学校の教職員 

ア 再任用教職員以外の教職員 １００分の９

０（特定管理教育職員にあっては、１００分

の１２０） 

イ 再任用教職員 １００分の４２．５（特定

管理教育職員にあっては、１００分の５２．

５） 

 高等学校の教職員 

ア 再任用教職員以外の教職員 １００分の９

５（特定管理教育職員にあっては、１００分

の１２５） 

イ 再任用教職員 １００分の４５（特定管理

教育職員にあっては、１００分の５５） 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成３０年４月

１日から施行する。 

 （適用） 

２ 第１条の規定による改正後のさいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する



規則第６条の規定は平成２９年６月１日から、同規則第２４条の規定は同年１２月

１日から適用する。 



さいたま市教育委員会規則第４２号 

  教職員の失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則 

教職員の失業者の退職手当支給規則（平成２９年さいたま市教育委員会規則第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

様式第２２号（第２２条関係） 様式第２２号（第２２条関係）

移転費に相当する退職手当支給申請書 移転費に相当する退職手当支給申請書

 ［略］

受講する公共職

業訓練等の施設

 ［略］

特定地方公共団

体又は職業紹介

事業者の紹介に

よる就職の場合、

その所在地及び

名称

所在地

名称

受講指示年月日 ［略］

［略］

  （注意事項）

 １ ［略］

 ２ 公共職業安定所の紹介による就職をするため

に移転する場合には、「特定地方公共団体又は

  職業紹介事業者の紹介による就職の場合、その

  所在地及び名称」欄には記載しないこと。

 ３ 公共職業訓練等を受講するために移転する場

合には、「就職先の事業所」欄、「就職決定年

月日」欄及び「特定地方公共団体又は職業紹介

事業者の紹介による就職の場合、その所在地及

び名称」欄には記載しないこと。

 ４ ［略］

 ［略］

受講する公共職

業訓練等の施設

 ［略］

受講指示年月日 ［略］

［略］

  （注意事項）

 １ ［略］

 ２ 公共職業訓練等を受講するために移転する場

合には、「就職先の事業所」欄及び「就職決定

年月日」欄には記載しないこと。

 ３ ［略］

附 則 

（施行期日） 



１ この規則は、平成３０年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の教職員の失業者

の退職手当支給規則の様式による書類は、この規則による改正後の教職員の失業者

の退職手当支給規則の様式によるものとみなす。 


