
訓 令 番 号 訓     令     名 

訓令第１１号 さいたま市副市長事務分担規程の一部を改正する訓令 

【平成２９年１０月２３日公布 所管課：総務課】

訓令第１２号 さいたま市事務専決規程の一部を改正する訓令 

【平成２９年１０月２３日公布 所管課：総務課】

訓令第１３号 さいたま市職員分限懲戒等審査委員会規程の一部を改正する訓令 

【平成２９年１０月２３日公布 所管課：人事課】

訓令第１４号 さいたま市都市経営戦略会議規程の一部を改正する訓令 

【平成２９年１０月２４日公布 所管課：都市経営戦略部】

訓令第１５号 さいたま市建設工事等請負業者審査選定委員会規程の一部を改正

する訓令 

【平成２９年１０月２４日公布 所管課：契約課】

訓令第１６号 さいたま市行政会議規程の一部を改正する訓令 

【平成２９年１０月３１日公布 所管課：秘書課】

訓令第１７号 さいたま市事務専決規程の一部を改正する訓令 

【平成２９年１０月３１日公布 所管課：総務課】



さいたま市訓令第１１号 

   さいたま市副市長事務分担規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市副市長事務分担規程（平成２５年さいたま市訓令第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 

（分担事務等） （分担事務等） 

第２条 副市長の分担する事務は、次のとおりとす

る。 

第２条 副市長の分担する事務は、次のとおりとす

る。 

副市長 担任事務 

日野徹 市長公室、総務局、市民局、区役所

及び消防局に関する事務、教育委員

会事務局、選挙管理委員会事務局、

人事委員会事務局及び監査事務局の

職員に補助執行させる事務並びに水

道局、教育委員会、選挙管理委員会、

人事委員会及び監査委員との連絡調

整に関する事務 

髙橋篤 都市戦略本部に関する事務（東部地

域・鉄道戦略部に関する事務を除く。

）、財政局、スポーツ文化局、保健

福祉局、子ども未来局及び出納室に

関する事務並びに固定資産評価審査

委員会との連絡調整に関する事務 

松本勝正 都市戦略本部に関する事務（東部地

域・鉄道戦略部に関する事務以外の

事務にあっては、副担当）、環境局、

経済局、都市局及び建設局に関する

事務、農業委員会事務局の職員に補

助執行させる事務並びに農業委員会

との連絡調整に関する事務 

副市長 担任事務 

遠藤秀一 都市戦略本部に関する事務（東部地

域・鉄道戦略部に関する事務を除く。

）、市長公室、総務局、財政局、市

民局、スポーツ文化局、子ども未来

局、区役所及び出納室に関する事務、

教育委員会事務局、選挙管理委員会

事務局及び人事委員会事務局の職員

に補助執行させる事務並びに教育委

員会、選挙管理委員会、人事委員会

及び固定資産評価審査委員会との連

絡調整に関する事務 

日野徹 都市戦略本部に関する事務（東部地

域・鉄道戦略部に関する事務に限る。

）、保健福祉局、環境局、経済局、

都市局、建設局及び消防局に関する

事務、監査事務局及び農業委員会事

務局の職員に補助執行させる事務並

びに水道局、監査委員及び農業委員

会との連絡調整に関する事務 

２ 前項の規定にかかわらず、議会との連絡調整そ ２ 前項の規定にかかわらず、議会との連絡調整そ



 の他市長が特に指定する事務については、３副市

長が共同して担任するものとする。 

 の他市長が特に指定する事務については、両副市

長が共同して担任するものとする。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

 （事故等がある場合の事務の処理又は担任）  （事故等がある場合の事務の処理又は担任） 

第４条 副市長に事故があるとき又は副市長が欠け

たときは、市長が指定する副市長がその事務を処

理し、又は担任する。 

第４条 一の副市長に事故があるとき又は一の副市

長が欠けたときは、他の副市長がその事務を処理

し、又は担任する。 

   附 則 

 この訓令は、公布の日から施行する。 



さいたま市訓令第１２号 

   さいたま市事務専決規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市事務専決規程（平成１５年さいたま市訓令第８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 

（代決） （代決） 

第１１条 急ぎの決裁を必要とする場合で、次の表

の左欄に掲げる決裁権者が不在のときは、当該事

案を主管する同表右欄に掲げる代決権者が代決す

ることができる。 

第１１条 急ぎの決裁を必要とする場合で、次の表

の左欄に掲げる決裁権者が不在のときは、当該事

案を主管する同表右欄に掲げる代決権者が代決す

ることができる。 

決裁権者 代決権者 

 ［略］ 

副市長 主管局長若しくは区長又は市

長公室長、事務分掌規則第１

３条第３項に規定する広報監

若しくは会計管理者 

 ［略］ 

決裁権者 代決権者 

 ［略］ 

副市長 主管局長若しくは区長又は市

長公室長、事務分掌規則第１

３条第３項に規定する広報監

若しくは会計管理者（都市局

及び建設局にあっては、事務

分掌規則第１３条第２項に規

定する技監） 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

別表第３（第３条関係） 別表第３（第３条関係） 

個別専決事項 個別専決事項 

 ［略］  ［略］ 

 建設局  建設局 

 ［略］  ［略］ 

建築部

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

 ［略］ 

住宅政

策課 

１～４３ ［略］     

４４ 住宅確保要配慮者

に対する賃貸住宅の供

○

建築部

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

 ［略］ 

住宅政

策課 

１～４３ ［略］     



給の促進に関する法律

（平成１９年法律第１ 

 １２号。以下「住宅セ

ーフティネット法」と

いう。）第１０条第１

項の規定による登録を

すること。 

４５ 住宅セーフティネ

ット法第１１条第１項

の規定による登録の拒

否をすること。 

○

４６ 住宅セーフティネ

ット法第１２条第３項

の規定による変更の登

録をすること。

○

４７ 住宅セーフティネ

ット法第１５条第１項

の規定による登録の抹

消をすること。

○

 ４８ 住宅セーフティネ

ット法第２２条第１項

の規定による報告の徴

収をすること。

○

４９ 住宅セーフティネ

ット法第２３条の規定 

による指示をすること。

○

５０ 住宅セーフティネ

ット法第２４条第１項

及び第２項の規定によ

る登録の取消しをする

こと。 

 ○

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

備考 ［略］ 備考 ［略］ 

   附 則 

 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第３建設局建築部住宅政策課の

項に７項を加える改正は、平成２９年１０月２５日から施行する。 



さいたま市訓令第１３号 

   さいたま市職員分限懲戒等審査委員会規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市職員分限懲戒等審査委員会規程（平成１３年さいたま市訓令第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 

 （組織）  （組織） 

第３条 委員会の委員には、次に掲げる者をもって

充てる。 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

第３条 委員会の委員には、次に掲げる者をもって

充てる。 

 ［略］ 

 技監 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

   附 則 

 この訓令は、公布の日から施行する。 



さいたま市訓令第１４号 

さいたま市都市経営戦略会議規程の一部を改正する訓令 

さいたま市都市経営戦略会議規程（平成１７年さいたま市訓令第１２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 

（主宰及び構成） （主宰及び構成）

第３条 ［略］ 第３条 ［略］

２ 戦略会議は、市長、副市長、水道事業管理者、

教育長、都市戦略本部長、総務局長、財政局長及

び総合政策監をもって構成する。

２ 戦略会議は、市長、副市長、水道事業管理者、

教育長、技監、都市戦略本部長、総務局長、財政

局長及び総合政策監をもって構成する。

３ ［略］ ３ ［略］

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 



さいたま市訓令第１５号 

さいたま市建設工事等請負業者審査選定委員会規程の一部を改正する訓令 

さいたま市建設工事等請負業者審査選定委員会規程（平成１３年さいたま市訓令第

８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 

（組織） （組織）

第３条 ［略］ 第３条 ［略］

２ 委員長は財政局に関する事務を担任する副市長

を、副委員長は都市局及び建設局に関する事務を

担任する副市長を、委員は次に掲げる職にある者

をもって充てる。

２ 委員長は財政局に関する事務を担任する副市長

を、副委員長は技監を、委員は次に掲げる職にあ

る者をもって充てる。

 ～  ［略］  ～  ［略］

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 



さいたま市訓令第１６号 

さいたま市行政会議規程の一部を改正する訓令 

さいたま市行政会議規程（平成１７年さいたま市訓令第１３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 

（主宰及び構成） （主宰及び構成）

第３条 ［略］ 第３条 ［略］

２ 会議は、市長、副市長、水道事業管理者、教育

長、局長、都市戦略本部長、区長、消防局長、会

計管理者、水道局長、議会局長、副教育長、選挙

管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、監査

事務局長及び農業委員会事務局長並びに埼玉県警

察さいたま市警察部長をもって構成する。

２ 会議は、市長、副市長、水道事業管理者、教育

長、技監、局長、都市戦略本部長、区長、消防局

 長、会計管理者、水道局長、議会局長、副教育長、

 選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、

監査事務局長及び農業委員会事務局長並びに埼玉

県警察さいたま市警察部長をもって構成する。

３ ［略］ ３ ［略］

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 



さいたま市訓令第１７号 

   さいたま市事務専決規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市事務専決規程（平成１５年さいたま市訓令第８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３（第３条関係） 別表第３（第３条関係） 

個別専決事項 個別専決事項 

 ［略］  ［略］ 

 保健福祉局  保健福祉局 

 ［略］  ［略］ 

福祉部

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

 ［略］ 

福祉部

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

 ［略］ 

高齢福

祉課 

１ さいたま市介護老人

保健施設・老人福祉施

設グリーンヒルうらわ

条例施行規則（平成１

５年さいたま市規則第

６９号。以下「グリー

ンヒルうらわ条例施行

規則」という。）に基

づく利用の許可、利用

の制限、利用の許可の

取消し並びに利用日及

び利用時間の変更をす

ること。 

○

２ グリーンヒルうらわ

条例施行規則に基づく 

書類の指定をすること。

○

３ さいたま市老人福祉

センター条例（平成１

３年さいたま市条例第

１４６号）に基づく利

用の許可、利用の許可

○



の取消し等、使用料の

還付及び利用時間の変

更をすること。 

４ さいたま市老人福祉

センター条例施行規則

（平成１３年さいたま

市規則第８５号）に基

づく利用の制限をする

こと。 

○

５ さいたま市健康福祉

センター西楽園条例（

平成１３年さいたま市

条例第１４７号）に基

づく利用の許可、利用

の制限、使用料の還付

及び利用時間の変更を

すること。 

○

６ さいたま市高齢者生

きがい活動センター条

例（平成１８年さいた

ま市条例第５０号）に

基づく利用の許可、利

用の許可の取消し及び

開館時間の変更をする

こと。 

○

７ さいたま市老人憩い

の家条例（平成１３年

さいたま市条例第１５

１号）に基づく同条例

に規定する施設の利用

の許可、利用の許可の

取消し等及び開館時間

の変更をすること。 

○

８ さいたま市高齢者デ

イサービスセンター条

例（平成１３年さいた

ま市条例第１５３号）

に基づく利用時間の変

更をすること。 

○

９ さいたま市与野本町

デイサービスセンター

条例（平成１３年さい

たま市条例第１５４号

）に基づく利用時間の

変更をすること。 

○

１０ 重度要介護高齢者

紙おむつ支給事業者の

登録を決定すること。 

○

介護保

険課 

１ 介護老人保健施設の

開設許可及びその取消 

  ○



 ［略］ 

 し並びに変更許可等を

すること。 

２ 介護保険法に基づく

居宅サービス（介護予

防サービスを含む。）

事業者、地域密着型サ

ービス（地域密着型介 

護予防サービスを含む。

 ）事業者及び居宅介護

支援（介護予防支援を

含む。）事業者（第４

項において「介護保険

法に基づくサービス事

業者等」という。）並

びに介護保険施設（介 

護老人保健施設を除く。

 ）の指定、廃止及び取

消しをすること。 

○

３ 介護保険法に基づく

改善命令をすること。 

 ○

４ 介護保険法に基づく

サービス事業者等及び

介護保険施設（介護老

人保健施設を除く。）

の変更、再開、休止及

び更新等の承認をする

こと。 

○

５ 養護老人ホーム及び

特別養護老人ホームの

設置の認可及びその取

消し並びに施設の廃止

又は休止の承認をする

こと。 

  ○

６ 養護老人ホーム及び

特別養護老人ホームの

施設の改善勧告、改善

命令及び業務停止命令

をすること。 

  ○

７ 公示送達をすること。○

８ 介護保険料の徴収職

員を任命すること。 

  ○

 ［略］ 

長寿応

援部 

課所名 専決事項 課

長

部

長

局

長

副

市

長

高齢福 １ さいたま市介護老人 ○



祉課  保健施設・老人福祉施

設グリーンヒルうらわ 

  条例施行規則（平成１

５年さいたま市規則第

６９号。以下「グリー

ンヒルうらわ条例施行

規則」という。）に基

づく利用の許可、利用

の制限、利用の許可の

取消し並びに利用日及

び利用時間の変更をす

ること。 

２ グリーンヒルうらわ

条例施行規則に基づく 

書類の指定をすること。

○

３ さいたま市老人福祉

センター条例（平成１

３年さいたま市条例第

１４６号）に基づく利

用の許可、利用の許可

の取消し等、使用料の

還付及び利用時間の変

更をすること。 

○

４ さいたま市老人福祉

センター条例施行規則

（平成１３年さいたま

市規則第８５号）に基

づく利用の制限をする

こと。 

○

５ さいたま市健康福祉

センター西楽園条例（

平成１３年さいたま市

条例第１４７号）に基

づく利用の許可、利用

の制限、使用料の還付

及び利用時間の変更を

すること。 

○

６ さいたま市高齢者生

きがい活動センター条

例（平成１８年さいた

ま市条例第５０号）に

基づく利用の許可、利

用の許可の取消し及び

開館時間の変更をする

こと。 

○

７ さいたま市老人憩い

の家条例（平成１３年

さいたま市条例第１５

１号）に基づく同条例

に規定する施設の利用

○



の許可、利用の許可の

取消し等及び開館時間

の変更をすること。 

８ さいたま市高齢者デ

イサービスセンター条

例（平成１３年さいた

ま市条例第１５３号）

に基づく利用時間の変

更をすること。 

○

９ さいたま市与野本町

デイサービスセンター

条例（平成１３年さい

たま市条例第１５４号

）に基づく利用時間の

変更をすること。 

○

１０ 重度要介護高齢者

紙おむつ支給事業者の

登録を決定すること。 

○

介護保

険課 

１ 介護老人保健施設の

開設許可及びその取消

し並びに変更許可等を

すること。 

  ○

２ 介護保険法に基づく

居宅サービス（介護予

防サービスを含む。）

事業者、地域密着型サ

ービス（地域密着型介 

護予防サービスを含む。

 ）事業者及び居宅介護

支援（介護予防支援を

含む。）事業者（第４

項において「介護保険

法に基づくサービス事

業者等」という。）並

びに介護保険施設（介 

護老人保健施設を除く。

 ）の指定、廃止及び取

消しをすること。 

  ○

３ 介護保険法に基づく

改善命令をすること。 

 ○

４ 介護保険法に基づく

サービス事業者等及び

介護保険施設（介護老

人保健施設を除く。）

の変更、再開、休止及

び更新等の承認をする

こと。 

○

５ 養護老人ホーム及び

特別養護老人ホームの

設置の認可及びその取

  ○



消し並びに施設の廃止

又は休止の承認をする

こと。 

６ 養護老人ホーム及び

特別養護老人ホームの

施設の改善勧告、改善

命令及び業務停止命令

をすること。 

  ○

７ 公示送達をすること。○

８ 介護保険料の徴収職

員を任命すること。 

  ○

［略］ ［略］

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

   附 則 

 この訓令は、平成２９年１１月１日から施行する。 


