
規 則 番 号 規     則     名 

規則第１２２号 さいたま市住宅用家屋証明規則の一部を改正する規則 
【平成２８年５月１８日公布 所管課：建築総務課】

規則第１２３号 さいたま市職員の期末手当及び勤務手当に関する規則の一部を改

正する規則 
【平成２８年５月３０日公布 所管課：職員課】

規則第１２４号 さいたま市コミュニティ施設条例施行規則の一部を改正する規則 
【平成２８年５月３１日公布 所管課：コミュニティ推進課】

規則第１２５号 さいたま市建築基準法施行細則の一部を改正する規則 
【平成２８年５月３１日公布 所管課：建築行政課】

規則第１２６号 さいたま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関する

利用者負担額を定める条例施行規則の一部を改正する規則 
【平成２８年６月８日公布 所管課：保育課】

規則第１２７号 さいたま市公印規則の一部を改正する規則 
【平成２８年６月２７日公布 所管課：総務課】

規則第１２８号 さいたま市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則 
【平成２８年６月２７日公布 所管課：ＩＣＴ政策課番号制度整

備室】

規則第１２９号 さいたま市会計規則の一部を改正する規則 
【平成２８年６月２７日公布 所管課：出納課】

規則第１３０号 さいたま市市税条例施行規則の一部を改正する規則 
【平成２８年６月２７日公布 所管課：税制課】

規則第１３１号 さいたま市市長職務代理者規則の一部を改正する規則 
【平成２８年６月２９日公布 所管課：総務課】

規則第１３２号 さいたま市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正す

る規則 
【平成２８年６月２９日公布 所管課：障害支援課】



さいたま市規則第１２２号 

さいたま市住宅用家屋証明規則の一部を改正する規則 

さいたま市住宅用家屋証明規則（平成１３年さいたま市規則第２２４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 

（証明申請の手続） （証明申請の手続） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 個人が取得した建築後使用されたことのある家

屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合

は、第１項の申請書を提出するときに、次に掲げ

る書類又はその写しを提出し、又は提示しなけれ

ばならない。ただし、第２項第４号の申立書につ

いては、提出に限る。 

４ 個人が取得した建築後使用されたことのある家

屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合

は、第１項の申請書を提出するときに、次に掲げ

る書類又はその写しを提出し、又は提示しなけれ

ばならない。ただし、第２項第４号の申立書につ

いては、提出に限る。 

・  ［略］   ・  ［略］ 

 租税特別措置法施行令第４２条の２の２第２

項に規定する特定の増改築等がされた住宅用家

屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるた

めに証明を受けようとする場合は、宅地建物取

引業法（昭和２７年法律第１７６号）第２条第

３号に規定する宅地建物取引業者から証明の申

請を受けた建築士（建築士法第２３条の３第１

項の規定により登録された建築士事務所に属す

る建築士に限るものとし、当該申請に係る住宅

用の家屋が同法第３条第１項各号に掲げる建築

物であるときは一級建築士に、同法第３条の２

第１項各号に掲げる建築物であるときは一級建

築士又は二級建築士に限るものとする。）、建

築基準法第７７条の２１第１項に規定する指定

確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関す

る法律第５条第１項に規定する登録住宅性能評

価機関又は保険法人が、当該申請に係る工事が

租税特別措置法施行令第４２条の２の２第２項

第１号に規定する増築、改築、大規模の修繕若

しくは大規模の模様替、同項第２号に規定する

修繕若しくは模様替、同項第３号に規定する修

 租税特別措置法施行令第４２条の２の２第２

項に規定する特定の増改築等がされた住宅用家

屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるた

めに証明を受けようとする場合は、宅地建物取

引業法（昭和２７年法律第１７６号）第２条第

３号に規定する宅地建物取引業者から証明の申

請を受けた建築士（建築士法第２３条の３第１

項の規定により登録された建築士事務所に属す

る建築士に限るものとし、当該申請に係る住宅

用の家屋が同法第３条第１項各号に掲げる建築

物であるときは一級建築士に、同法第３条の２

第１項各号に掲げる建築物であるときは一級建

築士又は二級建築士に限るものとする。）、建

築基準法第７７条の２１第１項に規定する指定

確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関す

る法律第５条第１項に規定する登録住宅性能評

価機関又は保険法人が、当該申請に係る工事が

租税特別措置法施行令第４２条の２の２第２項

第１号に規定する増築、改築、大規模の修繕若

しくは大規模の模様替、同項第２号に規定する

修繕若しくは模様替、同項第３号に規定する修



繕若しくは模様替、同項第４号に規定する修繕

若しくは模様替、同項第５号に規定する修繕若

しくは模様替、同項第６号に規定する修繕若し

くは模様替又は同項第７号に規定する修繕若し

くは模様替に該当する旨を証する増改築等工事

証明書（様式第３号）。ただし、租税特別措置

法施行令第４２条の２の２第２項第７号に掲げ

る工事に要した費用の額が５０万円を超える場

合においては、増改築等工事証明書に加えて、

当該家屋について交付された既存住宅売買瑕疵

担保責任保険契約（次のア及びイに掲げる要件

に適合するものに限る。）が締結されているこ

とを証する書類 

ア・イ ［略］ 

繕若しくは模様替、同項第４号に規定する修繕

若しくは模様替、同項第５号に規定する修繕若

しくは模様替、同項第６号に規定する修繕若し

くは模様替又は同項第７号に規定する修繕若し

くは模様替に該当する旨を証する増改築等工事

証明書（特定の増改築等がされた住宅用家屋の

所有権の移転登記の税率の軽減の特例用）（様

式第３号）。ただし、租税特別措置法施行令第

４２条の２の２第２項第７号に掲げる工事に要

した費用の額が５０万円を超える場合において

は、増改築等工事証明書（特定の増改築等がさ

れた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽

減の特例用）に加えて、当該家屋について交付

された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約（次

のア及びイに掲げる要件に適合するものに限

る。）が締結されていることを証する書類 

ア・イ ［略］ 

・  ［略］  ・  ［略］ 

様式第３号を次のように改める。 



様式第３号（第２条関係）
増改築等工事証明書 

（特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び 
改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用） 

証明申請者 
住所  

氏名  

家屋番号及び所在地  

工事完了年月日  

１．実施した工事の種別 

第１号工事 １ 増築  ２ 改築  ３ 大規模の修繕  ４ 大規模の模様替 

第２号工事 

共同住宅等の区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は

模様替 

 １ 床の過半の修繕又は模様替  ２ 階段の過半の修繕又は模様替 

 ３ 間仕切壁の過半の修繕又は模様替  ４ 壁の過半の修繕又は模様替 

第３号工事 

次のいずれか一室の床又は壁の全部の修繕又は模様替 

 １ 居室  ２ 調理室  ３ 浴室  ４ 便所  ５ 洗面所  ６ 納戸 

 ７ 玄関  ８ 廊下 

第４号工事

（耐震改修

工事） 

次の規定又は基準に適合させるための修繕又は模様替 

 １ 建築基準法施行令第３章及び第５章の４の規定 

 ２ 地震に対する安全性に係る基準 

第５号工事

（バリアフ

リー改修工

事） 

バリアフリー化のための次のいずれかに該当する修繕又は模様替 
 １ 通路又は出入口の拡幅  ２ 階段の勾配の緩和  ３ 浴室の改良 
 ４ 便所の改良  ５ 手すりの取付  ６ 床の段差の解消 
 ７ 出入口の戸の改良  ８ 床材の取替 

第６号工事

（省エネ改

修工事） 

省エネルギー化のための修繕又は模様替 
 １ 窓の断熱性を高める工事   

上記１と併せて行う次のいずれかに該当する修繕又は模様替 

 ２ 天井等の断熱性を高める工事 ３ 壁の断熱性を高める工事   

 ４ 床等の断熱性を高める工事 

地域区分 
 １地域    ２地域    ３地域    ４地域
 ５地域    ６地域    ７地域    ８地域 

第７号工事

（給排水管･

雨水の浸入

を防止する

部分に係る

工事） 

１ 給水管に係る修繕又は模様替 

２ 排水管に係る修繕又は模様替 

３ 雨水の浸入を防止する部分に係る修繕又は模様替 



２．実施した工事の内容 

３．実施した工事の費用の額 

 特定の増改築等に要した費用の総額 

第１号工事～第７号工事に要した費用の総額 
円 

 特定の増改築等のうち、第１号工事～第６号工事に要した費用の額 

 第１号工事～第６号工事に要した費用の額 
円 

 特定の増改築等のうち、第４号工事、第５号工事、第６号工事又は第７号工事に要した費

用の額 

① 第４号工事に要した費用の額 
円 

② 第５号工事に要した費用の額 
円 

③ 第６号工事に要した費用の額 
円 

④ 第７号工事に要した費用の額 
円 



上記の工事が、租税特別措置法施行令及び地方税法施行令に規定する工事に該当することを証明

します。 

証明年月日     年    月    日 

 証明者が建築士事務所に属する建築士の場合 

証明を行った建
築士 

氏   名                     ○印

住   所  

一級建築士、
二級建築士又
は木造建築士
の別 

登 録 番 号  

登録を受けた都道府
県名（二級建築士又
は木造建築士の場合
） 

証明を行った建
築士の属する建
築士事務所 

名   称  

所 在 地  

一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木
造建築士事務所の別 

登録年月日及び登録番号  

 証明者が指定確認検査機関の場合 

証明を行った指
定確認検査機関 

名   称                     印 

住   所  

指定年月日及
び指定番号 
指定をした者  

調査を行った建
築士又は建築基
準適合判定資格
者 

氏   名  

住   所  

建築士 
の場合 

一級建築士、
二級建築士又
は木造建築士
の別 

登 録 番 号  

登録を受けた都道府
県名（二級建築士又
は木造建築士の場合
） 

建築基準適合判定資格者の場合 
登 録 番 号  

登録を受けた地方整
備局等名 



 証明者が登録住宅性能評価機関の場合 

証明を行った登
録住宅性能評価
機関 

名   称                     印 

住   所  

登録年月日及
び登録番号 
登録をした者  

調査を行った建
築士又は建築基
準適合判定資格
者検定合格者 

氏   名  

住   所  

建築士
の場合 

一級建築士、
二級建築士又
は木造建築士
の別 

登 録 番 号  

登録を受けた都道府
県名（二級建築士又
は木造建築士の場合
） 

建築基準適合判定資格者検定合格者
の場合 

合格通知日付又は合
格証書日付 

合格通知番号又は合
格証書番号 

 証明者が住宅瑕疵担保責任保険法人の場合 

証明を行った住
宅瑕疵担保責任
保険法人 

名    称                     印 

住    所  

指定年月日  

調査を行った建
築士又は建築基
準適合判定資格
者検定合格者 

氏    名  

住    所  

建築士
の場合 

一級建築士、
二級建築士又
は木造建築士
の別 

登 録 番 号  

登録を受けた都道府
県名（二級建築士又
は木造建築士の場合
） 

建築基準適合判定資格者検定合格者
の場合 

合格通知日付又は合
格証書日付 

合格通知番号又は合
格証書番号 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前のさいたま市住宅用家屋証明規則様式第３号の規定による

増改築等工事証明書（特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税

率の軽減の特例用）は、この規則による改正後のさいたま市住宅用家屋証明規則様

式第３号の規定にかかわらず、当該証明書の証明年月日が平成２８年４月３０日以

前である場合は、なおこれを使用することができる。 



さいたま市規則第１２３号 

さいたま市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 

さいたま市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成１３年さいたま市規則

第５４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 

（勤勉手当に係る勤務期間） （勤勉手当に係る勤務期間） 

第２２条 ［略］ 第２２条 ［略］ 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間

を除算する。 

２ 前項の期間の算定については、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と

して在職した期間 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 

３ ［略］ ３ ［略］ 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第１２４号 

さいたま市コミュニティ施設条例施行規則の一部を改正する規則

さいたま市コミュニティ施設条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１６３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６条関係） 別表（第６条関係） 

 １～７ ［略］  １～７ ［略］ 

 ８ 与野本町コミュニティセンター  ８ 与野本町コミュニティセンター 

名称 単位
使用料（１

回につき）
備考

音響

・映

像設

備

アップライ

トピアノ

１台 ５３０円 ［略

］

ビデオプロ

ジェクター

１式 ５３０円

スライド映

写機

１式 ２１０円

レクチャー

アンプ

１式 ５３０円

カラオケ装

置

１台 ５３０円

音響装置 １式 ５６０円

データプロ

ジェクター

１式 ５６０円

オーバーヘ

ッドプロジ

ェクター

１式 ５６０円

書画カメラ １台 ５２０円

 ［略］

名称 単位
使用料（１

回につき）
備考

音響

・映

像設

備

アップライ

トピアノ

１台 ５３０円 ［略

］

ビデオプロ

ジェクター

１式 ５３０円

スライド映

写機

１式 ２１０円

レクチャー

アンプ

１式 ５３０円

カラオケ装

置

１台 ５３０円

音響装置 １式 ５６０円

データプロ

ジェクター

１式 ５６０円

オーバーヘ

ッドプロジ

ェクター

１式 ５６０円

 ［略］

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

 ９～１２ ［略］  ９～１２ ［略］ 

 １３ コミュニティセンターいわつき  １３ コミュニティセンターいわつき 

名称 単位
使用料（１

回につき）
備考 名称 単位

使用料（１

回につき）
備考



 ［略］

照明

・音

響・

映像

スポットラ

イト

１式 ２００円 ［略

］

音響装置 １式 ５２０円

拡声装置 １式 １００円

１６ミリ映

写機

１回 １，０８０

円

ビデオデッ

キ

１台 ２００円

データプロ

ジェクター

１式 ５６０円

オーバーヘ

ッドプロジ

ェクター

１式 ５２０円

スライドプ

ロジェクタ

ー

１台 ５２０円

書画カメラ １台 ５２０円

 ［略］

 ［略］

照明

・音

響・

映像

スポットラ

イト

１式 ２００円 ［略

］

音響装置 １式 ５２０円

拡声装置 １式 １００円

１６ミリ映

写機

１回 １，０８０

円

ビデオデッ

キ

１台 ２００円

データプロ

ジェクター

１式 ５６０円

オーバーヘ

ッドプロジ

ェクター

１式 ５２０円

スライドプ

ロジェクタ

ー

１台 ５２０円

 ［略］

 備考 ［略］  備考 ［略］

 １４ 岩槻駅東口コミュニティセンター  １４ 岩槻駅東口コミュニティセンター

名称 単位
使用料（１

回につき）
備考

 ［略］

照明

・音

響・

映像

音響・照

明装置

１式 ７３０円 ミニホー

ル及び研

修室（ワ

ッツルー

ムＡ）の

み

音響装置 １式 ５２０円

拡声装置 １式 １００円

ドラムセ

ット

１式 ５２０円

ギターア

ンプ

１台 １００円

キーボー

ド

１台 ５２０円

１６ミリ

映写機

１回 １，０８０

円
研修室（

ワッツル

ームＡ）

のみ

名称 単位
使用料（１

回につき）
備考

 ［略］

照明

・音

響・

映像

音響・照

明装置

１式 ７３０円 ミニホー

ル及び研

修室（ワ

ッツルー

ムＡ）の

み

音響装置 １式 ５２０円

拡声装置 １式 １００円

ドラムセ

ット

１式 ５２０円

ギターア

ンプ

１台 １００円

キーボー

ド

１台 ５２０円

１６ミリ

映写機

１回 １，０８０

円
研修室（

ワッツル

ームＡ）

のみ

オーバー

ヘッドカ

メラ

１式 ５２０円 研修室（

ワッツル

ームＡ）

のみ



ビデオプ

ロジェク

ター

１式 １，０２０

円
ミニホー

ル及び研

修室（ワ

ッツルー

ムＡ）の

み

ポータブ

ルビデオ

プロジェ

クター

１台 ５２０円

ビデオデ

ッキ

１台 ２００円

オーバー

ヘッドプ

ロジェク

ター

１式 ５６０円

書画カメ

ラ

１台 ５２０円

 ［略］

ビデオプ

ロジェク

ター

１式 １，０２０

円
ミニホー

ル及び研

修室（ワ

ッツルー

ムＡ）の

み

ポータブ

ルビデオ

プロジェ

クター

１台 ５２０円

ビデオデ

ッキ

１台 ２００円

オーバー

ヘッドプ

ロジェク

ター

１式 ５６０円

 ［略］

 備考 ［略］  備考 ［略］

 １５～１８ ［略］  １５～１８ ［略］ 

 １９ 浦和コミュニティセンター  １９ 浦和コミュニティセンター

名称 単位
使用料（１

回につき）
備考

 ［略］

映像

設備

ＤＬＰプロ

ジェクター

１式 １，０２０

円
［略

］

プロジェク

ター

１式 ５６０円

オーバーヘ

ッドプロジ

ェクター

１式 ５２０円

書画カメラ １台 ５２０円

 ［略］

名称 単位
使用料（１

回につき）
備考

 ［略］

映像

設備

ＤＬＰプロ

ジェクター

１式 １，０２０

円
［略

］

プロジェク

ター

１式 ５６０円

オーバーヘ

ッドプロジ

ェクター

１式 ５２０円

 ［略］

 備考 ［略］  備考 ［略］ 

 ２０～２３ ［略］  ２０～２３ ［略］ 

附 則

 この規則は、平成２８年７月１日から施行する。



さいたま市規則第１２５号 

さいたま市建築基準法施行細則の一部を改正する規則 

さいたま市建築基準法施行細則（平成１３年さいたま市規則第２１５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 

（建築物の定期報告） （建築物の定期報告） 

第４条 法第１２条第１項の規定により市長が指定

する建築物は、別表第１用途の欄に掲げる用途に

供するもので、その用途に供する部分の規模等が

同表規模等の欄の当該各項に該当するもの（令第 

１６条第１項に規定する建築物を除く。）とする。

第４条 法第１２条第１項の規定により市長が指定

する建築物は、別表用途の欄に掲げる用途に供す

るもので、その用途に供する部分の規模等が同表

規模等の欄の当該各項に該当するものとする。 

２ 令第１６条第１項に規定する建築物に係る省令

第５条第１項の規定により市長が定める時期は、 

別表第２用途の欄に掲げる用途の区分に応じ、第 

１回の報告を行った日の翌日から起算して同表報 

告の間隔の欄に掲げる年ごとで、毎回当該同欄に 

掲げる年の満了する日からその日前３月までの間 

とする。 

３ 第１項の建築物に係る省令第５条第１項の規定

により市長が定める時期は、別表第１用途の欄に

掲げる用途の区分に応じ、第１回の報告を行った

日の翌日から起算して同表報告の間隔の欄に掲げ

る年ごとで、毎回当該同欄に掲げる年の満了する

日からその日前３月までの間とする。 

２ 省令第５条第１項の規定により市長が定める時

期は、第１回の報告を行った日の翌日から起算し

て別表報告の間隔の欄に掲げる年ごとで、毎回当

該同欄に掲げる年の満了する日からその日前３月

までの間とする。 

４ ［略］ ３ ［略］ 

５ ［略］ ４ ［略］ 

（特定建築設備等の定期報告）  （建築設備等の定期報告） 

第５条 法第１２条第３項の規定により、市長が指 

定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。

第５条 法第１２条第３項の規定により、市長が指 

定する昇降機及び昇降機以外の建築設備（以下「 

建築設備」という。）は、次に掲げるものとする。

 エレベーター（積載量が１トン以上で、労働

基準法（昭和２２年法律第４９号）別表第１第

１号から第５号までに掲げる事業の用に供され

る建築物の作業場の部分において、専ら生産過

程の一部として原材料、製品等の運搬の用途に



供されるもの又は専ら搬送過程の一部として貨

物等の運搬の用途に供されるもの（専ら生産又

は搬送の作業に従事する者が運搬のため乗り込

むものを含む。）及び住宅又は共同住宅の住戸

に設けられたものを除く。） 

 エスカレーター 

 小荷物専用昇降機（平成２８年国土交通省告

示第２４０号（別表第２において「平成２８年

告示」という。）第２第３号に掲げるものに限

る。ただし、かごが住戸内のみを昇降するもの

を除く。） 

 小荷物専用昇降機（住宅又は共同住宅の住戸

に設けられたものを除く。） 

 令第１６条第１項に規定する建築物及び前条

第１項の建築物に設ける換気設備（法第２８条

第２項ただし書の換気設備（自然換気設備を除

く。）及び同条第３項の換気設備（共同住宅の

住戸に設けられたものを除く。）に限る。）、

排煙設備（法第３５条の排煙設備のうち、排煙

機を有するものに限る。）、非常用の照明装置

（法第３５条の非常用の照明装置に限る。）及

び給排水設備（共同住宅の住戸に設けられたも

のを除く。） 

 前条第１項の建築物に設ける換気設備（法第

２８条第２項ただし書の換気設備（自然換気設

備を除く。）及び同条第３項の換気設備（共同 

住宅の住戸に設けられたものを除く。）に限る。

）、排煙設備（法第３５条の排煙設備のうち、 

排煙機を有するものに限る。）、非常用の照明 

装置（法第３５条の非常用の照明装置に限る。 

）及び給排水設備（共同住宅の住戸に設けられ 

たものを除く。） 

 前条第１項の建築物に設ける防火設備（随時

閉鎖又は作動をできるもの（防火ダンパーを除

く。）に限る。）（令第１６条第３項第２号に

規定するものを除く。） 

 ２ 法第８８条第１項において準用する法第１２条

第３項の規定により市長が指定する工作物は、令

第１３８条第２項各号に掲げるものとする。 

２ 令第１６条第３項各号又は前項各号に掲げる特

定建築設備等に係る省令第６条第１項の規定によ

り市長が定める時期は、第１回の報告を行った日

の翌日から起算して１年（同項の規定により国土

交通大臣が定める検査の項目にあっては、３年）

ごとで、当該期間の満了する日からその日前１月

までの間とする。 

３ 省令第６条第１項の規定により市長が定める時

期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定めるとおりとする。 

 第１項各号に掲げる建築設備（次号に規定す

るものを除く。） 第１回の報告を行った日の

翌日から起算して１年ごとで、毎年当該１年の

満了する日からその日前１月までの間 

 第１項各号に掲げる建築設備のうち、省令第

６条第１項の規定により国土交通大臣が定める

検査の項目 前回の報告を行った日の翌日から

起算して３年を経過するまでの間 

 前項の工作物 使用期間が連続して６月以内

のものにあっては毎年使用開始の日からその日

前１月までの間、それ以外のものにあっては毎

年４月１日から同月３０日までの間及び１０月

１日から同月３１日までの間 

３ 令第１３８条の３に規定する昇降機等に係る省



令第６条の２の２第１項の規定により市長が定め

る時期は、使用期間が連続して６月以内のものに

あっては毎年使用開始の日からその日前１月まで

の間と、それ以外のものにあっては毎年４月１日

から同月３０日までの間及び１０月１日から同月

３１日までの間とする。 

４ 省令第６条第３項及び省令第６条の２の２第３

項の規定による報告は、当該報告の日前２月以内

に検査した事項により作成した書類を提出しなけ

ればならない。 

４ 省令第６条第３項の規定による報告は、当該報

告の日前２月以内に検査した事項により作成した

書類を提出しなければならない。 

５ 省令第６条の３第５項第２号の規定により同条

第２項第８号及び第９号の書類の保存について市

長が定める期間は、当該書類が市長に提出された

日から起算して３年間とする。 

５ 省令第６条の３第５項第２号の規定により同条

第２項第８号の書類の保存について市長が定める

期間は、当該書類が市長に提出された日から起算

して３年間とする。 

別表第１（第４条関係） 別表（第４条関係） 

用途 規模等 報告の間隔 

１～３ ［略］ 

４学校（小学校、

中学校、義務教

育学校、高等学

校、中等教育学

校及び大学を除

く。）又は体育

館 

 ［略］ 

５～８ ［略］ 

用途 規模等 報告の間隔 

１～３ ［略］ 

４学校（小学校、

中学校、高等学

校、中等教育学

校及び大学を除

く。）又は体育

館 

［略］ 

５～８ ［略］ 

別表第２（第４条関係） 

用途 報告の間隔

１ 劇場、映画館、演芸場、観

覧場（屋外観覧場を除く。

）、公会堂又は集会場 

２年

２ 病院、診療所（患者の収容 

施設があるものに限る。）、

ホテル、旅館又は高齢者、

障害者等の就寝の用に供す

るものとして平成２８年告

示第１第２項第２号から第

９号までに掲げるもの 

２年

３ 共同住宅又は寄宿舎（高齢

者、障害者等の就寝の用に

供するものとして平成２８

年告示第１第２項第１号に

掲げるものに限る。） 

３年

４ 体育館（学校に附属するも

のを除く。） 
２年

５ 博物館、美術館、図書館、 ３年



 ボーリング場、スキー場、

スケート場、水泳場又はス

ポーツの練習場（学校に附

属するものを除く。） 

６ 百貨店、マーケット、展示 

場、キャバレー、カフェー、

ナイトクラブ、バー、ダン

スホール、遊技場、公衆浴

場、待合、料理店、飲食店

又は物品販売業を営む店舗

（床面積が１０平方メート

ル以内のものを除く。） 

２年

様式第７号（第８条関係） 様式第７号（第８条関係） 

工場に関する調書 工場に関する調書 

［略］ ［略］ 

 注  注 

  １ ［略］   １ ［略］ 

  ２ 「基準時」とは、建築基準法施行令第１３

７条の規定による期間の始期をいう。 

  ２ 「基準時」とは、建築基準法施行以後又は

地域地区の指定変更によりはじめて不適格と

なった日をいう。 

  ３・４ ［略］   ３・４ ［略］ 

様式第８号（第８条関係） 様式第８号（第８条関係） 

危険物に関する調書 危険物に関する調書 

［略］ ［略］ 

 注  注 

  １ ［略］   １ ［略］ 

  ２ 「基準時」とは、建築基準法施行令第１３

７条の規定による期間の始期をいう。 

  ２ 「基準時」とは、建築基準法施行以後又は

地域地区の指定変更によりはじめて不適格と

なった日をいう。 

  ３・４ ［略］   ３・４ ［略］ 

様式第９号（第８条関係）（表） 様式第９号（第８条関係）（表） 

浄化槽に関する調書 浄化槽に関する調書 

［略］

種   類 

・浄化槽法第１３条による

認定 

（   ）認定浄化槽 

名  称     

認定番号  ―  ― 

―         

・昭和５５年建設省告示第

１２９２号  

第  第  号 

・建築基準法第６８条の２

５による認定

［略］ 

種   類 

①( )認定浄化槽

名 称      

認定番号  ―  

―  ―  

②その他  昭和５５年

建設省告示第１２９

２号  

    第   号 



国土交通大臣認定浄化槽

認定番号

［略］ ［略］ 

 注 ［略］  注 ［略］ 

様式第１０号（第８条関係） 様式第１０号（第８条関係） 

不適格建築物調書 不適格建築物調書 

［略］ 

工事の概要 
増築 改築 移転 大規模の修繕

大規模の模様替 用途変更 

［略］ 

［略］ 

工事の概要
増築 改築 大規模の修繕 大規

模の模様替 用途変更 

［略］ 

 注  注 

    １～３ ［略］     １～３ ［略］ 

  ４ 「基準時」とは、建築基準法施行令第１３

７条の規定による期間の始期をいう。 

  ４ 「基準時」とは、建築基準法施行以後、地

域地区の指定変更、公共事業の施行等による

敷地面積の減少（同法第８６条の９）により

はじめて不適格となった日をいう。 

  ５ 建築基準法施行令第１３７条の７、第１３

７条の１２第４項又は第１３７条の１６の規

定の適用を受ける場合のみ面積を記入するこ

と。 

  ５ 建築基準法施行令第１３７条の７又は第１

３７条の１２第３項の規定の適用を受ける場

合のみ面積を記入すること。 

  ６・７ ［略］   ６・７ ［略］ 

様式第１１号（第８条関係） 様式第１１号（第８条関係） 

不適格工作物調書 不適格工作物調書 

［略］ ［略］ 

 注  注 

    １～３ ［略］     １～３ ［略］ 

  ４ 「基準時」とは、建築基準法施行令第１３

７条の規定による期間の始期をいう。 

  ４ 「基準時」とは、建築基準法施行以後、地

域地区の指定変更、公共事業の施行等による

敷地面積の減少(同法第８６条の９)によりは

じめて不適格となった日をいう。 

  ５・６ ［略］   ５・６ ［略］ 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２８年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日においてこの規則による

改正前のさいたま市建築基準法施行細則（以下「改正前の規則」という。）第４条

第１項に規定する建築物に該当するものであって、施行日に建築基準法施行令（昭

和２５年政令第３３８号。以下「令」という。）第１６条第１項に規定する建築物



に該当することとなったものに係るこの規則による改正後のさいたま市建築基準法

施行細則（以下「改正後の規則」という。）第４条第２項の規定の適用については、

同項中「第１回の報告」とあるのは「さいたま市建築基準法施行細則の一部を改正

する規則（平成２８年さいたま市規則第１２５号）の施行の日（以下この項におい

て「施行日」という。）以後最初の報告」と、「とする」とあるのは「とする。こ

の場合における当該施行日以後最初の報告をすべき時期は、施行日において令第１

６条第１項に規定する建築物に該当することとならなかったとした場合における当

該施行日以後最初の報告をすべき時期に相当する時期とする」とする。 

３ 施行日の前日において改正前の規則第５条第１項第１号又は第２号に掲げる昇降

機のいずれかに該当するものであって、施行日に令第１６条第３項第１号に規定す

る昇降機に該当することとなったものに係る改正後の規則第５条第２項の規定の適

用については、同項中「第１回の報告」とあるのは「さいたま市建築基準法施行細

則の一部を改正する規則（平成２８年さいたま市規則第１２５号）の施行の日（以

下この項において「施行日」という。）以後最初の報告」と、「とする」とあるの

は「とする。この場合における当該施行日以後最初の報告をすべき時期は、施行日

において令第１６条第３項第１号に規定する昇降機に該当することとならなかった

とした場合における当該施行日以後最初の報告をすべき時期に相当する時期とする

」」とする。 

４ 小荷物専用昇降機（建築基準法施行規則等の一部を改正する省令（平成２８年国

土交通省令第１０号）の施行の際現に存するもの又は同省令の施行の日から平成２

９年５月３１日までの間に建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」と

いう。）第７条第５項若しくは法第７条の２第５項（いずれも法第８７条の２にお

いて準用する場合を含む。以下この項及び第６項において同じ。）の規定による検

査済証の交付を受けたものに限る。次項において同じ。）に係る同省令附則第２条

第４項の規定により市長が定める時期は、施行日以後最初の報告に係る時期にあっ

ては施行日から起算して１年が満了する日又は法第７条第５項若しくは法第７条の

２第５項の規定による検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して２年が満了す

る日のいずれか遅い日から当該日前１月までの間と、当該最初の報告後の報告に係



る時期にあっては当該最初の報告を行った日の翌日から１年ごとで、当該期間の満

了する日から当該日前１月までの間とする。 

５ 前項の規定により施行日から平成３１年５月３１日までの間に１回以上報告がな

された小荷物専用昇降機に関する同日の翌日以後の改正後の規則第５条第２項の規

定の適用については、同項中「第１回の報告」とあるのは、「さいたま市建築基準

法施行細則の一部を改正する規則（平成２８年さいたま市規則第１２５号）の施行

の日以後最初の報告」とする。 

６ 防火設備（建築基準法施行規則等の一部を改正する省令（平成２８年国土交通省

令第１０号）の施行の際現に存するもの又は同省令の施行の日から平成２９年５月

３１日までの間に法第７条第５項若しくは法第７条の２第５項の規定による検査済

証の交付を受けたものに限る。）に係る同省令附則第２条第４項の規定により市長

が定める報告の時期は、平成３０年６月１日から平成３１年５月３１日までの間と

し、当該期間中における報告の回数は１回とする。 

７ 施行日の前日において改正前の規則第５条第２項に規定する工作物に該当するも

のであって、施行日に令第１３８条の３に規定する昇降機等に該当することとなっ

たものに係る改正後の規則第５条第３項の規定の適用については、同項中「とする

」とあるのは「とする。この場合におけるさいたま市建築基準法施行細則の一部を

改正する規則（平成２８年さいたま市規則第１２５号）の施行の日（以下この項に

おいて「施行日」という。）以後最初の報告をすべき時期は、施行日において令第

１３８条の３に規定する昇降機等に該当することとならなかったとした場合におけ

る当該施行日以後最初の報告をすべき時期に相当する時期とする」とする。 



さいたま市規則第１２６号 

   さいたま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関する利用者負担額

を定める条例施行規則の一部を改正する規則 

さいたま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関する利用者負担額を定

める条例施行規則（平成２７年さいたま市規則第７０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

 （納期限）  （納期限）

第４条 利用者負担額の納期限は、毎月末日（１２

 月分については、翌年１月４日）とする。ただし、

 その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日に当たるときは、その翌日とする。

第４条 利用者負担額の納期限は、毎月末日（１２

月分については、同月２８日）とする。ただし、

その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日に当たるときは、その翌日とする。

 （月途中の利用開始又は利用停止に係る利用者負

担額）

 （月途中の利用開始又は利用停止に係る利用者負

担額）

第５条 月の途中における利用の開始又は利用の停

止に係る利用者負担額は、次の各号に掲げる特定

教育・保育施設（法第２７条第１項に規定する特

定教育・保育施設をいう。）又は特定地域型保育

事業所（法第２９条第３項第１号に規定する特定

地域型保育事業所をいう。）（以下「特定教育・

保育施設等」という。）の教育又は保育を受けた

子どもの区分に応じ、当該各号に定める額（その

額に１０円未満の端数があるときは、これを切り

捨てた額）とする。

第５条 月の途中における利用の開始又は利用の停

止に係る利用者負担額は、次の各号に掲げる特定

教育・保育施設（法第２７条第１項に規定する特

定教育・保育施設をいう。）又は特定地域型保育

事業所（法第２９条第３項第１号に規定する特定

地域型保育事業所をいう。）（以下「特定教育・

保育施設等」という。）の教育又は保育を受けた

子どもの区分に応じ、当該各号に定める額（その

額に１０円未満の端数があるときは、これを切り

捨てた額）とする。

 ［略］  ［略］

 保育を受けた子ども（常態的に土曜日を閉所

する特定教育・保育施設等で保育を受けた子ど

もを除く。） 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める額

 保育を受けた子ども（常態的に土曜日を閉所

する特定教育・保育施設等で保育を受けた子ど

もを除く。） 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める額

  ア ［略］   ア ［略］

  イ 月の途中における利用の停止 利用を停止

した月の利用者負担額に当該月における利用

日数（利用を停止した日を除く。２５日を超

  イ 月の途中における利用の停止 利用を停止

した月の利用者負担額に当該月における利用

日数（利用を停止した日を除く。２０日を超



える場合は、２５日）を乗じて得た額に２５

を除して得た額

える場合は、２５日）を乗じて得た額に２５

を除して得た額

（利用者負担額徴収職員） （利用者負担額徴収職員）

第８条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１５３条第１項の規定により、地方自治

法第２３１条の３第３項及び法附則第６条第７項

の規定による利用者負担額の滞納処分のための質

問、検査又は捜索（以下「捜索等」という。）に

関する権限を委任することができる。

第８条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１５３条第１項の規定により、地方自治

法第２３１条の３第３項及び児童福祉法第５６条

第１０項の規定による利用者負担額の滞納処分の

ための質問、検査又は捜索（以下「捜索等」とい

う。）に関する権限を委任することができる。

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

各月初日の子どもの属する世帯の階

層区分

利用者

負担額

（月額

）
階層

区分
定義

第１ 生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）による被保護世帯（

単給世帯を含む。）及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第

３０号）による支援給付受給世

帯

［略

］

第２ 第１階層を除き、前年度市町村

民税（９月以降は当該年度分市

町村民税をいう。以下同じ。）

の所得割額が市町村民税所得割

非課税世帯である世帯及び支給

認定保護者が養育里親等である

世帯

第３ 第１階層を除き、前年度市町村

民税の所得割額が７７，１０１

円未満である世帯

第４ 第１階層を除き、前年度市町村

民税の所得割額が７７，１０１

円以上２１１，２０１円未満で

ある世帯

第５ 第１階層を除き、前年度市町村

民税の所得割額が２１１，２０

１円以上である世帯

各月初日の子どもの属する世帯の階

層区分

利用者

負担額

（月額

）
階層

区分
定義

第１ 生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）による被保護世帯（

単給世帯を含む。）、中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に

関する法律（平成６年法律第３

０号）による支援給付受給世帯

及び保護者が養育里親等である

世帯

［略

］

第２ 第１階層

を除き、

前年度市

町村民税

（９月以

降は当該

年度分市

町村民税

）の所得

割額の区

分が次の

区分に該

当する世

帯

市町村民税所得割非

課税世帯

第３ ７７，１０１円未満

第４ ７７，１０１円以上

２１１，２０１円未

満

第５ ２１１，２０１円以

上

備考 備考

  １・２ ［略］   １・２ ［略］

  ３ 子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場   ３ 子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場



合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、

   この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に

掲げる利用者負担額とする。

合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、

   この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に

掲げる利用者負担額とする。

 ［略］      ［略］ 

 「在宅障害児（者）等のいる世帯」…次

に掲げる者を有する世帯をいう。 

ア ［略］ 

イ ［略］ 

ウ ［略］ 

エ ［略］ 

オ ［略］ 

各月初日の子どもの属

する世帯の階層区分 

利用者負担額（月額）

第３ ５，９００円

 「在宅障害児（者）等のいる世帯」…次

に掲げる者を有する世帯をいう。 

① ［略］ 

② ［略］ 

③ ［略］ 

④ ［略］ 

⑤ ［略」 

各月初日の子どもの属

する世帯の階層区分 

利用者負担額（月額）

第３ １１，８００円

  ４ この表及び前項の規定にかかわらず、子ど

も・子育て支援法施行令（平成２６年政令第

２１３号。以下「政令」という。）第１４条

に規定する負担額算定基準子ども（以下「負

担額算定基準子ども」という。）が同一世帯

に２人以上いる場合の次の各号に掲げる子ど

もに係る利用者負担額は、当該各号に定める

額とする。 

 次に掲げる子ども この表により算定さ

れた利用者負担額に２分の１を乗じて得た

額 

    ア 負担額算定基準子どものうち、政令第

１４条に規定する小学校第三学年修了前

子ども（以下「小学校第三学年修了前子

ども」という。）が１人のみである場合

における負担額算定基準子どもである小

学校就学前子どものうち年齢が最も高い

子ども（以下「第１年長子ども」という。

）である子ども 

    イ ［略］ 

 次に掲げる子ども ０円 

    ア 負担額算定基準子どものうち小学校第

三学年修了前子どもが２人以上いる場合

における第１年長子どもである子ども 

    イ 負担額算定基準子どものうち小学校第

三学年修了前子どもがいる場合における

第２年長子どもである子ども 

    ウ ［略］ 

  ４ 子ども・子育て支援法施行令（平成２６年

政令第２１３号。以下「政令」という。）第

１４条に規定する負担額算定基準子ども（以

下「負担額算定基準子ども」という。）が同

一世帯に２人以上いる場合の次の各号に掲げ

る子どもに係る利用者負担額は、この表の規

   定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 次に掲げる子ども この表により算定さ

れた利用者負担額に２分の１を乗じて得た

額 

    ア 負担額算定基準子どものうち、政令第

１４条に規定する小学校第三学年終了前

子ども（以下「小学校第三学年終了前子

ども」という。）が１人のみである場合

における負担額算定基準子どもである小

学校就学前子どものうち年齢が最も高い

子ども（以下「第１年長子ども」という。

）である子ども 

    イ ［略］ 

 次に掲げる子ども ０円 

    ア 負担額算定基準子どものうち小学校第

三学年終了前子どもが２人以上いる場合

における第１年長子どもである子ども 

    イ 負担額算定基準子どものうち小学校第

三学年終了前子どもがいる場合における

第２年長子どもである子ども 

    ウ ［略］ 

  ５ この表及び前２項の規定にかかわらず、政

令第１４条の２に規定する特定被監護者等（

以下「特定被監護者等」という。）が２人以

上いる場合であって、前年度市町村民税の所

得割額が７７，１０１円未満である世帯の場

合の次の各号に掲げる子どもに係る利用者負

担額は、当該各号に定める額とする。 

 次に掲げる子ども この表により算定さ



れた利用者負担額に２分の１を乗じて得た

額 

    ア 特定被監護者等のうち、小学校就学前

子ども以外の者が１人のみである場合に

おける負担額算定基準子どもである小学

校就学前子どものうち第１年長子どもで

ある子ども 

    イ 全ての特定被監護者等が小学校就学前

子どもの場合における負担額算定基準子

どもである小学校就学前子どものうち第

２年長子どもである子ども 

 次に掲げる子ども ０円 

    ア 特定被監護者等のうちに小学校就学前

子ども以外の者が２人以上いる場合にお

ける負担額算定基準子どもである小学校

就学前子どものうち第１年長子どもであ

る子ども 

    イ 特定被監護者等のうちに小学校就学前

子ども以外の者がいる場合における負担

額算定基準子どもである小学校就学前子

どものうち第１年長子ども以外の子ども

  ６ この表及び前３項の規定にかかわらず、子

どもの属する世帯が第３項に該当する世帯の

場合の前項第１号ア又はイに掲げる子どもに

係る利用者負担額は、０円とする。 

  ７ 第３項から第５項までの規定により算定さ

れた利用者負担額に１０円未満の端数がある

ときの利用者負担額は、第３項から第５項ま

での規定にかかわらず、当該端数を切り捨て

た額とする。 

  ５ 前項の規定により算定された利用者負担額

に１０円未満の端数があるときの利用者負担

額は、同項の規定にかかわらず、当該端数を

切り捨てた額とする。 

別表第２（第２条関係） 別表第２（第３条関係） 

各月初日の子どもの属する世帯

の階層区分 

利用者負担

額（月額） 

 ［略］

第１ 生活保護法による被保護

世帯（単給世帯を含む。

）、中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律によ

る支援給付受給世帯及び

支給認定保護者が里親で

ある世帯

 ［略］

 ［略］

各月初日の子どもの属する世帯の

階層区分 

利用者負担

額（月額）

 ［略］

第１ 生活保護法による被保護

世帯（単給世帯を含む。

）、中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律によ

る支援給付受給世帯及び

認定保護者が里親である

世帯

 ［略］

 ［略］

備考 備考 

  １～３ ［略］   １～３ ［略］ 

  ４ 子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場



合で、市町村民税所得割額が７７，１０１円

未満である場合は、この表の規定にかかわら

ず、この表により算定された利用者負担額に

２分の１を乗じた額とする。 

 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡

婦福祉法による配偶者のない者で現に子ど

もを扶養しているものの世帯 

 「在宅障害児（者）等のいる世帯」…次

に掲げる者を有する世帯をいう。 

    ア 身体障害者福祉法第１５条第４項の規

定により身体障害者手帳の交付を受けた

者 

    イ 療育手帳制度要綱の規定により療育手

帳の交付を受けた者 

    ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律第４５条第２項の規定により精神障

害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

    エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法

律に定める特別児童扶養手当の支給対象

児童、国民年金法に定める国民年金の障

害基礎年金等の受給者その他適当な者 

    オ 要保護者及び市長が要保護者に準じる

程度に困窮していると認める者 

  ５ この表及び前２項の規定にかかわらず、負

担額算定基準子どもが同一世帯に２人以上い

る場合の次の各号に掲げる子どもに係る利用

者負担額は、当該各号に定める額とする。 

  ４ 負担額算定基準子どもが同一世帯に２人以

上いる場合の次の各号に掲げる子どもに係る

   利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、

当該各号に定める額とする。 

 次に掲げる子ども この表により算定さ

れた利用者負担額に２分の１を乗じて得た

額 

 次に掲げる子ども この表により算定さ

れた利用者負担額に２分の１を乗じて得た

額 

    ア 負担額算定基準子どものうち、小学校

第三学年修了前子どもがいる場合におけ

る負担額算定基準子どもである小学校就

学前子どものうち第２年長子どもである

子ども 

    ア 負担額算定基準子どものうち、小学校

第三学年終了前子どもがいる場合におけ

る負担額算定基準子どもである小学校就

学前子どものうち第２年長子どもである

子ども 

    イ ［略］     イ ［略］ 

 ［略］      ［略］ 

  ６ この表及び前２項の規定にかかわらず、特

定被監護者等が２人以上いる場合であって、

市町村民税所得割額が５７，７００円未満で

ある世帯の場合の次の各号に掲げる子どもに

係る利用者負担額は、当該各号に定める額と

する。 

 次に掲げる子ども この表により算定さ

れた利用者負担額に２分の１を乗じて得た

額 

    ア 特定被監護者等のうち、小学校就学前

子ども以外の者が１人のみである場合に

おける負担額算定基準子どもである小学

校就学前子どものうち第１年長子どもで



ある子ども 

    イ 全ての特定被監護者等が小学校就学前

子どもの場合における負担額算定基準子

どもである小学校就学前子どものうち第

２年長子どもである子ども 

 次に掲げる子ども ０円 

    ア 特定被監護者等のうち、小学校就学前

子ども以外の者が２人以上いる場合にお

ける負担額算定基準子どもである小学校

就学前子どものうち第１年長子どもであ

る子ども 

    イ 特定被監護者等のうちに小学校就学前

子ども以外の者がいる場合における負担

額算定基準子どもである小学校就学前子

どものうち第１年長子ども以外の子ども

  ７ この表及び前３項の規定にかかわらず、子

どもの属する世帯が第４項に該当する世帯の

場合の前項第１号ア又はイに掲げる子どもに

係る利用者負担額は、０円とする。 

  ８ 第４項から第６項までの規定により算定さ

れた利用者負担額に１０円未満の端数がある

ときの利用者負担額は、第４項から第６項ま

での規定にかかわらず、当該端数を切り捨て

た額とする。 

  ５ 前項の規定により算定された利用者負担額

に１０円未満の端数があるときの利用者負担

額は、同項の規定にかかわらず、当該端数を

切り捨てた額とする。 

別記様式（第８条関係） 別記様式（第８条関係） 

（表） （表） 

 ［略］  ［略］

（裏） （裏） 

１ 本証は、地方自治法第２３１条の３第３

項及び子ども・子育て支援法附則第６条第

７項の規定による利用者負担額の滞納処分

のための質問、検査又は捜索に関する事務

を行う場合には、必ず携帯しなければなら

ない。 

２～４ ［略］ 

１ 本証は、地方自治法第２３１条の３第３

項及び児童福祉法第５６条第１０項の規定

による利用者負担額の滞納処分のための質

問、検査又は捜索に関する事務を行う場合

には、必ず携帯しなければならない。 

２～４ ［略］ 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のさいたま市特定教育 

・保育施設及び特定地域型保育事業に関する利用者負担額を定める条例施行規則の

規定は平成２８年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業



に関する利用者負担額を定める条例施行規則別表第１及び別表第２の備考の規定は、

平成２８年４月１日以後に行われる特定教育・保育等に係る利用者負担額について

適用し、同日前に行われた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお

従前の例による。

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定により

作成されている別記様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができ

る。 



さいたま市規則第１２７号 

さいたま市公印規則の一部を改正する規則 

さいたま市公印規則（平成１３年さいたま市規則第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５条、第８条関係） 別表第１（第５条、第８条関係）

 ［略］  ［略］

 職印  職印

ア～ク ［略］ ア～ク ［略］

ケ 出納員領収印 ケ 出納員領収印

公印の名

称

ひな

形番

号

書

体

寸法（ミ

リメート

ル）

個数 使用

区分

保

管

者

さいたま

市出納員

領収印

［略］ １５６ ［略

］

 ［略］

公印の名

称

ひな

形番

号

書

体

寸法（ミ

リメート

ル）

個数 使用

区分

保

管

者

さいたま

市出納員

領収印

［略］ １５５ ［略

］

 ［略］

  コ ［略］   コ ［略］

附 則 

この規則は、平成２８年７月１日から施行する。 



さいたま市規則第１２８号 

さいたま市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

さいたま市個人番号の利用に関する条例施行規則（平成２７年さいたま市規則第１

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 

第１８条 条例別表第２第１６項の規則で定める事

務は母子保健法第２０条第１項の規定による養育

医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関

する事務とし、同項の規則で定める情報は次に掲

げる情報とする。 

第１８条 条例別表第２第１６項の規則で定める事

務は母子保健法第２０条第１項の規定による養育

医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関

する事務とし、同項の規則で定める情報は次に掲

げる情報とする。 

 当該申請に係る未熟児の扶養義務者に係る中

国残留邦人等支援給付等実施関係情報 

 当該申請に係る未熟児の扶養義務者に係る中

国残留邦人等支援給付等関係情報 

～  ［略］  ～  ［略］ 

第１９条 条例別表第２第１７項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

第１９条 条例別表第２第１７項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律第３７条第１項又は第３７条の２

第１項に規定する費用負担の審査に関する事務

 次に掲げる情報 

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律第３７条第１項又は第３７条の２

第１項に規定する費用負担の審査に関する事務

 次に掲げる情報 

  ア 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者

（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。以下この条

において同じ。）若しくは扶養義務者に係る

中国残留邦人等支援給付等実施関係情報 

  ア 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者

（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。以下この条

において同じ。）若しくは扶養義務者に係る

中国残留邦人等支援給付等関係情報 

  イ～オ ［略］   イ～オ ［略］ 

 ［略］   ［略］ 

第２１条 条例別表第２第１９項の規則で定める事

務は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第

 ３１条の規定による費用の徴収に関する事務とし、

同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。

第２１条 条例別表第２第１９項の規則で定める事

務は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第

 ３１条の規定による費用の徴収に関する事務とし、

同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。

 当該精神障害者又はその配偶者若しくは当該

精神障害者と生計を一にする絶対的扶養義務者

 当該精神障害者又はその配偶者若しくは当該

精神障害者と生計を一にする絶対的扶養義務者



（民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条

第１項の直系血族及び兄弟姉妹をいう。）に関

する生活保護準用事務関係情報 

（民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条

第１項の直系血族及び兄弟姉妹をいう。以下こ

の条において同じ。）に関する国民健康保険被

保険者資格情報 

 当該精神障害者又はその配偶者若しくは当該

精神障害者と生計を一にする絶対的扶養義務者

に関する後期高齢者医療被保険者資格情報 

 ［略］  ［略］ 

第２２条 条例別表第２第２０項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

第２２条 条例別表第２第２０項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

 児童福祉法第２２条第１項の規定による助産

施設における助産の実施の申込みに係る事実に

ついての審査に関する事務 次に掲げる情報 

 児童福祉法第２２条第１項の規定による助産

施設における助産の実施の申込みに係る事実に

ついての審査に関する事務 次に掲げる情報 

  ア 当該申込みをした者及び当該者と同一の世

帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付

等実施関係情報 

  ア 当該申込みをした者及び世帯員に係る中国

残留邦人等支援給付等関係情報 

  イ 当該申込みをした者及び当該者と同一の世

帯に属する者に係る生活保護事務関係情報 

  イ 当該申込みをした者及び世帯員に係る生活

保護事務関係情報 

  ウ 当該申込みをした者及び当該者と同一の世

帯に属する者に係る生活保護準用事務関係情

報 

  エ 当該申込みをした者及び当該者と同一の世

帯に属する者に係る個人市民税賦課徴収情報

  ウ 当該申込みをした者及び世帯員に係る個人

市民税賦課徴収情報 

 ［略］   ［略］ 

第３０条 条例別表第２第２８項の規則で定める事

務は次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定

める情報は当該各号に掲げる事務の区分に応じ当

該各号に定める情報とする。 

第３０条 条例別表第２第２８項の規則で定める事

務はさいたま市ひとり親家庭等医療費支給条例第

５条第２項の規定による資格の申請に係る事実に

ついての審査に関する事務とし、同項の規則で定

める情報は次に掲げる情報とする。 

 さいたま市ひとり親家庭等医療費支給条例第

５条第１項の規定による資格の申請に係る事実

についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援

給付等実施関係情報 

  ア 当該申請を行う者及び当該申請に係る児童

（以下この号において「申請者等」という。

）に係る中国残留邦人等支援給付等実施関係

情報 

  イ 申請者等に係る生活保護事務関係情報 

  ウ 申請者等に係る生活保護準用事務関係情報

  エ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者（婚

姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。）若しくは扶養

義務者に係る個人県民税賦課徴収情報 

  オ 当該申請に係る児童に係る児童福祉措置等

実施関係情報 

  カ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当支給



情報 

  キ 申請者等に係る国民健康保険被保険者資格

情報 

  ク 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療被

保険者資格情報 

  ケ 当該申請を行う者に係る特別児童扶養手当

支給情報 

 さいたま市ひとり親家庭等医療費支給条例第

９条第１項の規定による資格の変更の届出に係

る事実についての審査に関する事務 次に掲げ

る情報 

 当該申請を行う者に係る生活保護事務関係情

  報 

  ア 当該届出を行う者及び当該届出に係る児童

（以下この号において「届出者等」という。

）に係る中国残留邦人等支援給付等実施関係

情報 

  イ 届出者等に係る生活保護事務関係情報 

  ウ 届出者等に係る生活保護準用事務関係情報

  エ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者（婚

姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。）若しくは扶養

義務者に係る個人県民税賦課徴収情報 

  オ 当該届出に係る児童に係る児童福祉措置等

実施関係情報 

  カ 当該届出を行う者に係る児童扶養手当支給

情報 

  キ 届出者等に係る国民健康保険被保険者資格

情報 

  ク 当該届出を行う者に係る後期高齢者医療被

保険者資格情報 

  ケ 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当

支給情報 

 さいたま市ひとり親家庭等医療費支給条例第

９条第２項の規定による現況の届出に係る事実

についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護準用事務関

係情報 

  ア 当該届出を行う者及び当該届出に係る児童

（以下この号において「届出者等」という。

）に係る中国残留邦人等支援給付等実施関係

情報 

  イ 届出者等に係る生活保護事務関係情報 

  ウ 届出者等に係る生活保護準用事務関係情報

  エ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者（婚

姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。）若しくは扶養

義務者に係る個人県民税賦課徴収情報 

  オ 当該届出に係る児童に係る児童福祉措置等

実施関係情報 

  カ 当該届出を行う者に係る児童扶養手当支給

情報 



  キ 届出者等に係る国民健康保険被保険者資格

情報 

  ク 当該届出を行う者に係る後期高齢者医療被

保険者資格情報 

  ケ 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当

支給情報 

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者（婚姻

の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。）若しくは扶養義務者

に係る個人県民税賦課徴収情報 

 支給対象児童に係る児童福祉措置等実施関係

情報 

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当支給情

  報 

 支給対象者に係る国民健康保険被保険者資格

情報 

 支給対象者に係る後期高齢者医療被保険者資

格情報 

 当該申請を行う者に係る特別児童扶養手当支

給情報 

第３１条 条例別表第２第２９項の規則で定める事

務はさいたま市心身障害者扶養共済制度条例（平

成１４年さいたま市条例第９５号）第９条の規定

による掛金の減免に関する事務とし、同項の規則

で定める情報は次に掲げる情報とする。 

 共済制度（さいたま市心身障害者扶養共済制

度条例第１条に規定する共済制度をいう。以下

この条において同じ。）の加入者（同条例第５

条第２項第２号に規定する加入者をいう。以下

この条において同じ。）及び当該加入者と同一

の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給

付等実施関係情報 

 共済制度の加入者及び当該加入者と同一の世

帯に属する者に係る生活保護事務関係情報 

 共済制度の加入者及び当該加入者と同一の世

帯に属する者に係る生活保護準用事務関係情報

 共済制度の加入者及び当該加入者と同一の世

帯に属する者に係る個人市民税賦課徴収情報 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

規定 事務

条例別表第

１第１項

 ［略］

規定 事務

条例別表第

１第１項

国民健康保険法第８２条第１項に

規定する被保険者の健康の保持増

進のために必要な事業に関する事

務

条例別表第

１第２項

 ［略］



条例別表第

１第２項

 ［略］

条例別表第

１第３項

 ［略］

条例別表第

１第４項

 ［略］

条例別表第

１第５項

さいたま市ひとり親家庭等医療費

支給条例第５条第１項の規定によ

る資格の申請の受理、その申請に

係る事実についての審査若しくは

その申請に対する応答に関する事

務又は同条例第９条第１項及び第

２項の規定による届出に係る事実

についての審査に関する事務

条例別表第

１第６項

さいたま市心身障害者扶養共済制

度条例第９条の規定による掛金の

減免に関する事務

条例別表第

１第３項

 ［略］

条例別表第

１第４項

 ［略］

条例別表第

１第５項

 ［略］

条例別表第

１第６項

さいたま市ひとり親家庭等医療費

支給条例第５条第２項の資格の申

請の受理、その申請に係る事実に

ついての審査又はその申請に対す

る応答に関する事務

附 則 

 この規則は、平成２８年７月１日から施行する。ただし、第１８条、第１９条、第

２１条、第２２条及び第３０条の改正並びに別表の改正（同表に１項を加える改正を

除く。）は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第１２９号 

   さいたま市会計規則の一部を改正する規則 

 さいたま市会計規則（平成１３年さいたま市規則第６１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６条、第９条関係） 

設置箇所 出納員となる者 委任事務

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

建設局土木部河川

課 

建設局建築部建築

総務課 

 ［略］ 

 ［略］ 

別表第１（第６条、第９条関係） 

設置箇所 出納員となる者 委任事務

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

建設局土木部河川

課 

 ［略］ 

 ［略］ 

   附 則 

 この規則は、平成２８年７月１日から施行する。 



さいたま市規則第１３０号 

   さいたま市市税条例施行規則の一部を改正する規則

 さいたま市市税条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第６４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４７号（別表第１関係） 様式第４７号（別表第１関係）

 ［略］  ［略］

年度 市民税・県民税減免申請書 年度 市民税・県民税減免申請書

 ［略］  ［略］  ［略］  

 氏名 ○印

 ［略］   

 ［略］  ［略］  ［略］  

 氏名 ○印

 個人番号  

［略］   

 備考 ［略］  備考 ［略］

様式第７５号（別表第１関係） 様式第７５号（別表第１関係）

 ［略］  ［略］

固定資産税熱損失防止改修住宅に係る減額申告書 固定資産税熱損失防止改修住宅に係る減額申告書 

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］

 ［略］ 

改修工事に要した費用  ［略］ 

補助金等の額 円  

 ［略］  

 ［略］ 

改修工事に要した費用  ［略］ 

 ［略］  

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

様式第９８号（別表第１関係） 様式第９８号（別表第１関係）

 ［略］  ［略］

特別土地保有税減免申請書 特別土地保有税減免申請書 

 ［略］  ［略］

 個人番号又は 



法人番号 法人番号 

電話番号 電話番号 

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］ 

 備考 ［略］  備考 ［略］

様式第１０６号（別表第１関係） 様式第１０６号（別表第１関係）

事業所税事業所等の新設・廃止・異動申告書 事業所税事業所等の新設・廃止・異動申告書

 ［略］  ［略］

法 人 番 号

 ［略］

 ［略］  ［略］

個人番号又は

法人番号

 ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 備考 ［略］  備考 ［略］

様式第１０７号 （別表第１関係） 様式第１０７号 （別表第１関係）

事業所税事業所用家屋の貸付け等申告書 事業所税事業所用家屋の貸付け等申告書

 ［略］  ［略］

法 人 番 号

 ［略］

 ［略］

 ［略］  ［略］

個人番号又は

法人番号

 ［略］

 ［略］

 備考 ［略］  備考 ［略］

様式第１０８号（別表第１関係） 様式第１０８号（別表第１関係）

事業所税減免申請書 事業所税減免申請書

 ［略］  ［略］

法 人 番 号

 ［略］

 ［略］  ［略］

個人番号又は

法人番号

 ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］ 

 備考 ［略］  備考 ［略］

附 則

この規則は、公布の日から施行する。 



さいたま市規則第１３１号 

   さいたま市市長職務代理者規則の一部を改正する規則 

 さいたま市市長職務代理者規則（平成１５年さいたま市規則第８９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 

（市長の職務を代理する副市長の順位） （市長の職務を代理する副市長の順位） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１５２条第１項後段の規定による市長の職務を代

理する副市長の順序は、次の順位による。 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１５２条第１項後段の規定による市長の職務を代

理する副市長の順序は、次の順位による。 

 第１順位 遠藤秀一  第１順位 遠藤秀一 

 第２順位 日野徹  第２順位 木下達則 

 第３順位 本間和義  第３順位 本間和義 

   附 則 

 この規則は、平成２８年６月３０日から施行する。 



さいたま市規則第１３２号 

   さいたま市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市心身障害者扶養共済制度条例施行規則（平成１５年さいたま市規則第１

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 

様式第６号（第５条関係） 

［略］ 

掛金減免申請書 

［略］ 

生計中心者 

氏名 

［略］ 

氏名 

個人番号 

［略］ 

様式第６号（第５条関係） 

［略］ 

掛金減免申請書 

［略］ 

保護者 

氏名 

［略］ 

［略］ 

［略］ ［略］ 

附 則 

この規則は、平成２８年７月１日から施行する。 


