
規 則 番 号 規     則     名 

規則第８４号 さいたま市心身障害者医療費支給条例施行規則の一部を改正する

規則

【平成２９年８月９日公布 所管課：年金医療課】

規則第８５号 さいたま市母子生活支援施設条例施行規則の一部を改正する規則 

【平成２９年８月２８日公布 所管課：子育て支援政策課】

規則第８６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２９年８月２８日公布 所管課：保育課】

規則第８７号 さいたま市助産の実施に関する条例施行規則の一部を改正する規

則 

【平成２９年８月２８日公布 所管課：子育て支援政策課】

規則第８８号 さいたま市消防局公印規則の一部を改正する規則 

【平成２９年９月５日公布 所管課：消防総務課】

規則第８９号 さいたま市放課後児童クラブ条例施行規則の一部を改正する規則 

【平成２９年９月７日公布 所管課：青少年育成課】

規則第９０号 さいたま市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の

一部を改正する規則 

【平成２９年９月１９日公布 所管課：健康増進課】

規則第９１号 さいたま市市民住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

【平成２９年９月２２日公布 所管課：住宅政策課】

規則第９２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２９年１０月１８日公布 所管課：障害支援課】

規則第９３号 さいたま市身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則 

【平成２９年１０月１８日公布 所管課：障害支援課】

規則第９４号 さいたま市知的障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則 

【平成２９年１０月１８日公布 所管課：障害支援課】



規則第９５号 さいたま市事務分掌規則の一部を改正する規則 

【平成２９年１０月２３日公布 所管課：総務課】

規則第９６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２９年１０月２３日公布 所管課：総務課】

規則第９７号 さいたま市職員の職名に関する規則の一部を改正する規則 

【平成２９年１０月２３日公布 所管課：人事課】

規則第９８号 さいたま市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則 

【平成２９年１０月２５日公布 所管課：保育課】

規則第９９号 さいたま市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

【平成２９年１０月２６日公布 所管課：児童相談所】

規則第１００号 さいたま市事務分掌規則の一部を改正する規則 

【平成２９年１０月３１日公布 所管課：総務課】

規則第１０１号 さいたま市職員の公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に

関する規則の一部を改正する規則 

【平成２９年１０月３１日公布 所管課：法務・コンプライアン

ス課】

規則第１０２号 さいたま市公印規則の一部を改正する規則 

【平成２９年１０月３１日公布 所管課：総務課】

規則第１０３号 さいたま市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則 

【平成２９年１０月３１日公布 所管課：行政透明推進課】

規則第１０４号 さいたま市特定民間再開発事業及び地区外転出事情認定規則の一

部を改正する規則 

【平成２９年１０月３１日公布 所管課：市街地整備課】

規則第１０５号 さいたま市会計規則の一部を改正する規則 

【平成２９年１１月１日公布 所管課：出納課】

規則第１０６号 さいたま市立病院管理規則の一部を改正する規則 

【平成２９年１１月１日公布 所管課：医事課】

規則第１０７号 さいたま市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則 

【平成２９年１１月２日公布 所管課：都市計画課】



規則第１０８号 さいたま市立病院管理規則の一部を改正する規則 

【平成２９年１１月２７日公布 所管課：医事課】

規則第１０９号 さいたま市公舎貸与規則の一部を改正する規則 

【平成２９年１１月２９日公布 所管課：職員課】

規則第１１０号 さいたま市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

【平成２９年１１月２９日公布 所管課：住宅政策課】

規則第１１１号 さいたま市市長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３０日公布 所管課：情報システム課】

規則第１１２号 さいたま市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則 

【平成２９年１１月３０日公布 所管課：介護保険課】



さいたま市規則第８４号 

さいたま市心身障害者医療費支給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医療費支給条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１１

２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 

 （受給資格証等）  （受給資格証等） 

第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 受給資格証は、昭和６２年から起算して５年ご

とに更新するものとし、当該更新を実施する年の

１０月１日（次項及び第６項において「更新日」

という。）に行うものとする。 

４ 受給資格証は、昭和６２年から起算して５年ご

とに更新するものとし、当該更新を実施する年の

１０月１日（この項及び次項において「更新日」

 という。）に行うものとする。この場合において、

 更新を受けようとする者は、更新日の前日までに

前条第１項に規定する申請書を市長に提出しなけ

ればならない。 

５ 前項の規定による更新を受けようとする者は、

更新日の前日までに前条第１項に規定する申請書

を市長に提出しなければならない。ただし、市長

は、更新を受けようとする者が更新日において引

き続き対象者に該当することが公簿等によって確

認することができるときは、当該申請書の提出を

省略させることができる。 

６ ［略］ ５ ［略］ 

７ ［略］ ６ ［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８５号 

   さいたま市母子生活支援施設条例施行規則の一部を改正する規則 

さいたま市母子生活支援施設条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１１７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９条関係） 別表（第９条関係）

 ［略］  ［略］ 

 備考  備考

  １・２ ［略］   １・２ ［略］

  ３ 入所者が次に掲げる要件を満たす場合にお

いて、この表における当該年度分の市町村民

税の額及び前年分の所得税の額は、当該入所

者を地方税法第２９２条第１項第１１号及び

所得税法第２条第１項第３０号に規定する寡

婦とみなして算定するものとする。

 当該年度分の市町村民税の賦課期日前に

婚姻によらないで母となった女子であるこ

と。

 婚姻をしたことがないこと。

 婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻

関係と同様の事情にある者がいないこと。

 地方税法第２９２条第１項第１１号イの

扶養親族その他その者と生計を一にする親

族で政令で定めるものを有する者であるこ

と。

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２９年９月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市母子生活支援施設条例施行規則別表備考の規

定は、この規則の施行の日以後の保護に係る徴収金について適用し、同日前の保護



に係る徴収金については、なお従前の例による。 



さいたま市規則第８６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

 （利用者負担額の徴収）  （利用者負担額の徴収）

第３条 市長は、法附則第６条第４項の規定により、

 同条第１項に規定する特定保育所（以下「特定保

育所」という。）の保育を受けた子どもの法第２

０条第４項に規定する支給認定保護者又は法第１

６条に規定する扶養義務者（以下「支給認定保護

者等」という。）から、前条に定める利用者負担

額を徴収する。

第３条 市長は、法附則第６条第４項の規定により、

 同条第１項に規定する特定保育所（以下「特定保

育所」という。）の保育を受けた子どもの法第２

０条第４項に規定する支給認定保護者又は法第１

６条に規定する扶養義務者から、前条に定める利

用者負担額を徴収する。

 （時間外保育利用者負担額）  （時間外保育利用者負担額）

第６条 市長は、さいたま市保育所条例（平成１３

年さいたま市条例第１７５号）第１条に規定する

さいたま市保育所において実施する法第５９条第

２号に規定する時間外保育について、支給認定保

護者等から別に定める時間外保育利用者負担額を

徴収する。

第６条 市長は、さいたま市保育所条例（平成１３

年さいたま市条例第１７５号）第１条に規定する

さいたま市保育所において実施する法第５９条第

２号に規定する時間外保育について、第３条に規

定する支給認定保護者又は扶養義務者から別に定

める時間外保育利用者負担額を徴収する。

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

 ［略］  ［略］ 

 備考  備考

  １ 「所得割額」とは、地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２９２条第１項第２号に

規定する所得割の額をいう。所得割額の計算

に当たっては、同法第３１４条の７、第３１

４条の８及び第３１４条の９並びに附則第５

条第３項、第５条の４第６項、第５条の４の

２第６項、第５条の５第２項、第７条の２第

  １ 「所得割額」とは、地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２９２条第１項第２号に

規定する所得割の額をいう。所得割額の計算

に当たっては、同法第３１４条の７、第３１

４条の８及び第３１４条の９並びに附則第５

条第３項、第５条の４第６項、第５条の４の

２第６項、第５条の５第２項及び附則第４５



４項及び第５項、第７条の３第２項並びに第

４５条の規定は、適用しないものとする。

条の規定は、適用しないものとする。

  ２ 支給認定保護者等が次に掲げる要件を満た

す場合において、この表における前年度市町

村民税の所得割額は、当該支給認定保護者等

を地方税法第２９２条第１項第１１号に規定

する寡婦とみなして算定するものとする。

 前年度市町村民税の賦課期日前に婚姻に

よらないで母となった女子であること。

 婚姻をしたことがないこと。

 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がいないこと。

 地方税法第２９２条第１項第１１号イの

扶養親族その他その者と生計を一にする親

族で政令で定めるものを有する者であるこ

と。

  ３ 支給認定保護者等が前項第２号及び第３号

に掲げる要件並びに次に掲げる要件を満たす

場合において、この表における前年度市町村

民税の所得割額は、当該支給認定保護者等を

地方税法第２９２条第１項第１２号に規定す

る寡夫とみなして算定するものとする。

 前年度市町村民税の賦課期日前に婚姻に

よらないで父となった男子であること。

 地方税法第２９２条第１項第１２号のそ

の者と生計を一にする親族で政令で定める

ものを有する者であること。

 前年度市町村民税の賦課期日の属する年

の前年の合計所得金額（地方税法第２９２

条第１項第１３号に規定する合計所得金額

をいう。以下同じ。）が５００万円以下で

あること。

  ４ ［略］   ２ ［略］

  ５ ［略］   ３ ［略］

  ６ ［略］   ４ ［略］

  ７ ［略］   ５ ［略］

  ８ 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５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。

  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。

  ９ 第５項から第７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５項から第７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

  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。

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係）

 ［略］ 

第２ 第１階層を除 ［略］

 ［略］

第２ 第１階層を除 ［略］



第３ き、前年度市

町村民税の額

の区分が次の

区分に該当す

る世帯

第４

第５

第６

第７

第８

第９

第１０

第１１

第３ き、前年度市

町村民税（９

月以降は当該

年度分市町村

民税）の額の

区分が次の区

分に該当する

世帯

第４

第５

第６

第７

第８

第９

第１０

第１１

 備考  備考

  １ 「均等割額」とは、地方税法第２９２条第

１項第１号に規定する均等割の額をいい、「

所得割額」とは、同項第２号に規定する所得

割の額をいう。この場合において、同法第３

２３条に規定する市町村民税の減免があった

ときは、その額を所得割額又は均等割額から

順次控除して得た額を所得割額又は均等割額

とし、所得割額の計算に当たっては、同法第

３１４条の７、第３１４条の８及び第３１４

条の９並びに附則第５条第３項、第５条の４

第６項、第５条の４の２第６項、第５条の５

第２項、第７条の２第４項及び第５項、第７

条の３第２項並びに第４５条の規定は適用し

ないものとする。

  １ 「均等割額」とは、地方税法第２９２条第

１項第１号に規定する均等割の額をいい、「

所得割額」とは、同項第２号に規定する所得

割の額をいう。この場合において、同法第３

２３条に規定する市町村民税の減免があった

ときは、その額を所得割額又は均等割額から

順次控除して得た額を所得割額又は均等割額

とし、所得割額の計算に当たっては、同法第

３１４条の７、第３１４条の８及び第３１４

条の９並びに附則第５条第３項、第５条の４

第６項、第５条の４の２第６項、第５条の５

第２項及び附則第４５条の規定は適用しない

ものとする。

  ２ 支給認定保護者等が次に掲げる要件を満た

す場合において、この表における前年度市町

村民税の額は、当該支給認定保護者等を地方

税法第２９２条第１項第１１号に規定する寡

婦とみなして算定するものとする。

 前年度市町村民税の賦課期日前に婚姻に

よらないで母となった女子であること。

 婚姻をしたことがないこと。

 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がいないこと。

 地方税法第２９２条第１項第１１号イの

扶養親族その他その者と生計を一にする親

族で政令で定めるものを有する者であるこ

と。

  ３ 支給認定保護者等が前項第２号及び第３号

に掲げる要件並びに次に掲げる要件を満たす

場合において、この表における前年度市町村

民税の額は、当該支給認定保護者等を地方税

法第２９２条第１項第１２号に規定する寡夫

とみなして算定するものとする。

 前年度市町村民税の賦課期日前に婚姻に

よらないで父となった男子であること。

 地方税法第２９２条第１項第１２号のそ

の者と生計を一にする親族で政令で定める

ものを有する者であること。

 前年度市町村民税の賦課期日の属する年



の前年の合計所得金額が５００万円以下で

あること。

  ４ ［略］   ２ ［略］

  ５ ［略］   ３ ［略］

  ６ ［略］   ４ ［略］

  ７ ［略］   ５ ［略］

  ８ ［略］   ６ ［略］

  ９ ［略］   ７ ［略］

  １０ この表及び第６項から前項までの規定に

かかわらず、子どもの属する世帯が第６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。［略］

  ８ この表及び第４項から前項までの規定にか

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。

  １１ 第６項から第９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６項から第９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。 

  ９ 第４項から第７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７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。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２９年９月１日から施行する。 

 （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（以下「改正後の規則」という。）別

表第１備考第１項及び別表第２備考第１項の規定は、平成２９年度以後の年度分の

改正後の規則別表第１及び別表第２に規定する市町村民税の所得割額の算定につい

て適用し、平成２８年度以前の年度分の改正後の規則別表第１及び別表第２に規定

する市町村民税の所得割額の算定については、なお従前の例による。 

３ 改正後の規則別表第１備考（第１項を除く。）及び別表第２備考（第１項を除く。

）の規定は、この規則の施行の日以後に行われる特定教育・保育等に係る利用者負

担額の算定について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等に係る利用者負担

額の算定については、なお従前の例による。 



さいたま市規則第８７号 

   さいたま市助産の実施に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

さいたま市助産の実施に関する条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１２６

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）

 ［略］  ［略］ 

 備考  備考

  １・２ ［略］   １・２ ［略］

  ３ 妊産婦又はその妊産婦の属する世帯の扶養

義務者が次に掲げる要件を満たす場合におい

て、この表における当該年度分の市町村民税

の額及び前年分の所得税の額は、当該妊産婦

又はその妊産婦の属する世帯の扶養義務者を

地方税法第２９２条第１項第１１号及び所得

税法第２条第１項第３０号に規定する寡婦と

みなして算定するものとする。

 当該年度分の市町村民税の賦課期日前に

婚姻によらないで母となった女子であるこ

と。

 婚姻をしたことがないこと。

 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がいないこと。

 地方税法第２９２条第１項第１１号イの

扶養親族その他その者と生計を一にする親

族で政令で定めるものを有する者であるこ

と。

  ４ 妊産婦の属する世帯の扶養義務者が前項第

２号及び第３号に掲げる要件並びに次に掲げ

る要件を満たす場合において、この表におけ

る当該年度分の市町村民税の額及び前年分の

所得税の額は、当該妊産婦の属する世帯の扶

養義務者を地方税法第２９２条第１項第１２

号及び所得税法第２条第１項第３１号に規定

する寡夫とみなして算定するものとする。

 当該年度分の市町村民税の賦課期日前に



婚姻によらないで父となった男子であるこ

と。

 地方税法第２９２条第１項第１２号のそ

の者と生計を一にする親族で政令で定める

ものを有する者であること。

 前年度市町村民税の賦課期日の属する年

の前年の合計所得金額（地方税法第２９２

条第１項第１３号に規定する合計所得金額

をいう。）が５００万円以下であること。

  ５ ［略］   ３ ［略］

  ６ ［略］   ４ ［略］

  ７ ［略］   ５ ［略］

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２９年９月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市助産の実施に関する条例施行規則別表備考の

規定は、この規則の施行の日以後の保護に係る徴収金について適用し、同日前の保

護に係る徴収金については、なお従前の例による。 



さいたま市規則第８８号 

   さいたま市消防局公印規則の一部を改正する規則 

 さいたま市消防局公印規則（平成１３年さいたま市規則第２３８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）

番号 名称 ひな形 書

体

寸法

（ｍ

ｍ）

個

数

使

用

区

分

保管

者

 ［略］

５  ［略］

６ 賞典専

用さい

たま市

消防局

部長印

て

ん

書

方３

０

１ 賞

典

用

消防

総務

課長

７  ［略］

８  ［略］

９  ［略］

１０  ［略］

１１  ［略］

１２  ［略］

１３  ［略］

１４  ［略］

番号 名称 ひな形 書

体

寸法

（ｍ

ｍ）

個

数

使

用

区

分

保管

者

 ［略］

５  ［略］

６  ［略］

７  ［略］

８  ［略］

９  ［略］

１０  ［略］

１１  ［略］

１２  ［略］

１３  ［略］

附 則 

この規則は、平成２９年１０月１日から施行する。 

さ

い

た

ま

市

消

防

局

部

長

印



さいたま市規則第８９号 

   さいたま市放課後児童クラブ条例施行規則の一部を改正する規則 

さいたま市放課後児童クラブ条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１２１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

 （入室の手続）  （入室の手続）

第２条 条例第１条に規定するクラブ（以下「クラ

ブ」という。）へ入室しようとするときは、当該

児童の保護者（条例第６条に規定する保護者をい

う。以下同じ。）において、放課後児童クラブ入

室申込書（様式第１号）に次の書類を添付して市

長に申し込まなければならない。

第２条 条例第１条に規定するクラブ（以下「クラ

ブ」という。）へ入室しようとするときは、当該

児童の保護者（条例第６条に規定する保護者をい

う。以下同じ。）において、放課後児童クラブ入

室申込書（様式第１号）に次の書類を添付して市

長に申し込まなければならない。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 児童の属する世帯の所得税及び市町村民税の

課税状況を証する書類

 児童の保護者の属する世帯の所得税及び市町

村民税の課税状況を証する書類

 ［略］  ［略］

別表（第４条関係） 別表（第４条関係）

 ［略］  ［略］ 

 備考  備考

  １・２ ［略］   １・２ ［略］

  ３ 保護者又はその保護者の属する世帯の世帯

員（以下「保護者等」という。）が次に掲げ

る要件を満たす場合において、この表におけ

る前年度分の市町村民税の額及び前年分の所

得税の額は、当該保護者等を地方税法第２９

２条第１項第１１号又は所得税法第２条第１

項第３０号に規定する寡婦とみなして算定す

るものとする。

 前年度分の市町村民税の賦課期日前に婚

姻によらないで母となった女子であること。

 婚姻をしたことがないこと。

 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がいないこと。

 地方税法第２９２条第１項第１１号イの

扶養親族その他その者と生計を一にする親



族で政令で定めるものを有する者であるこ

と。

  ４ 保護者等が前項第２号及び第３号に掲げる

要件並びに次に掲げる要件を満たす場合にお

いて、この表における前年度分の市町村民税

の額及び前年分の所得税の額は、当該保護者

等を地方税法第２９２条第１項第１２号又は

所得税法第２条第１項第３１号に規定する寡

夫とみなして算定するものとする。

 前年度分の市町村民税の賦課期日前に婚

    姻によらないで父となった男子であること。

 地方税法第２９２条第１項第１２号のそ

の者と生計を一にする親族で政令で定める

ものを有する者であること。

 前年度分の市町村民税の賦課期日の属す

る年の前年の合計所得金額（地方税法第２

９２条第１項第１３号に規定する合計所得

金額をいう。）が５００万円以下であるこ

と。

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放課後児

童クラブ条例施行規則の規定は、平成２９年９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放課後児童クラブ条例施行規則別表備考の規

定は、平成２９年９月１日以後の児童の指導に係る費用について適用し、同日前の

児童の指導に係る費用については、なお従前の例による。 



さいたま市規則第９０号 

   さいたま市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正す

る規則 

 さいたま市精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（平成１５年さいた

ま市規則第７４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４号（第５条関係） 様式第４号（第５条関係） 

措置入院に関する診断書 措置入院に関する診断書 

 ［略］ 

 ［略］ 

４ 強制性交等 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

４ 強姦 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第５号（第５条関係） 様式第５号（第５条関係） 

入院者診断書 入院者診断書 

 ［略］ 

 ［略］ 

４ 強制性交等 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

４ 強姦 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

様式第２５号（第１９条関係） 様式第２５号（第１９条関係） 

措置入院者の定期病状報告書 措置入院者の定期病状報告書 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

４ 強制性交等 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

４ 強姦 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 



 ［略］  ［略］ 

   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 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律施行細則様式第４号、様式第５号及び様式第２５号の規定に

より作成されている様式については、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９１号 

さいたま市市民住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

さいたま市市民住宅条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第２２６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 

（家賃の減額） （家賃の減額） 

第１２条 ［略］ 第１２条 ［略］ 

２ 入居権利者又は当該入居権利者と同居している

者に次に掲げる者がある場合においては、前項第

１号及び第２号の所得の額は、特定優良賃貸住宅

の供給の促進に関する法律施行規則（平成５年建

設省令第１６号）第１条第３号ホに規定する寡婦

又は寡夫とみなして算出する。 

 婚姻によらないで母となった女子であって、

次に掲げる要件を満たすもの 

  ア 現に婚姻（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場合を含む。

   次号アにおいて同じ。）をしていないこと。

  イ 所得税法（昭和４０年法律第８０号）第２

条第１項第３０号イの扶養親族その他その者

と生計を一にする親族で政令で定めるものを

有する者であること。 

 婚姻によらないで父となった男子であって、

次に掲げる要件を満たすもの 

  ア 現に婚姻をしていないこと。 

  イ 所得税法第２条第１項第３１号のその者と

生計を一にする親族で政令で定めるものを有

する者であること。 

  ウ 所得税法第２条第１項第３１号の合計所得

金額が５００万円以下であること。 

 （減額申請書の提出等）  （減額申請書の提出等） 

第１３条 ［略］ 第１３条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 減額申請書には、入居権利者及び当該入居権利

者と同居している者の所得の額を証する書類（前

３ 減額申請書には、入居権利者及び当該入居権利

者と同居している者の所得の額を証する書類を添



条第２項に該当する場合にあっては、当該所得の

額を証する書類及び戸籍謄本）を添付しなければ

ならない。 

付しなければならない。 

４ ［略］ ４ ［略］ 

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後のさいたま市市民住宅条例施行規則第１２条第２項及び第

１３条第３項の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る家賃の減額及び手続

について適用し、同日前の申請に係る家賃の減額及び手続については、なお従前の

例による。 



さいたま市規則第９２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 

 （掛金の減免）  （掛金の減免） 

第５条 ［略］ 第５条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 生計中心者が、次に掲げる要件を満たす場合に

おいて、前項第１号及び第２号の市町村民税の額

又は同項第３号の所得税の額は、当該生計中心者

を地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９

２条第１項第１１号及び所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第２条第１項第３０号に規定する寡

婦とみなして算定するものとする。 

 減額の申請をする日の属する年度（減免の申

請をする日の属する月が４月から６月までの間

にあっては、当該年度の前年度。以下同じ。）

分の市町村民税の賦課期日前に婚姻によらない

で母となった女子であること。 

 婚姻をしたことがないこと。 

 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がいないこと。 

 地方税法第２９２条第１項第１１号イの扶養

親族その他その者と生計を一にする親族で政令

で定めるものを有する者であること。 

４ 生計中心者が、前項第２号及び第３号に掲げる 

 要件並びに次に掲げる要件を満たす場合において、

 第２項第１号及び第２号の市町村民税の額又は同

項第３号の所得税の額は、当該生計中心者を地方

税法第２９２条第１項第１２号及び所得税法第２

条第１項第３１号に規定する寡夫とみなして算定

するものとする。 

 減額の申請をする日の属する年度分の市町村

民税の賦課期日前に婚姻によらないで父となっ

た男子であること。 



 地方税法第２９２条第１項第１２号のその者

と生計を一にする親族で政令で定めるものを有

する者であること。 

 減額の申請をする日の属する年度分の市町村

民税の賦課期日の属する年の前年の合計所得金

額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定

する合計所得金額をいう。）が５００万円以下

であること。 

５ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、加入者

が転出（新たに市外に住所を有することをいう。

）したときは、その日の属する月の翌月から掛金

の免除又は減額は、行わないものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、加入者が転出（新

たに市外に住所を有することをいう。）したとき

は、その日の属する月の翌月から掛金の免除又は

減額は、行わないものとする。 

６ ［略］ ４ ［略］ 

７ ［略］ ５ ［略］ 

８ ［略］ ６ ［略］ 

９ ［略］ ７ ［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心身障害

者扶養共済制度条例施行規則の規定は、平成２９年９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心身障害者扶養共済制度条例施行規則第５条

の規定は、平成２９年９月１日以後の申請に係る掛金の減免について適用し、同日

前の申請に係る掛金の減免については、なお従前の例による。 



さいたま市規則第９３号 

   さいたま市身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 さいたま市身体障害者福祉法施行細則（平成１８年さいたま市規則第１２８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 

 （費用の徴収）  （費用の徴収） 

第１１条 ［略］ 第１１条 ［略］ 

２ 身体障害者又はその扶養義務者が次に掲げる要

件を満たす場合において、徴収金の額の算定に係

る市町村民税の額及び所得税の額は、当該身体障

害者又はその扶養義務者を地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２９２条第１項第１１号に規

定する寡婦とみなして算定するものとする。 

 当該年度分の市町村民税の賦課期日前に婚姻

によらないで母となった女子であること。 

 婚姻をしたことがないこと。 

 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がいないこと。 

 地方税法第２９２条第１項第１１号イの扶養

親族その他その者と生計を一にする親族で政令

で定めるものを有する者であること。 

３ 身体障害者又はその扶養義務者が前項第２号及

び第３号に掲げる要件並びに次に掲げる要件を満

たす場合において、徴収金の額の算定に係る市町

村民税の額及び所得税の額は、当該身体障害者又

はその扶養義務者を地方税法第２９２条第１項第

１２号に規定する寡夫とみなして算定するものと

する。 

 当該年度分の市町村民税の賦課期日前に婚姻

によらないで父となった男子であること。 

 地方税法第２９２条第１項第１２号のその者

と生計を一にする親族で政令で定めるものを有

する者であること。 

 当該年度の市町村民税の賦課期日の属する年

の前年の合計所得金額（地方税法第２９２条第

１項第１３号に規定する合計所得金額をいう。



）が５００万円以下であること。 

   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身体障害

者福祉法施行細則の規定は、平成２９年９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身体障害者福祉法施行細則第１１条の規定は、

平成２９年９月１日以後の措置に係る費用の徴収について適用し、同日前の措置に

係る費用の徴収については、なお従前の例による。 



さいたま市規則第９４号 

   さいたま市知的障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 さいたま市知的障害者福祉法施行細則（平成１８年さいたま市規則第１２９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 

 （費用の徴収）  （費用の徴収） 

第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 

２ 知的障害者又はその扶養義務者が次に掲げる要

件を満たす場合において、徴収金の額の算定に係

る市町村民税の額及び所得税の額は、当該知的障

害者又はその扶養義務者を地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２９２条第１項第１１号に規

定する寡婦とみなして算定するものとする。 

 当該年度分の市町村民税の賦課期日前に婚姻

によらないで母となった女子であること。 

 婚姻をしたことがないこと。 

 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がいないこと。 

 地方税法第２９２条第１項第１１号イの扶養

親族その他その者と生計を一にする親族で政令

で定めるものを有する者であること。 

３ 知的障害者又はその扶養義務者が前項第２号及

び第３号に掲げる要件並びに次に掲げる要件を満

たす場合において、徴収金の額の算定に係る市町

村民税の額及び所得税の額は、当該知的障害者又

はその扶養義務者を地方税法第２９２条第１項第

１２号に規定する寡夫とみなして算定するものと

する。 

 当該年度分の市町村民税の賦課期日前に婚姻

によらないで父となった男子であること。 

 地方税法第２９２条第１項第１２号のその者

と生計を一にする親族で政令で定めるものを有

する者であること。 

 当該年度の市町村民税の賦課期日の属する年

の前年の合計所得金額（地方税法第２９２条第

１項第１３号に規定する合計所得金額をいう。



）が５００万円以下であること。 

   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知的障害

者福祉法施行細則の規定は、平成２９年９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知的障害者福祉法施行細則第４条の規定は、

平成２９年９月１日以後の措置に係る費用の徴収について適用し、同日前の措置に

係る費用の徴収については、なお従前の例による。 



さいたま市規則第９５号 

さいたま市事務分掌規則の一部を改正する規則 

さいたま市事務分掌規則（平成１５年さいたま市規則第８６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 

 （職員）  （職員） 

第１３条 ［略］ 第１３条 ［略］ 

２ 理事を置く。 ２ 技監及び理事を置く。

３～１７ ［略］ ３～１７ ［略］ 

 （職務）  （職務） 

第１４条 ［略］ 第１４条 ［略］ 

２ 理事、副理事、次長、参事及び副参事は、上司

の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理

するため所属の職員を指揮監督する。

２ 技監、理事、副理事、次長、参事及び副参事は、

 上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を

処理するため所属の職員を指揮監督する。

３～１３ ［略］ ３～１３ ［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９６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 日野徹  第１順位 遠藤秀一 

 第２順位 髙橋篤  第２順位 日野徹 

 第３順位 松本勝正 

 （市長の職務を代理する職員等）  （市長の職務を代理する職員等） 

第２条 地方自治法第１５２条第３項の規定による

市長の職務を代理する職員は、さいたま市事務分

掌条例（平成１４年さいたま市条例第７４号）第

１条に掲げる局の長の職にある者とし、その代理

する順序は、同条に掲げる局の順序とする。 

第２条 地方自治法第１５２条第３項の規定による

市長の職務を代理する職員及びその順序は、次の

順位による。 

  第１順位 技監の職にある者 

  第２順位 さいたま市事務分掌条例（平成１４年

さいたま市条例第７４号）第１条に掲げる局の

長の職にある者とし、その代理する順序は、同

条に掲げる局の順序とする。 

   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９７号 

さいたま市職員の職名に関する規則の一部を改正する規則 

さいたま市職員の職名に関する規則（平成１３年さいたま市規則第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 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係）

職種名 職務名

 ［略］

技術職員 局長、理事、医務監、副理事、区長、

副区長、院長、部長、次長、参事、

所長、副院長、院長補佐、副看護部

長、課長、室長、工事検査員、副参

事、室長補佐、所長補佐、課長補佐、

副館長、学院長、場長、場長補佐、

科長、技師長、理学療法士長、看護

師長、主幹、参与、副科長、副技師

長、理学療法副士長、副看護師長、

医長、園長、教務主任、係長、臨床

指導員、主査、主任、技師、医師、

歯科医師、獣医師、薬剤師、栄養士、

診療放射線技師、臨床検査技師、臨

床工学技士、理学療法士、作業療法

士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科

衛生士、マッサージ指圧師、専任教

員、保健師、助産師、看護師

 ［略］

職種名 職務名

 ［略］

技術職員 技監、局長、理事、医務監、副理事、

区長、副区長、院長、部長、次長、

参事、所長、副院長、院長補佐、副

看護部長、課長、室長、工事検査員、

副参事、室長補佐、所長補佐、課長

補佐、副館長、学院長、場長、場長

補佐、科長、技師長、理学療法士長、

看護師長、主幹、参与、副科長、副

技師長、理学療法副士長、副看護師

長、医長、園長、教務主任、係長、

臨床指導員、主査、主任、技師、医

師、歯科医師、獣医師、薬剤師、栄

養士、診療放射線技師、臨床検査技

師、臨床工学技士、理学療法士、作

業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、

歯科衛生士、マッサージ指圧師、専

任教員、保健師、助産師、看護師

 ［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９８号 

   さいたま市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則 

さいたま市子ども・子育て支援法施行細則（平成２６年さいたま市規則第１４８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

 （支給認定等の通知）  （支給認定等の通知）

第４条 法第２０条第４項に規定する通知は、支給

認定決定通知書（様式第２号）により行うものと

する。

第４条 法第２０条第４項に規定する通知は、支給

認定証（様式第２号）により行うものとする。

２ ［略］ ２ ［略］

３ ［略］ ３ ［略］

 （支給認定証の交付）

第４条の２ 府令第４条の２の規定による支給認定

証の交付の申請は、支給認定証交付申請書（様式

第４号の２）により行うものとする。

２ 府令第４条の２の規定による支給認定証の交付

は、支給認定証（様式第４号の３）により行うも

のとする。

 （利用者負担額等に関する事項の通知）  （利用者負担額に関する事項の通知）

第５条 府令第７条第１項の規定による利用者負担

額に関する事項の通知及び同条第２項の規定によ

る府令第６条第１項各号に掲げる事項の通知は、

特定教育・保育施設等利用者負担額等決定通知書

（様式第５号）により行うものとする。

第５条 府令第７条の規定による利用者負担額に関

する通知は、特定教育・保育施設等利用者負担額

 決定通知書（様式第５号）により行うものとする。

 （支給認定の変更）  （支給認定の変更）

第７条 ［略］ 第７条 ［略］

２ 法第２３条第３項において読み替えて準用する

法第２０条第４項に規定する変更の認定に係る通

知は、支給認定証により行うものとする。

 （職権による支給認定の変更）  （職権による支給認定の変更）

第８条 府令第１２条の規定による職権による支給 第８条 府令第１２条第１項の規定による職権によ



認定の変更の通知は、支給認定証職権変更のお知

らせ（様式第８号）により行うものとする。

る支給認定の変更の通知は、支給認定証提出依頼

書（様式第８号）により行うものとする。

 （返還を要しない旨の申出）

第８条の２ 府令第１３条第２項ただし書の規定に

よる申出は、支給認定証の返還不要申出書（様式

第８号の２）により行うものとする。

様式第２号（第４条関係） 様式第２号（第４条関係）

 ［略］  ［略］

支給認定決定通知書 支給認定証

 ［略］  ［略］

 ［略］ 

児童の氏名及

び生年月日 

 ［略］ 

事由及び保育

必要量 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

児童の氏名及

び生年月日 

支給認定証番

号 

 ［略］ 

事由及び保育

必要量 

 ［略］ 

支給認定有効

期間 
年 月 日から年 月 日 

 ［略］ 

 様式第４号の次に次の２様式を加える。  



様式第４号の２（第４条の２関係）

年  月  日  

（宛先）さいたま市 福祉事務所長

支給認定証交付申請書

次のとおり、支給認定証の交付を受けたいので申請します。

保護者氏名及び生年月日

住所及び電話番号

児童氏名及び生年月日

保護者との続柄



様式第４号の３（第４条の２関係）

年  月  日  

          様

さいたま市  福祉事務所長       印  

支 給 認 定 証

支給認定保護者の氏名、 

生年月日及び住所 

児童の氏名及び生年月日 

交付年月日及び 

支給認定証番号 

支給認定区分 

事由及び保育必要量     （    ） 

支給認定有効期間 年  月  日から  年  月  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５号（第５条関係） 様式第５号（第５条関係）

 ［略］  ［略］

特定教育・保育施設等利用者負担額等決定通知書 特定教育・保育施設等利用者負担額決定通知書

 利用者負担額を決定しましたので、次のとおり通

知します。併せて支給認定に係る事項を通知します。

 利用者負担額を決定しましたので、次のとおり通

知します。

支給認定保護者

の氏名、生年月

日及び住所 

児童の氏名及び

生年月日 

支給認定区分 

事由及び保育必

要量 
  （    ） 

支給認定有効期

間 

年 月 日から 年 月 日

まで 

特定教育・保育

施設等名 

利用者負担額（

月額） 

利用者負担額の

適用開始月 
    年  月  日 

 ［略］ 

児童の氏名、生

年月日及び支給

認定証番号 

特定教育・保育

施設等名 

利用者負担額（

月額）及び保育

必要量 

利用者負担額の

適用開始月 

 ［略］ 

様式第７号（第７条関係） 様式第７号（第７条関係）

 ［略］  ［略］

支給認定変更申請書 支給認定変更申請書

 先に認定を受けた支給認定に関し、次の事由によ

り変更したいので、申請します。 

 先に認定を受けた支給認定に関し、次の事由によ

り変更したいので、支給認定証とともに申請します。

 ［略］  ［略］ 



 ［略］  ［略］ 

 様式第８号を次のように改める。 



様式第８号（第８条関係） 

  年  月  日   

          様 

さいたま市  福祉事務所長       印   

支 給 認 定 職 権 変 更 の お 知 ら せ  

      年  月  日付けで行った支給認定について、職権により変更します。支給認定証の交付

を受けている方は、支給認定証を御提出ください。 

支給認定保護者の氏名、 

生年月日及び住所 

児童の氏名及び生年月日  

支給認定証番号  

支給認定証の提出先 

及び提出期限 年  月  日 



 様式第８号の次に次の１様式を加える。 



様式第８号の２（第８条の２関係） 

年  月  日   

（宛先）さいたま市  福祉事務所長 

支給認定証の返還不要申出書 

 支給認定の変更のため提出した支給認定証の返還は不要です。 

保護者氏名及び生年月日  

住所及び電話番号  

児童氏名及び生年月日  

保護者との続柄  



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（第９条関係） 様式第９号（第９条関係）

 ［略］  ［略］

支給認定取消通知書 支給認定取消通知書

 次のとおり支給認定の取消しをしたので通知しま

す。支給認定証の交付を受けている方は、支給認定

証を御提出ください。

 次のとおり支給認定の取消しをしたので通知いた

します。つきましては、支給認定証を下記の担当課

までご提出ください。

 ［略］ 

支給認定証の提出先 

及び提出期限   年  月  日 

 ［略］ 

 ［略］ 

支給認定証提出期限   年  月  日 

 ［略］ 

   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後のさいたま市子ども・子育て支援法施行細則の規定（第５

条及び様式第５号を除く。）は、支給認定の有効期間の始期が平成３０年４月１日

以後である子どものための教育・保育給付の支給認定、支給認定の変更及び支給認

定の取消しに係る手続について適用し、支給認定の有効期間の始期が同日前である

子どものための教育・保育給付の支給認定、支給認定の変更及び支給認定の取消し

に係る手続については、なお従前の例による。

３ この規則による改正後のさいたま市子ども・子育て支援法施行細則第５条及び様

式第５号の規定は、平成３０年４月分以後の利用者負担額の決定に係る通知につい

て適用する。



さいたま市規則第９９号 

   さいたま市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 さいたま市児童福祉法施行細則（平成１５年さいたま市規則第１０６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) 

[略] [略] 

 備考  備考 

  １～４ ［略］   １～４ ［略］ 

  ５ 障害児の扶養義務者が次に掲げる要件を満

たす場合において、この表における当該年度

分の市町村民税の額及び前年分の所得税の額

は、当該障害児の扶養義務者を地方税法第２

９２条第１項第１１号及び所得税法第２条第

１項第３０号に規定する寡婦とみなして算定

するものとする。 

 当該年度分の市町村民税の賦課期日前に

婚姻によらないで母となった女子であるこ

と。 

 婚姻をしたことがないこと。 

 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がいないこと。

 地方税法第２９２条第１項第１１号イの

扶養親族その他その者と生計を一にする親

族で政令で定めるものを有する者であるこ

と。 

  ６ 障害児の扶養義務者が前項第２号及び第３

号に掲げる要件並びに次に掲げる要件を満た

す場合において、この表における当該年度分

   の市町村民税の額及び前年分の所得税の額は、

   当該障害児の扶養義務者を地方税法第２９２

条第１項第１２号及び所得税法第２条第１項

第３１号に規定する寡夫とみなして算定する

ものとする。 

 当該年度分の市町村民税の賦課期日前に

婚姻によらないで父となった男子であるこ



と。 

 地方税法第２９２条第１項第１２号のそ

の者と生計を一にする親族で政令で定める

ものを有する者であること。 

 前年度市町村民税の賦課期日の属する年

の前年の合計所得金額（地方税法第２９２

条第１項第１３号に規定する合計所得金額

をいう。）が５００万円以下であること。

別表第２(第２２条関係) 別表第２(第２２条関係) 

[略] [略] 

 備考  備考 

  １～４ ［略］   １～４ ［略］ 

  ５ 入所者又はその入所者の属する世帯の扶養

義務者（以下「入所者等」という。）が次に

掲げる要件を満たす場合において、この表に

おける当該年度分の市町村民税の額及び前年

分の所得税の額は、当該入所者等を地方税法

第２９２条第１項第１１号及び所得税法第２

条第１項第３０号に規定する寡婦とみなして

算定するものとする。 

 当該年度分の市町村民税の賦課期日前に

婚姻によらないで母となった女子であるこ

と。 

 婚姻をしたことがないこと。 

 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がいないこと。

 地方税法第２９２条第１項第１１号イの

扶養親族その他その者と生計を一にする親

族で政令で定めるものを有する者であるこ

と。 

  ６ 入所者等が前項第２号及び第３号に掲げる

要件並びに次に掲げる要件を満たす場合にお

いて、この表における当該年度分の市町村民

税の額及び前年分の所得税の額は、当該入所

者等の属する世帯の扶養義務者を地方税法第

２９２条第１項第１２号及び所得税法第２条

第１項第３１号に規定する寡夫とみなして算

定するものとする。 

 当該年度分の市町村民税の賦課期日前に

婚姻によらないで父となった男子であるこ

と。 

 地方税法第２９２条第１項第１２号のそ

の者と生計を一にする親族で政令で定める

ものを有する者であること。 

 前年度市町村民税の賦課期日の属する年

の前年の合計所得金額（地方税法第２９２

条第１項第１３号に規定する合計所得金額

をいう。）が５００万円以下であること。



  ７ ［略］   ５ ［略］ 

  ８ ［略］   ６ ［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児童福祉

法施行細則の規定は、平成２９年９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児童福祉法施行細則別表第１及び別表第２備 

 考の規定は、平成２９年９月１日以後の措置に係る徴収金について適用し、同日前

の措置に係る徴収金については、なお従前の例による。 



さいたま市規則第１００号 

さいたま市事務分掌規則の一部を改正する規則 

さいたま市事務分掌規則（平成１５年さいたま市規則第８６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 

 （内部組織）  （内部組織） 

第１条 さいたま市事務分掌条例（平成１４年さい

たま市条例第７４号）第１条に規定する局等の内

部組織は、次のとおりとする。 

第１条 さいたま市事務分掌条例（平成１４年さい

たま市条例第７４号）第１条に規定する局等の内

部組織は、次のとおりとする。 

 ［略］  ［略］

 保健福祉局  保健福祉局 

 ［略］  ［略］ 

  福祉部   福祉部 

 ［略］  ［略］ 

    高齢福祉課 

     企画施設係 

     生きがい事業係 

    いきいき長寿推進課 

     地域支援係 

     介護予防係 

    介護保険課 

     介護保険係 

     事業者係 

 ［略］  ［略］ 

   年金医療課    年金医療課 

 ［略］  ［略］ 

    高齢者医療係     高齢者医療係 

  長寿応援部 

   高齢福祉課 

    企画施設係 

    生きがい事業係 

   いきいき長寿推進課 

    地域支援係 

    介護予防係 



   介護保険課 

    介護保険係 

    事業者係 

 ［略］  ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

第３条 都市戦略本部の分掌事務は、おおむね次の

とおりとする。 

第３条 都市戦略本部の分掌事務は、おおむね次の

とおりとする。 

 都市戦略本部  都市戦略本部 

 ［略］  ［略］ 

  行財政改革推進部   行財政改革推進部 

 ［略］    ［略］ 

 職員の働き方改革の推進に関すること。 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

第７条 保健福祉局の分掌事務は、おおむね次のと

おりとする。 

第７条 保健福祉局の分掌事務は、おおむね次のと

おりとする。 

 保健福祉局  保健福祉局 

 ［略］  ［略］ 

  福祉部   福祉部 

 ［略］  ［略］ 

    高齢福祉課 

 高齢者福祉計画に関すること。 

 高齢者福祉に係る施策の企画及び調整に関す

ること。 

 高齢者虐待防止に関すること。 

 成年後見制度の推進に関すること。 

 高齢者の社会参加及び生きがい対策等の推進

に関すること。 

 シルバーバンクの運営に関すること。 

 高齢者への在宅福祉サービス事業の管理等に

関すること。 

 公立高齢者福祉施設の計画及び整備に関する

こと。 

 年輪荘、グリーンヒルうらわ、老人福祉セン

ター、西楽園、老人憩いの家、高齢者デイサー

ビスセンター、与野本町デイサービスセンター

及び高齢者生きがい活動センターの管理に関す

ること。 

 区役所の高齢者福祉に係る事務の総合調整に



関すること。 

 公益社団法人さいたま市シルバー人材センタ

ーとの連絡調整に関すること。 

    いきいき長寿推進課 

 地域支援事業に係る施策の企画及び調整に関

すること。 

 介護予防事業の運営（他の所管に属するもの

を除く。）に関すること。 

 包括的支援事業の運営（他の所管に属するも

のを除く。）に関すること。 

 認知症高齢者対策に関すること。 

 地域包括支援センター等及び地域包括支援セ

ンター運営協議会に関すること。 

 地域包括ケアの推進の総括に関すること。 

 区役所の地域支援事業に係る事務の総合調整

に関すること。 

    介護保険課 

介護保険法による事業所及び施設の指定許可、

  取消し等に関すること。 

 地域密着型サービス事業所の整備相談及び地

域密着型サービス運営委員会に関すること。 

 介護保険事業計画に関すること。 

 介護保険事業の運営に関すること。 

 介護認定審査会に関すること。 

 民間高齢者福祉施設等の整備及び助成に関す

ること。 

 高齢者福祉施設の設置の認可等並びに指導及

び監督に関すること。 

 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等（

提供サービス及び入居契約に関する登録基準の

審査に係るものに限る。）に関すること。 

 区役所の介護保険事業に係る事務の総合調整

に関すること。 

 ［略］  ［略］ 

   年金医療課    年金医療課 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

  長寿応援部 

   高齢福祉課 

 高齢者福祉計画に関すること。 

 高齢者福祉に係る施策の企画及び調整に関す

ること。 

 高齢者虐待防止に関すること。 

 成年後見制度の推進に関すること。 

 高齢者の社会参加及び生きがい対策等の推進

に関すること。 

 シルバーバンクの運営に関すること。 

 高齢者への在宅福祉サービス事業の管理等に



関すること。 

 公立高齢者福祉施設の計画及び整備に関する

こと。 

 年輪荘、グリーンヒルうらわ、老人福祉セン

ター、西楽園、老人憩いの家、高齢者デイサー

ビスセンター、与野本町デイサービスセンター

及び高齢者生きがい活動センターの管理に関す

ること。 

 区役所の高齢者福祉に係る事務の総合調整に

関すること。 

 公益社団法人さいたま市シルバー人材センタ

ーとの連絡調整に関すること。 

   いきいき長寿推進課 

 地域支援事業に係る施策の企画及び調整に関

すること。 

 介護予防事業の運営（他の所管に属するもの

を除く。）に関すること。 

 包括的支援事業の運営（他の所管に属するも

のを除く。）に関すること。 

 認知症高齢者対策に関すること。 

 地域包括支援センター等及び地域包括支援セ

ンター運営協議会に関すること。 

 地域包括ケアの推進の総括に関すること。 

 区役所の地域支援事業に係る事務の総合調整

に関すること。 

   介護保険課 

介護保険法による事業所及び施設の指定許可、

  取消し等に関すること。 

 地域密着型サービス事業所の整備相談及び地

域密着型サービス運営委員会に関すること。 

 介護保険事業計画に関すること。 

 介護保険事業の運営に関すること。 

 介護認定審査会に関すること。 

 民間高齢者福祉施設等の整備及び助成に関す

ること。 

 高齢者福祉施設の設置の認可等並びに指導及

び監督に関すること。 

 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等（

提供サービス及び入居契約に関する登録基準の

審査に係るものに限る。）に関すること。 

 区役所の介護保険事業に係る事務の総合調整

に関すること。 

附 則 

 この規則は、平成２９年１１月１日から施行する。 



さいたま市規則第１０１号 

さいたま市職員の公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する規則の

一部を改正する規則 

さいたま市職員の公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保に関する規則（平成

２４年さいたま市規則第８０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 

（コンプライアンス委員会） （コンプライアンス委員会）

第４条 ［略］ 第４条 ［略］

２～４ ［略］ ２～４ ［略］

５ 委員は、都市戦略本部長、総務局長、財政局長、

 副教育長、危機管理監、行政管理監その他総括責

任者が指定する職員をもって充てる。

５ 委員は、技監、都市戦略本部長、総務局長、財

政局長、副教育長、危機管理監、行政管理監その

他総括責任者が指定する職員をもって充てる。

６～１０ ［略］ ６～１０ ［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１０２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 市長印 ア 市長印

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

 ［略］

動物愛

護ふれ

あいセ

ンター

専用さ

いたま

市長印

 ［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

 ［略］

動物愛

護ふれ

あいセ

ンター

専用さ

いたま

市長印

 ［略］

高齢福

祉課専

用さい

たま市

長印

５ て

ん

書

方２７ １ 高齢福祉課

の主管する

事務で市長

名をもって

発する文書

保健福

祉局福

祉部高

齢福祉

課長

いきい

き長寿

推進課

専用さ

いたま

市長印

５ て

ん

書

方２７ １ いきいき長

寿推進課の

主管する事

務で市長名

をもって発

する文書

保健福

祉局福

祉部い

きいき

長寿推

進課長

介護保

険課専

用さい

５ て

ん

書

方２７ １ 介護保険課

の主管する

事務で市長

保健福

祉局福

祉部介



 ［略］ 

障害者

総合支

援セン

ター専

用さい

たま市

長印 

 ［略］ 

高齢福

祉課専

用さい

たま市

長印 

５ て

ん

書

方２７ １ 高齢福祉課

の主管する

事務で市長

名をもって

発する文書

保健福

祉局長

寿応援

部高齢

福祉課

長 

いきい

き長寿

推進課

専用さ

いたま

市長印

５ て

ん

書

方２７ １ いきいき長

寿推進課の

主管する事

務で市長名

をもって発

する文書

保健福

祉局長

寿応援

部いき

いき長

寿推進

課長 

介護保

険課専

用さい

たま市

長印 

５ て

ん

書

方２７ １ 介護保険課

の主管する

事務で市長

名をもって

発する文書

保健福

祉局長

寿応援

部介護

保険課

長 

 ［略］ 

たま市

長印 

名をもって

発する文書

護保険

課長 

 ［略］ 

障害者

総合支

援セン

ター専

用さい

たま市

長印 

 ［略］ 

 ［略］ 

イ～カ ［略］ イ～カ ［略］

キ 職務代理者印 キ 職務代理者印 

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

 ［略］  ［略］

動物愛

護ふれ

あいセ

ンター

専用さ

いたま

市長職

務代理

者印 

 ［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

 ［略］  ［略］

動物愛

護ふれ

あいセ

ンター

専用さ

いたま

市長職

務代理

者印 

 ［略］

高齢福 ４ て 方２７ １



 ［略］

障害者

総合支

援セン

ター専

用さい

たま市

長職務

代理者

印 

 ［略］

高齢福

祉課専

用さい

たま市

長職務

代理者

印

４ て

ん

書

方２７ １

いきい

き長寿

推進課

専用さ

いたま

市長職

務代理

者印 

４ て

ん

書

方２７ １

介護保

険課専

用さい

４ て

ん

書

方２７ １

祉課専

用さい

たま市

長職務

代理者

印 

ん

書

いきい

き長寿

推進課

専用さ

いたま

市長職

務代理

者印 

４ て

ん

書

方２７ １

介護保

険課専

用さい

たま市

長市長

職務代

理者印

４ て

ん

書

方２７ １

 ［略］

障害者

総合支

援セン

ター専

用さい

たま市

長職務

代理者

印 

 ［略］



たま市

長市長

職務代

理者印

 ［略］

 ［略］  ［略］ 

ク～コ ［略］ ク～コ ［略］ 

附 則 

この規則は、平成２９年１１月１日から施行する。 



さいたま市規則第１０３号 

さいたま市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市個人情報保護条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１９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 

（事実の公表） 

第１８条 条例第３６条第１項の規定による事実の

公表は、市報への掲載その他の方法により行うも

のとする。

第１８条 ［略］ 第１９条 ［略］ 

第１９条 ［略］ 第２０条 ［略］ 

第２０条 ［略］ 第２１条 ［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１０４号 

   さいたま市特定民間再開発事業及び地区外転出事情認定規則の一部を改正する 

規則 

 さいたま市特定民間再開発事業及び地区外転出事情認定規則（平成１４年さいたま

市規則第４２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 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、租税特別措置法施行令（昭和

３２年政令第４３号。以下「令」という。）第２

５条の４第２項及び第１７項の規定に基づく認定

に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、租税特別措置法施行令（昭和

３２年政令第４３号。以下「令」という。）第２

５条の４第２項及び第１６項の規定に基づく認定

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（地区外転出事情認定の申請手続） （地区外転出事情認定の申請手続） 

第３条 令第２５条の４第１７項の規定による認定

（以下「地区外転出事情認定」という。）を受け

ようとする者は、地区外転出事情認定申請書（様

式第２号）を市長に提出しなければならない。 

第３条 令第２５条の４第１６項の規定による認定

（以下「地区外転出事情認定」という。）を受け

ようとする者は、地区外転出事情認定申請書（様

式第２号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、住民票の写し、戸籍謄本、

身体障害者手帳の写しその他の年齢又は身体上の

障害を証する書類及び同居を常況とする者につい

ては、そのことを証する書類を添付しなければな

らない。 

２ 前項の申請書には、令第２５条の４第１６項第

１号に規定する事情によるものにあっては第１号

に掲げる書類を、同項第２号に規定する事情によ

るものにあっては第２号に掲げる書類を添付しな

ければならない。 

 住民票の写し、戸籍謄本、身体障害者手帳の

写しその他の年齢又は身体上の障害を証する書

類及び同居を常況とする者については、そのこ

とを証する書類 

 従前の事業に係る許可証の写し、登記事項証

明書その他の当該事業の概要を記載した書類 

様式第１号（第２条関係）（表） 様式第１号（第２条関係）（表） 

特定民間再開発事業認定申請書 特定民間再開発事業認定申請書 

 ［略］ 

従前 権利者  ［略］ 

の権

利者 

氏名又は

名称 

 ［略］  

 ［略］ 

従前 権利者  ［略］ 

の権

利者 

氏名及び

名称 

 ［略］  



及び

その

権利

の状

況 

 ［略］   

事

業

の

概

要

 ［略］ 

建築基準法施行令第１

３６条第１項に規定す

る空地の状況 

中高層耐火建築物の敷

地に係る権利の状況 

１ 所有権の

共有 ２ 借

地権の共有 

 ［略］ 

及び

その

権利

の状

況 

 ［略］   

事

業

の

概

要

 ［略］ 

建築基準法施行令第１

３６条第１項に規定す

る空地の状況 

  空地率 

中高層耐火建築物の敷

地に係る権利の状況 

１ 所有権の

共有 ２ 所

有権の共有 

 ［略］ 

様式第１号（第２条関係）（裏） 様式第１号（第２条関係）（裏） 

備考 備考 

  １ ［略］   １ ［略］ 

  ２ 「申請者」の欄には、中高層耐火建築物の

建築主の住所、氏名及び電話番号を記載する

こと。 

  ２ 「申請者」の欄には、中高層耐火建築物の

建築主の住所及び氏名を記載すること。 

また、申請者が法人である場合においては、

   「住所」の欄には当該法人の主たる事務所の

所在地を、「氏名」の欄には当該法人の名称

及び代表者の氏名を記載すること。 

  ３～８ ［略］   ３～８ ［略］ 

   ９ 申請に当たっては、申請文中当該認定の根

拠となる条項以外の条項は、抹消すること。

様式第２号（第３条関係） 様式第２号（第３条関係） 

地区外転出事情認定申請書 地区外転出事情認定申請書 

 租税特別措置法施行令第２５

条の４第１７項の規定により、

地区外転出事情認定を申請しま

す。 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 租税特別措置法施行令第２５

条の４第１６項の規定により、

地区外転出事情認定を申請しま

す。 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 備考  備考 

  １ ［略］   １ ［略］ 

  ２ 「申請者」の欄には、従前の土地、建物等

を譲渡した個人の住所、氏名及び電話番号並

びに中高層耐火建築物の建築主の住所、氏名

及び電話番号を記載すること。 

  ２ 「申請者」の欄には、従前の土地、建物等

を譲渡した個人又は法人の住所及び氏名並び

に中高層耐火建築物の建築主の住所及び氏名

を記載すること。 

また、申請者が法人である場合においては、

   「住所」の欄には当該法人の主たる事務所の

所在を、「氏名」の欄には当該法人及び代表

者の氏名を記載すること。 

   ３ 申請にあたっては、申請文中当該認定の根

拠となる条項以外の条項は、抹消すること。



様式第４号（第７条関係） 様式第４号（第７条関係） 

地区外転出事情認定済証 

 ［略］ 

 次の者は、租税特別措置法施行令第２５

条の４第１７項の規定により、地区外転出

事情があるものとして認定したことを証明

します。 

 ［略］ 

地区外転出事情認定済証 

 ［略］ 

 次の者は、租税特別措置法施行令第２５

条の４第１６項の規定により、地区外転出

事情があるものとして認定したことを証明

します。 

 ［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１０５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） 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］ 

保健福祉局福祉

部障害支援課 

 ［略］ 

保健福祉局福祉

部年金医療課 

保健福祉局長寿

応援部高齢福祉

課 

保健福祉局長寿

応援部介護保険

課 

 ［略］ 

設置箇所 出納員となる者 委任事務

 ［略］  ［略］ 

保健福祉局福祉

部高齢福祉課 

 ［略］ 

保健福祉局福祉

部介護保険課 

保健福祉局福祉

部障害支援課 

 ［略］ 

保健福祉局福祉

部年金医療課 

 ［略］ 

別表第３（第７条関係） 別表第３（第７条関係） 

設置箇所 現金取扱員となる

者 

委任事務

 ［略］   ［略］ 

 ［略］  ［略］  

保健福祉局保健

部こころの健康

センター 

設置箇所 現金取扱員となる

者 

委任事務

 ［略］   ［略］ 

 ［略］  ［略］  

保健福祉局保健

部こころの健康

センター 

保健福祉局福祉

部高齢福祉課 



 ［略］   

保健福祉局福祉

部年金医療課 

保健福祉局長寿

応援部高齢福祉

課 

保健福祉局長寿

応援部介護保険

課 

 ［略］  

 ［略］  

保健福祉局福祉

部介護保険課   

 ［略］   

保健福祉局福祉

部年金医療課 

 ［略］  

 ［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１０６号 

   さいたま市立病院管理規則の一部を改正する規則 

 さいたま市立病院管理規則（平成１３年さいたま市規則第１４５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１３条関係） 別表第２（第１３条関係） 

 ［略］ 

厚生労働大臣の定める評価

療養、患者申出療養及び選

定療養（平成１８年厚生労

働省告示第４９５号。以下

「厚生労働省告示」という。

）第１条第２号から第３号

の２までに規定する治験に

係る診療のうち、保険外併

用療養費の支給対象外とな

る診療 

診療報酬の算定

方法に準じて治

験依頼者との契

約により算定し

た額 

厚生労働省告示第２条第４

号に規定する初診 

１，８００円

厚生労働省告示第２条第６

号に規定する別に厚生労働

大臣が定めるもの 

診療報酬の算定

方法に基づく点

数に１０円を乗

じて得た額 

産

婦

人

科 

関

係

使

用

料 

 ［略］ 

産じょく検診 ５，５００円

産婦健康診査 ８，８００円

 ［略］ 

 ［略］ 

厚生労働大臣の定める評価

療養及び選定療養（平成１

８年厚生労働省告示第４９

５号）第２条第４号に規定

する初診 

１，８００円

厚生労働大臣の定める評価

療養及び選定療養第１条第

２号及び第３号に規定する

治験期間内の診療のうち、

保険外併用療養費の支給対

象外となる診療の費用 

診療報酬の算定

方法に準じて治

験依頼者との契

約により算定し

た額 

産

婦

人

科

関

係

使

用

料 

 ［略］ 

産じょく検診 ５，５００円

 ［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１０７号 

   さいたま市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則 

第１条 さいたま市屋外広告物条例施行規則（平成１５年さいたま市規則第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 

 （適用除外に係る許可申請等）  （適用除外に係る許可申請等） 

第６条 条例第７条第５項第１号又は第２号に掲げ

る広告物又は掲出物件に係る同項の許可を受けよ

うとする者は、屋外広告物等表示（設置）許可申

請書正副２通に第３条第１項各号に掲げる書類等

を添付して、市長に提出しなければならない。 

第６条 条例第７条第５項の許可を受けようとする

者は、屋外広告物等表示（設置）許可申請書正副

２通に第３条第１項各号に掲げる書類等を添付し

て、市長に提出しなければならない。 

２ 条例第７条第５項第３号に掲げる広告物又は掲

出物件に係る同項の許可を受けようとする者は、

屋外広告物等表示（設置）許可申請書正副２通に

次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなけ

ればならない。 

 第３条第１項各号に掲げる書類等 

 条例第７条第５項第３号に掲げる広告物又は

掲出物件に該当することを証する書類等 

３ 前２項の許可については、第３条第２項の規定

を準用する。 

２ 前項の許可については、第３条第２項の規定を

準用する。 

 （点検項目） 

第１６条の２ 条例第１８条の２第１項の点検は、

広告物又は掲出物件の種類及び特性に応じて、当

該広告物又は掲出物件の基礎部、上部構造、支持

部、取付部等の変形、腐食若しくは緩み、広告板

の変形、腐食若しくは破損、又は照明装置の破損

若しくは変形その他必要な項目について実施する

ものとする。 

 （点検を実施する者） 

第１６条の３ 条例第１８条の２第１項の規則で定

める者は、次に掲げる者とする。 

 条例第２９条第１項第２号から第５号までに

掲げる者 



 屋外広告業の事業者団体が公益目的事業とし

て実施する広告物又は掲出物件の点検に関する

技能講習の修了者 

 前２号に掲げる者のほか、広告物又は掲出物

件の点検を実施するために必要な知識及び技術

を有すると市長が認める者 

 （点検の適用除外） 

第１６条の４ 条例第１８条の２第１項ただし書の

規則で定める広告物又は掲出物件は、次に掲げる

広告物又は掲出物件とする。 

 はり紙、はり札、広告旗、立看板、広告幕（

  つりさげを含む。）、置き看板、アドバルーン

  その他これらに類する軽易な広告物 

 条例第７条第１項、第２項及び第６項に掲げ

る広告物又は掲出物件で、法令の規定により条

例第１８条の２第１項の点検と同程度の点検を

実施することとされているもの 

 前２号に掲げるもののほか、市長が条例第１

８条の２第１項の規定による点検の必要がない

と認めるもの 

 （許可手数料の減免） 

第２０条の２ 条例第２６条第２項の規定により手

数料を減額し、又は免除する場合及びその割合は、

 次に掲げるとおりとする。 

 市長が条例第７条第５項第３号に掲げる広告

物又は掲出物件について、第３条第１項又は第

９条第１項の規定による申請をする場合 １０

０分の１００ 

 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認め

る場合 市長が相当と認める割合 

別表第２（第７条関係） 別表第２（第７条関係） 

 １～３ ［略］  １～３ ［略］ 

 ４ 条例第７条第５項第３号に係る許可の基準 

広告物

の種類 
基準 

全ての

広告物 

１ 周辺の景観に調和した色彩、

意匠等に配慮すること。 

２ 広告物又は掲出物件には、広

告料収入を当該公益上必要な施

設又は物件の設置又は管理に要

する費用に充てる旨が明示され

ていること。 

建

造

物

利

屋

上

利

用

１ 木造建築物を利用する場合 

 総表示面積は、１０平方メ

ートル以下であること。 

 上端の高さは、地上から１ 



用

広

告

広

告

  ２メートル以下であること。 

２ 鉄筋コンクリート造、鉄骨造 

等の建築物を利用する場合 

 表示面積は、建築物の各面

に対してその壁面面積の１０

分の１以下又は総表示面積１

０平方メートル以下であるこ

と。 

 上端の高さは、地上から軒

高の３分の５以下で、かつ、 

  ４８メートル以下であること。

  ただし、軒高の３分の５が１ 

  ２メートルに満たないときは、

  地上から１２メートル以下で

あること。 

３ 壁面から突き出していないこ

と。 

 壁

面

利

用

広

告

１ 総表示面積は、１０平方メー

トル以下であること。 

２ 上端の高さは、軒高以下であ

ること。 

３ 建築物の３階以上の階にある

窓又は開口部の全部又は一部を

ふさいで表示し、又は設置しな

いこと。 

突

出

し

広

告

１ 総表示面積は、６平方メート

ル以下であること。 

２ 上端の高さが壁面の高さを超

える場合は、超える部分の高さ

は壁面からの突出し幅以下であ

ること。 

３ 壁面からの突出し幅は、１．

２メートル以下であること。 

４ 下端の高さは、歩道上にあっ

ては路面から３メートル以上、

車道上にあっては路面から４．

５メートル以上であること。 

建造物

から独

立した

広告 

１ 表示面積は、１０平方メート

ル以下であること。 

２ 上端の高さは、地上から１０

メートル以下であること。 

バス停

上屋利

用広告 

 １面の表示面積は、２平方メー

トル以下であること。 

広告幕

（つり

さげを

含む。

） 

長さが１５メートル以下で、か

つ、幅が１．２メートル以下であ

ること。 

広告旗 １ 表示面積は、２平方メートル

以下であること。 



 ２ 高さは、３メートル以下であ 

 ること。 

３ 道路上に突き出していないこ

と。 

電柱、

街灯柱

その他

電柱に

類する 

ものの

利用広

告 

袖（

そで

）付

広告 

１ 縦の長さが１．２メー

トル以下で、かつ、出幅

が０．６メートル以下で

あること。 

２ 下端の高さは、歩道上

にあっては路面から３メ

ートル以上、車道上にあ

っては路面から４．５メ

ートル以上であること。 

３ 車道寄りの歩道部分に

位置する電柱、街灯柱等

に取り付けられるものに

あっては、歩道の中央部

分に向けて突き出されて

いること。 

巻付

広告 

 上端の高さが地上から３ 

．２メートル以下で、かつ、

下端の高さが地上から１． 

２メートル以上であること。

はり紙、

はり札

及び立

看板 

１ はり紙又ははり札にあっては 

 表示面積は１平方メートル以下、

 立看板にあっては縦（脚部を含

む。）１．８メートル以下及び

横０．６メートル以下であるこ

と。 

２ 同一の場所又は物件に並べて

表示しないこと。 

３ はり札又は立看板には表示し

ようとする者の連絡先が明示さ

れていること。 

置き看

板 

１ 表示面積は、２平方メートル

以下であること。 

２ 上端の高さは、２メートル以

下であること。 

３ 道路上に突き出していないこ

と。 

アーチ

利用広

告 

１ 広告物を掲出したアーチ（支

柱部分を除く。）の上端の高さ

は、歩道上にあっては路面から

５．５メートル以下、車道上に

あっては路面から７．５メート

ル以下であること。 

２ 広告物を掲出したアーチ（支

柱部分を除く。）の下端の高さ

は、歩道上にあっては路面から

３．５メートル以上、車道上に

あっては路面から５メートル以

上であること。 



 ３ アーチの支柱部分に掲出され 

 る広告物の上端の高さは地上か 

 ら３メートル以下、その下端の

高さは地上から１．２メートル

以上であること。 

標識利

用広告 

表示面積は、０．５平方メート

ル以下であること。 

自動車

利用広

告 

次のいずれかに該当するもので

あること。 

 広告宣伝用自動車を利用す

るもの 

  以外のもので、表示面積

が各側部にあっては１平方メ

ートル以下、後部にあっては

０．３平方メートル以下であ

るもの 

第２条 さいたま市屋外広告物条例施行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 

 （表示又は設置の許可申請等）  （表示又は設置の許可申請等） 

第３条 条例第６条の許可を受けようとする者は、

屋外広告物等表示（設置）許可申請書（様式第１

号）正副２通に次に掲げる書類等（条例第１８条

の２第１項ただし書又は同条第２項ただし書に該

当する場合にあっては、第１号から第５号までに

掲げる書類等）を添付して、市長に提出しなけれ

ばならない。 

第３条 条例第６条の許可を受けようとする者は、

屋外広告物等表示（設置）許可申請書（様式第１

号）正副２通に次に掲げる書類等を添付して、市

長に提出しなければならない。ただし、当該許可

申請が、はり紙、はり札、広告旗、立看板その他

軽易な広告物に係るものである場合において市長

が必要がないと認めるとき又は条例第１６条第６

項の規定による届出がされたときは、その書類等

の全部又は一部の添付を省略することができる。

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 第１６条の４第１項に規定する報告書（提出

する日前３月以内に作成したものに限る。） 

２ 前項の許可申請が、はり紙、はり札、広告旗、

立看板その他軽易な広告物に係るものである場合

において市長が必要がないと認めるとき又は条例

第１６条第６項の規定による届出がされたときは、

 前項第１号から第５号までに掲げる書類等の全部

又は一部の添付を省略することができる。 



３ 市長は、第１項の規定による申請に関し許可を

したときは屋外広告物等表示（設置・変更・改造

）許可書（様式第２号）により、許可をしないこ

ととしたときは屋外広告物等表示（設置・変更・

改造）不許可通知書（様式第３号）により前項の

申請書を提出した者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申請に関し許可をし

たときは屋外広告物等表示（設置・変更・改造）

許可書（様式第２号）により、許可をしないこと

としたときは屋外広告物等表示（設置・変更・改

造）不許可通知書（様式第３号）により前項の申

請書を提出した者に通知するものとする。 

 （適用除外に係る許可申請等）  （適用除外に係る許可申請等） 

第６条 条例第７条第５項第１号又は第２号に掲げ

る広告物又は掲出物件に係る同項の許可を受けよ

うとする者は、屋外広告物等表示（設置）許可申

請書正副２通に第３条第１項各号に掲げる書類等

（条例第１８条の２第１項ただし書又は同条第２

項ただし書に該当する場合にあっては、第３条第

１項第１号から第５号までに掲げる書類等）を添

付して、市長に提出しなければならない。 

第６条 条例第７条第５項第１号又は第２号に掲げ

る広告物又は掲出物件に係る同項の許可を受けよ

うとする者は、屋外広告物等表示（設置）許可申

請書正副２通に第３条第１項各号に掲げる書類等

を添付して、市長に提出しなければならない。 

２ 条例第７条第５項第３号に掲げる広告物又は掲

出物件に係る同項の許可を受けようとする者は、

屋外広告物等表示（設置）許可申請書正副２通に

次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 条例第７条第５項第３号に掲げる広告物又は掲

出物件に係る同項の許可を受けようとする者は、

屋外広告物等表示（設置）許可申請書正副２通に

次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなけ

ればならない。 

 第３条第１項各号に掲げる書類等（条例第１

８条の２第１項ただし書又は同条第２項ただし

書に該当する場合にあっては、第３条第１項第

１号から第５号までに掲げる書類等） 

 第３条第１項各号に掲げる書類等 

 ［略］    ［略］ 

３ 前２項の許可については、第３条第３項の規定

を準用する。 

３ 前２項の許可については、第３条第２項の規定

を準用する。 

 （許可の期間の更新申請等）  （許可の期間の更新申請等） 

第９条 条例第１２条第３項の規定により許可の期

間の更新を受けようとする者は、屋外広告物等許

可期間更新申請書（様式第４号）正副２通に次に

掲げる書類等（第１６条の３に規定する広告物又

は掲出物件にあっては、第１号及び第２号に掲げ

る書類等）を添付して、市長に提出しなければな

らない。 

第９条 条例第１２条第３項の規定により許可の期

間の更新を受けようとする者は、屋外広告物等許

可期間更新申請書（様式第４号）正副２通に次に

掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければ

ならない。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 第１６条の４第１項に規定する報告書（提出

する日前３月以内に作成したものに限る。） 

 条例第１８条第２項に規定する広告物又は掲

出物件にあっては、第１６条第１項に規定する

報告書（提出する日前３月以内に作成したもの

に限る。） 

 点検者が屋外広告士又は第１６条の２各号の

いずれかに該当する者であることを証する書面

又はその写し 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （変更等の許可申請等）  （変更等の許可申請等） 

第１０条 ［略］ 第１０条 ［略］ 



２ 前項の許可については、第３条第３項の規定を

準用する。 

２ 前項の許可については、第３条第２項の規定を

準用する。 

  （広告物等点検報告書） 

 第１６条 条例第１８条第４項に規定する報告は、

屋外広告物等点検報告書（様式第１１号）を市長

に提出して行うものとする。 

 ２ 前項の報告書は、条例第１８条第２項の規定に

より管理する者が置かれているときは、その者が

点検し、作成するものとする。 

第１６条 ［略］ 第１６条の２ ［略］ 

第１６条の２ ［略］ 第１６条の３ ［略］ 

第１６条の３ ［略］ 第１６条の４ ［略］ 

 （屋外広告物等点検報告書） 

第１６条の４ 条例第１８条の２第４項に規定する

報告は、屋外広告物等点検報告書（様式第１１号

）を市長に提出して行うものとする。 

２ 前項の報告書は、条例第１８条第２項の規定に

より管理する者が置かれているときは、その者が

点検し、作成するものとする。 

 様式第１１号を次のように改める。



様式第１１号（第１６条の４関係） 

屋外広告物等点検報告書 

年  月  日   

  （宛先）さいたま市長 

報告者 住  所 

氏  名                    

電話番号 

（法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

現在の許可番号      年  月  日付け      第       号 

表示・設置の場所  

設 置 数  点 検 年 月 日     年  月  日 

点 検 者 

氏  名  

住  所  

電話番号  

資格名称  

点検

箇所 
点  検  項  目 

異常の 

有無 
改善の概要 

上
部
構
造

基
礎
部
・

１ 上部構造全体の傾斜、ぐらつき 有 無  

２ 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱のぐ

らつき 
有 無  

３ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 有 無  

支
持
部

１ 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙

間 
有 無  

２ 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）の緩み、欠落 有 無  

取
付
部

１ アンカーボルト・取付け部プレートの腐食・変形 有 無  

２ 溶接部の劣化、コーキングの劣化等 有 無  

３ 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 有 無  

広
告
板

１ 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等

の欠落
有 無  

２ 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、

 欠損
有 無  

３ 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり 有 無  

照
明
装
置

１ 照明装置の不点灯、不発光 有 無  

２ 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 有 無  

３ 周辺機器の劣化、破損 有 無  

そ

の

他

１ 付属部材の腐食、破損 有 無  

２ 避雷針の腐食、損傷 有 無  

３ その他点検した事項（            ） 有 無  

 注 



   附 則 

この規則は、平成２９年１２月１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。 



さいたま市規則第１０８号 

さいたま市立病院管理規則の一部を改正する規則 

さいたま市立病院管理規則（平成１３年さいたま市規則第１４５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１３条関係） 別表第２（第１３条関係）

［略］

厚生労働省告示第２条第

４号に規定する初診のう

ち、医師である保険医に

よる初診

５，０００円

厚生労働省告示第２条第

４号に規定する初診のう

ち、歯科医師である保険

医による初診

３，０００円

厚生労働省告示第２条第

５号に規定する再診のう

ち、医師である保険医に

よる再診

２，５００円

厚生労働省告示第２条第

５号に規定する再診のう

ち、歯科医師である保険

医による再診

１，５００円

［略］

［略］

厚生労働省告示第２条第

４号に規定する初診 

１，８００円

［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

附 則 

この規則は、平成２９年１２月１日から施行する。 



さいたま市規則第１０９号 

さいたま市公舎貸与規則の一部を改正する規則 

さいたま市公舎貸与規則（平成１３年さいたま市規則第２５６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条関係） 別表（第５条関係） 

名称 所在地 使用料（月額）

仲町３丁目公舎 さいたま市浦

和区仲町３丁

目９番１１号

３４，８４０円

名称 所在地 使用料（月額）

仲町３丁目公舎 さいたま市浦

和区仲町３丁

目１３番１９

号 

４，２７２円

附 則 

この規則は、平成２９年１２月１日から施行する。 



さいたま市規則第１１０号 

さいたま市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

さいたま市市営住宅条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第２２５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）

１ 公営住宅 １ 公営住宅

名称 位置 戸数 規 格 棟番

号又

は部

屋番

号

共同

施設

等の

種類

建設

年度

構造

 ［略］

峰岸

住宅

［略

］

３０

戸

平成

５年

度

鉄筋

５階

建

Ａ棟 ［略

］

４５

戸

平成

２９

年度

鉄筋

５階

建

Ｂ棟 

３５

戸

平成

２９

年度

鉄筋

５階

建

Ｃ棟 

３５

戸

平成

２９

年度

鉄筋

５階

建

Ｄ棟 

 ［略］

名称 位置 戸数 規 格 棟番

号又

は部

屋番

号

共同

施設

等の

種類

建設

年度

構造

 ［略］

峰岸

住宅

［略

］

３０

戸

平成

５年

度

鉄筋

５階

建

Ａ棟 ［略

］

 ［略］

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

別表第２（第３１条関係） 別表第２（第３１条関係） 

駐車場名 使用料（１区画当たり

月額） 

 ［略］ 

浮谷住宅駐車場  ［略］ 

駐車場名 使用料（１区画当たり

月額） 

 ［略］ 

浮谷住宅駐車場  ［略］ 



峰岸住宅駐車場 ５，０００円

附 則 

この規則は、平成２９年１２月１日から施行する。 



さいたま市規則第１１１号 

   さいたま市市長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 

さいたま市市長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年さいたま市規則第１５２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、第５条関係） 別表第１（第３条、第５条関係） 

施設区分 施設名 

 ［略］  

屋外スポー  ［略］ 

ツ施設 さいたま市宝来グラウンド・ゴ

ルフ場条例（平成２９年さいた

ま市条例第２６号）第１条に規

定するさいたま市宝来グラウン

ド・ゴルフ場 

 ［略］  

その他施設  ［略］ 

 さいたま市子ども家庭総合セン

ター条例（平成２９年さいたま

市条例第２８号）第１条に規定

するさいたま市子ども家庭総合

センター 

施設区分 施設名 

 ［略］  

屋外スポー  ［略］ 

ツ施設  

 ［略］  

その他施設  ［略］ 

別表第２保養施設の項及び屋外スポーツ施設及び屋内スポーツ施設の項を次のよう

に改める。 

保養施設 個人 市内 利用しようとする

日（以下「利用日

」という。）の属

する月（以下「利

用月」という。）

の３月前の１日か

ら１０日まで 

抽選の申込

みをした日

の属する月

（以下「抽

選申込月」

という。）

の１２日 

抽選申込月の

１３日から２

０日まで 

抽選申込月の２１日から

利用日の７日前まで 

  市外 抽選による申込みなし。 利用月の３月前の２１日 



    から利用日の７日前まで 

屋外スポーツ施設及び屋

内スポーツ施設 

個人

又は

団体 

市内 利用月の３月前の

１日から８日まで

抽選申込月

の１０日 

抽選申込月の

１１日から２

０日まで 

抽選申込月の２２日から

利用日の前日まで（さい

たま市宝来グラウンド・

ゴルフ場にあっては、１

０日前まで） 

  市外 抽選による申込みなし。 利用月の２月前の１日か

ら利用日の前日まで（さ

いたま市宝来グラウンド 

・ゴルフ場にあっては、

１０日前まで） 

別表第２その他施設の項を次のように改める。 

その

他施

設 

さいたま市男女共

同参画推進センタ

ーを利用する場合

団体 市内 利用月の３月前の

１日から５日まで

抽選申込月

の６日 

抽選申込月の

７日から１３

日まで 

抽選申込月の１４日から

利用日の１０日前まで 

   市外 抽選による申込みなし。 利用月の２月前の１日か

ら利用日の１０日前まで 

 さいたま市産業振

興会館を利用する

場合 

団体 市内 利用月の３月前の

１日から５日まで

抽選申込月

の６日 

抽選申込月の

７日から１３

日まで 

抽選申込月の１４日から

利用日の１０日前まで 

 さいたま市産業文

化センターを利用

する場合 

個人

又は

団体 

市内 利用月の３月前の

１日から５日まで

抽選申込月

の６日 

抽選申込月の

７日から１３

日まで 

抽選申込月の１４日から

利用日の前日まで 

   市外 抽選による申込みなし。 利用月の２月前の１日か

ら利用日の前日まで 

 さいたま市子ども

家庭総合センター

を利用する場合 

団体 市内 利用月の３月前の

１日から５日まで

抽選申込月

の６日 

抽選申込月の

７日から１３

日まで 

抽選申込月の１４日から

利用日の前日まで 

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１１条関係） 別表第３（第１１条関係） 

施設区分 
帳票を使用する

行為 
帳票名 

 ［略］  

屋外スポー

ツ施設、屋

内スポーツ

施設、コミ

ュニティ施

設及びその

他施設（さ 

 ［略］ 

施設区分 
帳票を使用する

行為 
帳票名 

 ［略］  

屋外スポー

ツ施設、屋

内スポーツ

施設、コミ

ュニティ施

設及びその

他施設 

 ［略］ 



いたま市子

ども家庭総

合センター

を除く。） 

文化施設  ［略］ 

その他施設 

（さいたま

市子ども家

庭総合セン 

ターに限る。

利用の許可に係

る申請及び利用

の許可に係る事

項の変更の許可

に係る申請 

利用（変更）許

可申請書（様式

第１４号） 

） 利用の許可及び

利用の許可に係

る事項の変更の

許可 

利用（変更）許

可書（様式第１

５号） 

文化施設  ［略］ 

様式第６号及び様式第７号を次のように改める。



様式第６号（別表第３関係） 

予約番号 

利用許可申請書（一般） 

発行日   年  月  日

（宛先）さいたま市長 

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７号（別表第３関係） 

予約番号 

利用変更許可申請書（一般） 

発行日   年   月  日

（宛先）さいたま市長 

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８号（別表第３関係） 様式第８号（別表第３関係） 

 ［略］  ［略］ 

利用許可書兼領収書（一般） 利用許可書兼領収書（一般） 

 ［略］  ［略］ 

申請者 団 体 名 申請者 団 体 名 

     氏  名     氏  名 

                住  所 

           さいたま市長    印     電話番号  さいたま市長    印 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］   ［略］  ［略］   ［略］ 

様式第９号（別表第３関係） 様式第９号（別表第３関係） 

 ［略］  ［略］ 

利用変更許可書兼領収書（一般） 利用変更許可書兼領収書（一般） 

 ［略］  ［略］ 

申請者 団 体 名 申請者 団 体 名 

     氏  名      氏  名 

                 住  所 

           さいたま市長    印      電話番号  さいたま市長    印 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

   ［略］    ［略］ 

 様式第１０号及び様式第１１号を次のように改める。  



様式第１０号（別表第３関係） 

予約番号 

利用許可申請書（文化） 

発行日   年   月  日

（宛先）さいたま市長 

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 

催物の詳細 開場  開演 終演  利用目的 

詳細時間 準備 

担当者 電話番号 

利 用 日 開始 終了 施設名 利用人数 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 

納入期限 合計使用料 

備  考 

許可条件 

署名 

予約受付日 



様式第１１号（別表第３関係）
予約番号 

利用変更許可申請書（文化） 

発行日   年   月  日

（宛先）さいたま市長 

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 

催物の詳細 開場 開演 終演  利用目的 

詳細時間 準備 

担当者 電話番号 

（変更前） （変更後） 

利 用 日 開始 終了 施設名 利用人数基本使用料利 用 日 開始 終了 施設名 利用人数基本使用料

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 

納入期限 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１２号（別表第３関係） 様式第１２号（別表第３関係） 

 ［略］  ［略］ 

利用許可書兼領収書（文化） 利用許可書兼領収書（文化） 

 ［略］  ［略］ 

申請者 団 体 名 申請者 団 体 名 

     氏  名      氏  名 

                 住  所 

           さいたま市長    印      電話番号  さいたま市長    印 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

   ［略］    ［略］ 

様式第１３号（別表第３関係） 様式第１３号（別表第３関係） 

 ［略］  ［略］ 

利用変更許可書兼領収書（文化） 利用変更許可書兼領収書（文化） 

 ［略］  ［略］ 

申請者 団 体 名 申請者 団 体 名 

     氏  名      氏  名 

                 住  所 

           さいたま市長    印      電話番号  さいたま市長    印 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

   ［略］    ［略］ 

 様式第１３号の次に次の２様式を加える。



様式第１４号（別表第３関係） 

予約番号 

利用（変更）許可申請書 

発行日   年  月 日

（宛先）さいたま市長 

申請者 団 体 名 

氏  名 

住  所 

電話番号 

次のとおり利用（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 



様式第１５号（別表第３関係）

予約番号

利用（変更）許可書 

発行日   年  月 日

申請者 団 体 名 

代表者氏名 

さいたま市長     印

次のとおり利用（変更）の許可をします。 

催物名 

利用目的 

担当者 電話番号

利用日 開始 終了 施設名 利用人数

備  考 

許可条件 



附 則 

 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

 様式第６号及び様式第７号の改正規定、様式第８号及び様式第９号の改正、様

式第１０号及び様式第１１号の改正規定並びに様式第１２号及び様式第１３号の

改正 平成２９年１２月１日 

 別表第１屋外スポーツ施設の項の改正並びに別表第２保養施設の項及び屋外ス

ポーツ施設及び屋内スポーツ施設の項の改正規定 平成３０年１月４日 

 別表第１その他施設の項の改正、別表第２その他施設の項の改正規定、別表第

３の改正及び様式第１３号の次に２様式を加える改正規定 平成３０年４月１日 



さいたま市規則第１１２号 

   さいたま市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則 

 さいたま市介護保険条例施行規則（平成１３年さいたま市規則第１３１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 

 （高額介護サービス費等の支給申請）  （高額介護サービス費等の支給申請） 

第２２条 ［略］ 第２２条 ［略］ 

２ 省令附則第３３条又は省令附則第３８条に規定

する申請は、介護保険基準収入額適用申請書（様

式第１８号の２）により行うものとする。 

２ 省令第８３条の２の３又は省令第９７条の２の

２に規定する申請は、介護保険基準収入額適用申

請書（様式第１８号の２）により行うものとす

る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


