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１４
さいたま市水道局企業職員就業規程の一部を改正する規

程
平成２９年１１月３０日

１５
さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程等の一部

を改正する規程
平成２９年１２月２８日



さいたま市水道局企業管理規程第１４号 

さいたま市水道局企業職員就業規程の一部を改正する規程 

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

２３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （休憩時間） （休憩時間） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

 ２ 職務の性質により前項の規定によることができ

ない職員の休憩時間は、別に定めるものとする。

（勤務時間等の特例） （勤務時間等の特例） 

第９条 ［略］ 第９条 ［略］ 

２ 前項に定めるもののほか、管理者は、職員が勤

務の特殊性その他の事由により、特別の形態によ

って勤務する必要があると認めるときは、当該職

員に係る勤務時間の割振り及び休憩時間を別に定

めることができる。 

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

第１２条 ［略］ 第１２条 ［略］ 

２～９ ［略］ ２～９ ［略］ 

１０ 前各項（第２項並びに第６項第４号及び第５

号を除く。）の規定は、第１９条第１項に規定す

る日常生活を営むのに支障がある者（以下「要介

護者」という。）を介護する職員について準用す

る。この場合において、第１項中「小学校就学の

始期に達するまでの子（民法（明治２９年法律第

８９号）第８１７条の２第１項の規定により職員

が当該職員との間における同項に規定する特別養

子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（

当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属して

いる場合に限る。）であって、当該職員が現に監

護するもの又は児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法

第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である

職員に委託されている児童若しくは同法第６条の

１０ 前各項（第２項並びに第６項第４号及び第５

号を除く。）の規定は、第１９条第１項に規定す

る日常生活を営むのに支障がある者（以下「要介

護者」という。）を介護する職員について準用す

る。この場合において、第１項中「小学校就学の

始期に達するまでの子（民法（明治２９年法律第

８９号）第８１７条の２第１項の規定により職員

が当該職員との間における同項に規定する特別養

子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（

当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属して

いる場合に限る。）であって、当該職員が現に監

護するもの又は児童福祉法（昭和２２年法律第１

６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法

第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である

職員に委託されている児童若しくは同法第６条の



４第１号に規定する養育里親である職員（児童の

親その他の同法第２７条第４項に規定する者の意

に反するため、同項の規定により、同法第６条の

４第２号に規定する養子縁組里親として当該児童

を委託することができない職員に限る。）に同法

第２７条第１項第３号の規定により委託されてい

る当該児童を含む。第１９条を除き、以下同じ。

）のある職員（職員の配偶者で当該子の親である

ものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５時ま

での間をいう。以下この項において同じ。）にお

いて常態として当該子を養育することができるも

のとして次項に定める者に該当する場合における

当該職員を除く。）が、当該子を養育する」とあ

るのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を

介護する」と、「深夜における」とあるのは「深

夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をい

う。）における」と、第６項第１号中「子」とあ

るのは「要介護者」と、同項第２号中「子が離縁

又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員

の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該

請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同

項第３号中「子」とあるのは「要介護者」と、同

項第６号中「、第２号又は前号」とあるのは「又

は第２号」と、「子のある職員」とあるのは「要

介護者のある職員」と読み替えるものとする。 

４第１号に規定する養育里親である職員（児童の

親その他の同法第２７条第４項に規定する者の意

に反するため、同項の規定により、同法第６条の

４第２号に規定する養子縁組里親として当該児童

を委託することができない職員に限る。）に同法

第２７条第１項第３号の規定により委託されてい

る当該児童）を含む。第１９条を除き、以下同じ。

）のある職員（職員の配偶者で当該子の親である

ものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５時ま

での間をいう。以下この項において同じ。）にお

いて常態として当該子を養育することができるも

のとして次項に定める者に該当する場合における

当該職員を除く。）が、当該子を養育する」とあ

るのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を

介護する」と、「深夜における」とあるのは「深

夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をい

う。）における」と、第６項第１号中「子」とあ

るのは「要介護者」と、同項第２号中「子が離縁

又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員

の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該

請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同

項第３号中「子」とあるのは「要介護者」と、同

項第６号中「、第２号又は前号」とあるのは「又

は第２号」と、「子のある職員」とあるのは「要

介護者のある職員」と読み替えるものとする。 

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

第１２条の２ ［略］ 第１２条の２ ［略］ 

２～７ ［略］ ２～７ ［略］ 

８ 第１項又は第２項の規定による請求がされた後

時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号の

いずれかの事由が生じた場合には、当該請求はさ

れなかったものとみなす。 

８ 第１項又は第２項の規定による請求がされた後

時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号の

いずれかの事由が生じた場合には、当該請求はさ

れなかったものとみなす。 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 

第１号、第２号又は前号に掲げる場合のほか、

当該請求をした職員がそれぞれ第１項又は第２

項に規定する子のある職員に該当しなくなった

場合 

第１号、第２号又は前号に掲げる場合のほか、

当該請求をした職員がそれぞれ第１項第又は第

２項に規定する子のある職員に該当しなくなっ

た場合 

   附 則 

この規程は、平成２９年１２月１日から施行する。ただし、第１２条第１０項及び

第１２条の２第８項の改正規定は、公布の日から施行する。 



さいたま市水道局企業管理規程第１５号 

   さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程 

 （さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一部改正） 

第１条 さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程（平成１３年さいたま市水道

部企業管理規程第２８号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２２条 ［略］ 第２２条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額（それぞれそ

の基準日現在（退職し、若しくは失職し、又は死

亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、

又は死亡した日現在。以下この項及び附則第２６

項第４号において同じ。）において受けるべき給

料（育児短時間勤務職員等の給料月額にあっては、

その月額を算出率で除して得た額）の月額及び扶

養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月

額の合計額をいう。）に、その職員の勤務期間に

よる割合（以下「期間率」という。）に勤務成績

による割合（以下「成績率」という。）を乗じて

得た割合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、管理者が支給する勤勉手当の額の総額は、次

の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める額を超えてはならない。 

５ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額（それぞれそ

の基準日現在（退職し、若しくは失職し、又は死

亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、

又は死亡した日現在。以下この項及び附則第２６

項第４号において同じ。）において受けるべき給

料（育児短時間勤務職員等の給料月額にあっては、

その月額を算出率で除して得た額）の月額及び扶

養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月

額の合計額をいう。）に、その職員の勤務期間に

よる割合（以下「期間率」という。）に勤務成績

による割合（以下「成績率」という。）を乗じて

得た割合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、管理者が支給する勤勉手当の額の総額は、次

の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める額を超えてはならない。 

 第１項の職員のうち再任用職員以外の職員 

当該職員の勤勉手当基礎額に１００分の９５（

特定管理職員にあっては、１００分の１１５）

を乗じて得た額の総額 

 第１項の職員のうち再任用職員以外の職員 

当該職員の勤勉手当基礎額に１００分の８５（

特定管理職員にあっては、１００分の１０５）

を乗じて得た額の総額 

 第１項の職員のうち再任用職員 当該再任用

職員の勤勉手当基礎額に１００分の４５（特定

管理職員にあっては、１００分の５５）を乗じ

て得た額の総額 

 第１項の職員のうち再任用職員 当該再任用

職員の勤勉手当基礎額に１００分の４０（特定

管理職員にあっては、１００分の５０）を乗じ

て得た額の総額 

６～１０ ［略］ ６～１０ ［略］ 



１１ 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応

じて、当該各号に定める割合の範囲内で、管理者

が定めるものとする。 

１１ 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応

じて、当該各号に定める割合の範囲内で、管理者

が定めるものとする。 

 再任用職員以外の職員 １００分の１００（

特定管理職員にあっては、１００分の１２０）

 再任用職員以外の職員 １００分の９０（特

定管理職員にあっては、１００分の１１０） 

 再任用職員 １００分の４５（特定管理職員

にあっては、１００分の５５） 

 再任用職員 １００分の４０（特定管理職員

にあっては、１００分の５０） 

１２ ［略］ １２ ［略］ 

附 則 附 則 

１～２８ ［略］ １～２８ ［略］ 

２９ 附則第２６項の規定が適用される間、第２２

条第５項第１号に定める額は、同号の規定にかか

わらず、同号の規定により算出した額から、同号

に掲げる職員で附則第２６項の規定により給与が

減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額

に１００分の１．４２５（特定管理職員にあって

は、１００分の１．７２５）を乗じて得た額（最

低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額

基礎額に１００分の９５（特定管理職員にあって

は、１００分の１１５）を乗じて得た額）の総額

に相当する額を減じた額とする。 

２９ 附則第２６項の規定が適用される間、第２２

条第５項第１号に定める額は、同号の規定にかか

わらず、同号の規定により算出した額から、同号

に掲げる職員で附則第２６項の規定により給与が

減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額

に１００分の１．２７５（特定管理職員にあって

は、１００分の１．５７５）を乗じて得た額（最

低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額

基礎額に１００分の８５（特定管理職員にあって

は、１００分の１０５）を乗じて得た額）の総額

に相当する額を減じた額とする。 

３０～３３ ［略］ ３０～３３ ［略］ 

第２条 さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を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） （勤勉手当） 

第２２条 ［略］ 第２２条 ［略］ 

２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

５ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額（それぞれそ

の基準日現在（退職し、若しくは失職し、又は死

亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、

又は死亡した日現在。以下この項及び附則第２６

項第４号において同じ。）において受けるべき給

料（育児短時間勤務職員等の給料月額にあっては、

その月額を算出率で除して得た額）の月額及び扶

養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月

額の合計額をいう。）に、その職員の勤務期間に

５ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額（それぞれそ

の基準日現在（退職し、若しくは失職し、又は死

亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、

又は死亡した日現在。以下この項及び附則第２６

項第４号において同じ。）において受けるべき給

料（育児短時間勤務職員等の給料月額にあっては、

その月額を算出率で除して得た額）の月額及び扶

養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月

額の合計額をいう。）に、その職員の勤務期間に



よる割合（以下「期間率」という。）に勤務成績

による割合（以下「成績率」という。）を乗じて

得た割合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、管理者が支給する勤勉手当の額の総額は、次

の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める額を超えてはならない。 

よる割合（以下「期間率」という。）に勤務成績

による割合（以下「成績率」という。）を乗じて

得た割合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、管理者が支給する勤勉手当の額の総額は、次

の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定

める額を超えてはならない。 

 第１項の職員のうち再任用職員以外の職員 

当該職員の勤勉手当基礎額に１００分の９０（

特定管理職員にあっては、１００分の１１０）

を乗じて得た額の総額 

 第１項の職員のうち再任用職員以外の職員

当該職員の勤勉手当基礎額に１００分の９５（

特定管理職員にあっては、１００分の１１５）

を乗じて得た額の総額 

 第１項の職員のうち再任用職員 当該再任用

職員の勤勉手当基礎額に１００分の４２．５（

特定管理職員にあっては、１００分の５２．５

）を乗じて得た額の総額 

 第１項の職員のうち再任用職員 当該再任用

職員の勤勉手当基礎額に１００分の４５（特定

管理職員にあっては、１００分の５５）を乗じ

て得た額の総額 

６～１０ ［略］ ６～１０ ［略］ 

１１ 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応

じて、当該各号に定める割合の範囲内で、管理者

が定めるものとする。 

１１ 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応

じて、当該各号に定める割合の範囲内で、管理者

が定めるものとする。 

 再任用職員以外の職員 １００分の９５（特

定管理職員にあっては、１００分の１１５） 

 再任用職員以外の職員 １００分の１００（

特定管理職員にあっては、１００分の１２０）

 再任用職員 １００分の４２．５（特定管理

職員にあっては、１００分の５２．５） 

 再任用職員 １００分の４５（特定管理職員

にあっては、１００分の５５） 

１２ ［略］ １２ ［略］ 

（さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正 

） 

第３条 さいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程（平成

２８年さいたま市水道局企業管理規程第１０号）の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を 

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

１～５ ［略］ １～５ ［略］ 

（平成３０年３月３１日までの間における地域手

当の特例） 

（平成３０年３月３１日までの間における地域手

当の特例） 

６ 切替日から平成３０年３月３１日までの間、こ

の規程による改正後の給与規程第１０条第１項の

６ 切替日から平成３０年３月３１日までの間、こ

の規程による改正後の給与規程第１０条第１項の



規定の適用については、同項中「１００分の１５

」とあるのは、「１００分の１４．２６」とする。

規定の適用については、同項中「１００分の１５

」とあるのは、「１００分の１４」とする。 

７ ［略］ ７ ［略］ 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程中第１条及び第３条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成３０年

４月１日から施行する。 

 （適用） 

２ 第１条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程（以

下「改正後の給与規程」という。）第２２条第５項及び第１１項並びに附則第２９

項の規定は、平成２９年１２月１日から適用する。 

３ 第３条の規定による改正後のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一

部を改正する規程（以下「改正後の一部改正規程」という。）附則第６項の規定は、

平成２９年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

４ 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前

のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された勤勉

手当は、改正後の給与規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。 

５ 改正後の一部改正規程の規定を適用する場合においては、第３条の規定による改

正前のさいたま市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程附則第

６項の規定により読み替えて適用するさいたま市水道局企業職員の給与に関する規

程第１０条第１項の規定に基づいて支給された地域手当は、改正後の一部改正規程

の規定により読み替えて適用する同項の規定による地域手当の内払とみなす。 

 （その他） 

６ 前２項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理

者が別に定める。 


