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水道局企業管理規程名 公布年月日

水道局企業管理規程

第 １ 号

さいたま市水道局事務分掌規程の一部を改

正する規程
令和２年３月２７日

水道局企業管理規程

第 ２ 号

さいたま市水道局事務専決規程の一部を改

正する規程
令和２年３月２７日

水道局企業管理規程

第 ３ 号

さいたま市水道局会計規程の一部を改正す

る規程
令和２年３月２７日

水道局企業管理規程

第 ４ 号

さいたま市水道局会計規程の一部を改正す

る規程
令和２年３月２７日

水道局企業管理規程

第 ５ 号

さいたま市水道局契約事務規程の一部を改

正する規程
令和２年４月１日

水道局企業管理規程

第 ６ 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
令和２年４月１日

水道局企業管理規程

第 ７ 号

さいたま市水道局企業職員服務規程の一部

を改正する規程
令和２年４月１日

水道局企業管理規程

第 ８ 号

さいたま市水道局特定非常勤職員等の公務

災害等に伴う休業補償等に関する規程の一

部を改正する規程

令和２年４月１日

水道局企業管理規程

第 ９ 号

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
令和２年４月１日

水道局企業管理規程

第 １ ０ 号

さいたま市給水条例施行規程の一部を改正

する規程
令和２年４月１日



   さいたま市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程 

 さいたま市水道局事務分掌規程（平成１５年さいたま市水道部企業管理規程第５号

）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

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

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （分掌事務）  （分掌事務） 

第３条 局の分掌事務は、おおむね次のとおりとす

る。 

第３条 局の分掌事務は、おおむね次のとおりとす

る。 

 業務部  業務部 

  水道総務課   水道総務課 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 会計年度任用職員の任用に関すること。  臨時職員の雇用に関すること。 

  ～(30) ［略］   ～(30) ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

  営業課   営業課 

～  ［略］  ～  ［略］ 

 水道料金システムの運用等に関すること。  営業オンラインシステムの運用等に関するこ

と。 

～  ［略］   ～  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

   附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

さいたま市水道局企業管理規程第１号



   さいたま市水道局事務専決規程の一部を改正する規程 

 さいたま市水道局事務専決規程（平成１５年さいたま市水道部企業管理規程第６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） 

共通専決事項 共通専決事項 

 １～５ ［略］  １～５ ［略］ 

 ６ 工事の執行  ６ 工事の執行 

専決事項 課長 部長 局長 

１ 工事の依頼及び 

 承諾に関すること。

 〇 

２ 設計図書の承認

に関すること。 

 〇  

３ 設計変更の決定

に関すること。 

 重要なもの 

 軽微なもの 〇 

〇 

４ 工期延期の決定

に関すること。 

 〇  

５ 工事完成の通知

及び工事検査の報

告に関すること。 

 〇  

専決事項 課長 部長 局長 

１ 工事依頼書の決

定及び受理に関す

ること。 

 〇 

２ 設計施工の承認

に関すること。 

 〇  

３ 工事完成通知書

及び工事結果の報

告の受理に関する

こと。 

 〇  

４ 諸届等に関する

こと。 

 承認 

 受理 〇 

〇 

５ 着手の延期、中

止及びこれらの解

除の決定に関する

こと。 

支出負担行為の決定に

同じ。 

６ 工期の延長をす

ること。 

支出負担行為の決定に

同じ。 

７ 設計変更の決定

をすること。 

支出負担行為の決定に

同じ。 
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６ ［略］ 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

９ ［略］ 

１０ その他諸届に

関すること。 

〇   

８ ［略］ 

９ ［略］ 

１０ ［略］ 

１１ ［略］ 

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

個別専決事項 個別専決事項 

業務部  

課所名 専決事項 課

長 

部

長 

局

長 

水道総

務課 

１～９ ［略］ 

１０ 会計年度任

用職員を任免

すること。 

１１～２２ ［略］

〇 

 ［略］ 

業務部  

課所名 専決事項 課

長 

部

長 

局

長 

水道総

務課 

１～９ ［略］ 

１０ 臨時職員を 

任免すること。

１１～２２ ［略］

〇 

 ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

   附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 



   さいたま市水道局会計規程の一部を改正する規程 

 さいたま市水道局会計規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第３１号）

の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

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

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （収納金の取扱い） 

第２８条 ［略］ 

２～４ ［略］ 

５ 企業出納員は、自ら収納した現金又は第１項の

規定により引継ぎを受けた現金を、翌日までに出

納取扱金融機関に預け入れなければならない。た

だし、やむを得ない事情がある場合は、管理者の

承認を得て、翌々日に預け入れることができる。 

６ ［略］ 

７ 第１項及び第５項に規定する翌日並びに同項た

だし書に規定する翌々日が、市の休日に当たると

きは、その日後において、その日に最も近い市の

休日以外の日とする。 

 （収納金の取扱い） 

第２８条 ［略］ 

２～４ ［略］ 

５ 企業出納員は、自ら収納した現金又は第１項の

規定により引継ぎを受けた現金を、翌日までに預

入金通知書により出納取扱金融機関に預け入れな

ければならない。 

６ ［略］ 

７ 第１項及び第５項に規定する翌日が、市の休日

に当たるときは、その日後において、その日に最

も近い市の休日以外の日とする。 

   附 則 

 この規程は、令和２年３月３１日から施行する。 
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   さいたま市水道局会計規程の一部を改正する規程 

 さいたま市水道局会計規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第３１号）

の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

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

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （会計伝票の整理）  （会計伝票の整理） 

第１６条 水道財務課長は、会計伝票を次の各号に

掲げる伝票の区分に応じ、当該各号に定める日ご

とに毎日集計整理しなければならない。 

第１６条 水道財務課長は、毎日会計伝票を集計整

理し、次の各号に掲げる伝票の区分に応じ、当該

各号に定める日付記帳印を押さなければならない。

 収入伝票及び支出伝票 現金出納日  収入及び支出伝票 現金出納日 

 振替伝票 振替事由の発生した日    振替伝票 振替事由の発生した日。ただし、

これにより難い場合には、伝票を受理した日と

することができる。 

 （資金前渡の範囲）  （資金前渡の範囲） 

第３９条 令第２１条の５第１項第１５号の規定に

より資金を前渡することができる経費は、次に掲

げるものとする。 

第３９条 令第２１条の５第１項第１５号の規定に

より資金を前渡することができる経費は、次に掲

げるものとする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 賃金 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

   附 則 

さいたま市水道局企業管理規程第４号



 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 



   さいたま市水道局契約事務規程の一部を改正する規程 

 さいたま市水道局契約事務規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第３４

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 

 （契約書の作成） 

第２条 ［略］ 

２ 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければ

ならない。ただし、契約の性質又は目的により該

当のない事項については、この限りでない。 

  ～  ［略］ 

 契約不適合責任 

  ・  ［略］ 

 （契約書の作成） 

第２条 ［略］ 

２ 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければ

ならない。ただし、契約の性質又は目的により該

当のない事項については、この限りでない。 

～  ［略］ 

 かし担保責任 

・  ［略］ 

 （履行遅滞の場合における損害金） 

第１３条 管理者は、契約の相手方（前条の規定に

 より履行期限の延長を認められた者を除く。）が、

 契約の履行を遅延したときは、契約金額から請負

契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既

納部分に相応する契約金額を控除した額につき、

遅延日数に応じ、契約締結日における政府契約の

支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第

２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣

が決定する率を乗じて得た額を損害金として徴収

する。ただし、契約の相手方の責めに帰すること

ができない事由によるものであるときは、この限

りでない。 

 （履行遅延の場合における損害金） 

第１３条 管理者は、契約の相手方（前条の規定に

より履行期限の延長を認められた者を除く。）が、

 正当な理由がないのに契約の履行を遅延したとき

は、契約金額から請負契約に係る既済部分又は物

件の買入契約に係る既納部分に相応する契約金額

を控除した額につき、遅延日数に応じ、年２．７

パーセントの割合で計算した額を損害金として徴

収する。 

 （催告による契約の解除） 

第１６条 管理者は、契約の相手方がその契約を履

行しない場合において、相当の期間を定めてその

履行の催告をし、その期間内に履行がないときは

契約を解除することができる。ただし、その期間

を経過した時における契約の不履行がその契約及

び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、

この限りでない。 

 （契約の解除） 

第１６条 管理者は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、当該契約を解除することができる。 

 契約の相手方が正当な理由なく契約の履行期

限を過ぎても履行に着手しないとき。 

さいたま市水道局企業管理規程第５号



２ ［略］ 

 契約の相手方がその責めに帰すべき理由によ

り履行期限内に契約を履行しないとき又は契約

を履行する見込みがないと明らかに認められる

とき 

 契約の相手方から契約解除の申し出があり､

その事由を正当と認めたとき。 

 前３号に掲げる場合のほか、契約の締結又は

履行に関し不正な行為があったとき。 

２ ［略］ 

 （催告によらない契約の解除） 

第１６条の２ 管理者は、次の各号のいずれかに該

当するときは前条第１項の催告をすることなく、

直ちに契約を解除することができる。 

 契約の全部の履行が不能であるとき。 

 契約の相手方がその契約の全部の履行を拒絶

する意思を明確に表示したとき。 

 契約の一部の履行が不能である場合又は契約

の相手方がその契約の一部の履行を拒絶する意

思を明確に表示した場合において、残存する部

分のみでは契約をした目的を達することができ

ないとき。 

 契約の性質又は当事者の意思表示により、特

定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ

契約をした目的を達することができない場合に

おいて、契約の相手方が履行をしないでその時

期を経過したとき。 

 契約の締結に関し不正な行為があったとき。

 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方が

その契約の履行をせず、催告をしても契約をし

た目的を達するのに足りる履行がされる見込み

がないことが明らかであるとき。 

２ 前項の規定により契約を解除する場合において

は、前条第２項の規定を準用する。 

（契約解除の場合の権利の所属等） 

第１７条 前２条の規定により契約を解除した場合

において、物件の既納部分又は製造、修繕若しく

は工事の既成部分で地方自治法（昭和２２年法律

第６７号。以下「法」という。）第２３４条の２

第１項に規定する検査に合格したものがあるとき

は、契約の相手方と協議の上これを市の所有とし、

これに相当する代価を支払うものとする。 

２ ［略］ 

（契約解除の場合の権利の所属等） 

第１７条 前条の規定により契約を解除した場合に

おいて、物件の既納部分又は製造、修繕若しくは

工事の既成部分で地方自治法（昭和２２年法律第

６７号。以下「法」という。）第２３４条の２第

１項に規定する検査に合格したものがあるときは、

 契約の相手方と協議の上これを市の所有とし、こ

れに相当する代価を支払うものとする。 

２ ［略］ 

 （随意契約における手続の特例） 

第３４条の２ 管理者は、公企令第２１条の１４第

１項第３号又は第４号による随意契約により契約

を締結しようとするときは、次に掲げる事項を公

表するものとする。 

 （随意契約における手続の特例） 

第３４条の２ 管理者は、公企令第２１条の１４第

１項第３号又は第４号による随意契約により契約

を締結しようとするときは、次に掲げる事項を公

表するものとする。 



 発注の見通し 

 ・  ［略］  

２ ［略］ 

 契約の見通し 

・  ［略］ 

２ ［略］ 

 （監督） 

第４２条の２ 法第２３４条の２第１項の規定によ

り監督に当たる職員は、工事、製造その他につい

ての請負契約の適正な履行を確保するため必要な

監督を行うものとする。 

２ 管理者は、特に専門的な知識又は技能を必要と

することその他の理由により水道局の職員によっ

て監督を行うことが困難であると認める場合にお

いては、前項の監督を水道局の職員以外の者に委

託して行わせることができる。 

 （監督） 

第４２条の２ 法第２３４条の２第１項の規定によ

り監督に当たる職員（以下「監督職員」という。

）は、必要があるときは、工事、製造その他につ

いての請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、

 当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を

作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書

類を審査し、承認しなければならない。 

２ 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履

行について、立会い、工程の管理、履行途中にお

ける工事又は製造等に使用する材料の試験若しく

は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必

要な指示をしなければならない。 

３ 監督職員は、監督に当たって、契約の相手方の

業務を不当に妨げることのないようにするととも

に、監督により特に知り得たその者の業務上の秘

密に属する事項は、これを他に漏らしてはならな

い。 

４ 管理者は、特に専門的な知識又は技能を必要と

することその他の理由により水道局の職員によっ

て監督を行うことが困難であると認める場合にお

いては、第１項の監督を水道局職員以外の者に委

託して行わせることができる。 

５ 前項の規定により水道局の職員以外の者に委託

する場合は、委託する理由、委託する者の氏名及

 び経歴その他必要と認められる事項を明らかにし、

 当該監督の際には、管理者の指定する職員を立ち

会わせるものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程による改正後のさいたま市水道局契約事務規程第２条、第１３条、第１

６条、第１６条の２、第１７条及び第４２条の２の規定は、この規程の施行の日以

後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の

例による。 



   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 

目次 目次 

 第１章～第７章 ［略］  第１章～第７章 ［略］ 

 第８章 補則（第３１条・第３２条） 

 附則  附則 

 （定義）  （定義） 

第２条 この規程において「職員」とは、地方公営

企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１５条の

規定に基づき水道事業管理者（以下「管理者」と

いう。）が、水道局企業職員として任命した者を

いう。 

第２条 この規程において「職員」とは、地方公営

企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１５条の

規定に基づき水道事業管理者（以下「管理者」と

いう。）が、水道局企業職員として任命した者（

管理者が別に定める者を除く。）をいう。 

 （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］ 

２～９ ［略］ ２～９ ［略］ 

１０ 前２項の場合において、職員は、遅滞なく、

第８項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届

け出なければならない。 

１０ 前２項の場合において、職員は、遅滞なく、

第８項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に

届け出なければならない。 

１１・１２ ［略］ １１・１２ ［略］ 

 （特別休暇）  （特別休暇） 

第１８条 ［略］ 第１８条 ［略］ 

２ 前項に規定する場合は、次の各号に掲げる場合

とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

２ 前項に規定する場合は、次の各号に掲げる場合

とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 配偶者等（配偶者（届出をしないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含む。）又は職

員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と

異ならない程度の実質を備える社会生活を営む

  関係として管理者が定める関係にある者をいう。

  以下同じ。）、父母及び子の祭日の場合 それ

ぞれ１日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある

 配偶者、父母及び子の祭日の場合 それぞれ

１日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合

は、別に定める日数を加算することができる。

さいたま市水道局企業管理規程第６号



場合は、別に定める日数を加算した期間 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 結婚の場合（届出をしないが事実上婚姻関係

と同様の事情になる場合を含む。）又は職員が

当該職員と性別が同一である者と婚姻関係と異

ならない程度の実質を備える社会生活を営む関

係として管理者が定める関係を有することとな

る場合 ８日の範囲内において必要と認める期

間 

 結婚の場合 ８日の範囲内において必要と認

める期間 

 職員が配偶者等の出産に伴い勤務をしないこ

とが相当であると認められる場合 ５日の範囲

内においてその都度必要と認める期間 

 職員が妻（届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。次号において同じ。

  ）の出産に伴い勤務をしないことが相当である

と認められる場合 ５日の範囲内においてその

都度必要と認める期間 

 職員の配偶者等が出産する場合であってその

出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあって

は、１４週間）前の日から当該出産の日後８週

間を経過する日までの期間にある場合において、

  当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達す

るまでの子（配偶者等の子を含む。）を養育す

る職員が、これらの子の養育のため勤務しない

ことが相当であると認められるとき 当該期間

内における５日の範囲内の期間 

 職員の妻が出産する場合であってその出産予

定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１

４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経

過する日までの期間にある場合において、当該

出産に係る子又は小学校就学の始期に達するま

での子（妻の子を含む。）を養育する職員が、

これらの子の養育のため勤務しないことが相当

であると認められるとき 当該期間内における

５日の範囲内の期間 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

(21) 中学校就学の始期に達するまでの子（配偶者

等の子を含む。以下この号において同じ。）を

養育する職員が、その子の看護（負傷し、若し

くは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予

防を図るために必要なものとして管理者が定め

るその子の世話を行うことをいう。）のため勤

務しないことが相当であると認められる場合 

一の年において５日（その養育する中学校就学

の始期に達するまでの子が２人以上の場合にあ

っては、１０日）の範囲内でその都度必要と認

める期間 

(21) 中学校就学の始期に達するまでの子（配偶者

の子を含む。以下この号において同じ。）を養

育する職員が、その子の看護（負傷し、若しく

は疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防

を図るために必要なものとして管理者が定める

その子の世話を行うことをいう。）のため勤務

しないことが相当であると認められる場合 一

の年において５日（その養育する中学校就学の

始期に達するまでの子が２人以上の場合にあっ

ては、１０日）の範囲内でその都度必要と認め

る期間 

(22)・(23) ［略］  (22)・(23) ［略］ 

３・４ ［略］ ３・４ ［略］ 

 （介護休暇）  （介護休暇） 

第１９条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者等、

 父母、子、配偶者等の父母、祖父母、兄弟姉妹、

父母の配偶者、配偶者等の祖父母、配偶者等の父

母の配偶者、子の配偶者、配偶者等の子又は孫で

負傷、疾病又は老齢により２週間以上の期間にわ

たり日常生活を営むのに支障があるものをいう。

）の介護をするため、管理者が、職員の申出に基

づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一

の継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通

算して６月を超えない範囲内で指定する期間（以

第１９条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（

届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

 る者を含む。以下この項において同じ。）、父母、

 子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、父母の配

偶者、配偶者の祖父母、配偶者の父母の配偶者、

子の配偶者、配偶者の子又は孫で負傷、疾病又は

老齢により２週間以上の期間にわたり日常生活を

営むのに支障があるものをいう。）の介護をする

ため、管理者が、職員の申出に基づき、要介護者

の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態



下「指定期間」という。）内において勤務しない

ことが相当であると認められる場合における休暇

とする。 

ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超

えない範囲内で指定する期間（以下「指定期間」

という。）内において勤務しないことが相当であ

ると認められる場合における休暇とする。 

２～１０ ［略］ ２～１０ ［略］ 

 （災害補償）  （災害補償） 

第２９条 職員の公務災害補償については、地方公

務員災害補償法又は労働者災害補償保険法（昭和

２２年法律第５０号）の定めるところによる。 

第２９条 職員の公務災害補償については、地方公

務員災害補償法の定めるところによる。 

第３０条 ［略］ 第３０条 ［略］ 

   第８章 補則 

 （会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等）

第３１条 第４条から第２６条の２までの規定にか

かわらず、職員で会計年度任用職員（地方公務員

法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第

１項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同

じ。）であるものの勤務時間、休日、休暇等につ

いては、さいたま市職員の勤務時間、休日及び休

暇に関する条例（平成１３年さいたま市条例第２

９号）の適用を受ける会計年度任用職員の例によ

る。 

２ 管理者は、年次有給休暇が１０日以上与えられ

た職員で会計年度任用職員であるものに対し、当

該年次有給休暇を与えた日から１年以内に、当該

職員の有する年次有給休暇日数のうち５日につい

て、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上

で、あらかじめ時季を指定して取得させなければ

ならない。ただし、当該職員が請求により年次有

給休暇を取得した場合（請求した時季に年次有給

休暇を取得することが、公務の正常な運営を妨げ

るとして、管理者が他の時期に年次有給休暇を与

え、これを取得した場合を含む。）には、当該取

得した年次有給休暇の日数分を５日から控除する

ものとする。 

 （会計年度任用職員の旅費） 

第３２条 第２８条の規定にかかわらず、職員で会

計年度任用職員であるものの旅費の支給について

は、さいたま市会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例（令和元年さいたま市条例第１

８号）の適用を受ける会計年度任用職員の例によ

る。 

別表第３（第１８条関係） 別表第３（第１８条関係） 

死 亡 し た 者 日   数 死 亡 し た 者 日   数 



配偶者等  ［略］ 

 ［略］ 

配偶者  ［略］ 

 ［略］ 

   附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 



   さいたま市水道局企業職員服務規程の一部を改正する規程 

 さいたま市水道局企業職員服務規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第

２６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 

 （事務引継）  （事務引継） 

第１６条 ［略］ 第１６条 ［略］ 

２ 課長以上の職にある者は、組織の改廃等により

担当事務を移管する場合は、事務引継書を作成し、

 当該担当事務の移管を受ける者に関係書類ととも

に引き継がなければならない。 

３ 前２項に定める職員以外の職員にあっては、口

頭で後任者（後任者のいないときは所属長の指定

する職員）又は担当事務の移管を受ける者に関係

書類とともに引き継ぐことができる。 

２ 前項に定める職員以外の職員にあっては、口頭

で後任者（後任者のいないときは所属長の指定す

る職員）に関係書類とともに事務を引き継ぐこと

ができる。 

（会計年度任用職員についての適用除外等） 

第２８条 第８条、第９条、第１５条、第２２条及

び前条の規定は、法第２２条の２第１項に規定す

る会計年度任用職員には適用しない。 

２ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用

職員に対する第１０条第２項第３号及び第２１条

の規定の適用については、第１０条第２項第３号

中「職員」とあるのは「職員（法第２２条の２第

１項に規定する会計年度任用職員を除く。）」と、

 第２１条中「職員」とあるのは「職員（法第２２

条の２第１項第１号に掲げる会計年度任用職員を

除く。）」とする。 

３ 法第２２条の２第１項第１号に掲げる会計年度

任用職員に対する第２４条の規定の適用について

は、同条第１項中「週休日、休日」とあるのは「

週休日」と、同条第２項中「時間外・休日・夜間

勤務命令書」とあるのは「時間外勤務命令書」と

する。 

第２９条 ［略］ 第２８条 ［略］ 

さいたま市水道局企業管理規程第７号



   附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 



   さいたま市水道局特定非常勤職員等の公務災害等に伴う休業補償等に関する規

程の一部を改正する規程 

 さいたま市水道局特定非常勤職員等の公務災害等に伴う休業補償等に関する規程(

平成２２年さいたま市水道局企業管理規程第７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 

   さいたま市水道局特定非常勤職員の公務災害

等に伴う休業補償等に関する規程 

   さいたま市水道局特定非常勤職員等の公務災

害等に伴う休業補償等に関する規程 

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この規程は、特定非常勤職員の公務上の災

害又は通勤による災害に対する休業補償及び援護

 金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

第１条 この規程は、特定非常勤職員等の公務上の

災害又は通勤による災害に対する休業補償及び援

護金の支給に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

 （定義）  （定義） 

第２条 この規程において「特定非常勤職員」とは、

 水道事業管理者（以下「管理者」という。）が任

命する非常勤の職員のうち、労働者災害補償保険

法（昭和２２年法律第５０号。以下「法」という。

 ）の適用を受けるものをいう。 

第２条 この規程において「特定非常勤職員等」と

は、水道事業管理者（以下「管理者」という。）

が任命する非常勤の職員及び臨時の職員のうち、

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号。

以下「法」という。）の適用を受けるものをいう。

２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 

 （休業補償）  （休業補償） 

第４条 管理者は、特定非常勤職員が公務上の災害

又は通勤による災害により、療養のため勤務その

他の業務に従事することができない場合において、

給与その他の収入を得ることができないときは、

 休業補償として、その収入を得ることができない

日の第３日目までに限り、１日につき休業給付基

礎日額の１００分の６０に相当する金額を支給す

る。ただし、当該療養のため、所定の勤務時間の

うちその一部分についてのみ勤務する日に係る休

業補償の額は、休業給付基礎日額から当該勤務に

対して支払われる給与の額を控除して得た額の１

００分の６０に相当する金額とする。 

第４条 管理者は、特定非常勤職員等が公務上の災

害又は通勤による災害により、療養のため勤務そ

の他の業務に従事することができない場合におい

て、給与その他の収入を得ることができないとき

は、休業補償として、その収入を得ることができ

ない日の第３日目までに限り、１日につき休業給

付基礎日額の１００分の６０に相当する金額を支

給する。ただし、当該療養のため、所定の勤務時

間のうちその一部分についてのみ勤務する日に係

る休業補償の額は、休業給付基礎日額から当該勤

務に対して支払われる給与の額を控除して得た額

の１００分の６０に相当する金額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該特定非常勤職員 ２ 前項の規定にかかわらず、当該特定非常勤職員

さいたま市水道局企業管理規程第８号



が次の各号のいずれかに該当するときは、当該拘

置、留置又は収容の期間については、休業補償は

行わない。 

等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

拘置、留置、又は収容の期間については、休業補

償は行わない。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 （休業補償の請求）  （休業補償の請求） 

第５条 休業補償を受けようとする特定非常勤職員

は、休業補償請求書（休業補償援護金申請書）（

様式第１号）に、管理者が必要と認める書類を添

付して、公務上の災害又は通勤による災害を受け

たときの所属の長を経由して管理者に提出しなけ

ればならない。 

第５条 休業補償を受けようとする特定非常勤職員

等は、休業補償請求書（休業補償援護金申請書）

（様式第１号）に、管理者が必要と認める書類を

添付して、公務上の災害又は通勤による災害を受

けたときの所属の長を経由して管理者に提出しな

ければならない。 

 （休業補償の支給の決定）  （休業補償の支給の決定） 

第６条 管理者は、前条の規定による休業補償請求

書を受理した場合は、これを審査し、休業補償の

可否を決定し、速やかに当該特定非常勤職員に書

面で通知をしなければならない。 

第６条 管理者は、前条の規定による休業補償請求

書を受理した場合は、これを審査し、休業補償の

可否を決定し、速やかに当該特定非常勤職員等に

書面で通知をしなければならない。 

 （援護金）  （援護金） 

第７条 管理者は、特定非常勤職員及びその遺族の

援護を図るために、これらの者の申請に基づき、

援護金の支給を行うことができる。 

第７条 管理者は、特定非常勤職員等及びその遺族

の援護を図るために、これらの者の申請に基づき、

援護金の支給を行うことができる。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （休業援護金）  （休業援護金） 

第８条 管理者は、第４条第１項の規定により休業

補償を受ける特定非常勤職員に対し、休業援護金

として、休業補償が支給される日に限り、１日に

つき休業給付基礎日額の１００分の２０に相当す

る金額を支給する。ただし、同条第１項ただし書

の規定の適用を受ける職員に係る休業援護金の額

は、休業給付基礎日額から当該勤務に対して支払

われる給付の額を控除して得た額の１００分の２

０に相当する金額とする。 

第８条 管理者は、第４条第１項の規定により休業

補償を受ける特定非常勤職員等に対し、休業援護

金として、休業補償が支給される日に限り、１日

につき休業給付基礎日額の１００分の２０に相当

する金額を支給する。ただし、同条第１項ただし

書の規定の適用を受ける職員に係る休業援護金の

額は、休業給付基礎日額から当該勤務に対して支

払われる給付の額を控除して得た額の１００分の

２０に相当する金額とする。 

 （援護金の申請等）  （援護金の申請等） 

第１１条 援護金の支給を受けようとする特定非常

勤職員は、次の各号に掲げる援護金の区分に応じ

当該各号に定める書面に、管理者が必要と認める

書類を添付して、公務上の災害又は通勤による災

害を受けたときの所属の長を経由して管理者に提

出しなければならない。 

第１１条 援護金の支給を受けようとする特定非常

勤職員等は、次の各号に掲げる援護金の区分に応

じ当該各号に定める書面に、管理者が必要と認め

る書類を添付して、公務上の災害又は通勤による

災害を受けたときの所属の長を経由して管理者に

提出しなければならない。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

   附 則 



 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 



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 

 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 

（住居手当） （住居手当） 

第１１条 給与条例第７条の管理者が定める額は、

月額１万６，０００円とし、管理者が別に定める

職員は、次に掲げる職員とする。 

第１１条 給与条例第７条の管理者が定める額は、

月額１万２，０００円とし、管理者が別に定める

職員は、次に掲げる職員とする。 

 ・  ［略］  ・  ［略］ 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区

分に応じて、当該各号に定める額（その額に１０

０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

た額）とする。 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区

分に応じて、当該各号に掲げる額（その額に１０

０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

た額）とする。 

 月額２万７，０００円以下の家賃を支払っ

ている職員 家賃の月額から１万６，０００

円を控除した額 

 月額２万３，０００円以下の家賃を支払っ

ている職員 家賃の月額から１万２，０００

円を控除した額 

 月額２万７，０００円を超える家賃を支払

っている職員 家賃の月額から２万７，００

０円を控除した額の２分の１（その控除した

額の２分の１が１万７，０００円を超えると

きは、１万７，０００円）を１万１，０００

円に加算した額 

 月額２万３，０００円を超える家賃を支払

っている職員 家賃の月額から２万３，００

０円を控除した額の２分の１（その控除した

額の２分の１が１万６，０００円を超えると

きは、１万６，０００円）を１万１，０００

円に加算した額 

さいたま市水道局企業管理規程第９号



３～８ ［略］ ３～８ ［略］ 

附 則 

（施行期日） 

１ 令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和２年３月３１日においてこの規程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（以下「改正前の給与規程」という。）第１１条の規定により

支給されていた住居手当の月額が２，０００円を超える職員であって、同年４月１

日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅（貸間を含む。）を借り受け、

家賃（使用料を含む。以下この項において同じ。）を支払っているもののうち、次

の各号のいずれかに該当するもの（以下「経過措置対象者」という。）に対しては、

同日から令和３年３月３１日までの間（以下「経過措置期間」という。）、この規

程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１１条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当す

る額（当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を

超えない範囲内で第４項で定める額。以下「旧手当額」という。）から２，０００

円を控除した額の住居手当を支給する。 

 改正後の給与規程第１１条第１項を適用するとしたならば、さいたま市水道局

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１３年さいたま市条例第２７

７号。以下「給与条例」という。）第７条に該当しないこととなる職員 

 旧手当額から改正後の給与規程第１１条第２項の規定により算出される住居手

当の月額に相当する額を減じた額が２，０００円を超えることとなる職員 

３ 前項の規定にかかわらず、経過措置対象者のうち次に掲げる職員については、同

項の規定による住居手当は支給しない。 

 令和２年３月３１日において給与条例第７条に該当していた職員であって、改

正前の給与規程第１１条の規定を適用するとしたならば給与条例第７条に該当し

ないこととなる職員 

 旧手当額が２，０００円以下となる職員 



 前２号に掲げる職員に準じる職員として水道事業管理者（以下「管理者」とい

う。）が定める職員 

 （家賃の月額に変更があった場合の旧手当額） 

４ 第２項の規定による住居手当を受けている職員の支払う家賃が、経過措置期間内

に変更となった場合における旧手当額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める額を基礎として改正前の給与規程第１１条第２項の規定により算出

される住居手当の月額に相当する額とする。 

 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた第２項で定める住居手当の

月額の算出の基礎となった家賃の月額（以下この号及び次号において「旧家賃月

額」という。）より高い場合 旧家賃月額 

 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合 変更後の家賃の月額 

 （確認及び決定） 

５ 管理者は、令和２年３月３１日に給与条例第７条の規定により支給されていた住

居手当に係る事実（同月２日から同年４月１日までの間における当該住居手当に係

る家賃の月額の変更を含む。）を当該住居手当に係る改正後の給与規程第１１条第

３項の規定による届出その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員

が第２項の職員たる要件を具備する場合は、同年４月１日において支給すべき同項

の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。 

 （支給の始期及び終期） 

６ 第２項の規定による住居手当の支給は、令和２年４月から開始し、職員が第２項

の職員たる要件を欠くに至った日の属する月（その日が月の初日であるときは、そ

の日の属する月の前月）又は令和３年３月のいずれか早い月をもって終わる。 

 （給与規程の準用） 

７ 改正後の給与規程第１１条第３項から第５項、第７項及び第８項の規定は、第２

項の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、改正後の給

与規程第１１条第３項中「新たに給与条例第７条の職員たる要件を具備するに至っ

た職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「第２項の規定による住居手

当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合には、

当該変更に係る事実」と、「ならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、



家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする」とある

のは「ならない」と、改正後の給与規程第１１条第４項中「給与条例第７条」とあ

るのは「第２項」と、「住居手当」とあるのは「同項の規定による住居手当」と、

「決定し、又は改定」とあるのは「改定」と、改正後の給与規程第１１条第７項中

「住居手当を受けている職員」とあるのは「第２項の規定による住居手当を受けて

いる職員」と、「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改

定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と、改正後の給与規程第１

１条第８項中「住居手当の支給を受けている職員」とあるのは「第２項の規定によ

る住居手当の支給を受けている職員」と、「給与条例第７条」とあるのは「第２項

」と、「住居手当の月額」とあるのは「第２項の規定による住居手当の月額」と読

み替えるものとする。 

（令和３年４月 1日における届出の特例） 

８ 令和３年３月３１日において第２項の規定による住居手当を支給されている職員

であって、同年４月１日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、

家賃を支払っているもののうち、同日に給与条例第７条に該当することとなるもの

については、令和２年３月３１日において支給されていた住居手当に係る改正後の

給与規程第１１条第３項の規定により行われた届出（第７項において準用する改正

後の給与規程第１１条第３項の規定による届出が行われた場合には、当該届出）を

令和３年４月１日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により

行われた届出とみなす。 

 （その他） 

９ 前各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、管理者が別に

定める。 



   さいたま市給水条例施行規程の一部を改正する規程 

 さいたま市給水条例施行規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第３６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 

 （料金等の減免）  （料金等の減免） 

第２２条 条例第４０条第１項に規定する公益上そ

の他特別の理由とは、次に掲げるとおりとする。 

第２２条 条例第４０条第１項に規定する公益上そ

の他特別の理由とは、条例第２８条により臨時に

給水装置を他に使用させたときをいう。 

 条例第２８条により臨時に給水装置を他に使

用させたとき。 

 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要

と認めたとき。 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

 （簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理）  （簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等） 

第２３条 条例第４０条の３第２項の規定による簡

易専用水道以外の貯水槽水道の管理は、次の各号

に掲げる基準に従い行うものとする。 

第２３条 条例第４０条の３第２項の規定による簡

易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理

の状況に関する検査は、次に定めるところによる

ものとする。 

 水槽の掃除を毎年１回以上定期に行うこと。  次に掲げる管理基準に従い、管理すること。 

     ア 水槽の掃除を１年以内ごとに１回、定期に

行うこと。 

   イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が

汚染されるのを防止するために必要な措置を

講ずること。 

   ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味そ

の他の状態により供給する水に異常を認めた

ときは、水質基準に関する省令（平成１５年

厚生労働省令第１０１号）の表の上欄に掲げ

る事項のうち必要なものについて検査を行う

こと。 

   エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあ 

ることを知ったときは、直ちに給水を停止し、

   かつ、その水を使用することが危険である旨

を関係者に周知させる措置を講ずること。 

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚  前号の規定による管理に関し、１年以内ごと

さいたま市水道局企業管理規程第１０号



染されるのを防止するために必要な措置を講ず

ること。 

に１回、水道法（昭和３２年法律第１７７号）

第３４条の２第２項に規定する地方公共団体の

機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査

を受けること。 

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その

他の状態により供給する水に異常を認めたとき

は、水質基準に関する省令（平成１５年厚生労

働省令第１０１号）の表の上欄に掲げる事項の

うち必要なものについて検査を行うこと。 

 供給する水が人の健康を害するおそれがある

ことを知ったときは、直ちに給水を停止し、か

つ、その水を使用することが危険である旨を関

係者に周知させる措置を講ずること。 

 （簡易専用水道以外の貯水槽水道の検査） 

第２４条 条例第４０条の３第２項の規定による簡

易専用水道以外の貯水槽水道の管理の状況に関す

る検査は、水道法（昭和３２年法律第１７７号）

第３４条の２第２項に規定する地方公共団体の機

関又は厚生労働大臣の登録を受けた者による検査

とし、毎年１回以上定期に行うものとする。 

２ 検査の方法その他必要な事項については、簡易

専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事

項（平成１５年厚生労働省告示第２６２号）に準

じるものとする。 

様式第８号（第１１条関係） 様式第８号（第１１条関係） 

給水開始申込書 給水開始申込書 

 ［略］  ［略］ 

 （宛先）さいたま市水道事業管理者  （あて先）さいたま市水道事業管理者 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］  ［略］ 

 注 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、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。 

 第２３条及び第２４条の改正 公布の日 

 第２２条及び様式第８号の改正 令和２年４月１日 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の際現にこの規程による改正前のさいたま市給水条例施行規程の

規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。 


