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１
さいたま市水道局安全衛生管理規程の一部を改正する規

程
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２ さいたま市水道局文書管理規程の一部を改正する規程 平成３０年３月３０日

３ さいたま市水道局会計規程の一部を改正する規程 平成３０年３月３０日



さいたま市水道局企業管理規程第１号 

さいたま市水道局安全衛生管理規程の一部を改正する規程 

さいたま市水道局安全衛生管理規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第

２５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 

   さいたま市水道局安全衛生管理規程    さいたま市水道局安全衛生管理規程

目次

第１章 総則（第１条―第３条）

第２章 総括安全衛生管理者等（第４条―第１３

条）

第３章 安全衛生委員会（第１４条―第１７条）

第４章 衛生委員会（第１８条―第２１条）

第５章 健康管理（第２２条―第２７条）

第６章 安全管理（第２８条―第３３条）

第７章 補則（第３４条・第３５条）

附則

   第１章 総則

第３条 ［略］ 第３条 ［略］

   第２章 総括安全衛生管理者等

（総括安全衛生管理者等の選任） （総括安全衛生管理者等の選任）

第４条 水道局に、法第１０条第１項に規定する総

括安全衛生管理者（以下「総括安全衛生管理者」

という。）を１人、法第１１条第１項に規定する

安全管理者（以下「安全管理者」という。）を４

人、法第１２条第１項に規定する衛生管理者（以

下「衛生管理者」という。）を４人、法第１２条

の２に規定する安全衛生推進者（以下「安全衛生

推進者」という。）を１人、消防法（昭和２３年

法律第１８６号）第８条に規定する防火管理者を

５人置く。

第４条 水道局に法第１０条第１項に規定する総括

安全衛生管理者（以下「総括安全衛生管理者」と

いう。）を１人、法第１１条第１項に規定する安

全管理者（以下「安全管理者」という。）を４人、

法第１２条第１項に規定する衛生管理者（以下「

衛生管理者」という。）を４人、法第１２条の２

に規定する安全衛生推進者（以下「安全衛生推進

者」という。）を１人、消防法（昭和２３年法律

第１８６号）第８条に規定する防火管理者を５人

置き、水道事業管理者（以下「管理者」という。

）が選任する。



２ ［略］ ２ ［略］

（危険物取扱者） （危険物取扱者）

第１０条 安全管理者は、事業施設のうち消防法第

２条第７項に規定する第２石油類及び第３石油類

を取り扱う事業施設ごとに、危険物取扱者１人を

選考し、水道事業管理者（以下「管理者」という。

）の承認を得て指名する。

第１０条 安全管理者は、事業施設のうち消防法第

２条第７項に規定する第２石油類及び第３石油類

を取り扱う各事業施設ごとに、危険物取扱者１人

を選考し、管理者の承認を得て指名する。

２ ［略］ ２ ［略］

（産業医） （産業医）

第１２条 法第１３条に規定する産業医（以下「産

業医」という。）を置く箇所並びにその名称及び

人数は、別表第２に定めるとおりとする。

第１２条 水道局に法第１３条に規定する産業医（

以下「産業医」という。）を１人置き、管理者が

選任する。

２ ［略］ ２ ［略］

（作業主任者） （作業主任者）

第１３条 法第１４条に規定する作業主任者を置く

箇所並びにその名称、人数及び職務は、別表第３

に定めるとおりとする。

第１３条 法第１４条に規定する作業主任者を置く

箇所並びにその名称、人数及び職務は、別表第２

に定めるとおりとする。

２ ［略］ ２ ［略］

   第３章 安全衛生委員会

（安全衛生委員会の設置等） （安全衛生委員会）

第１４条 水道庁舎に、法第１９条第１項に規定す

る安全衛生委員会を置く。

第１４条 水道局に法第１９条第１項に規定する安

全衛生委員会（以下「委員会」という。）を置く。

２ 安全衛生委員会は、法第１７条第１項各号及び

法第１８条第１項各号に掲げる事項を調査審議す

る。

２ 委員会は、法第１７条第１項各号及び法第１８

条第１項各号に掲げる事項を調査審議する。

（安全衛生委員会の組織） （委員会の組織）

第１５条 安全衛生委員会は、委員長、水道庁舎産

業医及び委員５人をもって組織する。

第１５条 委員会は、法第１９条第２項の規定に基

づき、委員長、産業医及び委員６人をもって組織

する。

２ 委員長（安全衛生委員会の委員長をいう。以下

この章において同じ。）は、業務部長をもって充

てる。

２ 委員長は、業務部長をもって充てる。

３ 委員は、法第１９条第２項及び同条第４項にお

いて準用する法第１７条第４項の規定に基づき、

職員の中から管理者が指名する。

３ 委員は、法第１９条第２項及び第４項において

準用する法第１７条第４項の規定に基づき、職員

の中から管理者が指名する。

（委員長の職務） （委員長の職務）

第１６条 委員長は、会務を総理し、安全衛生委員

会を代表する。

第１６条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表

する。

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

（安全衛生委員会の会議） （会議）



第１７条 安全衛生委員会の会議は、毎月１回以上

開催するものとし、委員長が招集する。

第１７条 委員会は、毎月１回以上開催するものと

し、委員長が招集する。

２ 安全衛生委員会は、委員の過半数が出席しなけ

れば、会議を開くことができない。

２ 委員会は、委員の過半数がなければ、会議を開

くことができない。

３ 安全衛生委員会の庶務は、水道総務課において

処理する。

３ 委員会の庶務は、水道総務課において処理する。

４ 安全衛生委員会の運営に関し必要な事項は、安

全衛生委員会が別に定める。

４ 委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定

める。

   第４章 衛生委員会

（衛生委員会の設置等）

第１８条 法第１８条第１項に規定する衛生委員会

を置く箇所は、別表第４のとおりとする。

２ 衛生委員会は、法第１８条第１項各号に掲げる

事項を調査審議する。

３ 衛生委員会は、労働災害の防止のため必要があ

るときは、前項に規定する事項以外の事項を議題

とすることができる。

（衛生委員会の組織）

第１９条 衛生委員会は、委員長、産業医及び委員

をもって組織し、その構成は、別表第４のとおり

とする。

２ 委員長（衛生委員会の委員長をいう。以下この

章において同じ。）は、管理者が選任する。

３ 委員は、法第１８条第２項及び同条第４項にお

いて準用する法第１７条第４項の規定に基づき、

職員の中から管理者が指名する。

４ 管理者は、必要に応じ、前項に規定する委員以

外の者を委員として加えることができる。

（委員長の職務）

第２０条 委員長は、会務を総理し、衛生委員会を

代表する。

２ 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長

の指名する委員がその職務を代理する。

（衛生委員会の会議）

第２１条 衛生委員会の会議は、毎月１回以上開催

するものとし、委員長が招集する。

２ 衛生委員会は、委員の過半数が出席しなければ、

会議を開くことができない。

３ 衛生委員会の庶務は、別表第４に定める箇所に

属する組織のうち、委員長が定める課所において

処理する。

４ 衛生委員会の運営に関し必要な事項は、衛生委



員会が別に定める。

   第５章 健康管理

第２２条 ［略］ 第１８条 ［略］

第２３条 ［略］ 第１９条 ［略］

第２４条 ［略］ 第２０条 ［略］

（指導区分の決定等） （指導区分の決定等）

第２５条 健康診断を行った結果、健康に異常又は

異常を生じるおそれがあると認めた職員について

は、産業医又は他の医師の意見を聴き、別表第５

の指導区分の欄に掲げる区分に応じて指導区分の

決定を行う。

第２１条 健康診断を行った結果、健康に異常又は

異常を生じるおそれがあると認めた職員について

は、産業医又は他の医師の意見を聴き、別表第３

の指導区分の欄に掲げる区分に応じて指導区分の

決定を行う。

２ ［略］ ２ ［略］

 （事後措置）  （事後措置）

第２６条 前条の規定により指導区分の決定又は変

更を行った職員については、その指導区分に応じ、

別表第５の事後措置の基準の欄に掲げる基準に従

い適切な事後措置をとるとともに、当該職員及び

その所属長に当該事後措置の内容を通知する。

第２２条 前条の規定により指導区分の決定又は変

更を行った職員については、その指導区分に応じ、

別表第３の事後措置の基準の欄に掲げる基準に従

い適切な事後措置をとるとともに、当該職員及び

その所属長に当該事後措置の内容を通知する。

（脳血管疾患及び虚血性心疾患の予防のための保

健指導）

（脳血管疾患及び虚血性心疾患の予防のための保

健指導）

第２７条 所属長は、健康診断において、脳血管疾

患及び虚血性心疾患の発生にかかわる身体の状態

に関する検査を受けた職員が別に定める基準に該

当する場合には、当該職員（第２５条第１項の規

定により、脳血管疾患又は虚血性心疾患の発生に

関し別表第５に規定する医療の面１又は２の指導

区分の決定を受けた職員を除く。）に対し、医師

の面接による保健指導を行うものとする。

第２３条 所属長は、健康診断において、脳血管疾

患及び虚血性心疾患の発生にかかわる身体の状態

に関する検査を受けた職員が別に定める基準に該

当する場合には、当該職員（第２１条第１項の規

定により、脳血管疾患又は虚血性心疾患の発生に

関し別表第３に規定する医療の面１又は２の指導

区分の決定を受けた職員を除く。）に対し、医師

の面接による保健指導を行うものとする。

２ ［略］ ２ ［略］

   第６章 安全管理

第２８条 ［略］ 第２４条 ［略］

第２９条 ［略］ 第２５条 ［略］

第３０条 ［略］ 第２６条 ［略］

第３１条 ［略］ 第２７条 ［略］



第３２条 ［略］ 第２８条 ［略］

第３３条 ［略］ 第２９条 ［略］

   第７章 補則

第３４条 ［略］ 第３０条 ［略］

第３５条 ［略］ 第３１条 ［略］

別表第２（第１２条関係）

箇所 名称 人数 

水道庁舎 水道庁舎産業医 １人 

針ヶ谷庁舎 針ヶ谷庁舎産業

医 

１人 

北部水道営業所 北部水道営業所

産業医 

１人 

水道総合センタ

ー 

水道総合センタ

ー産業医 

１人 

別表第３（第１３条関係） 別表第２（第１３条関係）

 ［略］  ［略］ 

別表第４（第１８条、第１９条、第２１条関係）

箇所 組織 

針ヶ谷庁舎 委員長、針ヶ谷庁舎産 

業医及び委員５人 

北部水道営業所 委員長、北部水道営業

所産業医及び委員５人 

水道総合センター 委員長、水道総合セン

ター産業医及び委員５

人 

別表第５（第２５条、第２６条、第２７条関係） 別表第３（第２１条、第２２条、第２３条関係）

 ［略］  ［略］ 

附 則 

この規程は、平成３０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２号 

   さいたま市水道局文書管理規程の一部を改正する規程 

 さいたま市水道局文書管理規程（平成１３年さいたま市水道部企業管理規程第４号

）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

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

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（歴史資料の引継ぎ） 

第４０条 水道総務課長は、毎年度終了後速やかに、

廃棄を予定している文書の目録を市長の事務部局 

の歴史資料担当課又は室の長（以下「歴史資料担 

当課長」という。）に送付するものとする。 

（歴史資料の引継ぎ） 

第４０条 水道総務課長は、毎年度終了後速やかに、

 廃棄を予定している文書の目録を市長の事務部局 

の歴史資料担当課又は課内室の長（以下「歴史資 

料担当課長」という。）に送付するものとする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

   附 則 

 この規程は、平成３０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３号 

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 

（企業出納員の委任事務） （企業出納員の委任事務） 

第３条 法第１３条第２項の規定に基づき、管理者

は水道事業の業務に係る公金の出納その他の会計

事務のうち、次に掲げるものについては、当該企

業出納員に委任する。 

第３条 法第１３条第２項の規定に基づき、管理者

は水道事業の業務に係る公金の出納その他の会計

事務のうち、次に掲げるものについては、当該企

業出納員に委任する。 

 ［略］   ［略］ 

 水道財務課長である企業出納員に対する委任

事務 

 水道財務課長である企業出納員に対する委任

事務 

ア 水道事業の業務に係る公金の収納及び還付

に関すること。 

ア 水道事業の業務に係る公金の収納及び還付

（水道総務課長、管財課長、営業課長、給水

装置課長、給水工事課長、水道営業所長及び

北部水道建設課長である企業出納員の所管す

る事務を除く。）に関すること。 

  イ～カ ［略］  イ～カ ［略］ 

 ・  ［略］  ・  ［略］ 

 給水装置課長である企業出納員に対する委任

事務 

 給水装置課長である企業出納員に対する委任

事務 

ア・イ ［略］  ア・イ ［略］ 

  ウ 貯蔵消耗品の出納及び保管に関すること。

  エ ［略］   ウ ［略］ 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （帳簿）  （帳簿） 

第１０条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、

及び整理するため、次の表の左欄に掲げる課の長

は、それぞれ同表の右欄に掲げる帳簿（これらの

帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であ

第１０条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、

及び整理するため、次の表の左欄に掲げる課の長

は、それぞれ同表の右欄に掲げる帳簿（これらの

帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であ



って、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。以下同じ。）を含む。以下同じ。）

を備えて、整理及び保管をしなければならない。

って、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。）を含む。以下同じ。）を備えて、

整理及び保管をしなければならない。 

 ［略］  ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

 （領収書等の交付）  （領収書等の交付） 

第２７条 ［略］ 第２７条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 次に掲げる方法により水道料金及び下水道使用

料の納入を受けた場合は、領収書の交付を省略す

ることができる。 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

３１条の２第６項の規定による指定をした者に

よる納入 

 電磁的記録の方法による納入 

   附 則 

 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 


