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条 例

静岡市の事務所の位置を定める条例ほか318件の条例をここに公布する。

平成15年４月１日

静岡市長職務執行者 宮城島 弘正
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条例第 11号
地方自治法第96条第２項の規定に基づき静岡市議会の議決すべき事件を定め
る条例の経過措置を定める条例
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条例第 20号 静岡市公平委員会設置条例
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条例第 23号 静岡市支所設置条例

条例第 24号 静岡市行財政改革推進審議会条例

条例第 25号 静岡市行政区画等審議会条例

条例第 26号 静岡市職員定数条例

条例第 27号 静岡市定年退職者等の再任用に関する条例

条例第 28号 静岡市職員の分限に関する条例

条例第 29号 静岡市職員の定年等に関する条例

条例第 30号 静岡市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

条例第 31号 静岡市職員の服務の宣誓に関する条例

条例第 32号 静岡市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

条例第 33号 静岡市職員倫理条例

条例第 34号 静岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

条例第 35号 静岡市職員の育児休業等に関する条例

条例第 36号 静岡市職員の公益法人等への派遣等に関する条例

条例第 37号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される静岡市職員の処遇等に関する条例

条例第 38号 静岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

条例第 39号 静岡市職員等公務災害等見舞金支給条例
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条例第 40号 静岡市職員互助会条例

条例第 41号 職員団体の登録に関する条例

条例第 42号 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

条例第 43号 静岡市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

条例第 44号 静岡市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例

条例第 45号 静岡市証人等の実費弁償に関する条例

条例第 46号 静岡市特別職報酬等審議会条例

条例第 47号 静岡市特別職の職員の給与に関する条例

条例第 48号 静岡市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

条例第 49号 静岡市教育委員会教育長の給与等に関する条例

条例第 50号 静岡市職員の給与に関する条例

条例第 51号 静岡市職員の特殊勤務手当に関する条例

条例第 52号 静岡市職員等の旅費に関する条例

条例第 53号 静岡市職員退職手当支給条例

条例第 54号 静岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

条例第 55号 静岡市財政事情の公表に関する条例

条例第 56号 静岡市特別会計条例

条例第 57号 静岡市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

条例第 58号
静岡市議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関す
る条例

条例第 59号 静岡市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例

条例第 60号 静岡市財政調整基金条例

条例第 61号 静岡市市債管理基金条例

条例第 62号 静岡市土地開発基金条例

条例第 63号 静岡市電気事業経営記念基金条例

条例第 64号 静岡市競輪事業運営調整基金条例

条例第 65号 静岡競輪場施設改善基金条例

条例第 66号 静岡市職員退職手当基金条例

条例第 67号 静岡市国民健康保険高額療養費貸付基金条例

条例第 68号 静岡市国民健康保険診療報酬支払準備基金条例
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条例第 69号 静岡市介護給付費等準備基金条例

条例第 70号 静岡市文化施設建設基金条例

条例第 71号 静岡市国際交流基金条例

条例第 72号 静岡市文化芸術振興基金条例

条例第 73号 静岡市スポーツ施設建設基金条例

条例第 74号 静岡市スポーツ振興基金条例

条例第 75号 静岡市福祉対策基金条例

条例第 76号 静岡市福祉事業振興基金条例

条例第 77号 静岡市社会福祉事業振興基金条例

条例第 78号 静岡市高齢者在宅福祉基金条例

条例第 79号 後藤磯吉・悦子福祉及び教育奨励基金条例

条例第 80号 静岡市立静岡病院研究研修奨励基金条例

条例第 81号 静岡市立清水病院医療研究奨励鈴与基金条例

条例第 82号 静岡市立清水病院医療振興整備基金条例

条例第 83号 静岡市一般廃棄物処理施設整備基金条例

条例第 84号 静岡市森林環境基金条例

条例第 85号 静岡市興津川保全基金条例

条例第 86号 静岡市産業振興基金条例

条例第 87号 静岡市清水漁業振興基金条例

条例第 88号 静岡市農村活性化活動支援基金条例

条例第 89号 静岡市井川湖対岸交通施設基金条例

条例第 90号 静岡市中央卸売市場施設整備基金条例

条例第 91号 静岡市都市整備基金条例

条例第 92号 静岡市静岡駅北口地下駐車場等整備基金条例

条例第 93号 静岡市清水駅周辺整備基金条例

条例第 94号 静岡市都市緑化推進基金条例

条例第 95号 静岡市駿府城再建等駿府公園再整備基金条例

条例第 96号 静岡市営住宅管理基金条例

条例第 97号 静岡市教職員研修事業基金条例
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条例第 98号 静岡市社会教育施設整備基金条例

条例第 99号 静岡市青少年国際親善交流基金条例

条例第100号 静岡市中学生国際交流資金貸付基金条例

条例第101号 静岡市篤志奨学基金条例

条例第102号 静岡市税条例

条例第103号 静岡市手数料条例

条例第104号 静岡市税外収入金に係る督促等に関する条例

条例第105号 静岡市自転車競走実施条例

条例第106号 静岡市印鑑条例

条例第107号 静岡市国民健康保険診療所条例

条例第108号 静岡市介護保険条例

条例第109号 静岡市交通安全対策会議条例

条例第110号 静岡市災害弔慰金の支給等に関する条例

条例第111号 静岡市消費者保護条例

条例第112号 静岡市男女共同参画推進条例

条例第113号 静岡市女性会館条例

条例第114号 静岡市市民文化会館条例

条例第115号 静岡市民文化会館前駐車場条例

条例第116号 静岡市清水文化センター駐車場条例

条例第117号 静岡アートギャラリー条例

条例第118号 静岡市民ギャラリー条例

条例第119号 静岡音楽館条例

条例第120号 静岡市立児童会館条例

条例第121号 静岡市スポーツ振興審議会条例

条例第122号 静岡市体育施設運営協議会条例

条例第123号 静岡市総合運動場条例

条例第124号 静岡市体育館条例

条例第125号 静岡市城北運動場条例

条例第126号 静岡市立学校グラウンド夜間照明施設条例
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条例第127号 静岡市清水ナショナルトレーニングセンター条例

条例第128号 静岡市清水蛇塚スポーツグラウンド条例

条例第129号 静岡市スポーツ広場条例

条例第130号 静岡市清水駅東口クライミング場条例

条例第131号 静岡市キャンプ場条例

条例第132号 静岡市福祉事務所設置条例

条例第133号 静岡市社会福祉審議会条例

条例第134号 静岡市中央福祉センター条例

条例第135号 静岡市清水社会福祉会館条例

条例第136号 静岡市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

条例第137号 静岡市救護所条例

条例第138号 静岡市老人福祉センター条例

条例第139号 静岡市高齢者生活福祉センター条例

条例第140号 静岡市老人憩の家条例

条例第141号 静岡市世代間交流センター条例

条例第142号 静岡市養護老人ホーム条例

条例第143号 静岡市老人デイサービスセンター条例

条例第144号 静岡市痴呆対応型共同生活介護事業所条例

条例第145号 静岡市老人介護支援センター条例

条例第146号 静岡市保育の実施に関する条例

条例第147号 静岡市立保育所条例

条例第148号 静岡市中央子育て支援センター条例

条例第149号 静岡市児童館条例

条例第150号 静岡市乳児院条例

条例第151号 静岡市清水母子短期保護所条例

条例第152号 静岡市交通遺児等福祉手当条例

条例第153号 静岡市身体障害者更生援護施設条例

条例第154号 静岡市重度障害者生活訓練ホーム条例

条例第155号 静岡市知的障害者援護施設条例
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条例第156号 静岡市知的障害児通園施設条例

条例第157号 静岡市心身障害児福祉センター「いこいの家」の通園訓練に関する条例

条例第158号 静岡市心身障害者小規模授産所条例

条例第159号 静岡市母子療育訓練センター条例

条例第160号 静岡市重度心身障害児扶養手当条例

条例第161号 静岡市保健所設置条例

条例第162号 静岡市保健所運営協議会条例

条例第163号 静岡市保健所結核診査協議会条例

条例第164号 静岡市感染症診査協議会条例

条例第165号 静岡市保健福祉センター条例

条例第166号 静岡市清水保健センター条例

条例第167号 静岡市食品衛生法の施行等に関する条例

条例第168号
と畜場法施行令第１条第11号に規定する一般と畜場の構造施設の基準を定め
る条例

条例第169号 静岡市動物愛護館条例

条例第170号 静岡市飼い犬条例

条例第171号 静岡市衛生試験所条例

条例第172号 静岡市病院事業の設置等に関する条例

条例第173号 静岡市立病院条例

条例第174号 静岡市立病院駐車場条例

条例第175号 静岡市急病センター条例

条例第176号 静岡市立看護専門学校条例

条例第177号 静岡市廃棄物の処理及び減量に関する条例

条例第178号 静岡市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

条例第179号
静岡市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等
の手続に関する条例

条例第180号 静岡市墓地等の経営の許可等に関する条例

条例第181号 静岡市斎場条例

条例第182号 静岡市霊柩自動車利用条例

条例第183号 静岡市営墓地条例



第1号 静 岡 市 報 平成15年5月1日 10

条例第184号 静岡市納骨堂条例

条例第185号 静岡市興津川の保全に関する条例

条例第186号 静岡市勤労者福祉センター条例

条例第187号 静岡市清水勤労者福祉センター条例

条例第188号 静岡市職業訓練施設条例

条例第189号 静岡市工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」条例

条例第190号 静岡市清水産業・情報プラザ条例

条例第191号 静岡市温泉条例

条例第192号 静岡市温泉浴場条例

条例第193号 静岡市ふれあい健康増進館条例

条例第194号 静岡市梅ケ島コンヤの里レクリエーション施設条例

条例第195号 静岡市日影沢親水園条例

条例第196号 静岡市畑薙ロッジ条例

条例第197号 静岡市リバウェル井川リフト条例

条例第198号 静岡市南アルプス井川オートキャンプ場条例

条例第199号 静岡市南アルプス井川観光会館条例

条例第200号 静岡市海の家条例

条例第201号 静岡市清水三保ユース・ホステル条例

条例第202号 静岡市清水港船宿記念館条例

条例第203号 静岡市清水農村環境改善センター条例

条例第204号 静岡市農業集落排水事業分担金徴収条例

条例第205号 静岡市農業集落排水処理施設条例

条例第206号 静岡市清水営農飲雑用水施設条例

条例第207号 静岡市林業センター条例

条例第208号 静岡市清水森林公園条例

条例第209号 静岡市火入れに関する条例

条例第210号 静岡市漁港荷さばき所建設事業分担金徴収条例

条例第211号 用宗漁港管理条例

条例第212号 静岡市清水魚市場施設条例
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条例第213号 静岡市清水漁民会館条例

条例第214号 静岡市広野海岸公園条例

条例第215号 港湾会館清水日の出センター条例

条例第216号 静岡市中央卸売市場業務条例

条例第217号 静岡市都市計画審議会条例

条例第218号 静岡市開発審査会条例

条例第219号 静岡市地区計画等の案の作成手続に関する条例

条例第220号 都市計画法施行令第31条ただし書の規定に基づく面積等を定める条例

条例第221号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令第３条第３項ただし書の規定に基づ
く規模を定める条例

条例第222号 静岡市町界町名整理調査委員会条例

条例第223号 静岡市住居表示に関する条例

条例第224号 静清広域都市計画事業番町西土地区画整理事業施行条例

条例第225号 静清広域都市計画事業大谷土地区画整理事業施行条例

条例第226号 静清広域都市計画事業東静岡駅周辺土地区画整理事業施行条例

条例第227号 静清広域都市計画事業清水駅東土地区画整理事業施行条例

条例第228号 静岡市都市景観条例

条例第229号 静岡市屋外広告物条例

条例第230号 静岡市風致審議会条例

条例第231号 静岡市都市公園条例

条例第232号 静岡市立日本平動物園条例

条例第233号 静岡市有度山総合公園運動施設条例

条例第234号 静岡市違法駐車等の防止に関する条例

条例第235号 静岡市自転車等の駐車秩序に関する条例

条例第236号 静岡市における建築物に附置する駐車施設に関する条例

条例第237号 静岡市駐車場条例

条例第238号 静岡市自転車等駐車場条例

条例第239号 静岡ヘリポート条例

条例第240号 静岡市建築審査会条例

条例第241号 静岡市建築協定条例
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条例第242号 静岡市特別工業地区建築条例

条例第243号
静清広域都市計画日の出地区再開発地区計画の区域内における建築物の制限
に関する条例

条例第244号
静清広域都市計画船越地区北矢部地区計画の区域内における建築物の制限に
関する条例

条例第245号
静清広域都市計画草薙駅前地区計画の区域内における建築物の制限に関する
条例

条例第246号
静清広域都市計画南幹線地区計画の区域内における建築物の制限に関する条
例

条例第247号
静清広域都市計画飯田･庵原地区計画の区域内における建築物の制限に関する
条例

条例第248号 静岡市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例

条例第249号 静岡市道路占用料条例

条例第250号 静岡市準用河川流水占用料等徴収条例

条例第251号 静岡市海岸保全区域内占用料及び土石採取料徴収条例

条例第252号 静岡市法定外公共物管理条例

条例第253号 静岡市営住宅管理条例

条例第254号 静岡市改良住宅管理条例

条例第255号 静岡市営海外引揚者住宅条例

条例第256号 静岡市特定公共賃貸住宅条例

条例第257号 県費負担教職員の服務の宣誓等に関する条例

条例第258号
静岡市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する
条例

条例第259号 静岡市教育職員の給与に関する条例

条例第260号 静岡市立の高等学校等教育職員の給与等に関する特別措置条例

条例第261号
静岡市立の高等学校等において語学指導を行う外国人の給与及及び旅費に関
する条例

条例第262号 静岡市教育職員の退職手当に関する条例

条例第263号 静岡市立小学校及び中学校通学区域審議会条例

条例第264号 静岡市立学校設置条例

条例第265号 静岡市立学校授業料等徴収条例

条例第266号 静岡市立学校給食センター条例
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条例第267号 静岡市教育センター条例

条例第268号 静岡市学生寮条例

条例第269号 静岡市育英条例

条例第270号 静岡市社会教育委員条例

条例第271号 静岡市青少年問題協議会条例

条例第272号 静岡市公民館条例

条例第273号 静岡市図書館条例

条例第274号 静岡市視聴覚教育施設条例

条例第275号 静岡市博物館条例

条例第276号 静岡市勤労青少年ホーム条例

条例第277号 静岡市青年研修センター条例

条例第278号 静岡市少年自然の家条例

条例第279号 静岡市青少年の家条例

条例第280号 静岡市清水海洋活動センター条例

条例第281号 静岡市文化財保護条例

条例第282号 静岡市文化財資料館条例

条例第283号 静岡市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

条例第284号 静岡市消防審議会条例

条例第285号 静岡市消防職員等に対する賞じゅつ金等の支給に関する条例

条例第286号 静岡市火災予防条例

条例第287号 静岡市消防団の設置等に関する条例

条例第288号 静岡市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

条例第289号 静岡市消防団員等公務災害補償条例

条例第290号 静岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

条例第291号 静岡市水防団条例

条例第292号 静岡市水防協議会条例

条例第293号 静岡市防災会議条例

条例第294号 静岡市災害対策本部条例

条例第295号 静岡市地震災害警戒本部条例
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条例第296号 静岡市清水防災センター条例

条例第297号 静岡市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

条例第298号 静岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

条例第299号 静岡市水道事業給水条例

条例第300号 静岡市簡易水道条例

条例第301号 静岡市下水道条例

条例第302号 静岡市都市下水路条例

条例第303号 静岡市井川財産区議会定例会条例

条例第304号 静岡市井川財産区議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例

条例第305号 静岡市井川財産区特別会計条例

条例第306号 静岡市井川財産区運営基金条例

条例第307号 静岡市井川財産区末広町連絡所条例

条例第308号 静岡市両河内財産区議会定例会条例

条例第309号 静岡市両河内財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

条例第310号 静岡市両河内財産区基金条例

条例第311号 静岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例

条例第312号 清水市国民健康保険条例の一部を改正する条例

条例第313号 静岡市国民健康保険条例及び清水市国民健康保険条例の特例に関する条例

条例第314号 清水市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

条例第315号 静岡市立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の一部を改正する条例

条例第316号 静岡市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例

条例第317号 静岡市職員退隠料等支給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

条例第318号 退職年金及び遺族年金の額の改定に関する条例の一部を改正する条例

条例第319号 清水市職員退隠料等支給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

（注）上記条例の内容は、掲載省略

規 則

静岡市報発行規則ほか270件の規則をここに制定する。
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平成15年４月１日

静岡市長職務執行者 宮城島 弘正

規則第１号 静岡市報発行規則

規則第２号 静岡市広報及び広聴に関する規則

規則第３号 静岡市情報公開条例施行規則

規則第４号 静岡市個人情報保護条例施行規則

規則第５号 政治倫理の確立のための静岡市長の資産等の公開に関する条例施行規則

規則第６号 静岡市行政手続条例施行規則

規則第７号 静岡市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

規則第８号
静岡市と外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に
関する規則

規則第９号 静岡市議会定例会規則

規則第 10号 静岡市議会政務調査費の交付に関する規則

規則第 11号 静岡市事務分掌規則

規則第 12号 静岡市事務専決規則

規則第 13号 市長の権限の一部の事務の委任及び補助執行に関する規則

規則第 14号 静岡市公文書管理規則

規則第 15号 静岡市公印規則

規則第 16号 静岡市長職務執行者の公印を定める規則

規則第 17号 静岡市職員職名規則

規則第 18号 静岡市職員の任免に関する規則

規則第 19号 静岡市定年退職者等の再任用に関する規則

規則第 20号 静岡市職員等懲戒審査委員会規則

規則第 21号 静岡市職員の定年に係る勤務延長に関する規則

規則第 22号 静岡市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

規則第 23号 静岡市職員倫理規則

規則第 24号 静岡市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

規則第 25号 静岡市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

規則第 26号 静岡市職員の育児休業等に関する規則

規則第 27号 静岡市職員の公益法人等への派遣に関する規則

規則第 28号 外国の地方公共団体の機関等に派遣される静岡市職員の処遇等に関する規則
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規則第 29号 静岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

規則第 30号 静岡市職員等公務災害等見舞金支給条例施行規則

規則第 31号 静岡市職員互助会規則

規則第 32号 静岡市職員の給与に関する条例施行規則

規則第 33号 静岡市職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則

規則第 34号 静岡市職員の管理職手当に関する規則

規則第 35号 静岡市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

規則第 36号 静岡市職員の特殊勤務手当に関する規則

規則第 37号 静岡市職員の通勤手当に関する規則

規則第 38号 静岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

規則第 39号 静岡市職員の住居手当に関する規則

規則第 40号 静岡市職員の単身赴任手当に関する規則

規則第 41号 静岡市職員被服貸与規則

規則第 42号 静岡市職員等の旅費に関する条例施行規則

規則第 43号 静岡市職員退職手当支給条例施行規則

規則第 44号 静岡市補助金等交付規則

規則第 45号 静岡市会計規則

規則第 46号 静岡市予算規則

規則第 47号 静岡市契約規則

規則第 48号 静岡市建設工事執行規則

規則第 49号 静岡市工事検査員規則

規則第 50号 静岡市財産管理規則

規則第 51号 静岡市物品管理規則

規則第 52号 静岡市庁舎管理規則

規則第 53号 静岡市千代田職員住宅等管理規則

規則第 54号 静岡市清水折戸職員住宅管理規則

規則第 55号 静岡市国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則

規則第 56号 静岡市立清水病院医療研究奨励鈴与基金条例施行規則

規則第 57号 静岡市中学生国際交流資金貸付基金条例施行規則

規則第 58号 静岡市篤志奨学基金条例施行規則

規則第 59号 静岡市税条例施行規則
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規則第 60号 静岡市納税貯蓄組合規則

規則第 61号 静岡市市税徴収嘱託員等設置規則

規則第 62号 静岡市自転車競走実施規則

規則第 63号 静岡市自転車競走電話投票実施規則

規則第 64号 静岡市自転車競走競技規則

規則第 65号 静岡市静岡競輪場等使用規則

規則第 66号 静岡市印鑑条例施行規則

規則第 67号 静岡市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

規則第 68号 静岡市自動車の臨時運行の許可に関する規則

規則第 69号 静岡市市民カードの交付等に関する規則

規則第 70号 静岡市国民健康保険診療所条例施行規則

規則第 71号 静岡市介護保険条例等施行規則

規則第 72号 静岡市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

規則第 73号 静岡市遺族援護資金貸付規則

規則第 74号 静岡市消費者保護条例施行規則

規則第 75号 静岡市女性会館条例施行規則

規則第 76号 静岡市市民文化会館条例施行規則

規則第 77号 静岡市市民文化会館運営委員会規則

規則第 78号 静岡市民文化会館前駐車場条例施行規則

規則第 79号 静岡市清水文化センター駐車場条例施行規則

規則第 80号 静岡アートギャラリー条例施行規則

規則第 81号 静岡市民ギャラリー条例施行規則

規則第 82号 静岡音楽館条例施行規則

規則第 83号 静岡市立児童会館条例施行規則

規則第 84号 静岡市中央福祉センター条例施行規則

規則第 85号 静岡市清水社会福祉会館条例施行規則

規則第 86号 静岡市社会福祉法施行細則

規則第 87号 静岡市静岡県福祉のまちづくり条例施行細則

規則第 88号 静岡市民生委員推薦会委員の定数に関する規則

規則第 89号 静岡市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例施行規則

規則第 90号 静岡市救護所管理規則
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規則第 91号 静岡市生活保護法施行細則

規則第 92号 静岡市行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

規則第 93号 静岡市老人福祉センター条例施行規則

規則第 94号 静岡市老人憩の家条例施行規則

規則第 95号 静岡市高齢者・障害者住宅整備資金貸付規則

規則第 96号 静岡市世代間交流センター条例施行規則

規則第 97号 静岡市清水松風荘管理規則

規則第 98号 静岡市老人デイサービスセンター条例施行規則

規則第 99号 静岡市痴呆対応型共同生活介護事業所条例施行規則

規則第100号 静岡市老人介護支援センター条例施行規則

規則第101号 静岡市老人福祉法施行細則

規則第102号 静岡市老人医療事務取扱規則

規則第103号 静岡市高齢者生活福祉センター条例施行規則

規則第104号 静岡市外国人高齢者福祉手当規則

規則第105号 静岡市保育等の実施に関する規則

規則第106号 静岡市立保育所条例施行規則

規則第107号 静岡市中央子育て支援センター条例施行規則

規則第108号 静岡市児童館条例施行規則

規則第109号 静岡市清水母子短期保護所条例施行規則

規則第110号 静岡市児童福祉法施行細則

規則第111号 静岡市母子及び寡婦福祉法施行細則

規則第112号 静岡市交通遺児等福祉手当条例施行規則

規則第113号 静岡市乳幼児医療費助成規則

規則第114号 静岡市母子家庭等医療費助成規則

規則第115号 静岡市身体障害者更生援護施設条例施行規則

規則第116号 静岡市重度障害者生活訓練ホーム条例施行規則

規則第117号 静岡市知的障害者援護施設条例施行規則

規則第118号 静岡市知的障害児通園施設条例施行規則

規則第119号
静岡市心身障害児福祉センター「いこいの家」の通園訓練に関する条例施行規
則

規則第120号 静岡市心身障害者小規模授産所条例施行規則
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規則第121号 静岡市母子療育訓練センター条例施行規則

規則第122号 静岡市身体障害者福祉法施行細則

規則第123号 静岡市知的障害者福祉法施行細則

規則第124号 静岡市居宅介護生活支援費及び施設訓練等支援費の支給等に関する規則

規則第125号 静岡市重度心身障害児扶養手当条例施行規則

規則第126号 静岡市重度心身障害者医療費助成規則

規則第127号 静岡市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則

規則第128号 静岡市精神障害者医療費助成規則

規則第129号 静岡市特定疾病患者医療費助成規則

規則第130号 静岡市外国人障害者福祉手当規則

規則第131号 静岡市保健福祉センター条例施行規則

規則第132号 静岡市清水保健センター条例施行規則

規則第133号 静岡市母子保健法施行細則

規則第134号 静岡市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施行細則

規則第135号 静岡市医療法施行細則

規則第136号 静岡市薬事法施行細則

規則第137号 静岡市毒物及び劇物取締法施行細則

規則第138号 静岡市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

規則第139号 静岡市柔道整復師法施行細則

規則第140号 静岡市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

規則第141号 静岡市墓地、埋葬等に関する法律等の施行に関する規則

規則第142号 静岡市興行場法施行細則

規則第143号 静岡市旅館業法施行細則

規則第144号 静岡市公衆浴場法施行細則

規則第145号 静岡市温泉法施行細則

規則第146号 静岡市化製場等に関する法律施行細則

規則第147号 静岡市クリーニング業法施行細則

規則第148号 静岡市理容師法施行細則

規則第149号 静岡市美容師法施行細則

規則第150号 静岡市食品衛生法等の施行に関する規則

規則第151号 静岡市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
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規則第152号 静岡市と
、

畜場法施行細則

規則第153号 静岡市静岡県魚介類等行商取締条例施行細則

規則第154号 静岡市ふぐ営業所登録の取扱い等に関する規則

規則第155号 静岡市動物愛護館条例施行規則

規則第156号 静岡市狂犬病予防法施行細則

規則第157号 静岡市飼い犬条例施行規則

規則第158号 静岡市衛生試験所条例施行規則

規則第159号 静岡市立病院条例施行規則

規則第160号 静岡市病院事業会計規則

規則第161号 静岡市立病院駐車場条例施行規則

規則第162号 静岡市立看護専門学校条例施行規則

規則第163号 静岡市立看護専門学校学則

規則第164号 静岡市立病院看護師等修学資金貸与規則

規則第165号 静岡市看護師等修学資金貸与等規則

規則第166号 静岡市急病センター条例施行規則

規則第167号 静岡市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

規則第168号 静岡市浄化槽保守点検業者の登録に関する規則

規則第169号 静岡市浄化槽清掃事業の許可に関する規則

規則第170号
静岡市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の
手続に関する条例施行規則

規則第171号 静岡市斎場条例施行規則

規則第172号 静岡市霊柩自動車利用条例施行規則

規則第173号 静岡市営墓地条例施行規則

規則第174号 静岡市納骨堂条例施行規則

規則第175号 静岡市興津川の保全に関する条例施行規則

規則第176号 静岡市勤労者福祉センター条例施行規則

規則第177号 静岡市清水勤労者福祉センター条例施行規則

規則第178号 静岡市工芸と歴史の体験施設「駿府匠宿」条例施行規則

規則第179号 静岡市清水産業・情報プラザ条例施行規則

規則第180号 静岡市温泉条例施行規則

規則第181号 静岡市温泉浴場条例施行規則
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規則第182号 静岡市ふれあい健康増進館条例施行規則

規則第183号 静岡市梅ケ島コンヤの里レクリエーション施設条例施行規則

規則第184号 静岡市日影沢親水園条例施行規則

規則第185号 静岡市畑薙ロッジ条例施行規則

規則第186号 静岡市リバウェル井川リフト条例施行規則

規則第187号 静岡市南アルプス井川オートキャンプ場条例施行規則

規則第188号 静岡市南アルプス井川観光会館条例施行規則

規則第189号 静岡市海の家条例施行規則

規則第190号 静岡市清水三保ユース・ホステル条例施行規則

規則第191号 静岡市清水港船宿記念館条例施行規則

規則第192号 静岡市青葉イベント広場利用規則

規則第193号 静岡市清水農村環境改善センター条例施行規則

規則第194号 静岡市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

規則第195号 静岡市農業集落排水処理施設条例施行規則

規則第196号 静岡市清水営農飲雑用水施設条例施行規則

規則第197号 静岡市林業センター条例施行規則

規則第198号 静岡市清水森林公園条例施行規則

規則第199号 静岡市火入れに関する条例施行規則

規則第200号 静岡市漁港荷さばき所建設事業分担金徴収条例施行規則

規則第201号 静岡市漁港管理規則

規則第202号 静岡市清水魚市場施設条例施行規則

規則第203号 静岡市清水漁民会館条例施行規則

規則第204号 静岡市広野海岸公園条例施行規則

規則第205号 静岡市杉尾展望休憩所の管理に関する規則

規則第206号 港湾会館清水日の出センター条例施行規則

規則第207号 静岡市中央卸売市場業務条例施行規則

規則第208号 静岡市都市計画法施行細則

規則第209号 土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可手続に関する規則

規則第210号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令第４条ただし書の規定に基づく規模を
定める規則
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規則第211号
地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令附則第２条の
規定により読み替えて適用する公有地の拡大の推進に関する法律施行令第３条
第３項ただし書の規定に基づく規模を定める規則

規則第212号 租税特別措置法の規定に基づく優良宅地等の認定事務に関する規則

規則第213号 静岡市住居表示に関する条例施行規則

規則第214号 静清広域都市計画事業東静岡駅周辺土地区画整理事業保留地処分規則

規則第215号 静清広域都市計画事業清水駅東土地区画整理事業保留地処分規則

規則第216号 静岡市土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

規則第217号 静岡市都市景観条例施行規則

規則第218号 静岡市屋外広告物条例施行規則

規則第219号 静岡市都市公園条例施行規則

規則第220号 静岡市立日本平動物園条例施行規則

規則第221号 静岡市立日本平動物園運営委員会規則

規則第222号 静岡市有度山総合公園運動施設条例施行規則

規則第223号 静岡市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

規則第224号 静岡市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則

規則第225号 静岡市における建築物に附置する駐車施設に関する条例施行規則

規則第226号 静岡市駐車場条例施行規則

規則第227号 静岡市自転車等駐車場条例施行規則

規則第228号 静岡ヘリポート条例施行規則

規則第229号 静岡市建築基準法施行細則

規則第230号 静岡市建築基準法の規定に基づく公開による意見の聴取等に関する規則

規則第231号
静清広域都市計画日の出地区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に
関する条例施行規則

規則第232号
静清広域都市計画草薙駅前地区計画の区域内における建築物の制限に関する条
例施行規則

規則第233号
静清広域都市計画南幹線地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
施行規則

規則第234号
静清広域都市計画飯田･庵原地区計画の区域内における建築物の制限に関する
条例施行規則

規則第235号 静岡市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規

規則第236号 静岡市道路占用規則

規則第237号 静岡市道路管理者以外の者が行う道路の工事等に関する規則
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規則第238号 静岡市東静岡駅南北自由通路の管理に関する規則

規則第239号 静岡市河川法等施行細則

規則第240号 静岡市海岸法等施行細則

規則第241号 静岡市法定外公共物管理条例施行規則

規則第242号 静岡市営住宅管理条例施行規則

規則第243号 静岡市改良住宅管理条例施行規則

規則第244号 静岡市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

規則第245号 静岡市消防本部の組織に関する規則

規則第246号 静岡市消防長事務専決規則

規則第247号 静岡市消防表彰規則

規則第248号 静岡市消防職員の職名及び消防吏員の階級に関する規則

規則第249号 静岡市消防本部消防職員委員会に関する規則

規則第250号 静岡市消防吏員の服制、訓練及び礼式に関する規則

規則第251号 静岡市消防手帳規則

規則第252号 静岡市消防職員待機宿舎管理規則

規則第253号 静岡市火災予防条例施行規則

規則第254号 静岡市危険物の規制に関する規則

規則第255号 静岡市火薬類取締法施行細則

規則第256号
静岡市高圧ガス保安法の規定による立入検査、質問及び収去の実施に関する規
則

規則第257号 静岡市消防団の組織等に関する規則

規則第258号 静岡市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則

規則第259号 静岡市消防団員等公務災害補償条例施行規則

規則第260号 静岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

規則第261号 静岡市水防団条例施行規則

規則第262号 静岡市清水防災センター条例施行規則

規則第263号 地方公営企業法第39条第２項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

規則第264号
静岡市公営企業に勤務する職員のうち市長の同意を得て任免する職員に関する
規則

規則第265号 静岡市井川財産区議会定例会規則

規則第266号 静岡市井川財産区末広町連絡所条例施行規則
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規則第267号 静岡市両河内財産区議会定例会規則

規則第268号 静岡市国民健康保険条例等施行規則の一部を改正する規則

規則第269号 清水市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則

規則第270号 清水市国民健康保険税条例施行規則の一部を改正する規則

規則第271号
静岡市国民健康保険条例及び清水市国民健康保険条例の特例に関する条例施行
規則

（注）上記規則の内容は、掲載省略

訓 令

静岡市庁議規程ほか32件の訓令を次のように定める。

平成15年４月１日

静岡市長職務執行者 宮城島 弘正

訓令第１号 静岡市庁議規程

訓令第２号 静岡市業務改善提案規程

訓令第３号 静岡市行政事務能率研究委員会規程

訓令第４号 静岡市行政事務能率研究委員会情報化推進部会設置規程

訓令第５号 静岡市公文書管理規程

訓令第６号 静岡市公文例規程

訓令第７号 静岡市職員試験委員会規程

訓令第８号 静岡市職員の人事記録に関する規程

訓令第９号 静岡市辞令式規程

訓令第10号 静岡競輪場に勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規程

訓令第11号 静岡市女性会館に勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規程

訓令第12号 静岡市清水松風荘に勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規程

訓令第13号 静岡市立保育所に勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規程

訓令第14号 静岡市保健所動物指導センターに勤務する職員の週休日の特例に関する規程

訓令第15号 静岡市立病院に勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規程

訓令第16号
静岡市環境事務所収集業務課及び廃棄物処理課並びに清水環境事務所収集業務
課及び廃棄物処理課に勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規程
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訓令第17号 静岡市斎場に勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規程

訓令第18号
静岡市清水勤労者福祉センターに勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規
程

訓令第19号 静岡市立日本平動物園に勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規程

訓令第20号 静岡市職員服務規程

訓令第21号 静岡市職員出勤簿整理規程

訓令第22号 静岡市警備員服務規程

訓令第23号 静岡市職員研修規程

訓令第24号 静岡市職員安全衛生管理規程

訓令第25号 静岡市職員互助会規則施行規程

訓令第26号 静岡市職員の児童手当事務取扱規程

訓令第27号 静岡市建設工事監督規程

訓令第28号 静岡市建設業者等選定委員会規程

訓令第29号 静岡市委託業務等業者選定委員会規程

訓令第30号 静岡市物品調達業者選定委員会規程

訓令第31号 静岡市車両管理規程

訓令第32号 静岡市立病院医師住宅等貸与規程

訓令第33号 静岡市緑化推進本部設置規程

（注）上記訓令の内容は、掲載省略

告 示

静岡市行政事務嘱託規程ほか23件の規程等を次のように定める。

平成15年４月１日

静岡市長職務執行者 宮城島 弘正

告示第１号 静岡市行政事務嘱託規程

告示第２号
静岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第７条第
２項及び第８条第２項の規定に基づき市長が定める額

告示第３号
静岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第15条の
規定に基づき市長が定める額



第1号 静 岡 市 報 平成15年5月1日 26

告示第４号
静岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第15条第
２号の規定に基づき市長が定める施設

告示第５号 地方自治法施行令第158条第1項の規定による歳入金の徴収又は収納事務の委託

告示第６号 静岡市会計規則第96条第２項の規定による静岡市指定金融機関等

告示第７号 静岡市交通相談所規程

告示第８号 静岡市立児童会館の館旗

告示第９号 静岡市老人ホーム入所措置事務取扱要綱

告示第10号 静岡市老人ホーム入所者等費用徴収事務取扱要綱

告示第11号 化製場等に関する法律第９条第１項の規定による区域の指定

告示第12号 静岡市立病院事業の業務に係る公金の出納取扱金融機関の指定

告示第13号 静岡市立病院名誉院長の称号の授与に関する規程

告示第14号 静岡市地価公示台帳の閲覧に関する規程

告示第15号 静清広域都市計画事業番町西土地区画整理事業清算金取扱要領

告示第16号 静清広域都市計画事業大谷土地区画整理事業に係る従前の宅地の取扱規程

告示第17号
静清広域都市計画事業東静岡駅周辺土地区画整理事業に係る従前の宅地の取扱
規程

告示第18号 静岡市土地利用委員会要綱

告示第19号 静岡市土地利用事業の適正化に関する指導要綱

告示第20号 静岡市屋外広告物条例等の規定による区域等の指定

告示第21号 静岡ヘリポート運用管理要綱

告示第22号 静岡市建築基準法第22条の規定による区域指定

告示第23号
静岡市建築確認その他の建築基準法令の規定による処分に関する書類の閲覧規
程

告示第24号 静岡市道路位置指定基準

（注）上記告示の内容は、掲載省略

静岡市告示第25号

条例の暫定施行について

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第３条の規定に基づき、次の条例を静岡市の条例

として、合併前の静岡市の区域に引き続き施行する。

平成15年４月１日



第1号 静 岡 市 報 平成15年5月1日 27

静岡市長職務執行者 宮城島 弘正

静岡市職員退隠料等支給条例（昭和23年静岡市条例第73号）

静岡市職員退職年金等支給条例（昭和29年静岡市条例第29号）

退職年金及び遺族年金の額の改定に関する条例（昭和42年静岡市条例第37号）

静岡市国民健康保険条例（昭和45年静岡市条例第15号）

静岡市立幼稚園保育料及び入園料徴収条例（昭和35年静岡市条例第5号）

静岡市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和45年静岡市条例第26号）

静岡市井川財産区議会設置条例（昭和44年静岡市条例第20号）

（注）上記条例の内容は、掲載省略

静岡市告示第26号

条例の暫定施行について

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第３条の規定に基づき、次の条例を静岡市の条例

として、合併前の清水市の区域に引き続き施行する。

平成15年４月１日

静岡市長職務執行者 宮城島 弘正

清水市職員退隠料等支給条例（昭和37年清水市条例第30号）

清水市国民健康保険条例（昭和34年清水市条例第1号）

清水市国民健康保険税条例（昭和34年清水市条例第2号）

清水市工場等設置奨励条例（昭和61年清水市条例第2号）

清水市みどり条例（昭和53年清水市条例第1号）

清水市立幼稚園保育料徴収条例（平成４年清水市条例第17号）

清水市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例（昭和44年清水市条例第35号）

清水市両河内財産区議会設置条例（昭和36年清水市条例第43号）

（注）上記条例の内容は、掲載省略

静岡市告示第27号

規則の暫定施行について

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第３条の規定に基づき、次の規則を静岡市の規則



第1号 静 岡 市 報 平成15年5月1日 28

として、合併前の静岡市の区域に引き続き施行する。

平成15年４月１日

静岡市長職務執行者 宮城島 弘正

静岡市職員退隠料等支給条例施行規則（昭和36年静岡市規則第31号）

静岡市職員退職年金等支給条例施行規則（昭和36年静岡市規則第32号）

静岡市国民健康保険条例等施行規則（昭和45年静岡市規則第53号）

（注）上記規則の内容は、掲載省略

静岡市告示第28号

規則の暫定施行について

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第３条の規定に基づき、次の規則を静岡市の規則

として、合併前の清水市の区域に引き続き施行する。

平成15年４月１日

静岡市長職務執行者 宮城島 弘正

清水市職員退隠料等支給条例施行規則（昭和37年清水市規則第21号）

清水市国民健康保険条例施行規則（昭和46年清水市規則第9号）

清水市国民健康保険税条例施行規則（昭和34年清水市規則第7号）

清水市工場等設置奨励条例施行規則（昭和61年清水市規則第5号）

清水市みどり条例施行規則（昭和53年清水市規則第3号）

（注）上記規則の内容は、掲載省略

教育委員会規則

静岡市体育指導委員規則ほか57件の規則をここに制定する｡

平成15年４月１日

静岡市教育委員会委員長 太 田 貴 美 子

教育委員会規則第１号 静岡市体育指導委員規則

教育委員会規則第２号 静岡市総合運動場条例施行規則
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教育委員会規則第３号 静岡市体育館条例施行規則

教育委員会規則第４号 静岡市城北運動場条例施行規則

教育委員会規則第５号 静岡市立学校グラウンド夜間照明施設条例施行規則

教育委員会規則第６号 静岡市清水ナショナルトレーニングセンター条例施行規則

教育委員会規則第７号 静岡市清水蛇塚スポーツグラウンド条例施行規則

教育委員会規則第８号 静岡市スポーツ広場条例施行規則

教育委員会規則第９号 静岡市清水駅東口クライミング場条例施行規則

教育委員会規則第10号 静岡市キャンプ場条例施行規則

教育委員会規則第11号 静岡市教育委員会公告式規則

教育委員会規則第12号 静岡市教育委員会会議規則

教育委員会規則第13号 静岡市教育委員会傍聴規則

教育委員会規則第14号 静岡市教育委員会事務局事務分掌規則

教育委員会規則第15号 静岡市教育委員会教育長事務専決規則

教育委員会規則第16号 静岡市教育委員会事務局事務専決規則

教育委員会規則第17号 地方自治法第180条の７の規定に基づく教育委員会の権限に属す
る事務の補助執行に関する規則

教育委員会規則第18号 静岡市教育委員会公印規則

教育委員会規則第19号 静岡市教育委員会の所管に係る静岡市情報公開条例施行規則

教育委員会規則第20号 静岡市教育委員会の所管に係る静岡市個人情報保護条例施行規則

教育委員会規則第21号 静岡市教育委員会事務局職員職名規則

教育委員会規則第22号 静岡市立学校職員職名規則

教育委員会規則第23号 静岡市教育委員会職員の任用に関する規則

教育委員会規則第24号 県費負担教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

教育委員会規則第25号 静岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の勤務時間等に関する
規則

教育委員会規則第26号 静岡市公立学校職員の勤務成績の評定に関する規則

教育委員会規則第27号
静岡市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害
補償に関する条例施行規則

教育委員会規則第28号 静岡市教育職員の給与に関する条例施行規則

教育委員会規則第29号 静岡市教育職員定時制通信教育手当支給規則
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教育委員会規則第30号 静岡市立の高等学校教育職員等の義務教育等教員特別手当に関す
る規則

教育委員会規則第31号 静岡市立の高等学校等教育職員の給与等に関する特別措置条例施
行規則

教育委員会規則第32号 静岡市立の高等学校教育職員の特殊勤務手当に関する規則

教育委員会規則第33号 静岡市教職員住宅管理規則

教育委員会規則第34号 静岡市立学校管理規則

教育委員会規則第35号 静岡市就学指導委員会規則

教育委員会規則第36号 静岡市立高等学校学則

教育委員会規則第37号 静岡市立の高等学校の通学区域に関する規則

教育委員会規則第38号 静岡市立幼稚園園則

教育委員会規則第39号 静岡市立中学校部活動指導員設置規則

教育委員会規則第40号 静岡市立学校給食センター条例施行規則

教育委員会規則第41号 静岡市教育センター条例施行規則

教育委員会規則第42号 静岡市学生寮条例施行規則

教育委員会規則第43号 静岡市育英条例施行規則

教育委員会規則第44号 静岡市社会教育委員会議規則

教育委員会規則第45号 静岡市社会教育指導員規則

教育委員会規則第46号 静岡市公民館条例施行規則

教育委員会規則第47号 静岡市社会教育関係団体助成規則

教育委員会規則第48号 静岡市図書館条例施行規則

教育委員会規則第49号 静岡市視聴覚教育施設条例施行規則

教育委員会規則第50号 静岡市博物館条例施行規則

教育委員会規則第51号 静岡市勤労青少年ホーム条例施行規則

教育委員会規則第52号 静岡市青年研修センター条例施行規則

教育委員会規則第53号 静岡市青少年育成センター設置規則

教育委員会規則第54号 静岡市少年自然の家条例施行規則

教育委員会規則第55号 静岡市青少年の家条例施行規則

教育委員会規則第56号 静岡市清水海洋活動センター条例施行規則

教育委員会規則第57号 静岡市文化財保護条例施行規則
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教育委員会規則第58号 静岡市文化財資料館条例施行規則

（注）上記教育委員会規則の内容は、掲載省略

教育委員会訓令

静岡市業務改善提案規程ほか16件の訓令を次のように定める｡

平成15年４月１日

静岡市教育委員会委員長 太 田 貴 美 子

教育委員会訓令第１号 静岡市業務改善提案規程

教育委員会訓令第２号 静岡市職員互助会規則

教育委員会訓令第３号 静岡市委託業務等業者選定委員会規程

教育委員会訓令第４号 静岡市物品調達業者選定委員会規程

教育委員会訓令第５号 静岡市教育委員会事務改善研究委員会規程

教育委員会訓令第６号 静岡市教育委員会職員辞令式規程

教育委員会訓令第７号 静岡市立学校職員辞令式規程

教育委員会訓令第８号
静岡市立学校及び幼稚園勤務の市費負担職員の勤務時間に関する規
程

教育委員会訓令第９号 静岡市公民館に勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規程

教育委員会訓令第10号 静岡市立図書館に勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規程

教育委員会訓令第11号
静岡市視聴覚センターに勤務する職員の勤務時間等の特例に関する
規程

教育委員会訓令第12号
静岡市立登呂博物館に勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規
程

教育委員会訓令第13号
静岡市少年自然の家に勤務する職員の勤務時間等の特例に関する規
程

教育委員会訓令第14号
静岡市清水海洋活動センターに勤務する職員の勤務時間等の特例に
関する規程

教育委員会訓令第15号 静岡市教育委員会職員記章及び名札に関する規程

教育委員会訓令第16号 静岡市生涯学習推進本部設置規程

教育委員会訓令第17号 静岡市青少年育成センター運営委員会規程

（注）上記教育委員会訓令の内容は、掲載省略
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教育委員会告示

静岡市教育委員会告示第２号

規則の暫定施行について

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第3条の規定に基づき、次の規則を静岡市教育

委員会の規則として、合併前の清水市の区域に引き続き施行する。

平成15年４月１日

静岡市教育委員会委員長 太 田 貴 美 子

清水市立幼稚園保育料徴収条例施行規則

（注）上記教育委員会規則の内容は、掲載省略

選挙管理委員会訓令

静岡市業務改善提案規程ほか３件の訓令を次のように定める。

平成１５年４月１日

静岡市選挙管理員会委員長 長 田 利 昭

選挙管理委員会訓令第１号 静岡市業務改善提案規程

選挙管理委員会訓令第２号 静岡市行政事務能率研究委員会規程

選挙管理委員会訓令第３号 静岡市行政事務能率研究委員会情報化推進部会設置規定

選挙管理委員会訓令第４号 静岡市職員安全衛生管理規程

（注）上記選挙管理委員会訓令の内容は、掲載省略

選挙管理委員会告示

静岡市選挙管理委員会規程ほか14件の告示を次のように定める。

平成１５年４月１日

静岡市選挙管理員会委員長 長 田 利 昭
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選挙管理委員会告示第１号 静岡市選挙管理委員会規程

選挙管理委員会告示第２号
静岡市選挙管理委員会の所管に係る静岡市情報公開条例施行規
程

選挙管理委員会告示第３号
静岡市選挙管理委員会の所管に係る静岡市個人情報保護条例施
行規程

選挙管理委員会告示第４号 公職選挙法による選挙投票区の区画指定について

選挙管理委員会告示第５号 静岡市公職選挙法による選挙運動に関する規程

選挙管理委員会告示第６号
静岡市議会議員及び静岡市長の選挙における選挙運動用自動車
の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例施行
規程

選挙管理委員会告示第７号
静岡市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関
する規程

選挙管理委員会告示第８号 静岡市選挙公報の発行に関する条例施行規程

選挙管理委員会告示第９号
静岡市議会議員、静岡市長、静岡市農業委員会委員、静岡市井
川財産区議会議員及び静岡市両河内財産区議会議員の選挙の投
票用紙の様式

選挙管理委員会告示第10号
政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類
の証票に関する規程

選挙管理委員会告示第11号 静岡市検察審査員候補者選定規程

選挙管理委員会告示第12号
静岡市井川財産区議会議員選挙及び静岡市両河内財産区議会議
員選挙の選挙運動に関する規程

選挙管理委員会告示第13号
静岡市井川財産区の議会議員及び静岡市両河内財産区の議会議
員を選挙すべき区域

選挙管理委員会告示第14号
静岡市井川財産区議会議員選挙及び静岡市両河内財産区議会議
員選挙における投票区の区域

選挙管理委員会告示第15号 静岡市農業委員会委員選挙の投票区の区画指定について

（注）上記選挙管理委員会告示の内容は、掲載省略

静岡市選挙管理委員会告示第１６号

静岡市選挙管理委員会委員長、同職務代理者及び選挙管理委員会委員には次の者が就任した

ので、住所氏名を告示する。

平成１５年４月１日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭
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１ 選挙管理委員会委員長 静岡市千代田六丁目４番７号 長田 利昭

２ 選挙管理委員会委員長職務代理者 静岡市清水有東坂１８番１２号 糠谷 省三

３ 選挙管理委員会委員 静岡市西草深町４番１３号 栗原 孝和

静岡市清水真砂町２番２４号 中山 幹雄

静岡市選挙管理委員会告示第１７号

平成１５年4月1日に静岡市が設置されたことにより、公職選挙法（昭和２５年法律第100

号）第117条に規定する静岡市長選挙を行うべき事由が生じた。

平成１５年４月１日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

静岡市選挙管理委員会告示第１８号

平成１５年４月１日、静岡市の設置により旧静岡市及び旧清水市の永久選挙人名簿等を、下

記のとおり引継いだ。

平成１５年４月１日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

永久選挙人名簿

1 引継ぎをした日 平成１５年４月１日

2 引継ぎをした選挙人名簿登録者数

登録者数（人）
種別

男 女 計
備考

旧静岡市 183,087 196,166 379,253
平成15年3月31日現在調

製選挙人名簿

旧清水市 92,414 98,785 191,199
平成15年3月31日現在調

製選挙人名簿

計 275,501 294,951 570,452
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在外選挙人名簿

1 引継ぎをした日 平成１５年４月１日

2 引継ぎをした在外選挙人名簿登録者数

登録者数（人）
種別

男 女 計
備考

旧静岡市 ８６ ８２ １６８
平成15年3月31日現在調

製在外選挙人名簿

旧清水市 ６０ ５２ １１２
平成15年3月31日現在調

製選挙人名簿

計 １４６ １３４ ２８０

農業委員会委員選挙人名簿

1 引継ぎをした日 平成１５年４月１日

2 引継ぎをした選挙人名簿登録者数

登録者数（人）
種別

男 女 計
備考

旧静岡市 6,609 4,714 11,323
平成15年3月31日現在調製

農業委員会委員選挙人名簿

旧清水市 3,817 2,928 6,745
平成15年3月31日現在調製

農業委員会委員選挙人名簿

計 10,426 7,642 18,068

静岡海区漁業調整委員会委員選挙人名簿

1 引継ぎをした日 平成１５年４月１日

2 引継ぎをした選挙人名簿登録者数

登録者数（人）
種別

男 女 計
備考

旧静岡市 １５７ ２０ １７７
平成15年3月31日現在調製静岡海

区漁業調整委員会委員選挙人名簿
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旧清水市 ６０ ４ ６４
平成15年3月31日現在調製静岡海

区漁業調整委員会委員選挙人名簿

計 ２１７ ２４ ２４１

静岡市選挙管理委員会告示第１９号

地方自治法（昭和22年法律第67号）（以下「地方自治法」という。）第74条第１項及び第

75条第１項並びに市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法律第6号）(以下「合併特例

法」という。)第4条第1項及び第4条の2第1項に規定する選挙権を有する者の総数の50分

の１の数並びに合併特例法第4条第11項及び第4条の2第15項に規定する選挙権を有する者

の総数の６分の１の数並びに地方自治法第76条第１項、第80条第１項、第81条第１項及び第

86条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第8

条第1項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超える場合に

あっては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算

して得た数）は次のとおりである。

平成１５年４月１日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

１ 選挙権を有する者の総数の50分の１の数 １１，４１０人

２ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数 ９５，０７６人

３ 選挙権を有する者の総数の３分の１（その総数が 40万を超える場合にあっては、その超

える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数）

の数 １６１，７４２人

静岡市選挙管理委員会告示第２０号

公職選挙法（昭和２５年法律第100号）第37条第７項及び公職選挙法施行令(昭和２５年政

令第89号)第２６条第１項の規定により、指定投票区及び指定関係投票区を下記のとおり指定

した。

平成１５年４月１日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭
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指定投票区 指定関係投票区

第 ２ 投票区 第１投票区、第３投票区から第１０５投票区

第１１３投票区
第１０６投票区から第１１２投票区、第１１４投票区か

ら第１７８投票区

静岡市選挙管理委員会告示第２１号

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の３第２項及び公職選挙法施行令（昭和

２５年政令第８９号)第２３条の２第１項の規定により、指定在外投票区を下記のとおり指定し

た。

平成１５年４月１日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

投票区の名称 静岡市第１投票区

静岡市選挙管理委員会告示第２２号

平成１５年４月１３日執行予定の静岡県旧静岡市県議会議員選挙並びに静岡県旧清水市県議

会議員選挙における不在者投票のための投票用紙等を、郵送により発送することができる日を

平成１５年４月２日と定めた。

平成１５年４月１日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

静岡市選挙管理委員会告示第２３号

平成１５年４月１３日執行予定の静岡市長選挙における不在者投票のための投票用紙等を、

郵送により発送することができる日を平成１５年４月４日と定めた。

平成１５年４月１日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭
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静岡市選挙管理委員会告示第２４号

公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第１４条第２項の規定により、平成１５年４

月１３日執行予定の静岡市長選挙に係る選挙時登録における被登録資格決定日等を、次のとお

り定めた。

平成１５年４月１日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

１ 被登録資格決定日 平成１５年４月５日（ただし、年齢については平成１５年４月１３

日とする。）

２ 登 録 日 平成１５年４月５日

静岡市選挙管理委員会告示第２５号

公職選挙法(昭和２５年法律第１００号)第２３条の規定により、平成１５年４月１３日執行

予定の静岡県議会議員選挙に係る選挙人名簿に登録した者の書面を平成１５年４月４日から平

成１５年４月５日の２日間、静岡市役所において縦覧する。

平成１５年４月１日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

静岡市選挙管理委員会告示第２６号

公職選挙法(昭和２５年法律第１００号)第２３条の規定により、平成１５年４月１３日執行

予定の静岡市長選挙に係る選挙人名簿に登録した者の書面を平成１５年４月６日から平成１５

年４月７日の２日間、静岡市役所において縦覧する。

平成１５年４月１日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

静岡市選挙管理委員会告示第２７号
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公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条第２号（４箇月経過抹消）及び第３号（誤

載抹消）の規定に基づき、平成１５年４月３日現在により、次の者を抹消した。

平成１５年４月３日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

「次の者」掲載省略

静岡市選挙管理委員会告示第２８号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）（以下「地方自治法」という）第７４条第１項及び第

７５条第１項並びに市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）(以下「合併特

例法」という)第４条第1項及び第４条の２第1項に規定する選挙権を有する者の総数の５０分

の１の数並びに合併特例法第４条第１１項及び第４条の２第１５項に規定する選挙権を有する

者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項

及び第８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第８条第1項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が４０

万を超える場合にあっては、その超える数に６分の1を乗じて得た数と４０万に３分の1を乗

じて得た数とを合算して得た数）は、次のとおりである。

平成１５年４月３日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

４ 選挙権を有する者の総数の50分の１の数

５ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数

６ 選挙権を有する者の総数の３分の１（その総数が 40万を超える場合にあっては、その超

える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数）

の数

静岡市選挙管理委員会告示第２９号

平成１５年4月１３日執行の静岡県議会議員選挙における各投票区の投票管理者及びその職

務を代理すべき者を、次のとおり選任した。
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平成１５年４月４日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

「次のとおり」掲載省略

静岡市選挙管理委員会告示第３０号

平成１５年４月１３日執行の静岡県議会議員選挙における各投票区の投票所は、次のとおり

である。

平成１５年４月４日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

「次のとおり」掲載省略

静岡市選挙管理委員会告示第３１号

平成１５年４月１３日執行の静岡県議会議員選挙について、公職選挙法(昭和２５年法律第

１００号)第４０条の規定により、投票を閉じる時刻を、次のように繰り上げる。

平成１５年４月４日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

「次のよう」掲載省略

静岡市選挙管理委員会告示第３２号

平成１５年４月１３日執行の静岡県議会議員選挙における公職選挙法(昭和２５年法律第１

００号)第１４４条の２第８項の規定によるポスター掲示場の設置場所を、次とおり定めた。

平成１５年４月４日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

「次のとおり」掲載省略
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静岡市選挙管理委員会告示第３３号

平成１５年４月１３日執行の静岡県議会議員選挙について、静岡市選挙管理委員会委員長が

不在者投票管理者として管理する投票を記載する場所は、次のとおりである。

平成１５年４月４日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

１ 静岡市追手町５番１号 静岡市役所静岡総合事務所

２ 静岡市清水旭町６番８号 静岡市役所清水総合事務所

３ 静岡市曲金三丁目１番１０号 静岡産業支援センター

静岡市選挙管理委員会告示第３４号

平成１５年４月１３日執行の静岡県旧静岡市県議会議員選挙及び静岡県旧清水市県議会議員

選挙について、公職選挙法(昭和２５年法律第１００号)第１７５条第３項本文の規定により、

候補者の氏名等を掲示する順序を定めるくじを行う場所及び日時は、それぞれ次のとおりであ

る。

平成１５年４月４日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

静岡県旧静岡市県議会議員選挙

１ 場 所 静岡市追手町５番１号 静岡市役所静岡総合事務所

２ 日 時 平成１５年４月４日 午後６時

静岡県旧清水市県議会議員選挙

１ 場 所 静岡市清水旭町６番８号 静岡市役所清水総合事務所

２ 日 時 平成１５年４月４日 午後６時

静岡市選挙管理委員会告示第３５号
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公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条第２号（４箇月経過抹消）及び第３号（誤

載抹消）の規定に基づき、平成１５年４月５日現在により、次の者を抹消した。

平成１５年４月５日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

男 ４４人 女 ２５人 計 ６９人

静岡市選挙管理委員会告示第３６号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）（以下「地方自治法」という）第７４条第１項及び第

７５条第１項並びに市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）(以下「合併特

例法」という)第４条第1項及び第４条の２第1項に規定する選挙権を有する者の総数の５０分

の１の数並びに合併特例法第４条第１１項及び第４条の２第１５項に規定する選挙権を有する

者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項

及び第８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第８条第1項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が４０

万を超える場合にあっては、その超える数に６分の1を乗じて得た数と４０万に３分の1を乗

じて得た数とを合算して得た数）を、次のとおりとする。

平成１５年４月５日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

７ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 １１，４１４

８ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数 ９５，１１１

９ 選挙権を有する者の総数の３分の１（その総数が４０万を超える場合にあっては、その超

える数に６分の 1を乗じて得た数と４０万に３分の 1を乗じて得た数とを合算して得た

数）の数 １６１，７７７

静岡市選挙管理委員会告示第３７号

静岡市長選挙を執行する。

選挙期日は、次のとおりである。
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平成１５年４月６日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

１ 選挙の期日 平成１５年4月１３日

静岡市選挙管理委員会告示第３８号

平成１５年4月１３日執行の静岡市長選挙における選挙長及びその職務を代理すべき者を、

次のとおりとする。

平成１５年４月６日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

選挙長

静岡市千代田六丁目４番７号 長 田 利 昭

選挙長の職務を代理すべき者

静岡市清水高橋五丁目５番１４号 赤 堀 芳 子

静岡市選挙管理委員会告示第３９号

平成１５年4月１３日執行の静岡市長選挙における選挙長の執務する場所は、次のとおりで

ある。

平成１５年４月６日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

静岡市追手町５番１号 静岡市役所静岡総合事務所

静岡市選挙管理委員会告示第４０号

平成１５年4月１３日執行の静岡市長選挙における各開票区の開票管理者及びその職務を代

理すべき者は、次のとおりである。
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平成１５年４月６日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

第１開票区

開票管理者

静岡市北安東四丁目１１番５号 津 久 井 典 子

開票管理者の職務を代理すべき者

静岡市清水幸町８番３３号 山 本 晃

第２開票区

開票管理者

静岡市清水真砂町２番２４号 中 山 幹 雄

開票管理者の職務を代理すべき者

静岡市清水原１１番地の２０ 金田富士夫

静岡市選挙管理委員会告示第４１号

平成１５年4月１３日執行の静岡市長選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代

理すべき者を、次のとおり選任した。

平成１５年４月６日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

「次のとおり」掲載省略

静岡市選挙管理委員会告示第４２号

平成１５年４月１３日執行の静岡市長選挙における各投票区の投票所は、次のとおりである。

平成１５年４月６日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭
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「次のとおり」掲載省略

静岡市選挙管理委員会告示第４３号

平成１５年４月１３日執行の静岡市長選挙について、公職選挙法(昭和２５年法律第１００

号)第４０条の規定により、投票を閉じる時刻を、次のように繰り上げる。

平成１５年４月６日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

「次のとおり」掲載省略

静岡市選挙管理委員会告示第４４号

平成１５年４月１３日執行の静岡市長選挙における公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号)第１４４条の２第８項の規定によるポスター掲示場の設置場所は、次とおりである。

平成１５年４月６日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

「次のとおり」掲載省略

静岡市選挙管理委員会告示第４５号

平成１５年４月１３日執行の静岡市長選挙における公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号)第１４４条の２第８項の規定によるポスター掲示場に同法第１４３条第１項第５号の選挙

運動用ポスターを掲示することができる日を、平成１５年４月６日とする。ただし、候補者届

けの受理後とする。

平成１５年４月６日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭
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静岡市選挙管理委員会告示第４６号

平成１５年４月１３日執行の静岡市長選挙について、静岡市選挙管理委員会委員長が不在者

投票管理者として管理する投票を記載する場所は、次とおりである。

平成１５年４月６日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

１ 静岡市追手町５番１号 静岡市役所静岡総合事務所

２ 静岡市清水旭町６番８号 静岡市役所清水総合事務所

３ 静岡市曲金三丁目１番１０号 静岡産業支援センター

静岡市選挙管理委員会告示第４７号

平成１５年４月１３日執行の静岡県議会議員選挙及び静岡市長選挙について、投票所におけ

る投票の順序は、次のとおりである。

平成１５年４月６日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

１ 静岡市長選挙

２ 静岡県議会議員選挙

静岡市選挙管理委員会告示第４８号

平成１５年４月１３日執行の静岡市長選挙について、公職選挙法(昭和２５年法律第１００

号)第１７５条第３項本文の規定により、第１開票区及び第２開票区における候補者の氏名等を

掲示する順序を定めるくじを行う場所及び日時は、それぞれ次のとおりである。

平成１５年４月６日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

第１開票区

１ 場 所 静岡市追手町５番１号 静岡市役所静岡総合事務所

２ 日 時 平成１５年４月６日 午後６時
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第２開票区

１ 場 所 静岡市追手町５番１号 静岡市役所静岡総合事務所

２ 日 時 平成１５年４月６日 午後６時２０分

静岡市選挙管理委員会告示第４９号

平成１５年４月１３日執行の静岡市長選挙について、公職選挙法(昭和２５年法律第１００

号)第１７５条第５項に規定する不在者投票記載場所における候補者の氏名等を掲示する順序

は第１開票区における候補者の氏名等を掲示する順序とする。

平成１５年４月６日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

静岡市選挙管理委員会告示第５０号

平成１５年４月１３日執行の静岡市長選挙について、公職選挙法(昭和２５年法律第１００

号)第１７２条の２の規定により、選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時は、次

のとおりである。

平成１５年４月６日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

１ 場 所 静岡市追手町５番１号 静岡市役所静岡総合事務所

２ 日 時 平成１５年４月６日 午後６時５０分

静岡市選挙管理委員会告示第５１号

平成１５年４月１３日執行の静岡市長選挙の開票の場所及び日時は、次のとおりである。

平成１５年４月６日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

第１開票区

１ 場 所 静岡市曲金三丁目１番１０号 静岡産業支援センター
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２ 日 時 平成１５年４月１３日 午後９時３０分

第２開票区

１ 場 所 静岡市清水清開二丁目１番１号 静岡市清水総合運動場体育館

２ 日 時 平成１５年４月１３日 午後９時３０分

静岡市選挙管理委員会告示第５２号

平成１５年４月１３日執行の静岡市長選挙の選挙会の場所及び日時は、次のとおりである。

平成１５年４月６日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

１ 場 所 静岡市追手町５番１号 静岡市役所静岡総合事務所

２ 日 時 平成１５年４月１４日 午前９時

静岡市選挙管理委員会告示第５３号

平成１５年４月１３日執行の静岡市長選挙における候補者１人の選挙運動に関する支出金額

の制限額は、次のとおりである。

平成１５年４月６日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

静岡市長選挙

制限額 １８，６００，０００円

静岡市選挙管理委員会告示第５４号

平成１５年４月１３日執行の静岡市長選挙において、選挙運動に従事するものに対し支給す

ることができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる

報酬及び実費弁償の額並びに選挙運動に従事するもの（選挙運動のために使用する事務員、専

ら公職選挙法(昭和２５年法律第１００号)第１４１条第１項の規定により、選挙運動のために
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使用される自動車または船舶の上における選挙運動のために使用するもの及び専ら手話通訳の

ために使用するものに限る。）に対し支給することができ報酬の額は、次のとおりである。

平成１５年４月６日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

「次のとおり」掲載省略

静岡市選挙管理委員会告示第５５号

平成１５年４月１３日執行の静岡市長選挙について、候補者又は推薦届出者が静岡市選挙管

理委員会に対して届出、請求、申出及び報告をする場所は、次のとおりである。

平成１５年４月６日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

静岡市追手町５番１号 静岡市役所静岡総合事務所

静岡市選挙管理委員会告示第５６号

平成１５年４月１３日執行の静岡市長選挙における政党その他の政治団体の確認申請事務を

行う場所は、次のとおりである。

平成１５年４月６日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

静岡市追手町５番１号 静岡市役所静岡総合事務所

静岡市選挙管理委員会告示第５７号

平成１５年４月１３日執行の静岡市長選挙における政党その他の政治団体が、静岡市選挙管

理委員会に対して政談演説会開催届出並びに政治活動用ビラ届出及び機関紙（誌）届出をする

場所は、次のとおりである。

平成１５年４月６日
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静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

静岡市追手町５番１号 静岡市役所静岡総合事務所

静岡市選挙管理委員会告示第５８号

平成１５年4月１３日執行の静岡市長選挙における開票立会人となるべきものを定めるくじ

を行う場所及び日時は、次のとおりである。

平成１５年４月６日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

第１開票区

１ 場 所 静岡市追手町５番１号 静岡市役所静岡総合事務所

２ 日 時 平成１５年４月１１日 午後１時３０分

第２開票区

１ 場 所 静岡市追手町５番１号 静岡市役所静岡総合事務所

２ 日 時 平成１５年４月１１日 午後１時４０分

静岡市選挙管理委員会告示第５９号

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条第２号（４箇月経過抹消）及び第３号（誤

載抹消）の規定に基づき、平成１５年４月１３日現在により、次の者を選挙人名簿から抹消し

た。

平成１５年４月１３日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

４箇月経過・誤載抹消者

男 １０６人 女 ７２人 計 １７８人
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静岡市選挙管理委員会告示第６０号

平成１５年４月１３日執行の静岡市長選挙において、当選した者の住所及び氏名は、次のと

おりである。

平成１５年４月１４日

静岡市選挙管理委員会委員長 長 田 利 昭

住 所 氏 名

静岡県静岡市千代田六丁目３番２６号 小 嶋 善 吉

農業委員会規則

静岡市農業委員会総会会議規則ほか１件の規則を次のように定める。

平成15年４月１日

静岡市農業委員会会長 大 橋 將 孝

農業委員会規則第１号 静岡市農業委員会総会会議規則

農業委員会規則第２号 静岡市農業委員会部会会議規則

（注）上記農業委員会規則の内容は、掲載省略

農業委員会訓令

静岡市業務改善提案規程ほか３件の訓令を次のように定める。

平成15年４月１日

静岡市農業委員会会長 大 橋 將 孝

農業委員会訓令第１号 静岡市業務改善提案規程

農業委員会訓令第２号 静岡市行政事務能率研究委員会規程
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農業委員会訓令第３号 静岡市行政事務能率研究委員会情報化推進部会設置規程

農業委員会訓令第４号 静岡市職員安全衛生管理規程

（注）上記農業委員会訓令の内容は、掲載省略

農業委員会告示

静岡市農業委員会規程ほか３件の告示を次のように定める。

平成15年４月１日

静岡市農業委員会会長 大 橋 將 孝

農業委員会告示第１号 静岡市農業委員会規程

農業委員会告示第２号 静岡市農業委員会の所管に係る静岡市情報公開条例施行規程

農業委員会告示第３号 静岡市農業委員会の所管に係る静岡市個人情報保護条例施行規程

農業委員会告示第４号 静岡市農業委員会選挙事務取扱規程

（注）上記農業委員会告示の内容は、掲載省略

固定資産評価審査委員会告示

静岡市固定資産評価審査委員会規程ほか２件の告示を次のように定める。

平成15年４月１日

静岡市固定資産評価審査委員会委員長 内 藤 哲 治

固定資産評価審査委員会告示第１号 静岡市固定資産評価審査委員会規程

固定資産評価審査委員会告示第２号
静岡市固定資産評価審査委員会の所管に係る静岡
市情報公開条例施行規程

固定資産評価審査委員会告示第３号
静岡市固定資産評価審査委員会の所管に係る静岡
市個人情報保護条例施行規程

（注）上記固定資産評価審査委員会告示の内容は、掲載省略

消防本部訓令

静岡市消防署の組織に関する規程ほか20件の訓令を次のように定める。
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平成15年４月１日

静岡市消防長 本 多 義 章

消防本部訓令第１号 静岡市業務改善提案規程

消防本部訓令第２号 静岡市行政事務能率研究委員会規程

消防本部訓令第３号 静岡市行政事務能率研究委員会情報化推進部会設置規程

消防本部訓令第４号 静岡市職員安全衛生管理規程

消防本部訓令第５号 静岡市消防署の組織に関する規程

消防本部訓令第６号 静岡市消防本部及び消防署処務規程

消防本部訓令第７号 静岡市消防音楽隊規程

消防本部訓令第８号 静岡市消防職員の勤務時間等に関する規程

消防本部訓令第９号 静岡市消防職員の服務に関する規程

消防本部訓令第10号 静岡市消防本部及び消防署安全管理規程

消防本部訓令第11号 静岡市消防吏員被服貸与規程

消防本部訓令第12号 静岡市消防吏員制服着用規程

消防本部訓令第13号 静岡市消防職員の記章及び名札に関する規程

消防本部訓令第14号 静岡市火災予防査察等に関する規程

消防本部訓令第15号 静岡市火災予防違反処理規程

消防本部訓令第16号 静岡市火災調査規程

消防本部訓令第17号 静岡市消防本部警防規程

消防本部訓令第18号 静岡市消防本部救急業務取扱規程

消防本部訓令第19号 静岡市消防本部救助業務取扱規程

消防本部訓令第20号 静岡市消防機械器具管理規程

消防本部訓令第21号 静岡市危険物規制事務処理規程

消防本部訓令第22号 静岡市消防通信規程

（注）上記消防本部訓令の内容は、掲載省略

消防本部告示
静岡市消防長の所管に係る静岡市情報公開条例施行規程ほか 11件の告示を次のように定め

る。

平成15年４月１日
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静岡市消防長 本 多 義 章

消防本部告示第１号 静岡市消防長の所管に係る静岡市情報公開条例施行規程

消防本部告示第２号 静岡市消防長の所管に係る静岡市個人情報保護条例施行規程

消防本部告示第３号 静岡市消防職員任用規程

消防本部告示第４号
消防設備士免状の交付を受けている者等に点検させなければならな
い防火対象物の指定

消防本部告示第５号 火を使用する設備の点検整備に関し必要な知識及び技能を有する者

消防本部告示第６号 避雷設備の構造基準

消防本部告示第７号 消火活動に支障を生じる物質の指定

消防本部告示第８号 喫煙等の禁止場所の指定

消防本部告示第９号 洞道等の指定

消防本部告示第10号
「消防用設備等に係る操作盤を設ける防火対象物の要件」第３号に基
づく防火対象物の指定

消防本部告示第11号
消防法施行規則第30条の４第１項及び第31条第３号の規定に基づき、
フォグガン等のみを使用する連結送水管を設置することができる防
火対象物の指定及び運用について

消防本部告示第12号 消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定

（注）上記消防本部告示の内容は、掲載省略

企業局管理規程

静岡市業務改善提案規程ほか38件の企業局管理規程をここに制定する。

平成15年４月１日

静岡市公営企業管理者 長谷川 達也

企業局管理規程第１号 静岡市業務改善提案規程

企業局管理規程第２号 静岡市職員安全衛生管理規程

企業局管理規程第３号 静岡市建設業者等選定委員会規程

企業局管理規程第４号 静岡市委託業務等業者選定委員会規程

企業局管理規程第５号 静岡市物品調達業者選定委員会規程

企業局管理規程第６号 静岡市企業局事務分掌規程

企業局管理規程第７号 静岡市企業局事務専決規程
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企業局管理規程第８号 静岡市企業局公印規程

企業局管理規程第９号 静岡市公営企業管理者の所管に係る静岡市情報公開条例施行規程

企業局管理規程第10号
静岡市公営企業管理者の所管に係る静岡市個人情報保護条例施行
規程

企業局管理規程第11号 静岡市企業局事務改善研究委員会規程

企業局管理規程第12号 静岡市企業職員職名規程

企業局管理規程第13号 静岡市企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程

企業局管理規程第14号
静岡市企業局の浄化センター又は下水道ポンプ場に勤務する企業
職員のうち夜間勤務を要する職員の勤務時間等の特例に関する規
程

企業局管理規程第15号 静岡市企業職員の育児休業等に関する規程

企業局管理規程第16号 静岡市企業職員の記章及び名札に関する規程

企業局管理規程第17号 静岡市企業職員の給与の額及び支給方法等に関する規程

企業局管理規程第18号 静岡市企業職員の管理職手当に関する規程

企業局管理規程第19号 静岡市企業職員の特殊勤務手当に関する規程

企業局管理規程第20号
静岡市企業職員の時間外勤務手当等の算出の基礎となる特殊勤務
手当に関する規程

企業局管理規程第21号 静岡市企業職員の住居手当に関する規程

企業局管理規程第22号
外国の地方公共団体の機関等に派遣される静岡市企業職員の給与
等に関する規程

企業局管理規程第23号 静岡市企業職員の旅費に関する規程

企業局管理規程第24号 静岡市企業職員被服貸与規程

企業局管理規程第25号 静岡市企業局現業所附属住宅貸与規程

企業局管理規程第26号 静岡市水道事業及び下水道事業会計規程

企業局管理規程第27号 静岡市水道事業及び下水道事業の契約に関する規程

企業局管理規程第28号
静岡市水道事業及び下水道事業に係る徴収事務等の委託に関する
規程

企業局管理規程第29号
静岡市水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産の目的外使
用に係る使用料に関する規程

企業局管理規程第30号 静岡市水道事業給水条例等施行規程

企業局管理規程第31号 静岡市下水道条例施行規程

企業局管理規程第32号 静岡市企業局下水道排水設備指定工事店規程

企業局管理規程第33号 静岡市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給規程
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企業局管理規程第34号 静岡市下水道取付管等の新設等に係る費用の負担に関する規程

企業局管理規程第35号 静岡市私道共同下水管設置費補助金交付規程

企業局管理規程第36号
静岡市都市計画下水道事業受益者負担金等の滞納処分に関する管
理者の権限に属する事務の一部を委任する規程

企業局管理規程第37号 静岡市都市下水路条例施行規程

企業局管理規程第38号
静岡市都市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の一部を
改正する規程

企業局管理規程第39号
清水市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例施行規程の一部
を改正する規程

（注）上記企業局管理規程の内容は、掲載省略

企業局告示

給水装置の検査に従事する職員の身分を示す証明書ほか２件の企業局告示を次のように定め

る。

平成15年４月１日

静岡市公営企業管理者 長谷川 達也

企業局告示第１号 給水設置の検査に従事する職員の身分を示す証明書

企業局告示第２号
静岡市水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の出納取扱金融機関
及び収納取扱金融機関の指定

企業局告示第３号
静岡市水道事業及び下水道事業現金取扱員が交付する領収書に押す領
収印

（注）上記企業局告示の内容は、掲載省略

静岡市企業局告示第４号

企業局管理規程の暫定施行について

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第３条の規定に基づき、次の水道局管理規程を静

岡市の企業局管理規程として、合併前の静岡市の区域に引き続き施行する。

平成15年４月１日

静岡市公営企業管理者 長谷川 達也

静岡市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
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（注）上記企業局管理規程の内容は、掲載省略

静岡市企業局告示第５号

企業局管理規程の暫定施行について

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第３条の規定に基づき、次の企業局管理規程を静

岡市の企業局管理規程として、合併前の清水市の区域に引き続き施行する。

平成15年４月１日

静岡市公営企業管理者 長谷川 達也

清水市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例施行規程

（注）上記企業局管理規程の内容は、掲載省略

職員互助会告示

静岡市職員互助会の会長の職印等ほか３件の職員互助会告示を次のように定める。

平成15年４月１日

静岡市職員互助会会長 海 野 洋

職員互助会告示第１号 静岡市職員互助会の会長の職印等

職員互助会告示第２号 静岡市職員互助会の事務局及び職員に関する規程

職員互助会告示第３号 静岡市職員互助会旅費支給規程

職員互助会告示第４号 静岡市職員互助会貸付規程

（注）上記職員互助会告示の内容は、掲載省略


