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   条     例      

○静岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

○静岡市税条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

   葵区選挙管理委員会告示      
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○公職選挙法及び日本国憲法の改正手続に関する法律による駿河区の投票区を設置する 

告示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 

   消防本部告示      

○静岡市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する規程の一部改正・・・・・・・・・28 

 

＜本号で登載された条例のあらまし＞ 

◇ 静岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例（平成22年静岡市条例第38号） 

１ 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴い、所要

の規定を整備することとした。（第10条、第23条関係） 

２ この条例は、一部の規定を除き、平成22年６月１日から施行することとした。 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

◇ 静岡市税条例の一部を改正する条例（平成22年静岡市条例第39号） 

１ 地方税法の一部改正に伴い、所要の規定を整備することとした。（第10条、第16条、第41条、第42条、第
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58条関係） 

２ この条例は、一部の規定を除き、平成22年10月１日から施行することとした。 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 条  例  
 

 静岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成22年５月28日 

 

                         静岡市長 小 嶋 善 吉      

 

静岡市条例第38号 

   静岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 静岡市国民健康保険条例（平成16年静岡市条例第19号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第１項中「第72条の５」を「第72条の４」に改める。 

 第10条第１項中「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」

に、「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改める。 

 第23条第１項第１号中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例法」に改める。 

   附 則 

 この条例中第６条の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成22年６月１日から施

行する。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

静岡市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成22年５月28日 

 

                         静岡市長 小 嶋 善 吉      

 

静岡市条例第39号 
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   静岡市税条例の一部を改正する条例 

 静岡市税条例（平成15年静岡市条例第102号）の一部を次のように改正する。 

 第10条各号列記以外の部分中「第321条の８第27項及び第28項」を「第321条の８第22項及び

第23項」に改め、同条第２号中「、第５項又は第24項」を「又は第19項」に改め、同条第３号

中「第321条の８第27項及び第28項」を「第321条の８第22項及び第23項」に改める。 

第16条第３項中「同項第１号の２」を「同項第２号」に、「同項第１号の３」を「同項第３号」

に、「、同項第２号の均等割額の算定期間又は同項第３号」を「又は同項第４号」に改める。 

第41条第１項中「第５項、第24項、第27項及び第28項」を「第19項、第22項及び第23項」に、

「第５項、第24項及び第28項」を「第19項及び第23項」に、「同条第27項」を「同条第22項」に

改め、同条第２項中「第321条の８第29項」を「第321条の８第24項」に改め、同条第３項中「第

321条の８第27項」を「第321条の８第22項」に、「同条第26項」を「同条第21項」に、「、第５

項又は第24項」を「又は第19項」に、「同条第28項」を「同条第23項」に改め、同条第４項中「、

第５項又は第24項」を「又は第19項」に、「同条第27項」を「同条第22項」に、「第321条の８第

28項」を「第321条の８第23項」に改める。 

 第42条第２項中「、第５項又は第24項」を「又は第19項」に、「同条第28項」を「同条第23

項」に、「、第４項又は第５項」を「又は第４項」に改め、同条第３項中「、第５項又は第24

項」を「又は第19項」に改める。 

第58条第７項中「第10条の２の７」を「第10条の２の11」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成22年10月１日から施行する。ただし、第58条第７項の改正規定は、

平成23年１月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、改正後の静岡市税条例（以下「新条例」という。）の規

定中個人の市民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、

平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、平成22年４

月１日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の

法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開

始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

３ 新条例第10条、第16条、第41条及び第42条の規定は、平成22年10月１日以後に解散（合併
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による解散を除く。）が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年

度分の法人の市民税について適用し、同日前に解散（合併による解散を除く。）が行われた場

合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事業年度分の法人の市民税については、

なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成22年

度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成21年度分までの固定資産税については、

なお従前の例による。 

 

 

 葵区選挙管理委員会告示  
 

静岡市葵区選挙管理委員会告示第７号 

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第17条第２項（日本国憲法の改正手続に関する法律（平

成19年法律第51号）第７条において準用する場合を含む。）の規定により葵区の投票区を次の

ように設ける。 

平成22年５月17日 

 

静岡市葵区選挙管理委員会委員長 篠 澤 俊 二      

 

１ 衆議院小選挙区選出議員選挙（静岡県第１区の選挙区においてのみ行われる公職選挙法第

109条に規定する再選挙又は同法第113条に規定する補欠選挙を除く。）と同日に行われる衆議

院比例代表選出議員、参議院議員及び地方公共団体の長の選挙の投票区 

投票区名 投票区の区画 

第１投票区 追手町の一部（除10番71号、10番80号、10

番93号、10番95号、10番100号、10番102号）、

駿府町の一部（除自２番85号至２番112号）、

駿府公園、御幸町、黒金町、呉服町一丁目、

呉服町二丁目、両替町一丁目、両替町二丁

目、七間町、紺屋町、昭和町、常磐町一丁 
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 目、常磐町二丁目、駿河町、人宿町一丁目、

人宿町二丁目、上石町、梅屋町、本通一丁

目、本通二丁目、本通三丁目、中町、富士

見町、金座町及び車町 

第２投票区 屋形町、大工町、一番町、二番町、研屋町、

錦町、茶町一丁目、茶町二丁目、上桶屋町、

土太夫町、柚木町、葵町、住吉町一丁目、

住吉町二丁目、安西三丁目及び安西四丁目 

第３投票区 常磐町三丁目、西門町、駒形通一丁目、駒

形通二丁目、駒形通三丁目、双葉町、川辺 

町一丁目、川辺町二丁目、天王町、吉野町、

桜木町、本通四丁目、本通五丁目、本通六

丁目、本通七丁目、本通八丁目、新通一丁

目、大鋸町及び通車町 

第４投票区 駒形通四丁目、駒形通五丁目、駒形通六丁

目、清閑町、弥勒一丁目、弥勒二丁目、南

安倍一丁目、南安倍二丁目、新通二丁目及

び川越町 

第５投票区 本通九丁目、本通十丁目、本通西町、幸町、

田町五丁目、田町六丁目、田町七丁目及び

南田町 

第６投票区 田町二丁目、田町三丁目、田町四丁目、上

新富町、新富町四丁目、新富町五丁目及び

新富町六丁目 

第７投票区 田町一丁目、三番町、四番町、五番町、六

番町、七番町、八番町、新富町一丁目、新

富町二丁目、新富町三丁目、安西五丁目及

び柳町 

第８投票区 井宮町及び水道町 

第９投票区 八千代町、宮ケ崎町、安倍町、片羽町、安 
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 西一丁目、安西二丁目、北番町、材木町、

末広町、神明町及び若松町 

第10投票区 長谷町、浅間町一丁目、浅間町二丁目、安

東柳町、丸山町、大岩宮下町、大岩本町及

び安東一丁目 

第11投票区 追手町の一部（10番71号、10番80号、10番

93号、10番95号、10番100号、10番102号）、

城内町、駿府町の一部（自２番85号至２番

112号）、西草深町、東草深町、水落町及び

馬場町 

第12投票区 鷹匠一丁目、鷹匠二丁目、鷹匠三丁目の一

部（除自３番９号至３番13号）、春日一丁目、 

春日二丁目、春日三丁目、相生町、横田町、

東町、日出町、伝馬町及び栄町 

第13投票区 柚木、宮前町、長沼、長沼一丁目、長沼二

丁目及び長沼三丁目 

第14投票区 千代田五丁目、千代田六丁目、東千代田一

丁目、沓谷の一部（除自1174番地至1176番

地）、沓谷三丁目、沓谷四丁目、沓谷五丁目

の一部（除自10番地至14番地）及び沓谷六

丁目の一部（除自18番地至29番地） 

第15投票区 千代田七丁目、東千代田二丁目及び東千代

田三丁目 

第16投票区 北安東五丁目、城北、城北二丁目、上足洗

三丁目、竜南一丁目、竜南二丁目及び竜南

三丁目 

第17投票区 上足洗四丁目、千代田、千代田一丁目、千

代田二丁目、千代田三丁目、千代田四丁目

及び沓谷二丁目 

第18投票区 鷹匠三丁目の一部（自３番９号至３番13  
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 号）、東鷹匠町、横内町、太田町、瓦場町、

春日町、音羽町、上沓谷町及び沓谷一丁目 

第19投票区 城東町、緑町、西千代田町、巴町、上足洗、

上足洗一丁目、上足洗二丁目及び銭座町 

第20投票区 大岩一丁目、大岩町、安東二丁目及び安東

三丁目 

第21投票区 大岩二丁目、大岩三丁目、北安東一丁目及

び北安東二丁目 

第22投票区 大岩、大岩四丁目、北安東三丁目、北安東

四丁目、池ケ谷、池ケ谷東、唐瀬一丁目、

唐瀬二丁目、唐瀬三丁目、岳美、岳美一丁 

目及び観山 

第23投票区 南、有永、羽高の一部（除18番地、31番地

の1）、東、芝原、柳原、赤松、漆山及び平

柳 

第24投票区 羽高の一部（18番地、31番地の１）及び北 

第25投票区 川合、川合二丁目の一部（除自１番至10番、

自13番至19番）、川合三丁目、上土新田、上

土二丁目の一部（除自１番至15番）南沼上

の一部（除自1467番地至1570番地）、南沼上

一丁目、南沼上二丁目、南沼上三丁目、西

瀬名町、立石、加藤島、豊地、流通センタ

ー、牛田、天神前、野丈、諏訪及び薬師 

第26投票区 沓谷の一部（自1174番地至1176番地）、沓谷

五丁目の一部（自10番地至14番地）、沓谷六

丁目の一部（自18番地至29番地）、川合一丁

目、川合二丁目の一部（自１番至10番、自

13番至19番）、上土一丁目及び上土二丁目の

一部（自１番至15番） 
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第27投票区 古庄一丁目、古庄二丁目、古庄三丁目、古

庄四丁目、古庄五丁目及び古庄六丁目 

第28投票区 瀬名川一丁目、瀬名中央一丁目及び南瀬名

町 

第29投票区 瀬名川二丁目及び瀬名川三丁目の一部（除

５番25号、自５番51号至５番59号） 

第30投票区 瀬名一丁目の一部（除自１番至19番、自22

番至38番）、瀬名中央二丁目、瀬名中央三丁

目、瀬名中央四丁目及び東瀬名町 

第31投票区 瀬名一丁目の一部（自１番至19番、自22番

至38番）、瀬名二丁目、瀬名三丁目の一部（除 

自６番至15番、自19番至44番）及び瀬名四 

丁目 

第32投票区 南沼上の一部（自1467番地至1570番地）、北

沼上の一部（自１番地至200番地）、瀬名の

一部（除自1720番地至1920番地）、瀬名三丁

目の一部（自６番至15番、自19番至44番）、

瀬名五丁目、瀬名六丁目及び瀬名七丁目 

第33投票区 北沼上の一部（除自１番地至200番地）、長

尾及び平山 

第34投票区 郷島、野田平、俵沢、油島及び俵峰 

第35投票区 門屋及び牛妻 

第36投票区 上伝馬の一部（除自１番至６番）、与一五丁

目、与一六丁目、松富上組、松富一丁目の

一部（除１番）、松富二丁目、松富三丁目、

松富四丁目、福田ケ谷及び下 

第37投票区 昭府町、昭府一丁目、昭府二丁目、新伝馬

三丁目の一部（自13番至16番、自22番１号

至22番40号）、上伝馬の一部（自１番至６

番）、与一一丁目、与一二丁目、与一三丁目、 
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 与一四丁目及び松富一丁目の一部（１番） 

第38投票区 辰起町、平和一丁目、平和二丁目、平和三

丁目、籠上、美川町及び桜町一丁目の一部

（自１番至３番） 

第39投票区 新伝馬一丁目、新伝馬二丁目、新伝馬三丁

目の一部（除自13番至16番、自22番１号至

22番40号）、伊呂波町、堤町、秋山町、桜町

一丁目の一部（除自１番至３番）及び桜町

二丁目 

第40投票区 安倍口団地 

第41投票区 与左衛門新田、西ケ谷、安倍口新田、藤兵 

衛新田、幸庵新田、内牧、中ノ郷及び遠藤 

新田 

第42投票区 足久保口組 

第43投票区 油山、松野及び津渡野 

第44投票区 足久保奥組 

第45投票区 水見色 

第46投票区 富厚里、奈良間、富沢及び大原 

第47投票区 新間及び谷津 

第48投票区 羽鳥、羽鳥三丁目の一部（除自１番至７番）、

羽鳥五丁目、羽鳥六丁目、羽鳥七丁目及び

羽鳥本町 

第49投票区 建穂、建穂一丁目、建穂二丁目、羽鳥一丁

目の一部（除１番）羽鳥二丁目、羽鳥三丁

目の一部（自１番至７番）及び羽鳥四丁目 

第50投票区 山崎一丁目、山崎二丁目、千代、千代一丁

目、千代二丁目、慈悲尾、羽鳥大門町及び

羽鳥一丁目の一部（１番） 

第51投票区 牧ケ谷及び産女 

第52投票区 吉津及び飯間 
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第53投票区 小瀬戸及び西又 

第54投票区 小布杉 

第55投票区 赤沢、昼居渡、相俣及び黒俣の一部（自１

番地至2299番地） 

第56投票区 寺島、鍵穴、坂本及び小島 

第57投票区 黒俣の一部（除自１番地至2299番地）及び

杉尾 

第58投票区 栃沢、日向、湯ノ島、諸子沢、楢尾、大間、

崩野及び八草 

第59投票区 坂ノ上 

第60投票区 中沢、桂山、落合の一部（除自1201番地至 

 1320番地、自1371番地至1589番地）、森腰及 

び長熊 

第61投票区 奥池ケ谷、柿島、長妻田、油野、上落合、

口仙俣、奥仙俣及び口坂本 

第62投票区 落合の一部（自1201番地至1320番地、自1371

番地至1589番地）、内匠、腰越、横沢及び大

沢 

第63投票区 相淵、蕨野、横山及び平野 

第64投票区 中平及び渡 

第65投票区 有東木 

第66投票区 入島及び梅ケ島の一部（自１番地至4270番

地） 

第67投票区 梅ケ島の一部（除自１番地至4270番地） 

第68投票区 井川 

第69投票区 岩崎、上坂本、田代及び小河内 

第70投票区 瀬名川三丁目の一部（５番25号、自５番50

号至５番59号） 

２ １以外の選挙及び国民投票（日本国憲法の改正手続に関する法律第１条の国民投票をい

う。）の投票区 
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投票区名 投票区の区画 

第１投票区 追手町の一部（除10番71号、10番80号、10

番93号、10番95号、10番100号、10番102号）、

駿府町の一部（除自２番85号至２番112号）、

駿府公園、御幸町、黒金町、呉服町一丁目、

呉服町二丁目、両替町一丁目、両替町二丁

目、七間町、紺屋町、昭 

和町、常磐町一丁目、常磐町二丁目、駿河

町、人宿町一丁目、人宿町二丁目、上石町、

梅屋町、本通一丁目、本通二丁目、本通三

丁目、中町、富士見町、金座町及び車町 

第２投票区 屋形町、大工町、一番町、二番町、研屋町、

錦町、茶町一丁目、茶町二丁目、上桶屋町、 

土太夫町、柚木町、葵町、住吉町一丁目、

住吉町二丁目、安西三丁目及び安西四丁目 

第３投票区 常磐町三丁目、西門町、駒形通一丁目、駒

形通二丁目、駒形通三丁目、双葉町、川辺

町一丁目、川辺町二丁目、天王町、吉野町、

桜木町、本通四丁目、本通五丁目、本通六

丁目、本通七丁目、本通八丁目、新通一丁

目、大鋸町及び通車町 

第４投票区 駒形通四丁目、駒形通五丁目、駒形通六丁

目、清閑町、弥勒一丁目、弥勒二丁目、南

安倍一丁目、南安倍二丁目、新通二丁目及

び川越町 

第５投票区 本通九丁目、本通十丁目、本通西町、幸町、

田町五丁目、田町六丁目、田町七丁目及び

南田町 

第６投票区 田町二丁目、田町三丁目、田町四丁目、上

新富町、新富町四丁目、新富町五丁目及び 
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 新富町六丁目 

第７投票区 田町一丁目、三番町、四番町、五番町、六

番町、七番町、八番町、新富町一丁目、新

富町二丁目、新富町三丁目、安西五丁目及

び柳町 

第８投票区 井宮町及び水道町 

第９投票区 八千代町、宮ケ崎町、安倍町、片羽町、安

西一丁目、安西二丁目、北番町、材木町、

末広町、神明町及び若松町 

第10投票区 長谷町、浅間町一丁目、浅間町二丁目、安

東柳町、丸山町、大岩宮下町、大岩本町及 

 び安東一丁目 

第11投票区 追手町の一部（10番71号、10番80号、10番

93号、10番95号、10番100号、10番102号）、

城内町、駿府町の一部（自２番85号至２番

112号）、西草深町、東草深町、水落町及び

馬場町 

第12投票区 鷹匠一丁目、鷹匠二丁目、鷹匠三丁目の一

部（除自３番９号至３番13号）、春日一丁目、

春日二丁目、春日三丁目、相生町、横田町、

東町、日出町、伝馬町及び栄町 

第13投票区 柚木、宮前町、長沼、長沼一丁目、長沼二

丁目及び長沼三丁目 

第14投票区 千代田五丁目、千代田六丁目、東千代田一

丁目、沓谷の一部（除自1174番地至1176番

地）、沓谷三丁目、沓谷四丁目、沓谷五丁目

の一部（除自10番地至14番地）及び沓谷六

丁目の一部（除自18番地至29番地） 

第15投票区 千代田七丁目、東千代田二丁目及び東千代

田三丁目 
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第16投票区 北安東五丁目、城北、城北二丁目、上足洗

三丁目、竜南一丁目、竜南二丁目及び竜南

三丁目 

第17投票区 上足洗四丁目、千代田、千代田一丁目、千

代田二丁目、千代田三丁目、千代田四丁目

及び沓谷二丁目 

第18投票区 鷹匠三丁目の一部（自３番９号至３番13

号）、東鷹匠町、横内町、太田町、瓦場町、

春日町、音羽町、上沓谷町及び沓谷一丁目 

第19投票区 城東町、緑町、西千代田町、巴町、上足洗、

上足洗一丁目、上足洗二丁目及び銭座町 

第20投票区 大岩一丁目、大岩町、安東二丁目及び安東 

三丁目 

第21投票区 大岩二丁目、大岩三丁目、北安東一丁目及

び北安東二丁目 

第22投票区 大岩、大岩四丁目、北安東三丁目、北安東

四丁目、池ケ谷、池ケ谷東、唐瀬一丁目、

唐瀬二丁目、唐瀬三丁目、岳美、岳美一丁

目及び観山 

第23投票区 南、有永、羽高の一部（除18番地、31番地

の1）、東、芝原、柳原、赤松、漆山及び平

柳 

第24投票区 羽高の一部（18番地、31番地の１）及び北 

第25投票区 川合、川合二丁目の一部（除自１番至10番、

自13番至19番）、川合三丁目、上土新田、上

土二丁目の一部（除自１番至15番）南沼上

の一部（除自1467番地至1570番地）、南沼上

一丁目、南沼上二丁目、南沼上三丁目、西

瀬名町、立石、加藤島、豊地、流通センタ

ー、牛田、天神前、野丈、諏訪及び薬師 
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第26投票区 沓谷の一部（自1174番地至1176番地）、沓谷

五丁目の一部（自10番地至14番地）、沓谷六

丁目の一部（自18番地至29番地）、川合一丁

目、川合二丁目の一部（自１番至10番、自

13番至19番）、上土一丁目及び上土二丁目の

一部（自１番至15番） 

第27投票区 古庄一丁目、古庄二丁目、古庄三丁目、古

庄四丁目、古庄五丁目及び古庄六丁目 

第28投票区 瀬名川一丁目、瀬名中央一丁目及び南瀬名

町 

第29投票区 瀬名川二丁目及び瀬名川三丁目 

第30投票区 瀬名一丁目の一部（除自１番至19番、自22 

番至38番）、瀬名中央二丁目、瀬名中央三丁

目、瀬名中央四丁目及び東瀬名町 

第31投票区 瀬名一丁目の一部（自１番至19番、自22番

至38番）、瀬名二丁目、瀬名三丁目の一部（除

自６番至15番、自19番至44番）及び瀬名四

丁目 

第32投票区 南沼上の一部（自1467番地至1570番地）、北

沼上の一部（自１番地至200番地）、瀬名の

一部（除自1720番地至1920番地）、瀬名三丁

目の一部（自６番至15番、自19番至44番）、

瀬名五丁目、瀬名六丁目及び瀬名七丁目 

第33投票区 北沼上の一部（除自１番地至200番地）、長

尾及び平山 

第34投票区 郷島、野田平、俵沢、油島及び俵峰 

第35投票区 門屋及び牛妻 

第36投票区 上伝馬の一部（除自１番至６番）、与一五丁

目、与一六丁目、松富上組、松富一丁目の

一部（除１番）、松富二丁目、松富三丁目、 
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 松富四丁目、福田ケ谷及び下 

第37投票区 昭府町、昭府一丁目、昭府二丁目、新伝馬

三丁目の一部（自13番至16番、自22番１号

至22番40号）、上伝馬の一部（自１番至６

番）、与一一丁目、与一二丁目、与一三丁目、

与一四丁目及び松富一丁目の一部（１番） 

第38投票区 辰起町、平和一丁目、平和二丁目、平和三

丁目、籠上、美川町及び桜町一丁目の一部

（自１番至３番） 

第39投票区 新伝馬一丁目、新伝馬二丁目、新伝馬三丁

目の一部（除自13番至16番、自22番１号至 

22番40号）、伊呂波町、堤町、秋山町、桜町

一丁目の一部（除自１番至３番）及び桜町

二丁目 

第40投票区 安倍口団地 

第41投票区 与左衛門新田、西ケ谷、安倍口新田、藤兵

衛新田、幸庵新田、内牧、中ノ郷及び遠藤

新田 

第42投票区 足久保口組 

第43投票区 油山、松野及び津渡野 

第44投票区 足久保奥組 

第45投票区 水見色 

第46投票区 富厚里、奈良間、富沢及び大原 

第47投票区 新間及び谷津 

第48投票区 羽鳥、羽鳥三丁目の一部（除自１番至７番）、

羽鳥五丁目、羽鳥六丁目、羽鳥七丁目及び

羽鳥本町 

第49投票区 建穂、建穂一丁目、建穂二丁目、羽鳥一丁

目の一部（除１番）羽鳥二丁目、羽鳥三丁

目の一部（自１番至７番）及び羽鳥四丁目 
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第50投票区 山崎一丁目、山崎二丁目、千代、千代一丁

目、千代二丁目、慈悲尾、羽鳥大門町及び

羽鳥一丁目の一部（１番） 

第51投票区 牧ケ谷及び産女 

第52投票区 吉津及び飯間 

第53投票区 小瀬戸及び西又 

第54投票区 小布杉 

第55投票区 赤沢、昼居渡、相俣及び黒俣の一部（自１

番地至2299番地） 

第56投票区 寺島、鍵穴、坂本及び小島 

第57投票区 黒俣の一部（除自１番地至2299番地）及び 

 杉尾 

第58投票区 栃沢、日向、湯ノ島、諸子沢、楢尾、大間、

崩野及び八草 

第59投票区 坂ノ上 

第60投票区 中沢、桂山、落合の一部（除自1201番地至

1320番地、自1371番地至1589番地）、森腰及

び長熊 

第61投票区 奥池ケ谷、柿島、長妻田、油野、上落合、

口仙俣、奥仙俣及び口坂本 

第62投票区 落合の一部（自1201番地至1320番地、自1371

番地至1589番地）、内匠、腰越、横沢及び大

沢 

第63投票区 相淵、蕨野、横山及び平野 

第64投票区 中平及び渡 

第65投票区 有東木 

第66投票区 入島及び梅ケ島の一部（自１番地至4270  

番地） 

第67投票区 梅ケ島の一部（除自１番地至4270番地） 

第68投票区 井川 
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第69投票区 岩崎、上坂本、田代及び小河内 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成22年５月18日から施行する。 

 （告示の廃止） 

２ 公職選挙法による静岡市葵区の選挙投票区の区画指定を定める告示（平成17年静岡市葵区

選挙管理委員会告示第25号）は、廃止する。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

静岡市葵区選挙管理委員会告示第８号 

 静岡市葵区選挙管理委員会規程（平成17年静岡市葵区選挙管理委員会告示第３号）の一部を

次のように改正する。 

平成22年５月17日 

 

静岡市葵区選挙管理委員会委員長 篠 澤 俊 二      

 

第22条中第19号を第20号とし、第12号から第18号までを１号ずつ繰り下げ、同条第11号中「選

挙」を「選挙及び国民投票」に改め、同号を同条第12号とし、同条第10号中「選挙」を「選挙

及び国民投票」に改め、同号を同条第11号とし、同条中第９号を第10号とし、第８号を第９号

とし、第７号の次に次の１号を加える。 

（８）投票人名簿及び在外投票人名簿の調製及び保管に関すること。 

   附 則 

 この告示は、平成22年５月18日から施行する。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

静岡市葵区選挙管理委員会告示第９号 

 静岡市葵区選挙執行本部規程（平成20年静岡市葵区選挙管理委員会告示第４号）の一部を次

のように改正する。 

平成22年５月17日 
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静岡市葵区選挙管理委員会委員長 篠 澤 俊 二      

 

題名を次のように改める。 

静岡市葵区選挙等執行本部規程 

第１条中「及び最高裁判所裁判官国民審査法」を「、最高裁判所裁判官国民審査法」に改め、

「行われる最高裁判所裁判官国民審査」の次に「及び日本国憲法の改正手続に関する法律（平

成19年法律第51号）に基づき行われる国民投票」を加え、「静岡市葵区選挙執行本部」を「静岡

市葵区選挙等執行本部」に改める。 

別表中 

「 

庶務班 （１）選挙執行の総括に関すること。 

（２）投票事務（投票所物品の搬送に関することを除く。）、開票事務及

び選挙会事務に関すること。 

（３）候補者に関すること。 

（４）選挙人名簿に関すること。 

（５）人事、予算、決算及び経理に関すること。 

（６）選挙事務従事者に関すること。 

（７）在外投票に関すること。 

（８）選挙公報及び審査公報の配布に関すること。 

（９）他の班に属さないこと。 

を 

選挙第１班 （１）期日前投票及び窓口における不在者投票に関すること。 

（２）公営施設における個人演説会に関すること。 

（３）投票立会人に関すること。 

（４）選挙時啓発に関すること。 

」 

「 

庶務班 （１）選挙及び国民投票の執行の総括に関すること。 

（２）投票事務（投票所物品の搬送に関することを除く。）、開票事務及

び選挙会事務に関すること。 

（３）候補者に関すること。 

（４）選挙人名簿及び投票人名簿に関すること。 

（５）人事、予算、決算及び経理に関すること。 

（６）選挙事務及び国民投票事務の従事者に関すること。 

（７）在外投票に関すること。 

（８）選挙公報、審査公報及び国民投票公報の配布に関すること。 

（９）他の班に属さないこと。 

に 

選挙第１班 （１）期日前投票及び窓口における不在者投票に関すること。 

（２）公営施設における個人演説会に関すること。 

（３）投票立会人に関すること。 

（４）選挙時及び国民投票時の啓発に関すること。 

」 



第87号          静 岡 市 報      平成22年７月１日 

 

 

  
  19 

 

  

改める。 

附 則 

 この告示は、平成22年５月18日から施行する。 

 

 

 駿河区選挙管理委員会告示  

 
静岡市駿河区選挙管理委員会告示第６号 

公職選挙法による静岡市駿河区の選挙投票区の区画を指定した告示（平成17年静岡市駿河区

選挙管理委員会告示第６号）の一部を次のとおり改正する。 

  平成22年５月15日 

 

静岡市駿河区選挙管理委員会委員長 朝比奈 糺   

   

 

区画明細書の表中 

「 

第29投票区 丸子新田の一部（除自１番地至27番地、自126番地至149番地、

自155番地至179番地の１、179番地の４、180番地の２、191

番地の１、自191番地の４至191番地の７、192番地の２、自1

93番地の２至193番地の４、319番地の２、328番地、329番地、

自684番地の５至684番地の12、自684番地の21至684番地の2

6）、東新田、東新田一丁目、東新田二丁目、東新田三丁目、

東新田四丁目、東新田五丁目、上川原、下川原及び光陽町 

                                        」 

を 

 

 

を 
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「 

第29投票区 丸子新田の一部（除自１番地至32番地の４、33番地の１、33

番地の４、110番地の１、110番地の３、自111番地の１至184

番地の１、自185番地の１至187番地の５、188番地の１、189

番地の１、189番地の２、190番地の１、190番地の２、自191

番地の１至191番地の８、自192番地の１至193番地の４、310

番地の１、314番地、315番地の１、315番地の４、315番地の

７、自316番地の１至319番地の２、自324番地の１至340番地

の１、341番地の１、341番地の６、341番地の８、自684番地

の５至684番地の12、自684番地の21至684番地の27、687番地

の15、687番地の17）、東新田、東新田一丁目、東新田二丁目、

東新田三丁目、東新田四丁目、東新田五丁目、上川原、下川

原及び光陽町 

                                       」 

「 

第37投票区 丸子新田の一部（自１番地至27番地、自126番地至149番地、

自155番地至179番地の１、179番地の４、180番地の２、191

番地の１、自191番地の４至191番地の７、192番地の２、自1

93番地の２至193番地の４、319番地の２、328番地、329番地、

自684番地の５至684番地の12、自684番地の21至684番地の2

6）、手越及び手越原 

                                        」 

に、 

 

 

を 

を 

 

 

を 
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「 

第37投票区 丸子新田の一部（自１番地至32番地の４、33番地の１、33番

地の４、110番地の１、110番地の３、自111番地の１至184番

地の１、自185番地の１至187番地の５、188番地の１、189番

地の１、189番地の２、190番地の１、190番地の２、自191番

地の１至191番地の８、自192番地の１至193番地の４、310番

地の１、314番地、315番地の１、315番地の４、315番地の７、

自316番地の１至319番地の２、自324番地の１至340番地の１、

341番地の１、341番地の６、341番地の８、自684番地の５至

684番地の12、自684番地の21至684番地の27、687番地の15、

687番地の17）、手越及び手越原 

                                       」 

改める。 

附 則 

この告示は、平成22年５月16日から施行する。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

静岡市駿河区選挙管理委員会告示第７号 

静岡市駿河区選挙管理委員会規程（平成17年静岡市駿河区選挙管理委員会告示第３号）の一

部を次のように改正する。 

 平成22年５月17日 

 

静岡市駿河区選挙管理委員会委員長 朝比奈 糺      

 

 第22条中第19号を第20号とし、第12号から第18号までを１号ずつ繰り下げ、同条第11号中「選

挙」を「選挙及び国民投票」に改め、同号を同条第12号とし、同条第10号中「選挙」を「選挙

及び国民投票」に改め、同号を同条第11号とし、同条中第９号を第10号とし、第８号を第９号

とし、第７号の次に次の１号を加える。 

（８）投票人名簿及び在外投票人名簿の調製及び保管に関すること。 

   附 則 

に、 

 

 

を 
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 この告示は、平成22年５月18日から施行する。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

静岡市駿河区選挙管理委員会告示第８号 

静岡市駿河区選挙執行本部規程（平成20年静岡市駿河区選挙管理委員会告示第５号）の一部

を次のように改正する。 

 平成22年５月17日 

 

静岡市駿河区選挙管理委員会委員長 朝比奈 糺      

 

 題名を次のように改める。 

   静岡市駿河区選挙等執行本部規程 

 第１条中「及び最高裁判所裁判官国民審査法」を「、最高裁判所裁判官国民審査法」に改め、

「行われる最高裁判所裁判官国民審査」の次に「及び日本国憲法の改正手続に関する法律（平

成19年法律第51号）に基づき行われる国民投票」を加え、「静岡市駿河区選挙執行本部」を「静

岡市駿河区選挙等執行本部」に改める。 

 別表中 
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「 

庶務班 （１）選挙執行の総括に関すること。 

（２）投票事務、開票事務及び選挙会事務に関すること。 

（３）候補者に関すること。 

（４）選挙人名簿に関すること。 

（５）人事、予算、決算及び経理に関すること。 

（６）選挙事務従事者に関すること。 

（７）窓口における不在者投票に関すること。 

（８）在外投票に関すること。 

（９）選挙公報及び審査公報の配布に関すること。 

（10）ポスター掲示場の事務補助に関すること。 

（11）他の班に属さないこと。 

選挙第１班 （１）期日前投票に関すること。 

（２）投票立会人に関すること。 

（３）選挙時啓発に関すること。 

（４）公営施設使用の個人演説会に関すること。 

（５）ポスター掲示場の事務補助に関すること。 

                                        」 

を 

 

 

を 
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「 

庶務班 （１）選挙及び国民投票の執行の総括に関すること。 

（２）投票事務、開票事務及び選挙会事務に関すること。 

（３）候補者に関すること。 

（４）選挙人名簿及び投票人名簿に関すること。 

（５）人事、予算、決算及び経理に関すること。 

（６）選挙事務及び国民投票事務の従事者に関すること。 

（７）窓口における不在者投票に関すること。 

（８）在外投票に関すること。 

（９）選挙公報、審査公報及び国民投票公報の配布に関すること。 

（10）ポスター掲示場の事務補助に関すること。 

（11）他の班に属さないこと。 

選挙第１班 （１）期日前投票に関すること。 

（２）投票立会人に関すること。 

（３）選挙時及び国民投票時の啓発に関すること。 

（４）公営施設使用の個人演説会に関すること。 

（５）ポスター掲示場の事務補助に関すること。 

                                        」 

改める。 

   附 則 

 この告示は、平成22年５月18日から施行する。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

静岡市駿河区選挙管理委員会告示第９号 

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第17条第２項（日本国憲法の改正手続に関する法律（平

成19年法律第51号）第７条において準用する場合を含む。）の規定により駿河区の投票区を次の

ように設ける。 

  平成22年５月17日 

 

静岡市駿河区選挙管理委員会委員長 朝比奈 糺 

 

に 

 

 

を 
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投票区名 投票区の区画 

第１投票区 中田三丁目の一部（除６番、自９番至11番）、中田四丁目の一部（除９番）、

石田一丁目、石田二丁目、石田三丁目及び南八幡町 

第２投票区 泉町、馬渕四丁目の一部（自１番至６番）、稲川一丁目の一部（除自１番

至４番、６番、自７番１号至７番13号、７番31号）、中田一丁目、中田二

丁目、中田三丁目の一部（６番、自９番至11番）、中田四丁目の一部（９

番）、中田本町及び大坪町 

第３投票区 南町、稲川一丁目の一部（自１番至４番、６番、自７番１号至７番13号、

７番31号）、森下町、八幡一丁目、八幡二丁目、大和一丁目、大和二丁目

及びさつき町 

第４投票区 稲川二丁目、稲川三丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、八幡五丁目、八幡山

及び有東一丁目の一部（自１番１号至１番17号、自４番４号至４番18号、

自15番１号至15番４号） 

第５投票区 有明町、有東一丁目の一部（除自１番１号至１番17号、自４番４号至４番

18号、自15番１号至15番４号）、有東二丁目、有東三丁目、豊田三丁目、

富士見台一丁目、富士見台二丁目及び富士見台三丁目 

第６投票区 豊原町、小黒一丁目、小黒二丁目、小黒三丁目、曲金一丁目の一部（１番

３号、１番４号、自２番12号至２番20号、自３番１号至３番３号、３番18

号、３番20号、自３番22号至３番29号）、曲金二丁目の一部（自１番28号

至１番40号、自１番43号至１番47号、自２番２号至２番９号、２番30号、

自２番33号至２番36号）及び曲金三丁目の一部（１番１号、３番40号、３

番41号、３番44号、３番45号） 

第７投票区 曲金一丁目の一部（除１番３号、１番４号、自２番12号至２番20号、自３

番１号至３番３号、３番18号、３番20号、自３番22号至３番29号）、曲金

二丁目の一部（除自１番28号至１番40号、自１番43号至１番47号、自２番

２号至２番９号、２番30号、自２番33号至２番36号）、曲金三丁目の一部

（除１番１号、３番40号、３番41号、３番44号、３番45号）、曲金四丁目、

曲金五丁目、曲金六丁目及び曲金七丁目 

第８投票区 豊田一丁目、豊田二丁目、小鹿二丁目、小鹿三丁目及び恩田原 

第９投票区 小鹿の一部（自577番地至655番地）及び小鹿一丁目 

第10投票区 小鹿の一部（除自577番地至655番地） 
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第11投票区 池田及び聖一色 

第12投票区 栗原、国吉田、国吉田一丁目、国吉田二丁目、国吉田三丁目、国吉田四丁

目、国吉田五丁目及び国吉田六丁目 

第13投票区 弥生町、中吉田、谷田、平沢及び古宿の一部（715番地の３、717番地の１） 

第14投票区 西平松、中平松、青沢、古宿の一部（除715番地の３、717番地の１）、安

居及び根古屋 

第15投票区 片山、宮川、水上、西大谷及び大谷 

第16投票区 下島の一部（除自１番地至314番地）及び高松 

第17投票区 下島の一部（自１番地至314番地）、敷地一丁目、敷地二丁目、宮竹一丁目、

宮竹二丁目、高松一丁目及び高松二丁目 

第18投票区 登呂一丁目、登呂二丁目、登呂三丁目、登呂四丁目、登呂五丁目及び登呂

六丁目 

第19投票区 中村町及び西脇の一部（除116番地、117番地、自138番地至141番地、143

番地、自210番地至213番地、自340番地至999番地（除987番地)、自1023番

地至1026番地、自1055番地至1059番地） 

第20投票区 新川二丁目、見瀬、中原、津島町及び西中原一丁目 

第21投票区 馬渕二丁目、馬渕三丁目及び馬渕四丁目の一部（除自１番至６番） 

第22投票区 宮本町、新川一丁目、寿町及び馬渕一丁目 

第23投票区 南安倍三丁目、西中原二丁目、緑が丘町、中野新田及び中島の一部（除自

231番地至242番地、自248番地至250番地、302番地の２の５、302番地の２

の６、302番地の６、自307番地至315番地、自318番地至321番地、自324番

地至327番地、330番地の３、330番地の10、自331番地至334番地、自336番

地至340番地、自353番地至357番地、自364番地至367番地、自375番地至25

57番地、自2559番地至3119番地、自3121番地至3303番地）  

第24投票区 中島の一部（自231番地至242番地、自248番地至250番地、302番地の２の

５、302番地の２の６、302番地の６、自307番地至315番地、自318番地至3

21番地、自324番地至327番地、330番地の３、330番地の10、自331番地至3

34番地、自336番地至340番地、自353番地至357番地、自364番地至367番地、

自375番地至1356番地（除1238番地の３、1238番地の４、1299番地の６、1

299番地の７、1299番地の28）、1853番地、自2714番地至3064番地、自3121 
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 番地至3213番地）、西脇の一部（116番地、117番地、自138番地至141番地、

143番地、自210番地至213番地、自340番地至999番地（除987番地）、自102

3番地至1026番地、自1055番地至1059番地）及び西島の一部（自１番地至9

32番地、自935番地至938番地、自941番地至944番地、948番地、950番地、

951番地） 

第25投票区 中島の一部（1238番地の３、1238番地の４、1299番地の６、1299番地の７、

1299番地の28、自1357番地至1852番地、自1854番地至2557番地、自2559番

地至2713番地、自3065番地至3119番地、自3214番地至3303番地）及び西島

の一部（除自１番地至932番地、自935番地至938番地、自941番地至944番

地、948番地、950番地、951番地） 

第26投票区 広野、広野二丁目、広野三丁目、広野四丁目、広野五丁目、広野六丁目、

広野海岸通、用宗の一部（82番地）及び青木 

第27投票区 下川原一丁目、下川原二丁目の一部（除自５番至13番、自36番至40番）、

下川原四丁目、下川原五丁目の一部（除７番、11番、12番、自28番至32番）

及び下川原南 

第28投票区 下川原二丁目の一部（自５番至13番、自36番至40番）、下川原三丁目、下

川原五丁目の一部（７番、11番、12番、自28番至32番）、下川原六丁目及

び桃園町 

第29投票区 丸子新田の一部（除自１番地至32番地の４、33番地の１、33番地の４、11

0番地の１、自110番地の３至184番地の１、自185番地の１至186番地の２、

187番地の５、188番地の１、189番地の１、189番地の２、190番地の１、1

90番地の２、191番地の１至191番地の８、自192番地の１至193番地の４、

310番地の１、314番地、315番地の１、315番地の４、315番地の７、自316

番地の１至319番地の２、自324番地の１至340番地の１、341番地の１、34

1番地の６、341番地の８、自684番地の５至684番地の12、自684番地の21

至684番地の27、687番地の15、687番地の17）、東新田、東新田一丁目、東

新田二丁目、東新田三丁目、東新田四丁目、東新田五丁目、上川原、下川

原及び光陽町 

第30投票区 みずほ一丁目、みずほ二丁目、みずほ三丁目、みずほ四丁目、みずほ五丁

目及び広野一丁目 
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第31投票区 鎌田、寺田、丸子一丁目及び丸子二丁目の一部（除自16番至18番） 

第32投票区 向敷地 

第33投票区 丸子の一部（自１番地至2903番地、自3530番地至5030番地）、丸子二丁目

の一部（自16番至18番）、丸子三丁目、丸子四丁目、丸子五丁目、丸子六

丁目、丸子七丁目、北丸子一丁目、北丸子二丁目及び丸子芹が谷町 

第34投票区 丸子の一部（除自１番地至2903番地、自3530番地至5030番地）及び宇津ノ

谷 

第35投票区 大和田、小坂、小坂一丁目、小坂二丁目及び小坂三丁目 

第36投票区 用宗の一部（除82番地）、用宗一丁目、用宗二丁目、用宗三丁目、用宗四

丁目、用宗五丁目、用宗巴町、用宗城山町、用宗小石町、石部及び港 

第37投票区 丸子新田の一部（自１番地至32番地の４、33番地の１、33番地の４、110

番地の１、自110番地の３至184番地の１、自185番地の１至186番地の２、

187番地の５、188番地の１、189番地の１、189番地の２、190番地の１、1

90番地の２、191番地の１至191番地の８、自192番地の１至193番地の４、

310番地の１、314番地、315番地の１、315番地の４、315番地の７、自316

番地の１至319番地の２、自324番地の１至340番地の１、341番地の１、34

1番地の６、341番地の８、自684番地の５至684番地の12、自684番地の21

至684番地の27、687番地の15、687番地の17）、手越及び手越原 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成22年５月18日から施行する。 

 （選挙投票区の区画指定告示の廃止） 

２ 公職選挙法による静岡市駿河区の選挙投票区の区画指定を定める告示（平成17年静岡市駿

河区選挙管理委員会告示第６号）は、廃止する。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 消防本部告示  
 

静岡市消防本部告示第５号 
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 静岡市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する規程（平成21年静岡市消防本部告示第

４号）の一部を次のように改正する。 

  平成22年５月28日 

 

                       静岡市消防長  寺 尾 達 夫  

 

 別表第１中 

「 

                            

  

 

 

                                        」 

「 

 

 

                                        」 

改める。 

 別表第２中 

「   

                            

     

 

 

 

                                        」 

「 

                                          

 

                                        」 

改める。 

を 

に 

を 

に 
 サイレン又は赤色灯を装備するなど、救急自動車と紛

らわしい外観を呈していないこと。 

患者等搬送用自動車（車

椅子専用）の外観 

１ サイレン又は赤色灯を装備するなど、救急自動車と

紛らわしい外観を呈していないこと。 

２ 患者等搬送用自動車（車椅子専用）の車体に患者等

搬送用自動車（車椅子専用）である旨の表示がされて

いること。 

 

 

 

 

 

患者等搬送用自動車（車

椅子専用）の外観及び表

示 

 サイレン又は赤色灯を装備するなど、救急自動車と紛

らわしい外観を呈していないこと。 

患者等搬送用自動車の外

観 

１ サイレン又は赤色灯を装備するなど、救急自動車と

紛らわしい外観を呈していないこと。 

２ 患者等搬送用自動車の車体に患者等搬送用自動車で

ある旨の表示がされていること。 

 

 

 

 

 

患者等搬送用自動車の外

観及び表示 
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様式第９号を次のように改める。 

【様式は掲載省略】 

 

 様式第12号を次のように改める。 

【様式は掲載省略】 

 

   附 則 

 この告示は、平成22年６月１日から施行する。 

 

 


