
規  則
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静岡市規則第８号

静岡市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規

則をここに制定する。

  平成28年３月15日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則

静岡市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則（平成19年静岡市規

則第24号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項を削り、同条第２項中「において」の次に「使用する用語は、情報通信技術利

用条例において使用する用語の例によるほか」を加え、同項第１号中「市長等」を「市長等 次

に掲げるものをいう。」に改め、同項第３号ア中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関

する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に

改め、同項を同条とする。

第７条第１項第２号中「市長」を「市長等」に改める。

   附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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静岡市規則第９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をここに制定する。

  平成28年３月15日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   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

静岡市国民健康保険条例等施行規則（平成16年静岡市規則第43号）の一部を次のように改正

する。

第16条の次に次の１条を加える。

（普通徴収に係る保険料の納付の方法）

第16条の２ 普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、こ

れにより難いときは、納付書その他の方法により納付することができる。

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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静岡市規則第10号

静岡市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則をここ

に制定する。

  平成28年３月15日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令（平成27年政令第318号）第１条第２

項の規定により規則で定める女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律

第64号）第15条第１項に規定する特定事業主は、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同

表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を定めるものとする。

市長 市長が任命する職員

消防長 消防長が任命する職員

選挙管理委員会 選挙管理委員会が任命する職員

人事委員会 人事委員会が任命する職員

代表監査委員 代表監査委員が任命する職員

農業委員会 農業委員会が任命する職員

議会の議長 議会の議長が任命する職員

公営企業管理者 公営企業管理者が任命する職員

   附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。

（この規則の失効）

２ この規則は、平成38年３月31日限り、その効力を失う。
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静岡市規則第11号

静岡市職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則をここに制定する。

  平成28年３月16日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則

静岡市職員の初任給調整手当に関する規則（平成21年静岡市規則第38号）の一部を次のよう

に改正する。

別表を次のように改める。

別表（第５条関係）

期間の区分 月額

１年未満 307,800円

１年以上２年未満 307,800円

２年以上３年未満 307,800円

３年以上４年未満 307,800円

４年以上５年未満 307,800円

５年以上６年未満 307,800円

６年以上７年未満 307,800円

７年以上８年未満 307,800円

８年以上９年未満 307,800円

９年以上10年未満 307,800円

10年以上11年未満 307,800円

11年以上12年未満 307,800円

12年以上13年未満 307,800円

13年以上14年未満 307,800円

14年以上15年未満 307,800円

15年以上16年未満 307,800円

16年以上17年未満

17年以上18年未満

304,500円

301,200円
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18年以上19年未満 297,900円

19年以上20年未満 294,600円

20年以上21年未満 291,300円

21年以上22年未満 277,500円

22年以上23年未満 263,500円

23年以上24年未満 250,000円

24年以上25年未満 236,100円

25年以上26年未満 222,400円

26年以上27年未満 204,800円

27年以上28年未満 187,700円

28年以上29年未満 170,400円

29年以上30年未満 152,800円

30年以上31年未満 134,800円

31年以上32年未満 116,500円

32年以上33年未満 98,600円

33年以上34年未満 72,600円

34年以上35年未満 48,300円

   附 則

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の静岡市職員の初任給調整手当に

関する規則別表の規定は、平成27年４月１日から適用する。
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静岡市規則第12号

静岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則をここに制定する。

  平成28年３月16日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則

第１条 静岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成15年静岡市規則第38号）の一

部を次のように改正する。

第20条第２項第８号中「第９条第１項」を「第19条第１項」に改める。

第22条第１号中「100分の150」を「100分の170（給与条例第28条第２項に規定する特定管

理職員（次号において「特定管理職員」という。）にあっては、100分の210）」に改め、同条

第２号中「100分の70」を「100分の80（特定管理職員にあっては、100分の100）」に改める。

第２条 静岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を次のように改正する。

  第22条第１号中「100分の170」を「100分の160」に、「100分の210」を「100分の200」に改

め、同条第２号中「100分の80」を「100分の75」に、「100分の100」を「100分の95」に改め

る。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成28年４月１日から施

行する。

（適用）

２ 第１条の規定による改正後の静岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第22条の規

定は、平成27年12月１日から適用する。
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静岡市規則第13号

静岡市副市長事務分担規則の一部を改正する規則をここに制定する。

  平成28年３月18日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市副市長事務分担規則の一部を改正する規則

静岡市副市長事務分担規則（平成23年静岡市規則第59号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項の表中「保健福祉局」を「保健福祉長寿局」に改め、「、病院局」を削る。

   附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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静岡市規則第14号

静岡市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに制定する。

  平成28年３月18日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市事務分掌規則の一部を改正する規則

静岡市事務分掌規則（平成17年静岡市規則第10号）の一部を次のように改正する。

目次中「第５条」を「第４条の３」に、

第３条第１号の表を次のように改める。

課名又は総室名 係名

行政管理課 総務・総合調整係 行政管理係 行財政改革推進係

コンプライアンス推進課 行政手続・審理係 内部統制係

政策法務課

人事課 人事係 制度調査係 給与係 労政係 人材育成係

秘書課 秘書係

広報課 報道広報係 広報紙係 広聴係 シティプロモーション

係

ＩＣＴ推進課 情報化推進係 情報セキュリティ係 住民情報システム

係 内部情報システム係

職員厚生課 安全衛生推進係 福利係

危機管理総室

「第１款 企画局関係出先機関」を
「第１款 総務局関係出先機関

第１款の２ 企画局関係出先機関」
に、

「第５款 保健福祉局関係出先機関

第５款の２ 子ども未来局関係出先機関

第６款 病院局関係出先機関      」

を

「第５款 保健福祉長寿局関係出先機関

第５款の２ 子ども未来局関係出先機関

第６款 削除             」

に改める。
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第３条第２号の表中

「

企画課 総合計画推進係 人口減少対策室 分権・広域連携推

進係 統計係
を

                                        」

「

企画課 総合計画推進係 地方創生推進室 分権・広域連携推

進係 統計係
に

                                        」

改め、同条第３号の表を次のように改める。

部名 課名 係又はセンター名

財政部 財政課 調整係 予算第１係 予算第２係 予算第３係 資金係

管財課 財産管理係 庁舎管理係 車両管理係

契約課 企画係 物品調達係 工事契約第１係 工事契約第２係

税務部 税制課 総務係 税制係

納税課 納税推進係 納税第１係 納税第２係

滞納対策課 徴収指導係 特別滞納整理第１係 特別滞納整理第２係

公売係

市民税課 企画指導係 軽自・諸税係 法人課税係 特別徴収係

普通徴収第１係 普通徴収第２係 市税証明係 駿河

税務センター

固定資産税課 企画指導係 土地第１係 土地第２係 家屋第１係 家

屋第２係 償却資産係

第３条第５号の表を次のように改める。

課名 係、室又は館名

ＭＩＣＥ・国際課 調整係 ＭＩＣＥ誘致推進係 国際交流係

観光交流課 観光企画係 東海道歴史街道係 観光施設係 イベント

推進係

歴史文化課 歴史文化推進係 駿府城エリア活性化室 歴史文化施
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設整備係

文化財課 文化財保護係 埋蔵文化財係 三保松原保全活用推進室

登呂博物館

文化振興課 文化交流係 施設管理係 文化プログラム推進係 文化

施設整備室 芹沢銈介美術館

スポーツ振興課 スポーツ振興係 スポーツツーリズム推進係 葵・駿河

施設係 清水施設係 ホームタウン推進係

第３条第７号を次のように改める。

（７）保健福祉長寿局

本部又は部名 課名 係、センター又は診療所名

地域包括ケア

推進本部

総務係 医療・介護連携係 地域支援係 介護予防係

健康福祉部 福祉総務課 調整係 総務係 地域福祉・人権擁護係 生活支援・自

立推進係 システム係 監査指導係

健康づくり推進課 健康政策係 保健指導係 成人保健係 障害者歯科保健

センター

障害者福祉課 企画管理係 自立支援係 地域生活支援係 在宅支援係

高齢者福祉課 総務係 生きがい・在宅係 高齢者施設係

介護保険課 総務係 保険料係 給付・認定係 事業者指導第１係

事業者指導第２係

保険年金管理課 管理・国民年金係 国保給付係 国保料係 福祉債権管

理係 健診・保健指導係 後期高齢者医療係 井川診療

所

保健衛生医療

部

保健医療課 保健医療係 医療事業係

第３条第８号の表中
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「

子ども未来課 企画調整係 子育て支援係 新制度推進室

を青少年育成課 育成係 指導係 子ども若者相談センター

幼保支援課 総務・事業者指導係 給付係

                                        」

「

子ども未来課 企画調整係 子育て支援推進係 新制度推進室

に、青少年育成課 育成係 指導係 子ども若者相談センター

幼保支援課 総務・事業者指導係 給付係 システム係

                                        」

「

子ども家庭課 子ども家庭係 給付係 を

                                        」

「

子ども家庭課 子ども家庭係 給付係 ひとり親家庭支援係 母子保

健係
に

                                        」

改め、同条第９号を削り、同条第10号の表中

「

産業振興課 総務係 工業振興係 企業立地係 地場産業係 を

                                        」

「

産業振興課 海洋産業イノベーション推進係 工業振興係 企業立

地係 地場産業係
に、

                                        」

「

中山間地振興課 企画係 施設運営係 森林・林業・鳥獣対策係 を

                                        」
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「

中山間地振興課 企画係 施設運営係 森林・林業係 鳥獣対策係 に

                                        」

改め、同号を同条第９号とし、同条第11号の表中

「

交通政策課 生活交通係 企画係 管理係 を

                                        」

「

交通政策課 生活交通係 企画係 管理係 自転車のまち推進係 に、

                                        」

「

清水駅周辺整備課 管理係 換地計画係 工事係 を

                                        」

「

清水駅周辺整備課 管理係 駅周辺計画係 工事係 に、

                                        」

「

建築部 建築総務課 総務耐震係 施設保全係 都市景観推進係 屋外広告

物係
を

                                        」

「

建築部 建築総務課 総務耐震係 都市景観推進係 屋外広告物係 に、

                                        」

「

設備課 設備保全対策係 葵・駿河設備係 清水設備係 を

                                        」

「

設備課 施設保全係 葵・駿河設備係 清水設備係 に

                                        」

改め、同号を同条第10号とし、同条第12号の表中

　第156号　　　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成28年５月１日　

242



「

土木部 建設政策課 調整係 総務企画係 用地管理係 土木防災係 地籍

第１係 地籍第２係
を

                                        」

「

土木部 建設政策課 調整係 総務用地係 土木防災係 地籍第１係 地籍

第２係
に

                                        」

改め、同号を同条第11号とする。

第４条中「家康公四百年祭事業推進本部の」を「地域包括ケア推進本部の」に改め、同条行

政管理課の所掌事務中（10）から（12）までを削り、（13）を（10）とし、（14）から（20）ま

でを（11）から（17）までとし、（21）を削り、（22）を（18）とし、同所掌事務（23）中「の

導入の取りまとめ」を「に係る総合調整」に改め、同所掌事務中（23）を（19）とし、（24）か

ら（27）までを（20）から（23）までとし、（28）を削り、（29）を（24）とし、同所掌事務の

次に次のように加える。

    コンプライアンス推進課

（１）行政手続に関する事務の総括に関すること。

（２）行政不服審査法（平成26年法律第68号）に基づく手続の総括に関すること。

（３）行政不服審査会に関すること。

（４）情報公開審査会及び個人情報保護審査会に関すること。

（５）公益通報者保護の総括に関すること。

（６）内部統制の総括に関すること。

（７）外部監査に関すること。

第４条政策法務課の所掌事務（２）中「政策法務」を「市の政策法務」に改め、同所掌事務

中（10）を削り、（11）を（10）とし、（12）を（11）とする。

第４条広報課の所掌事務中（４）を（５）とし、（３）の次に次のように加える。

（４）シティプロモーションの推進に係る企画及び調整に関すること。

第４条広報課の所掌事務に次のように加える。

（６）シティプロモーションに係るシティプロモーション東京本部との連絡調整に関すること。

第４条中情報管理課の所掌事務をＩＣＴ推進課の所掌事務とする。
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第４条財政課の所掌事務中（９）及び（10）を削り、（11）を（９）とする。

第４条税制課の所掌事務（５）中「並びに県民税徴収取扱委託金」を「、県民税徴収取扱委

託金並びに国有資産等所在市交付金」に改める。

第４条納税課の所掌事務（１）中「徴収事務及び滞納処分事務」を「収納事務」に改め、「、

指導及び調整」を削り、同所掌事務中（７）を削り、（６）を（７）とし、同所掌事務（５）中

「関すること」の次に「（清水市税事務所の所管に属するものを除く。）」を加え、同所掌事務中

（５）を（６）とし、（４）を（５）とし、（３）を（４）とし、同所掌事務（２）中「徴収、」

を削り、同所掌事務中（２）を（３）とし、（１）の次に次のように加える。

（２）徴収金の徴収に関すること。

第４条納税課の所掌事務（８）中「市税事務所」を「清水市税事務所」に改める。

第４条納税課の所掌事務の次に次のように加える。

    滞納対策課

（１）徴収金の徴収事務及び滞納処分事務に係る企画及び指導に関すること。

（２）徴収金の徴収に関すること。

（３）徴収金の督促及び滞納処分に関すること（市長が定めるものに限る。）。

（４）徴収金の徴収の嘱託及び受託に関すること（市長が定めるものに限る。）。

（５）静岡地方税滞納整理機構に関すること。

（６）債権管理の総括に関すること。

（７）債権管理委員会に関すること。

第４条市民税課の所掌事務（１）中「県民税の」の次に「賦課（清水市税事務所の所管に属

するものを除く。）並びに」を加え、同所掌事務（３）中「市税事務所」を「清水市税事務所」

に改め、同所掌事務中（３）を（６）とし、（２）の次に次のように加える。

（３）原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。

（４）市税に係る証明に関すること。

（５）固定資産課税台帳に係る公簿の閲覧及びこれらの写しの交付並びに地籍図の写しの交付

に関すること。

第４条固定資産税課の所掌事務（２）中「都市計画税の」の次に「賦課（清水市税事務所の

所管に属するものを除く。）並びに」を加え、同所掌事務（３）中「固定資産の」の次に「評価

（清水市税事務所の所管に属するものを除く。）並びに」を加え、同所掌事務（４）中「土地及

び家屋に係る国有資産等所在市交付金の請求に関すること並びに償却資産に係る」を削り、「関

すること」の次に「（清水市税事務所の所管に属するものを除く。）」を加え、同所掌事務（５）
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中「市税事務所」を「清水市税事務所」に改める。

第４条生活安心安全課の所掌事務中（21）を（23）とし、（14）から（20）までを（16）から

（22）までとし、（13）の次に次のように加える。

（14）家庭用品品質表示法（昭和37年法律第104号）、消費生活用製品安全法（昭和48年法律第

31号）及び電気用品安全法（昭和36年法律第234号）に基づく表示の適正化に関すること。

（15）食品表示法（平成25年法律第70号）に関すること（食品表示法第15条の規定による権限

の委任等に関する政令（平成27年政令第68号）第７条第１項の規定により市長が行うこと

とされる事務を除く。）。

第４条観光交流文化局の所掌事務を次のように改める。

  観光交流文化局

   ＭＩＣＥ・国際課

（１）国際会議、企業報奨旅行等の誘致及び誘客の推進に関すること。

（２）国際化の推進に係る企画及び調整に関すること。

（３）国際交流及び国際協力に関すること。

（４）姉妹都市に関すること。

    観光交流課

（１）観光に係る施策の企画及び調整に関すること。

（２）観光の振興に関すること。

（３）観光資源の調査及び開発に関すること。

（４）観光施設の整備及び維持管理に関すること。

（５）観光諸団体の育成及び指導に関すること。

（６）公益財団法人静岡観光コンベンション協会との連絡調整に関すること。

（７）イベントの推進に関すること。

    歴史文化課

（１）市に存する徳川家康公等に係る事跡その他市が有する歴史文化資源の発信に関すること。

（２）歴史文化施設の整備に関すること。

（３）駿府城公園の東御門・巽櫓、坤櫓、日本庭園及び茶室の管理に関すること。

（４）駿府城跡天守台の発掘調査の公開に関すること。

    文化財課

（１）文化財の調査、保全及び活用に関すること。

（２）市の歴史に関すること。
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（３）文化財保護審議会に関すること。

（４）文化財資料館に関すること。

（５）文化財資料館運営委員会に関すること。

（６）埋蔵文化財センターに関すること。

（７）世界文化遺産構成資産である三保松原の保全活用の推進に関すること。

（８）松くい虫被害対策に関すること（三保松原に関するものに限る。）。

（９）市有林の維持管理に関すること（三保松原に関するものに限る。）。

（10）特別史跡登呂遺跡の活用及び関連施設の総合調整に関すること。

（11）登呂博物館に関すること。

（12）登呂博物館協議会に関すること。

    文化振興課

（１）文化に係る政策の企画及び調査に関すること。

（２）文化施設の企画及び整備に関すること。

（３）文化事業の実施に関すること。

（４）文化団体の育成指導に関すること。

（５）市民文化活動の促進に関すること。

（６）公益財団法人静岡市文化振興財団との連絡調整に関すること。

（７）芹沢銈介美術館に関すること。

（８）芹沢銈介美術館協議会に関すること。

（９）静岡市民文化会館、清水文化会館、静岡音楽館、静岡市美術館及び静岡科学館の管理に

関すること。

（10）文化振興審議会に関すること。

    スポーツ振興課

（１）スポーツ及びレクリエーションの振興に係る企画及び調査に関すること。

（２）スポーツ及びレクリエーション施設の企画及び整備に関すること。

（３）スポーツ推進審議会に関すること。

（４）スポーツ及びレクリエーション施設の管理に関すること（有料の公園施設のうち運動施

設を含む。）。

（５）スポーツ関係団体との連絡調整に関すること。

（６）公益財団法人静岡市体育協会との連絡調整に関すること。

（７）スポーツ及びレクリエーションの実施に関すること。

　第156号　　　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成28年５月１日　

246



（８）学校体育施設等の利用に関すること。

（９）特別支援教育センター体育施設の利用に関すること。

（10）スポーツ推進委員に関すること。

（11）スポーツ指導者の養成及び連絡調整に関すること。

（12）スポーツのまちづくりの推進に関すること。

（13）サッカーその他のスポーツのホームタウンの推進によるまちづくりに関すること。

（14）コミュニティセンターの管理に関すること。

（15）所管に係る事務についての区役所地域総務課との総合調整に関すること。

第４条廃棄物対策課の所掌事務（６）中「産業廃棄物処理対策」を「廃棄物の適正処理」に

改める。

第４条収集業務課の所掌事務中（４）を（６）とし、（３）を（５）とし、（２）の次に次の

ように加える。

（３）古紙等資源回収活動奨励金の交付に関すること。

（４）集団資源回収事業奨励金の交付に関すること。

第４条収集業務課の所掌事務に次のように加える。

（７）所管に係る事務についての区役所地域総務課との総合調整に関すること。

第４条保健福祉局の所掌事務を次のように改める。

  保健福祉長寿局

    地域包括ケア推進本部

（１）地域包括ケアの推進に関すること。

（２）保健事業費に係る国庫及び県費の負担金及び補助金の取りまとめに関すること。

（３）圏域保健医療計画に関すること。

（４）地域医療協議会に関すること。

（５）在宅医療と介護の連携に関すること。

（６）高齢者等の認知症施策の推進に関すること。

（７）介護保険法（平成９年法律第123号）に定める地域支援事業に関すること（高齢者の福祉

に関する事業に限る。）。

（８）地域包括支援センター事業に関すること。

（９）高齢者虐待防止に関すること。

（10）高齢者の介護予防の推進に関すること。

   健康福祉部
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    福祉総務課

（１）福祉に係る政策の企画及び調整に関すること。

（２）健康福祉に関する基本的な計画に関すること。

（３）健康福祉審議会に関すること。

（４）社会福祉法人の認可に関すること。

（５）社会福祉法人及び社会福祉施設（社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条第２項各号

に規定する施設をいう。）の指導監査等に関すること。

（６）社会福祉法第20条の規定に基づく各法律の施行事務の指導監督に関すること。

（７）福祉業務に係る職員の指導監督及び訓練に関すること。

（８）地域福祉計画に関すること。

（９）法務関係各種委員等の総括に関すること。

（10）地域福祉団体の育成に関すること。

（11）住民福祉活動の推進に関すること。

（12）社会福祉法人静岡市社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

（13）中央福祉センター、清水社会福祉会館及び地域福祉交流プラザの管理に関すること。

（14）民生委員及び児童委員の総括に関すること。

（15）民生委員推薦会に関すること。

（16）人権啓発に関すること。

（17）生活保護等の総括に関すること。

（18）生活保護法（昭和25年法律第144号）に係る医療機関及び介護機関の指定及び指導等に関

すること。

（19）生活保護法の施行に係る事務監査に関すること。

（20）保護施設の管理に関すること。

（21）生活困窮者の自立支援の総括に関すること。

（22）中国残留邦人等への支援の総括に関すること。

（23）社会福祉統計の総括に関すること。

（24）ホームレスの自立支援等の総括に関すること。

（25）福祉のまちづくりの計画の推進及び調整に関すること。

（26）社会福祉施設等整備審査会に関すること。

（27）社会福祉施設等整備事業の国庫補助協議等に係る設計等の審査及び指導に関すること。

（28）市立社会福祉施設の計画及び整備に関すること。
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（29）社会福祉施設整備事業に係る指導監督及び検査に関すること。

（30）福祉電算システムに関すること。

（31）所管に係る事務についての福祉事務所生活支援課との総合調整に関すること。

（32）部の庶務に関すること。

    健康づくり推進課

（１）健康づくりに係る施策の企画及び調整に関すること。

（２）健康づくりに係る関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

（３）健康増進計画に関すること。

（４）食育推進計画に関すること。

（５）食育推進会議に関すること。

（６）老人福祉計画に関すること（保健に関する事業に限る。）。

（７）健康増進法（平成14年法律第103号）の施行に関すること（他の課かいの所管に属するも

のを除く。）。

（８）成人保健事業に関すること（他の課かいの所管に属するものを除く。）。

（９）介護保険法に定める地域支援事業（保健に関する事業に限る。）に関すること（他の課か

いの所管に属するものを除く。）。

（10）保健指導業務の総合的計画及び調整並びに保健師の人材育成に関すること。

（11）歯科口腔保健事業に関すること。

（12）障害者歯科保健センターに関すること。

（13）国民健康保険に係る健康教育、健康相談及び訪問指導の実施に関すること（他の課かい

の所管に属するものを除く。）。

（14）所管に係る事務についての区役所健康支援課との総合調整に関すること。

    障害者福祉課

（１）障害者福祉に係る施策の企画及び調整に関すること。

（２）障害者施策推進協議会に関すること。

（３）障害者計画及び障害福祉計画に関すること。

（４）障害者の社会参加に関すること（他の課かいの所管に属するものを除く。）。

（５）指定障害福祉サービス事業者等の指定に関すること。

（６）指定障害児通所支援事業者等の指定に関すること。

（７）障害福祉サービス事業者等の指導及び監督に関すること。

（８）障害者及び障害児に係る自立支援給付等の総括に関すること。
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（９）障害支援区分認定等審査会及び当該審査会に置かれる合議体に関すること（他の課かい

の所管に属するものを除く。）。

（10）自立支援医療費（育成医療を除く。）に関すること（他の課かいの所管に属するものを除

く。）。

（11）身体障害者及び障害児に係る補装具費に関すること（福祉事務所障害者支援課の所管に

属するものを除く。）。

（12）障害者及び障害児に係る地域生活支援事業の実施（他の課かいの所管に属するものを除

く。）及び総括に関すること。

（13）特別児童扶養手当その他各種手当に関すること（福祉事務所障害者支援課の所管に属す

るものを除く。）。

（14）障害者及び障害児に係る重度心身障害者医療費の助成に関すること（福祉事務所障害者

支援課の所管に属するものを除く。）。

（15）発達障害者支援体制の整備に関すること。

（16）発達障害者支援センターに関すること。

（17）心身障害者扶養共済制度に関すること。

（18）全国障害者スポーツ大会に関すること。

（19）身体・知的障害者及び障害児に係る福祉施設の計画及び整備に関すること。

（20）身体・知的障害者及び障害児に係る福祉施設の認可等に関すること。

（21）市立の身体・知的障害者及び障害児に係る施設の管理に関すること。

（22）身体・知的障害者及び障害児に係る福祉施設の国庫補助協議及び補助に関すること。

（23）障害者に対する虐待の防止に係る施策の実施（精神保健福祉課の所管に属するものを除

く。）及び総括に関すること。

（24）所管に係る事務についての福祉事務所障害者支援課との総合調整に関すること。

    高齢者福祉課

（１）高齢者福祉に係る施策の企画及び調整に関すること。

（２）老人福祉計画に関すること（健康づくり推進課の所管に属するものを除く。）。

（３）高齢者の生きがい対策に関すること。

（４）全国健康福祉祭に関すること。

（５）公益社団法人静岡市シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。

（６）高齢者の在宅福祉事業等に関すること（福祉事務所高齢介護課の所管に属するものを除

く。）。
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（７）老人福祉施設等の計画及び整備に関すること。

（８）老人福祉施設等の管理に関すること。

（９）老人福祉施設等の認可等に関すること。

（10）老人福祉施設等の整備に係る補助に関すること。

（11）有料老人ホームの届出等に関すること。

（12）老人ホーム等入所判定委員会に関すること。

（13）所管に係る事務についての福祉事務所高齢介護課との総合調整に関すること。

    介護保険課

（１）介護保険に係る政策の企画及び調整に関すること。

（２）介護保険事業計画に関すること。

（３）介護保険の被保険者の資格管理に関すること。

（４）介護保険料の賦課及び徴収に関すること（市長が定めるものを除く。）。

（５）介護保険の給付及びその総括に関すること。

（６）要介護認定及び要支援認定の総括に関すること。

（７）介護認定審査会に関すること。

（８）介護保険法に定める地域支援事業に関すること（他の課かいの所管に属するものを除く。）。

（９）地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の支援等に関するこ

と。

（10）介護老人保健施設の計画及び整備に関すること。

（11）介護保険事業者に係る指定、許可及び登録並びにそれらの更新に関すること。

（12）介護保険事業者の指導及び監督に関すること。

（13）所管に係る事務についての福祉事務所高齢介護課との総合調整に関すること。

    保険年金管理課

（１）国民健康保険事業の総括に関すること。

（２）国民健康保険運営協議会に関すること。

（３）静岡県国民健康保険団体連合会との連絡調整に関すること。

（４）井川診療所に関すること。

（５）国民年金事業の総括に関すること。

（６）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）に定める国民健康保険に係る

特定健康診査及び特定保健指導に関すること（他の課かいの所管に属するものを除く。）。

（７）後期高齢者医療事業の総括に関すること。
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（８）静岡県後期高齢者医療広域連合に関すること。

（９）健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）第７条の規定による改正前

の老人保健法（昭和57年法律第80号）による医療に関すること。

（10）国民健康保険料（税）並びにこれに係る督促手数料、延滞金及び加算金の徴収事務及び

滞納処分事務に係る企画、指導及び助言に関すること。

（11）国民健康保険料（税）、介護保険料及び保育所入所者負担金並びにこれらに係る督促手数

料、延滞金及び加算金の徴収及び滞納処分に関すること（市長が定めるものに限る。）。

（12）介護保険料及び保育所入所者負担金に係る滞納債権の処分等に係る助言、指導等に関す

ること。

（13）所管に係る事務についての区役所保険年金課（区役所事務分掌規則第２条各号に規定す

る保険年金課をいう。）との総合調整に関すること。

   保健衛生医療部

    保健医療課

（１）保健衛生に係る政策の企画及び調整に関すること。

（２）保健衛生施設の企画及び整備に関すること（保健福祉センターに関することを除く。）。

（３）各種衛生団体の指導育成に関すること。

（４）山間地医療に関すること。

（５）救急医療に関すること。

（６）災害医療に関すること。

（７）感染症対策に関すること。

（８）衛生思想の普及及び高揚に関すること。

（９）地域保健強化推進事業に関すること。

（10）保健所との総合調整に関すること。

（11）病院事業及び看護専門学校の企画及び調整に関すること。

（12）市立病院及び共立蒲原総合病院への繰出金に関すること。

（13）全国自治体病院開設者協議会に関すること。

（14）静岡県自治体病院開設者協議会に関すること。

（15）地方独立行政法人静岡市立静岡病院に関すること。

（16）地方独立行政法人静岡市立静岡病院評価委員会に関すること。

（17）共立蒲原総合病院組合に関すること。

（18）部の庶務に関すること。
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第４条幼保支援課の所掌事務（１）中「幼保連携型認定こども園」を「認定こども園」に改

め、同所掌事務（12）中「福祉事務所保育児童課」を「福祉事務所子育て支援課」に改める。

第４条こども園課の所掌事務（13）中「福祉事務所保育児童課」を「福祉事務所子育て支援

課」に改める。

第４条子ども家庭課の所掌事務中（15）及び（16）を次のように改める。

（15）母子保健に係る事業の総括に関すること。

（16）母子保健事業に関すること（他の課かいの所管に属するものを除く。）。

第４条子ども家庭課の所掌事務（17）中「福祉事務所保育児童課」を「福祉事務所子育て支

援課」に改め、同所掌事務中（17）を（20）とし、（16）の次に次のように加える。

（17）母子保健に係る各種団体の育成支援に関すること。

（18）母子保健に係る各種団体との連絡調整に関すること。

（19）乳児家庭全戸訪問事業に関すること（他の課かいの所管に属するものを除く。）。

第４条病院局の所掌事務を削る。

第４条産業振興課の所掌事務に次のように加える。

（11）海洋分野に係る産業クラスターの形成の推進に関すること。

第４条商業労政課の所掌事務中（13）を（14）とし、（６）から（12）までを（７）から（13）

までとし、（５）の次に次のように加える。

（６）大規模小売店舗立地審議会に関すること。

第４条治山林道課の所掌事務（６）中「関すること」の次に「（三保松原に関するものを除く。）」

を加え、同所掌事務中（８）を削り、（９）を（８）とし、（10）を（９）とする。

第４条中山間地振興課の所掌事務（７）中「治山林道課の所管に属する」を「三保松原に関

する」に改める。

第４条交通政策課の所掌事務中（13）を（14）とし、（12）の次に次のように加える。

（13）自転車利用計画の推進に関すること。

第４条大谷・東静岡周辺整備課の所掌事務（３）中「及びその周辺整備事業」を削る。

第４条建築総務課の所掌事務中（３）及び（４）を削り、（５）を（３）とし、（６）から（10）

までを（４）から（８）までとする。

第４条建築指導課の所掌事務（３）中「許可」の次に「、認定」を加え、同所掌事務中（13）

を削り、（12）を（13）とし、（５）から（11）までを（６）から（12）までとし、（４）の次に

次のように加える。

（５）空家等対策計画の策定及び空家の是正指導に関すること。
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第４条建築指導課の所掌事務中（20）を（24）とし、（19）を（23）とし、（23）の前に次の

ように加える。

（22）静岡県地球温暖化防止条例（平成19年静岡県条例第31号）に基づく届出等に関すること。

第４条建築指導課の所掌事務中（18）を（21）とし、（21）の前に次のように加える。

（19）建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号）に基づく申請

等に関すること。

（20）都市の低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）に基づく申請等に関するこ

と。

第４条建築指導課の所掌事務中（17）を（18）とし、（16）を（17）とし、（15）を（16）と

し、（14）の次に次のように加える。

（15）マンションの建替えの円滑化等に関する法律（平成14年法律第78号）に基づく申請等に

関すること。

第４条設備課の所掌事務（１）中「市有建築物等の設備の保全（技術に関するものに限る。）」

を「市有建築物の施設保全計画」に改め、同所掌事務（２）中「市有建築物等」を「市有建築

物」に改め、同所掌事務中（２）を（３）とし、（１）の次に次のように加える。

（２）市有建築物の適正管理の推進に関すること。

第４条の２中「（病院局を除く。）」を削り、「観光交流文化局にあってはシティプロモーショ

ン課を、」を「保健福祉長寿局にあっては福祉総務課を、その他の」に改め、同条に次の１号を

加える。

（９）局の政策法務の推進に関すること。

第３章第１節中第１款を第１款の２とし、同款の前に次の１款を加える。

    第１款 総務局関係出先機関

（シティプロモーション東京本部）

第４条の３ 首都圏におけるシティプロモーション等を行うため、総務局にシティプロモーシ

ョン東京本部を置く。

２ シティプロモーション東京本部の位置は、東京都千代田区平河町二丁目４番１号とする。

３ シティプロモーション東京本部の所掌事務は、次のとおりとする。

（１）首都圏におけるシティプロモーションの推進に関すること。

第６条の２の見出しを「（清水市税事務所）」に改め、同条第１項中「税務に」を「清水区の

区域に係る税務に」に、「市税事務所」を「清水市税事務所」に改め、同条第２項を次のように

改める。
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２ 清水市税事務所の位置は、静岡市清水区旭町６番８号とする。

第６条の２第３項中「市税事務所」を「清水市税事務所」に改め、同条第４項本文中「市税

事務所」を「清水市税事務所」に改め、「所管区域に係る」を削り、同項ただし書中「第１号、

第４号、第５号、第７号から第９号」を「市民税課の所掌事務（３）から（５）」に、「並びに

市税事務所の所管に係る」を「及び」に、「他の市税事務所の所管区域」を「市の区域」に改め、

同項第２号及び第３号中「市長が定める」を「他の課かいの所管に属する」に改め、同項中第

７号から第９号までを削り、第10号を第７号とし、同項第11号中「区役所地域総務課及び区選

挙管理委員会事務局」を「清水区役所地域総務課及び清水区選挙管理委員会事務局」に改め、

同号を同項第８号とする。

第８条の２を削り、第３章第１節第４款中第８条の３を第８条の２とする。

第３章第１節第５款の款名を次のように改める。

     第５款 保健福祉長寿局関係出先機関

第９条第１項中「保健福祉局福祉部」を「保健福祉長寿局健康福祉部」に改め、同条第３項

中「介護予防・地域支援係及び地域リハビリ・更生相談係」を「更生相談係及び地域リハビリ

係」に改める。

第10条を次のように改める。

（こころの健康センター）

第10条 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務（静岡市こころの健康センター事務分掌

規則（平成17年静岡市規則第18号）第５条に規定するこころの健康センターの所掌事務を除

く。）を処理するため、保健福祉長寿局保健衛生医療部にこころの健康センターを置く。

２ こころの健康センターの位置は、静岡市葵区柚木240番地とする。

３ こころの健康センターに次の係を置く。

リハビリテーション係

相談診療係

地域支援係

４ こころの健康センターの所掌事務は、次のとおりとする。

（１）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第１項の申請

に対する決定に関すること（専門的な知識及び技術を必要とするものを除く。）。

第11条第１項中「保健福祉局保健衛生部」を「保健福祉長寿局保健衛生医療部」に改める。

第12条及び第13条を次のように改める。

（静岡看護専門学校）
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第12条 静岡市立看護専門学校条例（平成15年静岡市条例第176号。次条において「看護専門学

校条例」という。）第２条に規定する静岡市立静岡看護専門学校の事務を処理するため、保

健福祉長寿局保健衛生医療部に静岡看護専門学校を置く。

２ 静岡看護専門学校の所掌事務は、次のとおりとする。

（１）保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）による看護師の養成に関すること。

（清水看護専門学校）

第13条 看護専門学校条例第２条に規定する静岡市立清水看護専門学校の事務を処理するため、

保健福祉長寿局保健衛生医療部に清水看護専門学校を置く。

２ 清水看護専門学校の所掌事務は、次のとおりとする。

（１）保健師助産師看護師法による看護師の養成に関すること。

第13条の２中第２項を第４項とし、第１項の次に次の２項を加え、第３章第１節第５款の２

中同条を第13条の３とする。

２ 児童相談所の位置は、静岡市葵区堤町914番地の417とする。

３ 児童相談所に次の係を置く。

総務係

相談・判定係

第３章第１節第５款に次の１条を加える。

（清水病院）

第13条の２ 病院事業条例第２条第２項に規定する静岡市立清水病院の診療等に関する事務を

処理するため、保健福祉長寿局に清水病院を置く。

２ 清水病院に教育研修・病院事業管理室、医療安全管理室、感染防止対策室及び治験管理室

並びに次の表の左欄に掲げる部を置き、部にあっては、それぞれの部に同表の右欄に掲げる

科、センター又は室を置く。

部名 科、センター又は室名

診療部 内科 血液内科 神経内科 呼吸器内科 消化器内科 循環器内科 小児科

精神科 外科 消化器外科 乳腺外科 血管外科 整形外科 形成外科

脳神経外科 呼吸器外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科

リハビリテーション科 放射線診断科 放射線治療科 麻酔科 歯科口腔

外科 病理診断科 救急センター 集中治療室 認知症センター 地域医療

支援室
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看護部 管理看護科 外来看護科 病棟看護科

薬剤部 薬剤科

医療技術部 放射線技術科 検査技術科 リハビリテーション科 臨床工学科 栄養科

３ 清水病院の教育研修・病院事業管理室、医療安全管理室、感染防止対策室、治験管理室、

診療部各科・センター・室、看護部各科、薬剤部薬剤科及び医療技術部各科の所掌する事務

は、次のとおりとする。

   教育研修・病院事業管理室

（１）医師・看護師等医療職員の確保に関すること。

（２）院内職員の研修その他の能力開発の企画、実施及び総合調整に関すること。

（３）看護学生、実習生等の教育指導に係る総合調整に関すること。

（４）病院事業に係る各種情報の収集及び分析に関すること。

（５）臨床指標の作成及び公開に関すること。

   医療安全管理室

（１）医療における安全対策に関すること。

（２）医療安全に係る教育研修に関すること。

（３）医療安全を推進するための環境整備等に関すること。

   感染防止対策室

（１）感染防止対策に関すること。

（２）院内感染の予防に関すること。

（３）院内感染発生時の対応に関すること。

（４）感染防止に関する連携病院合同カンファレンスに関すること。

   治験管理室

（１）治験等における管理、支援業務に関すること。

（２）治験等を推進するための教育研修及び普及啓蒙に関すること。

（３）治験審査委員会に関すること。

   診療部各科・センター・室

（１）診療に関すること。

（２）診療上の記録、標本及び必要書類の作成に関すること。

（３）臨床研修医、看護学生、実習生等の教育指導に関すること。

（４）医学の研究に関すること。

（５）地域医療の支援に関すること。
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（６）医療福祉相談に関すること。

   看護部管理看護科

（１）看護要員等の配置、業務指導、監督その他労務管理に関すること。

（２）看護業務の向上並びに看護要員の再教育及び看護学生の教育に関すること。

（３）所管業務の統計及び文書簿冊の整理保管に関すること。

（４）保健指導に関すること。

（５）訪問看護に関すること。

   看護部外来看護科

（１）外来患者等の看護、助産及び医療介補に関すること。

（２）外来診療室、血液浄化センター、手術室等の管理に関すること。

（３）外来看護職員の業務指導及び再教育に関すること。

（４）看護学生の教育指導に関すること。

（５）所管業務の統計及び文書簿冊の整理保管に関すること。

   看護部病棟看護科

（１）入院患者の看護、助産及び医療介補に関すること。

（２）病棟の管理に関すること。

（３）病棟看護職員の業務指導及び再教育に関すること。

（４）看護学生の教育指導に関すること。

（５）所管業務の統計及び文書簿冊の整理保管に関すること。

   薬剤部薬剤科

（１）調剤に関すること。

（２）製剤に関すること。

（３）薬剤管理指導に関すること。

（４）薬剤に関する情報の収集及び提供に関すること。

（５）薬品等の試験及び検査に関すること。

（６）薬品の管理に関すること。

（７）薬品、医療材料等の出納保管に関すること。

（８）処方せんの整理、統計、保管等に関すること。

（９）麻薬の取扱いに関すること。

（10）薬学に係る研究及び教育に関すること。

   医療技術部各科（栄養科を除く。）
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（１）医療技術に関すること。

（２）診療上の記録、標本及び必要書類の整理保管に関すること。

   医療技術部栄養科

（１）入院患者の給食に関すること。

（２）患者の栄養指導に関すること。

４ 清水病院に清水病院事務局を置く。

５ 清水病院事務局に次の表の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に同表の右欄に掲げる係

を置く。

課名 係名

病院総務課 総務係 企画経理係

病院施設課 施設管理係 物品管理係

医事課 医事第１係 医事第２係

６ 清水病院事務局の各課の所掌事務は、次のとおりとする。

   病院総務課

（１）企画及び総合調整に関すること。

（２）予算及び決算に関すること。

（３）経理に関すること。

（４）出納に関すること。

（５）事務局の庶務に関すること。

   病院施設課

（１）病院事業資産の取得、管理及び処分に関すること。

（２）施設及び設備の維持管理に関すること。

（３）物品の調達及び管理に関すること。

（４）防災及び消防計画に関すること。

   医事課

（１）患者の診療受付及び入退院事務に関すること。

（２）診療報酬等の算定、請求及び収納に関すること。

（３）検診等の契約に関すること。

（４）診療記録、病歴その他関係書類の整理及び保管に関すること。

（５）診療報酬の請求に係る許認可等の申請、届出等に関すること。

（６）診療に係る諸証明に関すること。
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（７）医療情報の管理及び統括に関すること。

（８）図書の貸出及び整理に関すること。

第３章第１節第６款を次のように改める。

     第６款 削除

第14条から第17条まで 削除

第22条第１項中「局次長を」を「局次長」に、「家康公四百年祭事業推進本部に家康公四百年

祭事業推進本部長及び家康公四百年祭事業推進本部次長」を「地域包括ケア推進本部に地域包

括ケア推進本部長及び地域包括ケア推進本部次長」に改め、同条第２項中「課長を」の次に「、

シティプロモーション東京本部にシティプロモーション東京本部長を」を加え、「市税事務所に

市税事務所長」を「清水市税事務所に清水市税事務所長」に改め、「、シティプロモーション東

京本部にシティプロモーション東京本部長を」を削り、「動物指導センターに動物指導センター

所長を、こころの健康センターにこころの健康センター所長」を「こころの健康センターにこ

ころの健康センター所長を、動物指導センターに動物指導センター所長を、児童相談所に児童

相談所長」に改め、同条第３項中「東京事務所に次長を、公営競技事務所に次長補佐を、シテ

ィプロモーション東京本部にシティプロモーション東京本部次長を、市税事務所」を「シティ

プロモーション東京本部にシティプロモーション東京本部次長を、危機管理総室、地域包括ケ

ア推進本部及び公営競技事務所に次長補佐を、東京事務所に次長を、清水市税事務所」に、「動

物指導センター、こころの健康センター」を「こころの健康センター、動物指導センター、児

童相談所」に改め、同条第４項中「部長」の次に「、危機管理総室長、地域包括ケア推進本部

長」を加え、「東京事務所長」を「シティプロモーション東京本部長、危機管理総室次長、東京

事務所長」に、「市税事務所長」を「清水市税事務所長」に改め、「環境保健研究所長」の次に

「、地域包括ケア推進本部次長」を加え、「動物指導センター所長、こころの健康センター所長」

を「こころの健康センター所長、動物指導センター所長、児童相談所長」に、「所長補佐、次長、

次長補佐」を「シティプロモーション東京本部次長、次長補佐、次長、所長補佐」に改め、同

条第５項中「部長」の次に「、危機管理総室長、地域包括ケア推進本部長」を加え、「東京事務

所長」を「シティプロモーション東京本部長、危機管理総室次長、東京事務所長」に、「市税事

務所長」を「清水市税事務所長」に改め、「環境保健研究所長」の次に「、地域包括ケア推進本

部次長」を加え、「動物指導センター所長、こころの健康センター所長」を「こころの健康セン

ター所長、動物指導センター所長、児童相談所長」に、「所長補佐、次長、次長補佐」を「シテ

ィプロモーション東京本部次長、次長補佐、次長、所長補佐」に改め、「局、部」の次に「、危

機管理総室、地域包括ケア推進本部」を加え、「東京事務所、市税事務所」を「シティプロモー
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ション東京本部、東京事務所、清水市税事務所」に、「動物指導センター、こころの健康センタ

ー」を「こころの健康センター、動物指導センター、児童相談所」に改める。

第23条中第５項を第６項とし、同条第４項中「担当部長」の次に「、戦略広報監」を加え、

同項を同条第５項とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「担当部長」の次に「、

戦略広報監」を加え、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 前項に掲げるもののほか、シティプロモーションの推進に関する事務を処理するため、総

務局に戦略広報監を置く。

第25条を次のように改める。

（看護専門学校長等）

第25条 前３条に規定するもののほか、静岡看護専門学校及び清水看護専門学校にそれぞれ校

長、副校長、事務長、教務長及び教務主幹を置く。

２ 市長が必要があると認めるときは、静岡看護専門学校及び清水看護専門学校に技監及び教

務主幹補を置くことができる。

３ 校長、副校長、事務長、教務長、技監、教務主幹及び教務主幹補は、職員のうちから市長

が命ずる。

４ 校長、副校長、事務長、教務長又は教務主幹は、それぞれ上司の命を受けて所管事務を掌

理し、所属員を指揮監督する。

５ 技監又は教務主幹補は、それぞれ上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属員があるとき

は、これを指揮監督する。

第26条第１項、第３項及び第４項中「科長」の次に「、認知症センター長」を加える。

第27条を次のように改める。

第27条 削除

第28条第１項及び第２項中「、家康公四百年祭事業推進本部長」を削る。

   附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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静岡市規則第15号

静岡市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則をここに制定する。

  平成28年３月18日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則

静岡市区役所事務分掌規則（平成17年静岡市規則第11号）の一部を次のように改正する。

第２条各号列記以外の部分中「係」の次に「又はセンター」を加え、同条各号を次のように

改める。

（１）葵区役所

課又は支所名 係又はセンター名

地域総務課 総務係 地域防災係 地域振興係 地域生活・相談係

戸籍住民課 管理係 受付第１係 受付第２係 住民記録係 戸籍記

録係

保険年金課 保険第１係 保険第２係 保険収納係 国民年金係

健康支援課 管理係 城東保健福祉センター 東部保健福祉センター

北部保健福祉センター 藁科保健福祉センター

井川支所 住民生活係

（２）駿河区役所

課又は支所名 係又はセンター名

地域総務課 総務・地域振興係 地域防災係 区民生活係

戸籍住民課 管理係 受付係 住民記録係 戸籍記録係

保険年金課 保険係 保険収納係 国民年金係

健康支援課 管理係 南部保健福祉センター 大里保健福祉センター

長田保健福祉センター

長田支所 住民生活係

（３）清水区役所

課又は支所名 係又はセンター名
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地域総務課 総務係 防災・防犯係 地域振興係 区民生活係

戸籍住民課 管理係 受付係 住民記録係 戸籍記録係

保険年金課 保険係 保険収納係 国民年金係

健康支援課 管理係 清水保健福祉センター 蒲原保健福祉センター

蒲原支所 総務係 戸籍住民係 税・保険年金係 地域振興係

第３条第１号の表中

「

葵福祉事務所 生活支援課 地域福祉係 生活福祉第１係 生活福祉第２係

を障害者支援課 障害者支援係

保育児童課 支援係 給付係 相談係

」

「

葵福祉事務所 生活支援課 地域福祉係 生活福祉第１係 生活福祉第２係

生活福祉第３係 生活福祉第４係
に

障害者支援課 支援係 給付係

子育て支援課 入園係 給付係 家庭児童相談係

」

改め、同条第２号及び第３号の表中

「

障害者支援課 障害者支援係
を

保育児童課 支援係 給付係 相談係

」

「

障害者支援課 支援係 給付係
に

子育て支援課 入園係 給付係 家庭児童相談係

」

改める。

第４条地域総務課の所掌事務中（28）を削り、（29）を（28）とし、（30）から（45）までを

（29）から（44）までとし、同所掌事務（46）中「愛がん」を「愛玩」に改め、同所掌事務中

（46）を（45）とし、（47）から（54）までを（46）から（53）までとする。
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第４条保険年金課の所掌事務の次に次のように加える。

   健康支援課

（１）保健福祉センターに関すること。

（２）健康増進法（平成14年法律第103号）に定める保健指導の実施に関すること。

（３）母子保健事業の実施に関すること。

（４）成人保健事業の実施に関すること。

（５）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）に定める国民健康保険に係る

特定保健指導の実施に関すること。

（６）介護保険法（平成９年法律第123号）に定める地域支援事業（保健に関する事業に限る。）

の実施に関すること。

（７）国民健康保険に係る健康教育、健康相談及び訪問指導の実施に関すること。

（８）乳児家庭全戸訪問事業の実施に関すること。

（９）保健委員に関すること（清水区役所に限る。）。

第４条井川支所、長田支所及び蒲原支所の所掌事務中（11）及び（12）を削り、同所掌事務

（13）中「愛がん」を「愛玩」に改め、同所掌事務中（13）を（11）とし、（14）から（38）ま

でを（12）から（36）までとし、（39）を削る。

第４条障害者支援課の所掌事務（１）中「交付」を「申請及び交付」に、「地域リハビリテー

ション推進センターの所管に属する」を「交付決定に関する」に改め、同所掌事務（８）中「身

体・知的障害者」を「障害者」に改め、同所掌事務中（８）を（９）とし、同所掌事務（７）

中「身体・知的障害者」を「障害者」に、「受付等」を「受付及び支給決定」に改め、同所掌事

務中（７）を（８）とし、同所掌事務（６）中「身体・知的障害者」を「障害者」に改め、同

所掌事務中（６）を（７）とし、（５）を（６）とし、同所掌事務（４）中「更生医療」を「育

成医療を除く。」に改め、同所掌事務中（４）を（５）とし、同所掌事務（３）中「身体・知的

障害者」を「障害者」に改め、同所掌事務中（３）を（４）とし、同所掌事務（２）中「（身体・

知的障害者及び障害児に係る審査を行うものに限る。）」を削り、「関すること」の次に「（市長

が定めるものに限る。）」を加え、同所掌事務中（２）を（３）とし、（１）の次に次のように加

える。

（２）精神障害者保健福祉手帳の申請及び交付に関すること（交付決定に関するものを除く。）。

第４条障害者支援課の所掌事務に次のように加える。

（10）精神保健福祉に係る相談、支援及び申請の受付等に関すること。

第４条中保育児童課の所掌事務を子育て支援課の所掌事務とし、同所掌事務（12）中「（葵区

　第156号　　　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成28年５月１日　

264



役所を除く。）」を削る。

第４条蒲原出張所の所掌事務（７）中「交付」を「申請及び交付」に、「地域リハビリテーシ

ョン推進センターの所管に属する」を「交付決定に関する」に改め、同所掌事務中（17）を（19）

とし、（14）から（16）までを（16）から（18）までとし、（16）の前に次のように加える。

（15）精神保健福祉に係る相談、支援及び申請の受付に関すること。

第４条蒲原出張所の所掌事務（13）中「身体・知的障害者」を「障害者」に改め、同所掌事

務中（13）を（14）とし、同所掌事務（12）中「身体・知的障害者」を「障害者」に改め、同

所掌事務中（12）を（13）とし、同所掌事務（11）中「身体・知的障害者」を「障害者」に改

め、同所掌事務中（11）を（12）とし、（10）を（11）とし、同所掌事務（９）中「更生医療」

を「育成医療を除く。」に改め、同所掌事務中（９）を（10）とし、同所掌事務（８）中「身体・

知的障害者」を「障害者」に改め、同所掌事務中（８）を（９）とし、同所掌事務（７）の次

に次のように加える。

（８）精神障害者保健福祉手帳の申請及び交付に関すること（交付決定に関するものを除く。）。

第５条第１項中「係長を」の次に「、センターに所長を」を加え、同条第３項中「係長」の

次に「、所長」を加える。

第６条第１項中「又は係長」を「、係長又は所長」に、「又は係に」を「、係又はセンターに」

に改める。

   附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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静岡市規則第16号

静岡市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則をここに制定する。

  平成28年３月18日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則

静岡市福祉事務所事務分掌規則（平成16年静岡市規則第12号）の一部を次のように改正する。

第３条第１号の表中

「

生活支援課 地域福祉係 生活福祉第１係 生活福祉第２係

を障害者支援課 障害者支援係

保育児童課 支援係 給付係 相談係

」

「

生活支援課 地域福祉係 生活福祉第１係 生活福祉第２係

生活福祉第３係 生活福祉第４係
に

障害者支援課 支援係 給付係

子育て支援課 入園係 給付係 家庭児童相談係

」

改め、同条第２号及び第３号の表中

「

障害者支援課 障害者支援係
を

保育児童課 支援係 給付係 相談係

」

「

障害者支援課 支援係 給付係
に

子育て支援課 入園係 給付係 家庭児童相談係

」

改める。
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第４条障害者支援課の所掌事務（３）中「関すること」の次に「（交付決定に関するものを除

く。）」を加える。

第４条中保育児童課の所掌事務を子育て支援課の所掌事務とし、同条蒲原出張所の所掌事務

（６）中「関すること」の次に「（交付決定に関するものを除く。）」を加える。

   附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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静岡市規則第17号

静岡市保健所事務分掌規則の一部を改正する規則をここに制定する。

  平成28年３月18日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市保健所事務分掌規則の一部を改正する規則

静岡市保健所事務分掌規則（平成16年静岡市規則第13号）の一部を次のように改正する。

第２条中「保健福祉局保健衛生部」を「保健福祉長寿局保健衛生医療部」に改める。

第３条の表中

「

精神保健福祉課 企画係 相談支援係 給付係
を

保健所清水支所 保健予防精神係 生活食品衛生係

」

「

精神保健福祉課 企画係 相談支援係
に

保健所清水支所 保健予防係 生活食品衛生係

」

改める。

第４条食品衛生課の所掌事務中（８）を（９）とし、（７）の次に次のように加える。

（８）食品表示法（平成25年法律第70号）に関すること（食品表示法第15条の規定による権限

の委任等に関する政令（平成27年政令第68号）第７条第１項の規定により市長が行うこと

とされる事務に限る。）。

第４条精神保健福祉課の所掌事務（２）中「こころの健康センター」を「他の課かい」に改

め、同所掌事務中（４）を削り、（５）を（４）とし、（６）を削り、同所掌事務（７）中「（精

神障害者に係る審査を行うものに限る。）」を削り、「関すること」の次に「（市長が定めるもの

に限る。）」を加え、同所掌事務中（７）を（５）とし、同所掌事務（８）中「関すること」の

次に「（他の課かいの所管に属するものを除く。）」を加え、同所掌事務中（８）を（６）とし、

（９）を（７）とし、（10）を削り、同所掌事務（11）中「申請の受付及び支給決定等」を「受

給者証」に改め、同所掌事務中（11）を（８）とし、同所掌事務（12）中「関すること」の次

に「（他の課かいの所管に属するものを除く。）」を加え、同所掌事務（12）を（９）とし、同所
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掌事務（13）中「保健所清水支所」を「福祉事務所障害者支援課」に、「連絡調整」を「総合調

整」に改め、同所掌事務（13）を（10）とする。

第４条保健所清水支所の所掌事務中（４）及び（５）を削り、（６）を（４）とし、（７）か

ら（13）までを（５）から（11）までとする。

   附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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静岡市規則第18号

静岡市児童相談所事務分掌規則の一部を改正する規則をここに制定する。

  平成28年３月18日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市児童相談所事務分掌規則の一部を改正する規則

静岡市児童相談所事務分掌規則（平成17年静岡市規則第17号）の一部を次のように改正する。

第２条中「子ども未来局子ども未来部」を「子ども未来局」に改める。

第３条に次の１項を加える。

５ 児童相談所の所長、参事、所長補佐、主幹、係長、副主幹、主査、主任保育教諭及び副主

任保育教諭は、静岡市事務分掌規則（平成17年静岡市規則第10号）第13条の３に規定する児

童相談所のそれぞれ該当する所長、参事、所長補佐、主幹、係長、副主幹、主査、主任保育

教諭及び副主任保育教諭をもって充てる。ただし、これらの者のうち市長が指定する者につ

いては、この限りでない。

第８条中「（平成17年静岡市規則第10号）」を削る。

   附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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静岡市規則第19号

静岡市こころの健康センター事務分掌規則の一部を改正する規則をここに制定する。

  平成28年３月18日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市こころの健康センター事務分掌規則の一部を改正する規則

静岡市こころの健康センター事務分掌規則（平成17年静岡市規則第18号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条中「保健福祉局保健衛生部」を「保健福祉長寿局保健衛生医療部」に改める。

第３条第５項中「第13条」を「第10条」に改める。

第５条中第３号を第６号とし、第２号を第５号とし、第１号を第４号とし、同号の前に次の

３号を加える。

（１）精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及及び調査研究に関すること。

（２）精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものに関す

ること。

（３）前号に掲げる業務に係る診療に関すること。

第８条中「（平成17年静岡市規則第10号）」を削る。

   附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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静岡市規則第20号

静岡市事務専決規則の一部を改正する規則をここに制定する。

  平成28年３月18日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市事務専決規則の一部を改正する規則

静岡市事務専決規則（平成17年静岡市規則第14号）の一部を次のように改正する。

第２条第６号中「危機管理総室長及び四百年祭事業推進本部長」を「、危機管理総室長及び

地域包括ケア推進本部長並びに事務分掌規則第26条第１項に規定する清水病院事務局長」に改

め、同条第７号中「家康公四百年祭事業推進本部次長」を「地域包括ケア推進本部次長」に、

「東京事務所長」を「シティプロモーション東京本部長、東京事務所長」に、「市税事務所長」

を「清水市税事務所長」に改め、「、シティプロモーション東京本部長」を削り、「動物指導セ

ンター所長、こころの健康センター所長」を「こころの健康センター所長、動物指導センター

所長、児童相談所長」に、「第27条第１項」を「第25条第１項」に改め、同条第８号中「次長、

次長補佐」を「シティプロモーション東京本部次長、次長補佐、次長」に改め、同条第９号中

「芹沢銈介美術館長、登呂博物館長」を「登呂博物館長、芹沢銈介美術館長」に改める。

第４条第１項第２号中「、病院事務局長」を削り、同項第３号中「担当部長」の次に「、戦

略広報監」を加え、同項中第７号を削り、第８号を第７号とし、同項に次の１号を加える。

（８）静岡市児童相談所事務分掌規則（平成17年静岡市規則第17号）第３条第１項に規定する

児童相談所長

第４条第５項を削り、同条中第６項を第５項とし、同条に次の１項を加える。

６ 児童相談所長の権限に属する事務は、全て児童相談所長の決裁を経なければ執行すること

ができない。

第５条第１項中「及び家康公四百年祭事業推進本部」を「、地域包括ケア推進本部及び清水

病院」に、「限り、病院局長にあっては、静岡病院及び清水病院に係る（２）人事に関する事項

の５、６、８及び９を除く」を「限る」に改め、同条第２項を削り、同条第３項中「配属され

た職員」の次に「（自己を除く。）」を加え、同項を同条第２項とし、同条第４項中第３号を削り、

第４号を第３号とし、同項を同条第３項とし、同条第５項中第６号を第７号とし、第５号を第

６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加え、同項を同条第４項とする。

（４）戦略広報監 総務局次長の専決に属する事項のうち、総務局次長が必要に応じ、市長の
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承認を得て指定するもの

第５条中第６項を第５項とし、第７項から第13項までを１項ずつ繰り上げる。

第８条第３項中「（病院局を除く。）」を削り、「観光交流文化局にあってはシティプロモーシ

ョン課」を「保健福祉長寿局にあっては福祉総務課」に改める。

第10条第１項の表中

「

局長等（家康公四百年祭事業推進

本部に係る観光交流文化局長の

事務を除く。）

専決事項に応じて市長が指定する統括監又は主務部長

等。ただし、静岡病院及び清水病院に係る病院局長の

事務にあっては主務病院事務局長とし、その他の事務

にあっては主務課長等とする。 を

局長等（家康公四百年祭事業推進

本部に係る観光交流文化局長の

事務に限る。）

家康公四百年祭事業推進本部長

                                        」

「

局長等 専決事項に応じて市長が指定する統括監又は主務局次

長等。ただし、清水病院に係る保健福祉長寿局長の事

務にあっては、清水病院事務局長とする。

に、

                                        」

「

担当部長 主務課長等 を

                                        」

「

担当部長 主務課長等
に、

戦略広報監 広報課長

                                        」
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「

課長等 課長補佐等（危機管理総室次長及び家康公四百年祭推

進本部次長にあっては、主務グループ長）又は専決事

項に応じて市長が指定する担当課長

を

                                        」

「

課長等 課長補佐等（危機管理総室次長及び地域包括ケア推進

本部次長にあっては、次長補佐）又は専決事項に応じ

て市長が指定する担当課長

に

                                        」

改め、同条第２項中「静岡病院及び清水病院の診療部消化器総合センター・ハートセンター・

各課・室・センター」を「清水病院の診療部各科・センター・室」に改める。

別表第１共通専決事項（２）人事に関する事項中「担当部長」の次に「、戦略広報監」を加

える。

別表第２個別専決事項１本庁個別専決事項人事課に関する事項中「胸章及び身分証票」を「名

札及び身分証明書」に改める。

別表第２個別専決事項１本庁個別専決事項納税課に関する事項を納税課及び滞納対策課に関

する事項とする。

別表第２個別専決事項１本庁個別専決事項中

「保健福祉局

福祉部  」
を

「保健福祉長寿局

健康福祉部  」
に改める。

別表第２個別専決事項１本庁個別専決事項福祉総務課に関する事項中

「

13 知的障害者居宅生活支援事業

等に係る報告聴取等に関するこ

と。

○

14 国民健康保険料（税）、介護保

険料及び保育料並びにこれらに

係る督促手数料、延滞金及び加

○
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算金の滞納処分に係る調査及び

検査を実施すること。

を15 国民健康保険料（税）、介護保

険料及び保育料並びにこれらに

係る督促手数料、延滞金及び加

算金の滞納処分、換価猶予及び

交付要求の決定をすること。

○

16 証券等による徴収金に係る納

付（納入）の委託及び再委託に

関すること。

○

17 繰上徴収に関すること。 ○

」  

「

13 知的障害者居宅生活支援事業

等に係る報告聴取等に関するこ

と。

○

に

」   

改める。

別表第２個別専決事項１本庁個別専決事項保険年金管理課に関する事項中

「

６ 改正前の老人保健法による医

療の審査及び制限又は医療費の

支給に関すること。

○

を

」   

「

６ 改正前の老人保健法による医療

の審査及び制限又は医療費の支給

に関すること。

○

７ 国民健康保険料（税）、介護保

険料及び保育所入所者負担金並

○
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びにこれらに係る督促手数料、

延滞金及び加算金の滞納処分に

係る調査及び検査を実施するこ

と。

に８ 国民健康保険料（税）、介護保

険料及び保育所入所者負担金並

びにこれらに係る督促手数料、

延滞金及び加算金の滞納処分、

換価猶予及び交付要求の決定を

すること。

○

９ 証券等による徴収金に係る納

付（納入）の委託及び再委託に

関すること。

○

10 繰上徴収に関すること。 ○

」   

改める。

別表第２個別専決事項１本庁個別専決事項中病院局の個別専決事項を削る。

別表第２個別専決事項２出先機関個別専決事項市税事務所に関する事項を清水市税事務所に

関する事項とする。

別表第２個別専決事項２出先機関個別専決事項中

「保健福祉局

福祉部  」
を

「保健福祉長寿局

健康福祉部  」
に改め、「保健衛生部」を「保健衛生医療部」に改める。

別表第２個別専決事項２出先機関個別専決事項動物指導センターに関する事項を削る。

別表第２個別専決事項２出先機関個別専決事項こころの健康センターに関する事項中

「

１ 診療等の料金の減額若しくは

免除又は徴収猶予に関するこ

と。

○

を

」   
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「

１ 精神障害者保健福祉手帳の交

付を決定すること。

○

に２ 診療等の料金の減額若しくは

免除又は徴収猶予に関するこ

と。

○

」   

改め、同こころの健康センターに関する事項の次に次のように加える。

動物指導センターに関する事項

専決者

専決事項

副市長 局長 局次長 部長 所長

１ 狂犬病予防法（昭和25年法律

第247号。以下この表において

「法」という。）第10条の規定に

よる告示及び係留命令に関する

こと。

○

２ 法第15条の規定による移動、

移入又は移出を禁止し、又は制

限すること。

○

３ 法第16条の規定による交通遮

断又は制限をすること。

○

４ 法第17条の規定による集合施

設の禁止を命ずること。

○

５ 狂犬病予防法施行規則（昭和

25年厚生省令第52号）第１条の

規定による報告をすること。

○

６ 報告の徴収並びに当該職員の

立入検査及び質問に関するこ

と。

○

７ 犬の被害防止のための措置命 ○
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令に関すること。

静岡看護専門学校及び清水看護専門学校に関する事項

専決者

専決事項

副市長 局長 局次長 部長 校長 副校長

１ 校長の旅行を命令すること。 ○

２ 副校長の旅行を命令すること。 ○

３ 校長の休暇及び欠勤に関する

こと。

○

４ 副校長の休暇及び欠勤に関す

ること。

○

５ 校長の週休日の振替及び代休

日の指定に関すること。

○

６ 副校長の週休日の振替及び代

休日の指定に関すること。

○

７ 学校の運営及び管理に関する

こと。

重要なも

の

○

別表第２個別専決事項２出先機関個別専決事項中「病院局」を「清水病院」に改める。

別表第２個別専決事項２出先機関個別専決事項静岡病院及び清水病院（病院事務局を除く。）

に関する事項を清水病院（病院事務局を除く。）に関する事項とする。

別表第２個別専決事項２出先機関個別専決事項静岡病院及び清水病院の病院総務課に関する

事項から医事課に関する事項までを次のように改める。

病院総務課に関する事項

専決者

専決事項

副市長 局長 局次長 事務局長 課長

１ 支出予算の流用をすること。 5,000万円

以上

5,000万円

未満

3,000万円

未満

1,000万円

未満

２ 予備費を充当すること。 5,000万円

以上

5,000万円

未満

3,000万円

未満

1,000万円

未満

３ 企業債借入れの申込みをする

こと。

○
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４ 一時借入金の申込みをするこ

と。

○

５ 収支日表を検閲すること。 ○

６ 償還年次表に基づき既決市債

の元利を償還すること。

○

７ 事務報告及び財産表に関する

こと。

○

８ 棚卸立会人を指定すること。 ○

９ 車両保険契約に関すること。 ○

10 収入支出科目を新設すること。 ○

11 院内の取締に関すること。 ○

12 宿・日直の勤務割りをするこ

と。

○

13 院内遺失物に関すること。 ○

14 院内放送をすること。 ○

病院施設課に関する事項

専決者

専決事項

副市長 局長 局次長 事務局長 課長

１ 物品の修理及び加工の契約を

すること。

○

２ 物品の買入れの契約をするこ

と。

○

３ 不用品の売払いの決定及び契

約をすること。

○

４ 使用物品の管理に関すること。 ○

５ 棚卸日を決定すること。 ○

６ 院内電話の維持管理に関する

こと。

○

７ 火災保険契約に関すること。 ○

医事課に関する事項
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専決者

専決事項

副市長 局長 局次長 事務局長 課長

１ 診療報酬等の分納に関するこ

と。

○

２ 診療報酬等の過誤納金の還付

に関すること。

○

別表第２個別専決事項２出先機関個別専決事項静岡看護専門学校及び清水看護専門学校に関

する事項を削る。

別表第２個別専決事項３区役所個別専決事項中保育児童課に関する事項を子育て支援課に関

する事項とする。

別表第３中

「

職名 施設名 を

                                        」

「

職名 施設名
に

駿河税務センター所長 駿河税務センター

                                        」

改める。

別表第４保健所清水支所に関する事項を削る。

   附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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静岡市規則第21号

静岡市会計管理者の補助組織に関する規則の一部を改正する規則をここに制定する。

  平成28年３月18日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市会計管理者の補助組織に関する規則の一部を改正する規則

静岡市会計管理者の補助組織に関する規則（平成17年静岡市規則第19号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条第３項第１号中「税務部市税事務所」を「税務部清水市税事務所」に、「保健福祉局（保

健衛生部清水健康支援課を除く。）、子ども未来局、病院局（病院経営課及び静岡看護専門学校」

を「保健福祉長寿局（保健衛生医療部清水看護専門学校及び清水病院を除く。）、子ども未来局

（青少年育成課（静岡市事務専決規則（平成17年静岡市規則第14号）第５条第４項の規定によ

り担当課長が専決するものに限る。）」に、「（平成17年静岡市規則第14号）第５条第５項」を「第

５条第４項」に改め、同項第２号中「保健福祉局（保健衛生部清水健康支援課に限る。）、病院

局（清水看護専門学校」を「財政局（税務部清水市税事務所に限る。）、保健福祉長寿局（保健

衛生医療部清水看護専門学校に限る。）、子ども未来局（青少年育成課（静岡市事務専決規則第

５条第４項の規定により担当課長が専決するものを除く。）」に、「第５条第５項」を「第５条第

４項」に改め、同項第３号中「事務分掌規則に規定する葵市税事務所、」を削り、同項第４号中

「事務分掌規則に規定する駿河市税事務所、」を削り、同項第５号中「事務分掌規則に規定する

清水市税事務所、」を削る。

第５条第１項中「及び参与」を「、参与及び担当課長」に改め、同条第２項及び第３項中「参

与」の次に「、担当課長」を加える。

   附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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静岡市規則第22号

静岡市会計管理者等事務専決規則の一部を改正する規則をここに制定する。

  平成28年３月18日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市会計管理者等事務専決規則の一部を改正する規則

静岡市会計管理者等事務専決規則（平成17年静岡市規則第41号）の一部を次のように改正す

る。

第３条第１項本文中「すべて」を「全て」に改め、同項ただし書中「並びに葵区会計課」を

「、葵区会計課」に改め、「清水区会計課の課長」の次に「並びに会計室に置かれる課の担当課

長の職にある者」を加え、同条第２項及び第３項中「すべて」を「全て」に改める。

第４条第１項中「前条第１項」を「前条第１項ただし書」に、「別表第１に掲げる」を「次の

各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める」に改め、同項に次の２号を加える。

（１）会計室長、静岡会計課及び清水会計課の課長並びに葵区会計課、駿河区会計課及び清水

区会計課の課長 別表第１に掲げる事項

（２）会計室に置かれる課の担当課長 課長の専決に属する事項のうち、課長が必要に応じ、

会計管理者の承認を得て指定するもの

第４条第２項中「前条第２項」を「前条第２項ただし書」に改める。

   附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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静岡市規則第23号

静岡市消防局の組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに制定する。

  平成28年３月18日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

  静岡市消防局の組織等に関する規則の一部を改正する規則

静岡市消防局の組織等に関する規則（平成15年静岡市規則第245号）の一部を次のように改正

する。

第２条の表中

「

部名 課名 係又は室名
  を

消防部 消防総務課 総務係 職員係 企画係 財務係 広域化推進室

                                        」

「

部名 課名 係名

消防部 消防総務課 総務係 職員係 企画係 広域運営係 に、

財産管理課 施設係 装備係

                                        」

「

警防部 警防課 警防企画係 災害対策係 装備係 消防団係   を

                                       」

「

警防部 警防課 警防企画係 災害対策係 消防団係   に

                                        」

改める。

第３条消防総務課の所掌事務（18）を次のように改める。

（18）消防事務の受託に関すること。

第３条消防総務課の所掌事務中（19）から（21）までを削り、（22）を（19）とし、（23）を

（20）とし、（24）を（21）とし、同所掌事務の次に次のように加える。
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  財産管理課

（１）財産の取得、管理及び処分に関すること。

（２）消防施設等（水利施設を除く。）に関すること。

（３）物品の購入、修理及び処分に関すること。

（４）消防車両及び機器の整備及び管理に関すること。

（５）安全運転管理に関すること。

（６）所管に係る事務についての各消防署との総合調整に関すること。

第３条警防課の所掌事務中（８）を削り、（７）を（８）とし、（３）から（６）までを（４）

から（７）までとし、（２）の次に次のように加える。

（３）救助業務の計画及び調査に関すること。

第３条警防課の所掌事務中（９）を削り、（10）を（９）とし、（11）から（14）までを（10）

から（13）までとする。

第３条航空課の所掌事務に次のように加える。

（６）所管に係る事務についての各消防署との総合調整に関すること。

第５条第１項中「、室に室長を」を削り、同条第２項中「別に定める」の次に「担当部長並

びに」を加え、「課に」の次に「別に定める担当課長並びに」を加える。

第６条第１項中「部長」の次に「、担当部長」を加え、「参事」を「担当課長及び参事」に

改め、「、室長」を削り、同条第２項中「部長」の次に「、担当部長」を、「課長」の次に「、

担当課長」を加え、「、室長」を削る。

   附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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静岡市規則第24号

行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴

う関係規則の整備に関する規則をここに制定する。

  平成28年３月31日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行

に伴う関係規則の整備に関する規則

（静岡市情報公開条例施行規則の一部改正）

第１条 静岡市情報公開条例施行規則（平成15年静岡市規則第３号）の一部を次のように改正

する。

  第７条第１項中「第17条」を「第18条第１項」に改め、同条第２項中「不服申立て」を「審

査請求」に、「決定」を「裁決」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改める。

  第８条中「第18条」を「第18条第２項」に改める。

  様式第９号中「不服申立て」を「審査請求」に、「第18条」を「第18条第２項」に改める。

（静岡市個人情報保護条例施行規則の一部改正）

第２条 静岡市個人情報保護条例施行規則（平成17年静岡市規則第167号）の一部を次のように

改正する。

  第20条第１項中「第40条」を「第41条第１項」に改め、同条第２項中「不服申立て」を「審

査請求」に、「決定」を「裁決」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改める。

  第21条中「第41条」を「第41条第２項」に改める。

  様式第20号中「不服申立て」を「審査請求」に、「第41条」を「第41条第２項」に改める。

（静岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正）

第３条 静岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成15年静岡市規則第38号）の一

部を次のように改正する。

  第14条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「不服申立て」を「審査

請求」に、「不服申立期間」を「審査請求期間」に改める。

（静岡市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部改正）

第４条 静岡市消防団員等公務災害補償条例施行規則（平成15年静岡市規則第259号）の一部を

次のように改正する。
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  第18条から第25条までを削り、第26条を第18条とし、第27条を第19条とする。

  様式第14号から様式第17号までの規定中「第26条関係」を「第18条関係」に改める。

   附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。

（従前の例によることとされた損害補償の実施に係る異議申立ての審査における措置）

２ 市長は、行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例（平成28年静岡市条例第18号）附則第２項の規定

によりなお従前の例によることとされた静岡市消防団員等公務災害補償条例(平成15年静岡

市条例第289号)に基づく損害補償の実施に係る異議申立ての審査に当たっては、改正前の静

岡市消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定に準じた措置を講ずるものとする。
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静岡市規則第25号

市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則及び静岡市副市長事務分担規則の一部を改

正する規則をここに制定する。

  平成28年３月31日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則及び静岡市副市長事務分担規則の一部

を改正する規則

（市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則の一部改正）

第１条 市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則（平成23年静岡市規則第58号）の一

部を次のように改正する。

  第２号中「山本克也」を「美濃部雄人」に改める。

（静岡市副市長事務分担規則の一部改正）

第２条 静岡市副市長事務分担規則（平成23年静岡市規則第59号）の一部を次のように改正す

る。

第２条第１項の表中「山本克也」を「美濃部雄人」に改める。

   附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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静岡市規則第26号

静岡市会計規則の一部を改正する規則をここに制定する。

  平成28年３月31日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市会計規則の一部を改正する規則

静岡市会計規則（平成15年静岡市規則第45号）の一部を次のように改正する。

第２条第１号中「家康公四百年祭事業推進本部」を「地域包括ケア推進本部」に、「東京事務

所」を「シティプロモーション東京本部、東京事務所」に、「市税事務所」を「清水市税事務所」

に改め、「、シティプロモーション東京本部」を削り、「動物指導センター、こころの健康セン

ター、児童相談所」を「こころの健康センター、動物指導センター」に改め、「清水看護専門学

校」の次に「児童相談所」を加え、「静岡市児童相談所設置条例（平成16年静岡市条例第89号）

第２条に規定する児童相談所」を「静岡市区役所事務分掌規則（平成17年静岡市規則第11号）

第２条に規定する区役所に置かれる課並びに井川支所、長田支所及び蒲原支所並びに同規則第

３条に規定する福祉事務所に置かれる課及び蒲原出張所」に、「静岡市区役所事務分掌規則（平

成17年静岡市規則第11号）２条に規定する区役所に置かれる課並びに井川支所、長田支所及び

蒲原支所並びに同規則第３条に規定する福祉事務所に置かれる課及び蒲原出張所」を「静岡市

児童相談所設置条例（平成16年静岡市条例第89号）第２条に規定する児童相談所」に改める。

第75条第17号を削る。

別表第１中

「

設置箇所 現金出納

員となる

べき者の

職

会計管理者から委任される事

務

現金分任出納員

となるべき者の

範囲
を

                                        」

「

設置箇所 現金出納

員となる

会計管理者から委任される事

務

現金分任出納員

となるべき者の
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べき者の

職

範囲

に、

総務局シティプロ

モーション東京本

部

本部長 所管に係る諸収入の収納 所属職員

                                        」

「

財政局税務部納税

課

課長 市税（個人の県民税を含む。以

下同じ。）に係る徴収金及び地

方税法第20条の４の規定によ

り嘱託を受けた徴収金の収納

並びに業務に附帯して生ずる

予算外の現金の収納

所属職員

を財政局税務部市税

事務所

所長 市税に係る徴収金及び地方税

法第20条の４の規定により嘱

託を受けた徴収金の収納、市税

に係る証明手数料及び所管に

係る諸収入の収納並びに業務

に附帯して生ずる予算外の現

金の収納

所属職員

                                        」

「

財政局税務部納税

課

課長 市税（個人の県民税を含む。以

下同じ。）に係る徴収金、地方

税法第20条の４の規定により

嘱託を受けた徴収金及び所管

に係る諸収入の収納並びに業

務に附帯して生ずる予算外の

現金の収納

所属職員

財政局税務部滞納 課長 市税に係る徴収金及び地方税 所属職員
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対策課 法第20条の４の規定により嘱

託を受けた徴収金の収納並び

に業務に附帯して生ずる予算

外の現金の収納

財政局税務部市民

税課

課長 市税に係る証明手数料及び所

管に係る諸収入の収納並びに

業務に附帯して生ずる予算外

の現金の収納

所属職員
に、

財政局税務部固定

資産税課

課長 所管に係る諸収入の収納 所属職員

財政局税務部清水

市税事務所

所長 市税に係る徴収金及び地方税

法第20条の４の規定により嘱

託を受けた徴収金の収納、市税

に係る証明手数料及び所管に

係る諸収入の収納並びに業務

に附帯して生ずる予算外の現

金の収納

所属職員

                                        」

「

観光交流文化局ス

ポーツ振興課

課長 コミュニティセンター使用料、

体育施設使用料、清水桜が丘公

園施設使用料、蒲原体育館使用

料、由比体育館使用料及び所管

に係る諸収入の収納

所属職員

を

観光交流文化局シ

ティプロモーショ

ン東京本部

本部長 所管に係る諸収入の収納 所属職員

                                       」

「

観光交流文化局文 課長 各種発行物売払収入及び所管 所属職員
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化財課 に係る諸収入の収納

に、

観光交流文化局ス

ポーツ振興課

課長 コミュニティセンター使用料、

体育施設使用料、清水桜が丘公

園施設使用料、由比体育館使用

料及び所管に係る諸収入の収

納

所属職員

                                        」

「

環境局廃棄物処理

課

課長 廃棄物処理手数料及び犬猫等

死体取扱手数料の収納

所属職員及び保

健福祉局保健衛

生部動物指導セ

ンターの所属職

員

保健福祉局福祉部

福祉総務課

課長 国民健康保険料、国民健康保険

税、介護保険料及び保育所入所

者負担金並びにこれらに係る

督促手数料、延滞金及び加算金

の収納並びに業務に附帯して

生ずる予算外の現金の収納

所属職員

を

保健福祉局福祉部

介護保険課

課長 介護保険に係る保険料、証明手

数料、督促手数料及び所管に係

る諸収入の収納

所属職員

保健福祉局福祉部

保険年金管理課

課長 井川診療所における診療収入、

自動車使用料、文書手数料並び

に所管に係る諸収入の収納

所属職員

保健福祉局保健衛

生部保健衛生総務

課

課長 急病センター使用料、各種証明

閲覧手数料及び看護師等就学

資金貸付金元利収入の収納

所属職員

保健福祉局保健衛

生部健康づくり推

課長 障害者歯科保健センター使用

料及び各種証明閲覧手数料の

所属職員
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進課 収納

保健福祉局保健衛

生部動物指導セン

ター

所長 狂犬病予防手数料、動物取扱責

任者研修受講手数料、犬ねこ引

取手数料、動物飼育関係手数料

及び所管に係る諸収入の収納

所属職員

保健福祉局保健衛

生部こころの健康

センター

所長 こころの健康センター使用料

及び各種証明閲覧手数料の収

納

所属職員

                                       」

「

環境局廃棄物処理

課

課長 廃棄物処理手数料及び犬猫等

死体取扱手数料の収納

所属職員及び保

健福祉長寿局保

健衛生医療部動

物指導センター

の所属職員

保健福祉長寿局健

康福祉部健康づく

り推進課

課長 障害者歯科保健センター使用

料及び各種証明閲覧手数料の

収納

所属職員

保健福祉長寿局健

康福祉部介護保険

課

課長 介護保険に係る保険料、証明手

数料、督促手数料及び所管に係

る諸収入の収納

所属職員

保健福祉長寿局健

康福祉部保険年金

管理課

課長 国民健康保険料、国民健康保険

税、介護保険料及び保育所入所

者負担金並びにこれらに係る

督促手数料、延滞金及び加算

金、井川診療所における診療収

入、自動車使用料、文書手数料

及び所管に係る諸収入の収納

並びに業務に附帯して生ずる

予算外の現金の収納

所属職員

に、
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保健福祉長寿局保

健衛生医療部保健

医療課

課長 急病センター使用料、各種証明

閲覧手数料及び看護師等就学

資金貸付金元利収入の収納

所属職員

保健福祉長寿局保

健衛生医療部ここ

ろの健康センター

所長 こころの健康センター使用料

及び各種証明閲覧手数料の収

納

所属職員

保健福祉長寿局保

健衛生医療部動物

指導センター

所長 狂犬病予防手数料、動物取扱責

任者研修受講手数料、犬ねこ引

取手数料、動物飼育関係手数料

及び所管に係る諸収入の収納

所属職員

保健福祉長寿局保

健衛生医療部静岡

看護専門学校

事務長 看護専門学校入学検定料及び

証明手数料の収納

所属職員

保健福祉長寿局保

健衛生医療部清水

看護専門学校

事務長 看護専門学校入学検定料、証明

手数料及び所管に係る諸収入

の収納

所属職員

                                        」

「

病院局静岡看護専

門学校

事務長 看護専門学校入学検定料及び

証明手数料の収納

所属職員

を

病院局清水看護専

門学校

事務長 看護専門学校入学検定料、証明

手数料及び所管に係る諸収入

の収納

所属職員

経済局商工部商業

労政課

課長 所管に係る諸収入の収納 所属職員

                                       」

「

経済局商工部産業

振興課

課長 駿府匠宿使用料の収納 所属職員

経済局商工部商業 課長 所管に係る諸収入の収納 所属職員 に
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労政課

経済局農林水産部

農業政策課

課長 所管に係る諸収入の収納 所属職員

                                        」

「

都市局都市計画部

市街地整備課

課長 土地区画整理清算金の収納 所属職員

都市局都市計画部

大谷・東静岡周辺整

備課

課長 土地区画整理清算金の収納 所属職員

を

都市局都市計画部

清水駅周辺整備課

課長 土地区画整理清算金の収納 所属職員

                                        」

「

都市局都市計画部

市街地整備課

課長 土地区画整理清算金の収納 所属職員
に、

                                        」

「

教育委員会事務局

教育局教育総務課

課長 南アルプスユネスコエコパー

ク井川自然の家使用料、清水和

田島自然の家使用料、キャンプ

場使用料、清水大平青少年の家

使用料及び所管に係る諸収入

の収納

所属職員

を

                                        」

「

教育委員会事務局

教育局教育総務課

課長 南アルプスユネスコエコパー

ク井川自然の家使用料、清水和

田島自然の家使用料、清水大平

青少年の家使用料及び所管に

所属職員

に
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係る諸収入の収納

                                        」

改める。

別表第２中

「

各区役所地域総務

課

課長 各種発行物売払収入、コミュニ

ティセンター使用料、体育施設

使用料、清水桜が丘公園施設使

用料、蒲原体育館使用料、由比

体育館使用料、鳥獣飼養登録手

数料、地縁団体告示事項証明手

数料、改葬許可証交付手数料

（清水区役所に限る。）、墓地使

用許可証明交付手数料（清水区

役所に限る。）及び所管に係る

諸収入の収納

所属職員

を

                                        」

「

各区役所地域総務

課

課長 各種発行物売払収入、コミュニ

ティセンター使用料、体育施設

使用料、清水桜が丘公園施設使

用料、由比体育館使用料、鳥獣

飼養登録手数料、地縁団体告示

事項証明手数料、改葬許可証交

付手数料（清水区役所に限る。）

、墓地使用許可証明交付手数料

（清水区役所に限る。）及び所

管に係る諸収入の収納

所属職員

に、

                                        」
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「

清水区役所蒲原支

所

支所長 コミュニティセンター使用料、

体育施設使用料、清水桜が丘公

園施設使用料、蒲原体育館使用

料、由比体育館使用料、鳥獣飼

養登録手数料、戸籍等手数料、

その他証明閲覧手数料、斎場使

用料、霊柩自動車使用料、電子

証明書の交付手数料、自動車臨

時運行許可手数料及び所管に

係る諸収入の収納並びに区会

計管理者が特に命ずる収入金

の収納

所属職員

を

                                        」

「

清水区役所蒲原支

所

支所長 各種発行物売払収入、鳥獣飼養

登録手数料、戸籍等手数料、そ

の他証明閲覧手数料、斎場使用

料、霊柩自動車使用料、電子証

明書の交付手数料、自動車臨時

運行許可手数料及び所管に係

る諸収入の収納並びに区会計

管理者が特に命ずる収入金の

収納

所属職員

に、

                                        」

「

各区役所福祉事務

所障害者支援課

課長 所管に係る諸収入の収納 所属職員

を
各区役所福祉事務

所保育児童課

課長 時間外保育使用料、一時預かり

使用料、待機児童園使用料、こ

所属職員
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ども園使用料、保育所入所者負

担金及び所管に係る諸収入の

収納

                                        」

「

各区役所福祉事務

所子育て支援課

課長 時間外保育使用料、一時預かり

使用料、待機児童園使用料、こ

ども園使用料、保育所入所者負

担金及び所管に係る諸収入の

収納

所属職員

に

                                        」

改める。

様式第７号中「第49条第１項に規定する」を「第７条若しくは第８条の２の規定による」に、

「第50条第１項に規定する」を「第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する

場合を含む。）の規定による」に、

「

（２）独占禁止法第66条第４項の規定により同法に違反する行為があった旨を明ら

かにする審決を受け、当該審決が確定したとき。

（３）乙又はその役員若しくは使用人が、独占禁止法第11章の規定又は刑法（明治

40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条の規定に該当して有罪判決を受

け、当該判決が確定したとき。

を

                                        」

「

（２）乙又はその役員若しくは使用人が、独占禁止法第11章の規定又は刑法（明治

40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条の規定に該当して有罪判決を受

け、当該判決が確定したとき。

に

                                        」

改める。

   附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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静岡市規則第27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の一部を改正する

規則をここに制定する。

  平成28年３月31日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

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の一部を改正

する規則

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（平成15年静岡市

規則第134号）の一部を次のように改正する。

第７条の表中

「

法第37条第１項の規定による感染症入院医療費又は第42条第１項の規定に

よる感染症入院療養費の公費負担申請書

様式第22号

を

法第37条第２項の規定による結核の医療費の公費負担申請書 様式第23号

法第53条の11第１項の規定による結核患者の入院届出書 様式第24号

法第53条の11第１項の規定による結核患者の退院届出書 様式第25号

第６条第１項の規定による感染症入院医療費又は療養費の公費負担決定通

知書

様式第26号

第６条第２項の規定による感染症入院医療費又は療養費の公費負担不承認

通知書

様式第27号

                                        」

「

法第37条第１項の規定による感染症入院医療費、第37条の２第１項の規定

による結核の医療費又は第42条第１項の規定による療養費の公費負担申請

書

様式第22号

に

法第53条の11第１項の規定による結核患者の入院届出書 様式第23号

法第53条の11第１項の規定による結核患者の退院届出書 様式第24号

第６条第１項の規定による感染症入院医療費、結核の医療費又は療養費の様式第25号

　第156号　　　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成28年５月１日　

298



公費負担決定通知書

第６条第２項の規定による感染症入院医療費、結核の医療費又は療養費の

公費負担不承認通知書

様式第26号

                                        」

改める。

様式第22号を次のように改める。
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【様式は掲載省略】
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様式第23号を削り、様式第24号を様式第23号とし、様式第25号を様式第24号とする。

様式第26号中

「

感染症入院
医療費

療養費
公費負担決定通知書

」

を

「感染症入院医療費

結核の医療費

療養費

公費負担決定通知書

」

に、

「

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
第37条第１項の規定による

第42条第１項の規定による
を

医療費

療養費
の負担の申請について、次のとおり決定したので、通知します。

                                        」

「

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

第37条第１項

第37条の２第１項の規定

第42条第１項
に

による

感染症入院医療費

結核の医療費

療養費

の負担の申請について、次のとおり決定したので、通知します。

                                        」

改め、同様式を様式第25号とする。

様式第27号中

「

感染症入院
医療費

療養費
公費負担不承認通知書

」

を

「感染症入院医療費

結核の医療費

療養費

公費負担不承認通知書

」

に、

「

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
第37条第１項の規定による

第42条第１項の規定による
を

医療費

療養費
の負担の申請については、認められませんので通知します。

                                        」
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「

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

第37条第１項

第37条の２第１項の規定

第42条第１項
に

による

感染症入院医療費

結核の医療費

療養費

の負担の申請については、認められませんので通知します。

                                        」

改め、同様式を様式第26号とする。

   附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際、現に改正前の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（以下「改正前の規則」という。）の様式により提出されている文書は、

この規則による改正後の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

行細則の相当する様式により提出された文書とみなす。

３ この規則の施行の際、現に改正前の規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、

調整して使用することができる。
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静岡市規則第28号

静岡市行政手続条例施行規則の一部を改正する規則をここに制定する。

  平成28年３月31日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市行政手続条例施行規則の一部を改正する規則

静岡市行政手続条例施行規則（平成15年静岡市規則第６号）の一部を次のように改正する。

別表カラー複写の場合の項中「100円」を「50円」に改める。

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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静岡市規則第29号

静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに制定す

る。

  平成28年３月31日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例施行規則（平成21年静岡市規則第92号）の一部

を次のように改正する。

第４条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。

３ 第１項の規定にかかわらず、当該施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和

46年政令第300号）第６条の９第２号、第６条の11第２号、第６条の13第２号又は第６条の14

第２号に掲げる者（以下「優良認定処理業者」という。）に係るものである場合は、インター

ネットを利用する方法により条例第10条第１項の規定による確認を行うことができる。

第５条第１項中「及び第２項」を「、第２項及び第３項」に改め、同条第２項第３号中「当

該委託」を「前条第３項に規定する場合以外の場合にあっては、当該委託」に改める。

第６条第２項第３号を削り、同項第４号中「処理業者」を「産業廃棄物処理業者」に改め、

同号を同項第３号とし、同項第５号中「処理業者」を「産業廃棄物処理業者」に改め、同号を

同項第４号とし、同項第６号キ中「（昭和46年政令第300号）」を削り、同号を同項第５号とし、

同項中第７号を第６号とし、第８号を第７号とする。

第10条第１項第２号中「行う者」の次に「並びにその氏名及び住所（法人にあっては、その

名称及び主たる事務所の所在地）」を加える。

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。

　第156号　　　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成28年５月１日　

304


