
 

静岡市規則第30号 

静岡市飼い犬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      

 

静岡市飼い犬条例施行規則の一部を改正する規則 

静岡市飼い犬条例施行規則（平成15年静岡市規則第157号）の一部を次のように改正する。 

様式第１号を次のように改める。 

様式第１号（第２条関係） 

 

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飼い犬条例施行規則様式第１号の規定により表

示されている標識は、この規則による改正後の静岡市飼い犬条例施行規則様式第１号の規定

により表示されている標識とみなす。 
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静岡市規則第31号

静岡市児童手当法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     

  静岡市児童手当法施行細則の一部を改正する規則

静岡市児童手当法施行細則（平成21年静岡市規則第45号）の一部を次のように改正する。

第２条中「第１条第１項」を「第１条の４第１項」に改める。

第10条中「附則第６条第１項」を「附則第２条第１項」に改め、同条の表を次のように改め

る。

第２条 省令第１条の４

第１項

省令第15条において読み替えて準用する省令第１条の４第１

項

法第７条 法附則第２条第３項において準用する法第７条第１項及び第

３項

第３条 法第８条第４項

本文

法附則第２条第３項において準用する法第８条第４項本文

第４条 省令第２条第１

項

省令第15条において読み替えて準用する省令第２条第１項

法第９条第１項 法附則第２条第３項において準用する法第９条第１項

第５条 法第９条第３項 法附則第２条第３項において準用する法第９条第３項

第７条 法第10条 法附則第２条第３項において準用する法第10条

第８条 法第11条 法附則第２条第３項において準用する法第11条

第９条 省令第９条 省令第15条において読み替えて準用する省令第９条第１項

法第12条 法附則第２条第３項において準用する法第12条第１項

第11条及び第12条を削り、第13条を第11条とする。

   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32号

静岡市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進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     

   静岡市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細

則の一部を改正する規則

静岡市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則（平

成27年静岡市規則第70号）の一部を次のように改正する。

第７条を第９条とする。

第６条中「様式第８号」を「様式第11号」に改め、同条を第８条とする。

第５条第１項中「様式第６号」を「様式第９号」に改め、同条第３項及び第４項中「様式第

７号」を「様式第10号」に改め、同条を第７条とする。

第４条第１項中「様式第４号」を「様式第７号」に改め、同条第２項及び第３項中「様式第

５号」を「様式第８号」に改め、同条を第６条とする。

第３条中「様式第３号」を「様式第６号」に改め、同条を第５条とする。

第２条第１項中「様式第１号」を「様式第４号」に改め、同条第３項及び第４項中「様式第

２号」を「様式第５号」に改め、同条を第４条とし、第１条の次に次の２条を加える。

（幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定申請書等）

第２条 法第４条第１項に規定する申請書は、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認

定申請書（様式第１号）によるものとする。

２ 法第４条第１項の規定により前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

（１）土地及び建物に係る権利関係を明らかにする書類

（２）位置図並びに建物の配置図及び平面図

（３）備品及び遊具の整備一覧表

（４）資格免許を証する書類の写し

（５）収支予算書

（６）幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の運営に関する規程

（７）幼稚園又は保育所の認可を受けている場合にあっては、その認可を証する書類の写し
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（８）市長が別に定める付表その他認定に関し必要と認める事項を記載した書類

３ 市長は、法第３条第１項又は第３項の認定をするときは、幼保連携型認定こども園以外の

認定こども園認定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。

４ 法第３条第８項の規定による認定をしない旨及び理由の通知は、幼保連携型認定こども園

以外の認定こども園不認定通知書（様式第２号）によるものとする。

（認定の辞退）

第３条 法第３条第１項又は第３項の認定を受けた者は、当該認定を辞退しようとするときは、

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園認定辞退届出書（様式第３号）により、辞退す

る日の３月前までに市長に届け出るものとする。

様式第８号中「第６条関係」を「第８条関係」に改め、同様式を様式第11号とする。

様式第７号中「第５条関係」を「第７条関係」に、「第５条第３項」を「第７条第３項」に改

め、同様式を様式第10号とする。

様式第６号中「第５条関係」を「第７条関係」に改め、同様式を様式第９号とする。

様式第５号中「第４条関係」を「第６条関係」に、「第４条第２項」を「第６条第２項」に改

め、同様式を様式第８号とする。

様式第４号中「第４条関係」を「第６条関係」に改め、同様式を様式第７号とする。

様式第３号中「第３条関係」を「第５条関係」に改め、同様式を様式第６号とする。

様式第２号中「第２条関係」を「第４条関係」に改め、同様式を様式第５号とする。

様式第１号中「第２条関係」を「第４条関係」に改め、同様式を様式第３号とし、同様式の

前に次の３様式を加える。
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【様式は掲載省略】
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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33号

静岡市職員の管理職員特別勤務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31日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則

静岡市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則（平成15年静岡市規則第35号）の一部を次

のように改正する。

第１条中「第26条第３項」を「第26条第４項」に改める。

第２条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（管理職員特別勤務手当の額等）」を付し、

同条第１項中「第26条第２項」を「第26条第３項第１号」に改め、同項の表中「124,000円」を

「131,100円」に、「103,600円若しくは97,400円」を「110,000円、106,400円若しくは103,200

円」に、「101,300円」を「107,100円」に、「77,900円若しくは74,000円」を「82,700円、80,400

円若しくは78,400円」に、「86,800円」を「92,000円」に、「64,000円」を「67,800円」に、「78,300

円若しくは68,300円」を「83,000円、78,700円若しくは72,300円」に、「51,500円若しくは45,100

円」を「54,500円、51,700円若しくは47,700円」に、「48,100円」を「51,000円」に、「31,300

円」を「33,100円」に改め、同条第２項中「職員、」を「職員（次条第２項において「育児短時

間勤務職員等」という。）、」に、「もの、」を「もの（次条第２項において「再任用短時間勤務職

員」という。）又は」に、「又は任期付職員条例」を「若しくは任期付職員条例」に、「職員に係

る」を「職員（次条第２項において「任期付短時間勤務職員」という。）に係る」に改め、同条

第３項中「第26条第２項ただし書」を「第26条第３項第１号」に改める。

第５条を第６条とし、第４条を第５条とし、第３条を第４条とし、第２条の次に次の１条を

加える。

第３条 条例第26条第３項第２号の市規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる管理職手当受

給者の区分に応じ、それぞれ次の表の右欄に定める額とする。

職員の区分 額

管理職手当規則別表第１中149,900円、

132,000円、131,100円、120,000円、110,000

円、106,400円若しくは103,200円の管理職

6,000円
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手当受給者又は管理職手当規則別表第２中

113,100円、107,100円、99,500円、90,500

円、82,700円、80,400円若しくは78,400円

の管理職手当受給者

管理職手当規則別表第１中92,000円の管理

職手当受給者又は管理職手当規則別表第２

中67,800円の管理職手当受給者

5,000円

管理職手当規則別表第１中83,000円、

78,700円若しくは72,300円の管理職手当受

給者又は管理職手当規則別表第２中54,500

円、51,700円若しくは47,700円の管理職手

当受給者

4,300円

管理職手当規則別表第１中51,500円の管理

職手当受給者又は管理職手当規則別表第２

中33,100円の管理職手当受給者

3,500円

２ 前項の規定にかかわらず、管理職手当が支給される者のうち育児短時間勤務職員等、再任

用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に係る同項の規定の適用にあっては、同項中「掲

げる管理職手当受給者」とあるのは「掲げるその職に応じて定める管理職手当の額（管理職

手当規則別表第１又は別表第２に掲げる支給月額をいう。）」と、「職員の区分」とあるのは「管

理職手当の区分」と、「の管理職手当受給者」とあるのは「の管理職手当」と読み替えるもの

とする。

３ 条例第26条第１項の勤務をした後、引き続いて同条第２項の勤務をした管理職手当受給者

には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

附則第２項中「第２条の」を「第２条及び第３条の」に改める。

別記様式を次のように改める。
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【様式は掲載省略】
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   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34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31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

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３条第５号ウ中「及び国立大学法人法」を「、国立大学法人法」に、「国立大学法人（」を

「国立大学法人及び地方独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する地方

独立行政法人（」に改める。

第７条第１項中「から第６号まで」を削り、「、引き続き」を「引き続き」に改め、「場合に」

の次に「、第４号から第６号までに掲げる者にあっては任命権者又はその委任を受けた者の要

請に応じ引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に」を加える。

第７条の２各号列記以外の部分中「医療職給料表」を「同表以外の各給料表」に改め、同条

第３号の次に次の１号を加える。

（４）保育教諭給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が５級の職員

第20条第２項第２号中「職員」の次に「（当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上

あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下である職員を除く。）」を加える。

別表第１中

「

職の職

制上の

段階等

による

職員の

区分

８級、７級及び

６級の職務に

ある者

３級の職務に

ある者のうち

局長、局次長、

部長、病院長、

病院参与、副

病院長、診療

部長、室長、

所長、看護専

４級の職務に

ある者のうち

局長、局次長、

部長、担当部

長、理事、参

与、薬剤部長、

医 療 技 術 部

長、病院技監

５級の職務に

ある者のうち

副病院長、看

護部長、病院

技監、看護専

門学校長及び

看護専門学校

副校長である

100分の

20
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門学校長、保

健所長、担当

部長、理事及

び参与である

もの

及び看護専門

学校副校長で

あるもの

もの

を

５級の職務に

ある者

３級の職務に

ある者のうち

副室長、副所

長、こころの

健康センター

所長、保健所

清水支所長、

課長、担当課

長及び参事で

あるもの並び

に２級の職務

にある者のう

ち副室長、副

所長、課長及

び参事である

もの

４級の職務に

ある者のうち

科長、技監、

副室長、課長、

担当課長、参

事、日本平動

物園長、動物

指導センター

所長及び環境

保健研究所長

であるもの

４級の職務に

ある者のうち

科長、課長、

担当課長、参

事、技監、副

室長及び教務

長であるもの

５級の職務に

ある者

100分の

15

４級の職務に

ある者

３級の職務に

ある者のうち

科長、診療技

監、診療所長

及び主幹であ

るもの並びに

２級の職務に

ある者のうち

科長、診療技

３級の職務に

ある者のうち

副参事、副技

監、室長、技

師長、課長補

佐及び主幹で

あるもの

４級の職務に

ある者のうち

副参事、看護

師長、教務主

幹、課長補佐

及び主幹であ

るもの

４級の職務に

ある者

100分の

10
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監、診療所長

及び主幹であ

るもの

                                         」

「

職の職

制上の

段階等

による

職員の

区分

８級、７級及び

６級の職務に

ある者

３級の職務に

ある者のうち

局長、局次長、

部長、病院長、

病院参与、副

病院長、診療

部長、室長、

所長、看護専

門学校長、保

健所長、担当

部長、理事及

び参与である

もの

４級の職務に

ある者のうち

局長、局次長、

部長、担当部

長、理事、参

与、薬剤部長、

医療技術部長

及び病院技監

であるもの

５級の職務に

ある者のうち

副病院長、看

護部長、病院

技監、看護専

門学校長及び

看護専門学校

副校長である

もの

100分の

20

５級の職務に

ある者

３級の職務に

ある者のうち

副室長、副所

長、こころの

健康センター

所長、保健所

清水支所長、

課長、担当課

長及び参事で

あるもの並び

に２級の職務

にある者のう

４級の職務に

ある者のうち

科長、技監、

副室長、課長、

担当課長、参

事、日本平動

物園長、動物

指導センター

所長及び環境

保健研究所長

であるもの

４級の職務に

ある者のうち

科長、課長、

地域包括ケア

推 進 本 部 次

長、担当課長、

参事、技監、

副室長及び教

務長であるも

の

５級の職務に

ある者

100分の

15

に
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ち副室長、副

所長、課長、

担当課長及び

参事であるも

の

４級の職務に

ある者

３級の職務に

ある者のうち

科長、診療技

監、診療所長

及び主幹であ

るもの並びに

２級の職務に

ある者のうち

科長、診療技

監、診療所長、

障害者歯科保

健 セ ン タ ー

長、認知症セ

ンター長及び

主幹であるも

の

３級の職務に

ある者のうち

副技監、技師

長、課長補佐

及び主幹であ

るもの

４級の職務に

ある者のうち

看護師長、教

務主幹、課長

補佐及び主幹

であるもの

４級の職務に

ある者

100分の

10

                                         」

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35号

静岡市職員の給与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     

   静岡市職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則

静岡市職員の給与に関する条例施行規則（平成15年静岡市規則第32号）の一部を次のように

改正する。

第３条中「、静岡市立静岡病院」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36号

静岡市職員の勤務時間、休暇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31日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

静岡市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則

静岡市職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成15年静岡市規則第24号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表第２の15イ中「活動」の次に「に参加する場合、市民活動」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37号

静岡市職員の単身赴任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31日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市職員の単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則

静岡市職員の単身赴任手当に関する規則（平成15年静岡市規則第40号）の一部を次のように

改正する。

第４条第３項第１号中「6,000円」を「8,000円」に改め、同項第２号中「12,000円」を「16,000

円」に改め、同項第３号中「18,000円」を「24,000円」に改め、同項第４号中「24,000円」を

「32,000円」に改め、同項第５号中「30,000円」を「40,000円」に改め、同項第６号中「35,000

円」を「46,000円」に改め、同項第７号中「40,000円」を「52,000円」に改め、同項第８号中

「以上」の次に「2,000キロメートル未満」を加え、「45,000円」を「58,000円」に改め、同項

に次の２号を加える。

（９）2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

（10）2,500キロメートル以上 70,000円

第５条第１号中「職員以外の地方公務員又は国家公務員であった者から人事交流等により引

き続いて職員となり、これ」を「次に掲げる事由の発生（以下「事由発生」という。）」に、「職

員となる直前の住居から当該職員となった」を「事由発生の直前の住居から当該事由発生の」

に改め、同号に次のように加える。

  ア 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の４第１項、第28条の５第１項又は第28

条の６第１項若しくは第２項の規定による採用（同法第28条の２第１項の規定により退

職した日（同法第28条の３の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期

が満了した日を含む。）の翌日におけるものに限る。）をされたこと。

  イ 職員以外の地方公務員又は国家公務員であった者から人事交流等により引き続いて職

員となったこと。

第５条中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。

（７）第２号から前号までの規定中「勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に

伴い」とあるのを「事由発生に伴い」と、「異動又は勤務場所の移転」とあるのを「事由発

生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
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   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。

（静岡市職員の住居手当に関する規則の一部改正）

２ 静岡市職員の住居手当に関する規則（平成15年静岡市規則第39号）の一部を次のように改

正する。

  第２条中「18歳」を「職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の４第１項、第

28条の５第１項又は第28条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員を除く。）

であって18歳」に改める。
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静岡市規則第38号

静岡市職員の通勤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31日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則

静岡市職員の通勤手当に関する規則（平成15年静岡市規則第37号）の一部を次のように改正

する。

第17条の２第１項第３号中「又は」を削り、「された」を「され、又は教育公務員特例法（昭

和24年法律第１号）第26条第１項の規定により大学院修学休業をした」に改める。

第17条の４第２項中「又は」を削り、「された」を「され、又は教育公務員特例法第26条第１

項の規定により大学院修学休業をした」に改め、同条第３項中「日に」を「日の」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39号

静岡市職員の特殊勤務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31日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則

静岡市職員の特殊勤務手当に関する規則（平成19年静岡市規則第31号）の一部を次のように

改正する。

第６条第１項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第10号までを１号ずつ繰り

上げ、同条第２項を削り、同条第３項中「計量法（昭和26年法律第207号）」を「計量法（平成

４年法律第51号）」に改め、同項を同条第２項とし、同条中第４項を第３項とし、第５項から第

11項までを１項ずつ繰り上げる。

別表第１中

「

夜間看護手当 正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において

行われる看護等の業務に従事したとき。

勤務１回につき3,300円

（ただし、その勤務に含まれる深夜における勤務時間が３

時間に満たない場合にあっては、1,650円とする。）

を

                                         」

「

夜間看護手当 正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜において

行われる看護等の業務に従事したとき。

勤務１回につき3,800円

（ただし、その勤務に含まれる深夜における勤務時間が３

時間に満たない場合にあっては、1,900円とする。）

に、

                                         」

「

その他市規則で定める 警備業務に従事したとき。 勤務１回につき440円
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手当 計量検査業務に従事したとき。

はかり検査車の自動車運転手 日額150円

その他の者 日額100円

を

                                         」

「

その他市規則で定める

手当

計量検査業務に従事したとき。

はかり検査車の自動車運転手 日額150円

その他の者 日額100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。

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

325



静岡市規則第40号

静岡市身体障害者福祉法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     

   静岡市身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則

静岡市身体障害者福祉法施行細則（平成15年静岡市規則第122号）の一部を次のように改正す

る。

様式第12号（注）１中「両耳ろう」を「両耳漏」に改め、同（注）２中「僧房弁膜狭窄」を

「僧房弁膜狭窄
さく

」に改め、同（注）３中「問い合わせする」を「問い合わせる」に改め、同様

式別紙７中「じん臓」を「腎臓」に、「じん機能」を「腎機能」に、

「

（３）血清尿素窒素濃度          （        mg／dl）

（４）24時間尿量             （        ml／日）

（５）尿 所 見   （                     ）

を

」

「

（３）e-GFR              （           ）

（４）血清尿素窒素濃度          （        mg／dl）

（５）24時間尿量             （        ml／日）

（６）尿 所 見   （                     ）

に、

」

「３ その他参考となる検査所見」を「２ その他参考となる検査所見」に、「裏づける」を「裏

付ける」に、「じん不全」を「腎不全」に、「浮しゅ」を「浮腫」に、「肺うっ血」を「肺鬱血」

に、「その他（              ）」を「その他（血清アルブミン注２   g／dl）」

に、「じん性貧血」を「腎性貧血」に改め、同別紙７に（注）として次のように加える。

（注）

１ 慢性透析療法を実施している者の検査値は、透析療法実施直前のものを記入すること。

２ 血清アルブミンの検査値がある場合は、３（３）その他の欄にその数値を記入するこ

と。
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様式第12号別紙８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12号別紙13中

「

３点項目の有無

（血清アルブミ

ン値、プロトロ

ンビン時間、血

清総ビリルビン

値）

有 ・ 無 有 ・ 無 を

」

「

（○で囲む。） ５～６点・７～９点・10点以上 ５～６点・７～９点・10点以上

に

肝性脳症又は腹

水の項目を含む

３項目以上にお

ける２点以上の

有無

有 ・ 無 有 ・ 無

」

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。

（経過措置）

２ この規則の施行の際、現に改正前の静岡市身体障害者福祉法施行細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41号

静岡市清水三保海の家条例施行規則を廃止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     

   静岡市清水三保海の家条例施行規則を廃止する規則

静岡市清水三保海の家条例施行規則（平成15年静岡市規則第189号）は、廃止する。

   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42号

静岡市清水農村環境改善センター条例施行規則を廃止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     

静岡市清水農村環境改善センター条例施行規則を廃止する規則

静岡市清水農村環境改善センター条例施行規則（平成15年静岡市規則第193号）は、廃止する。

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43号

静岡市税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     

   静岡市税条例施行規則の一部を改正する規則

静岡市税条例施行規則（平成15年静岡市規則第59号）の一部を次のように改正する。

第13条第16号の次に次の１号を加える。

（16）の２
徴収猶予申請書

の訂正等に係る通知書 様式第19号の２
徴収猶予期間延長申請書

第13条第22号の次に次の３号を加える。

（22）の２ 換価の猶予申請書 様式第25号の２

（22）の３ 換価の猶予期間延長申請書 様式第25号の３

（22）の４
換価の猶予申請書

の訂正等に係る通知書 様式25号の４
換価の猶予期間延長申請書

第13条第23号の次に次の１号を加える。

（23）の２ 換価の猶予申請却下通知書 様式第26号の２

第13条第25号の次に次の１号を加える。

（25）の２ 換価の猶予期間延長申請却下通知書 様式第28号の２

第13条第66号から第87号までを次のように改め、同条第88条を削る。

（66）市税の審査請求書（処分に対する審査請求用） 様式第69号

（67）市税の審査請求書（不作為に対する審査請求用） 様式第69号の２

（68）市税の審査請求の通知書 様式第70号

（69）市税の審査請求代表者等資格喪失届出書 様式第71号

（70）市税の審査請求参加許可申請書 様式第72号

（71）市税の審査請求参加許可（不許可）通知書 様式第73号

（72）市税の審査請求人地位承継届出書 様式第74号

（73）市税の審査請求人地位承継許可申請書 様式第75号

（74）市税の審査請求人地位承継許可（不許可）通知書 様式第76号

（75）市税の審査請求補正命令書 様式第77号
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（76）市税の審査請求取下書 様式第78号

（77）市税の審査請求補佐人出頭許可申請書 様式第79号

（78）市税の審査請求補佐人出頭許可（不許可）通知書 様式第80号

（79）市税の審査請求証拠書類等提出書 様式第81号

（80）市税の審査請求物件提出要求書 様式第82号

（81）市税の審査請求人証拠書類等受領書 様式第83号

（82）市税の審査請求検証通知書 様式第84号

（83）市税の審査請求裁決書 様式第85号

（84）市税の審査請求に対する裁決通知書 様式第86号

（85）市税の審査請求裁決書謄本の送付通知書 様式第87号

（86）市税の審査請求証拠書類等返還書 様式第88号

（87）市税の審査請求証拠書類等返還に係る受領書 様式第89号

様式第18号中「ため」の次に「、地方税法第15条第１項（第２項）の規定により」を加え、

「

備  考

を
担保の有無 差押え ・ 納付（納入）委託 ・ 保証人 ・ 物件

」

「

担保の有無 差押え・納付（納入）委託・保証人・物件

に

担保の数量、価格及び所在

（担保が保証人の保証であるときは、

保証人の住所又は所在地及び氏名又

は名称）

」

改める。

様式第19号中「次の理由により」を「地方税法第15条第４項の規定により、次のとおり」に、

「

備 考
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を

」

「

担保の有無 差押え・納付（納入）委託・保証人・物件

に

担保の数量、価格及び所在

（担保が保証人の保証であるときは、

保証人の住所又は所在地及び氏名又

は名称）

猶予申請額50万円以上で担

保の提供ができない理由

」

改め、同様式の次に次の１様式を加える。
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【様式は掲載省略】
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様式第20号及び様式第21号中「承認しましたので」の次に「、地方税法第15条の２の２第

１項の規定により」を加える。

様式第22号中

「

    年  月  日付けで徴収猶予の申請がありましたあなたの市税につい

ては、徴収猶予を承認できませんから、次の市税を直ちに納付（納入）してくださ

い。

を

」

「

  年  月  日付けで徴収猶予の申請がありましたあなたの市税につい

ては、徴収猶予を承認できませんので、地方税法第15条の２の２第２項の規定によ

り通知します。

ついては、次の市税を直ちに納付（納入）してください。

に

」

改める。

様式第23号中

「

年  月  日付けで申請がありましたあなたの市税については、徴収猶

予の期間の延長を承認できませんから、次の市税を直ちに納付（納入）してくださ

い。

を

」

「

  年  月  日付けで申請がありました徴収の猶予期間の延長について

は、承認できませんので、地方税法第15条の２の２第２項の規定により通知します。

ついては、次の市税を直ちに納付（納入）してください。

に

」

改める。

様式第24号中「受けているので」の次に「、地方税法第15条の２の３第２項の規定により」

を加える。

様式第25号中
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「

    年  月  日付けであなたの市税について徴収猶予を承認しましたが、

本日徴収猶予を取り消しましたから、次の市税を直ちに納付（納入）してください。
を

」

「

    年  月  日付けであなたの市税について徴収猶予を承認しましたが、

本日徴収猶予を取り消しましたので、地方税法第15条の３第３項の規定により通知

します。

ついては、次の市税を直ちに納付（納入）してください。

に

」

改め、同様式の次に次の３様式を加える。
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様式第26号中

「

あなたの滞納している市税の徴収については、次のとおり一時滞納処分による財

産の換価を猶予しますから、納付（納入）計画のとおり確実に実行し、新たに市税

を滞納しないよう留意してください。

を

」

「

あなたの滞納している市税の徴収については、次のとおり一時滞納処分による財

に、

産の換価を猶予しますので、地方税法
第15条の５の２第３項

第15条の６の２第３項
において準用す

る同法第15条の２の２第１項の規定により通知します。

ついては、納付（納入）計画のとおり確実に実行し、新たに市税を滞納しないよ

う留意してください。

」

「

該 当 条 項 地方税法第15条の５第１項第  号 を

」

「

該 当 条 項 地方税法
第15条の５第１項第  号

第15条の６第１項
に

」

改め、同様式の次に次の１様式を加える。
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様式第27号中

「

    年  月  日付けであなたの市税について滞納処分による財産の換価

を猶予しましたが、本日換価の猶予を取り消しましたから、次の市税を直ちに納付

（納入）してください。

を

」

「

    年  月  日付けであなたの市税について滞納処分による財産の換価

に

を猶予しましたが、本日換価の猶予を取り消しましたので、地方税法
第15条の

第15条の

５の３第２項

６の３第２項
において準用する同法第15条の３第３項の規定により通知します。

ついては、次の市税を直ちに納付（納入）してください。

」

改める。

様式第28号中「延長しましたので」の次に

「、地方税法
第15条の５の２第３項

第15条の６の２第３項
において準用する同法第15条の２の２第１項の規定

により」を加え、同様式の次に次の１様式を加える。
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様式第69号及び様式第69号の２を次のように改める。
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様式第70号中「市税の不服申立ての通知書」を「市税の審査請求の通知書」に、「異議申立て」

を「審査請求」に、「異議申立人」を「審査請求人」に改める。

様式第71号から様式第87号までを次のように改める。
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様式第88号中「市税の不服申立証拠書類等返還書」を「市税の審査請求証拠書類等返還書」

に、「等を」を「等について、行政不服審査法第53条の規定により」に改める。

様式第89号中「市税の不服申立証拠書類等返還に係る受領書」を「市税の審査請求証拠書類

等返還に係る受領書」に、

「

受領人

住 所

を

氏 名 ○印

」

「

受領人

住（居）所

（所在地）
に改める。

氏 名

（名  称）

○印

」

様式第90号を次のように改める。

様式第90号 削除

様式第129号（その２）（注）１中「納期限前７日」を「納期限」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。

（経過措置）

２ 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処

分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものに関する様式に

ついては、なお従前の例による。

３ この規則の施行の際、現に旧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44号

静岡市地方独立行政法人静岡市立静岡病院の業務運営等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     

   静岡市地方独立行政法人静岡市立静岡病院の業務運営等に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、地方独立行政法人法（平成15年法律第118号。以下「法」という。）の規

定に基づき、地方独立行政法人静岡市立静岡病院（以下「法人」という。）の業務運営並びに

財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。

（業務方法書の記載事項）

第２条 法第22条第２項の規定により規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとお

りとする。

（１）法人の定款に規定する業務に関する事項

（２）業務を委託する場合の基準

（３）競争入札その他契約に関する基本的な事項

（４）前３号に掲げるもののほか、法人の業務の執行に関し必要な事項

（中期計画の認可の申請）

第３条 法人は、法第26条第１項前段の規定により中期計画（同項に規定する中期計画をいう。

以下同じ。）の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度の開始の日の60

日 前までに、申請書に当該中期計画を添えて市長に提出しなければならない。

２ 法人は、法第26条第１項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、

変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

（中期計画の記載事項）

第４条 法第26条第２項第７号に規定する規則で定める業務運営に関する事項は、次のとおり

とする。

（１）施設及び設備に関する計画

（２）人事に関する計画

（３）中期目標（法第25条第１項に規定する中期目標をいう。以下同じ。）の期間を超える債務

負担
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（４）法第40条第４項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計  

画

（５）前各号に掲げるもののほか、法人の業務運営に関し必要な事項

（年度計画の記載事項等）

第５条 法第27条第１項に規定する年度計画（以下「年度計画」という。）には、中期計画に定

めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載するものとし、同項前段の規

定による届出は、届出書に当該年度計画を添えて市長に提出しなければならない。

２ 法人は、年度計画を変更したときは、法第27条第１項後段の規定により、変更した事項及

びその理由を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

（各事業年度に係る業務の実績報告）

第６条 法人は、法第28条第１項の規定により各事業年度における業務の実績について静岡市

地方独立行政法人静岡市立静岡病院評価委員会条例（平成26年静岡市条例第119号）に規定す

る地方独立行政法人静岡市立静岡病院評価委員会（以下「委員会」という。）の評価を受けよ

うとするときは、当該事業年度の終了後３月以内に、年度計画に定めた事項ごとにその実績

を明らかにした報告書を委員会に提出しなければならない。

（中期目標に係る事業報告書の記載事項）

第７条 法第29条第１項の中期目標に係る事業報告書には、当該中期目標に定められた事項ご

とにその実績を記載しなければならない。

（中期目標に係る業務の実績評価）

第８条 法人は、法第30条第１項の規定により中期目標の期間における業務の実績について委

員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標の期間の終了後３月以内に、当該中期目

標に定められた事項ごとにその実績を明らかにした報告書を委員会に提出しなければならな

い。

（会計処理）

第９条 市長は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応す

べき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却

資産を指定することができる。

２ 前項の規定による指定を受けた償却資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、

資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

（財務諸表）

第10条 法第34条第１項に規定する規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方
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独立行政法人会計基準注解（平成16年総務省告示第221号）に規定するキャッシュ・フロー計

算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。

（財務諸表等の閲覧期間）

第11条 法第34条第４項に規定する規則で定める期間は、５年とする。

（積立金の処分に係る承認の手続）

第12条 法人は、法第40条第４項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した

申請書を市長に提出し、当該中期目標の期間の最後の事業年度（以下「期間最後の事業年度」

という。）の次の事業年度の６月30日まで に、同項の規定による承認を受けなければならな

い。

（１）承認を受けようとする金額

（２）前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

２ 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後

の事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければな

らない。

（納付金の納付の手続）

第13条 法人は、法第40条第６項に規定する残余があるときは、同項の規定により納付する残

余（以下「納付金」という。）の額の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借

対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかに

する書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の６月30日まで に、市長に提

出しなければならない。ただし、前条第１項の申請書を提出したときは、これに添付した同

条第２項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

２ 納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の７月10日まで に納付しなければなら

ない。

（短期借入金等の認可の申請）

第14条 法人は、法第41条第１項ただし書の規定により短期借入金に係る認可を受けようとす

るとき、又は同条第２項ただし書の規定により短期借入金の借換えに係る認可を受けようと

するときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

（１）借入れ又は借換えを必要とする理由

（２）借入金の額

（３）借入先

（４）借入金の利率
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（５）借入金の償還の方法及び期限

（６）利息の支払の方法及び期限

（７）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

（重要な財産の処分等の認可の申請）

第15条 法人は、法第44条第１項本文の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供するこ

と（以下「処分等」という。）について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載

した申請書を市長に提出しなければならない。

（１）処分等に係る財産の内容及び予定価格（適正な対価を得てする売払い以外の方法により

処分等をする場合にあっては、その適正な見積価額）

（２）処分等の条件

（３）処分等の方法

（４）処分等により法人の業務運営上支障が生じない旨及びその理由

   附 則

（施行期日）

１ この規則は、法人の成立の日から施行する。

（経過措置）

２ 法人の成立後最初の中期計画に係る第３条第１項の規定の適用については、同項中「当該

中期計画の最初の事業年度の開始の日の60日前までに」とあるのは、「法第25条第１項前段の

規定による市長の指示を受けた後遅滞なく」とする。
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静岡市規則第45号

静岡市都市公園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     

   静岡市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則

静岡市都市公園条例施行規則（平成15年静岡市規則第219号）の一部を次のように改正する。

第８条第１項ただし書及び各号を削り、同条第２項を同条第４項とし、同条第１項の次に次

の２項を加える。

２ 使用料の減額又は免除は、入場料を徴収しない場合に限る。ただし、市長が特別の公益上

の必要があると認めるときは、使用料を減額することができる。

３ 減額し、又は免除する使用料の額は、次に定めるところによる。

（１）市が主催して利用するとき 全額

（２）市が共催して利用するとき ２分の１に相当する額

（３）前２号に掲げる場合のほか、市長が適当と認めるとき 全額又は２分の１に相当する額

第12条第39号中「第８条第２項」を「第８条第４項」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46号

静岡市母子家庭等医療費助成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     

静岡市母子家庭等医療費助成規則の一部を改正する規則

静岡市母子家庭等医療費助成規則（平成15年静岡市規則第114号）の一部を次のように改正

する。

第11条第１項中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の

次に次の１号を加える。

（２）個人番号が変更されたとき。

第11条第１項に次の２号を加える。

（７）同居する親族に変更があったとき。

（８）同居する親族の個人番号が変更されたとき。

様式第１号を次のように改める。
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様式第５号中

「

受給者

住 所 静岡市             

を

氏 名 ○印

」

「

受給者

住 所

に改める。氏 名 ○印

電 話 番 号     ―     

」

様式第６号中「ついて、静岡市が調査を行うことに」を「関し、税務情報その他助成金の支

給に必要な情報を静岡市が調査することについて」に、

「

父 母子家庭等となった年月日及び理由 ・  ・
を

母 母子家庭等となった年月日及び理由 ・  ・

」

「

母子家庭等となった理由
１離婚 ２遺棄 ３死亡 ４拘禁 ５障害

６生死不明 ７未婚 ８海外 ９その他
に

」

改める。

様式第７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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   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母子家庭等医療費助成規則（以下「旧規則」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母子家庭等医

療費助成規則の相当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、現に旧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47号

静岡市母子及び父子並びに寡婦福祉法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     

   静岡市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則

静岡市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則（平成15年静岡市規則第111号）の一部を次の

ように改正する。

第２章の章名中「母子家庭等」を「母子家庭」に改める。

様式第１号中

「

申込金額
円

（月額   円）

生年月日

を

本 籍

」

「

申込金額
円

（月額   円）

生年月日

に個人番号

本 籍

」

改める。

様式第19号中

「

未 償 還 金 額 円 を

」

「

個 人 番 号
に

未 償 還 金 額 円

」
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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。

（経過措置）

２ この規則の施行の際、現に改正前の静岡市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則（以下

「旧規則」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母

子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の相当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、現に旧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48号

静岡市由比本陣施設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     

静岡市由比本陣施設条例施行規則の一部を改正する規則

静岡市由比本陣施設条例施行規則（平成20年静岡市規則第133号）の一部を次のように改正す

る。

第３条に次の１項を加える。

３ 市長は、前２項に規定する手続により難い事情があると認めるときは、これらの規定にか

かわらず、市長が別に定める減額又は免除の手続によることができる。

   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49号

静岡市立病院看護師等修学資金貸与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     

静岡市立病院看護師等修学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則

静岡市立病院看護師等修学資金貸与条例施行規則（平成22年静岡市規則第60号）の一部を次

のように改正する。

題名を次のように改める。

   静岡市立清水病院看護師等修学資金貸与条例施行規則

第１条中「静岡市立病院看護師等修学資金貸与条例（平成22年静岡市条例第15号」を「静岡

市立清水病院看護師等修学資金貸与条例（平成22年静岡市条例第10号」に改める。

様式第１号及び様式第２号中「静岡市立病院看護師等修学資金貸与条例」を「静岡市立清水

病院看護師等修学資金貸与条例」に改める。

様式第３号中「静岡市立病院看護師等修学資金貸与条例及び静岡市立病院看護師等修学資金

貸与条例施行規則」を「静岡市立清水病院看護師等修学資金貸与条例及び静岡市立清水病院看

護師等修学資金貸与条例施行規則」に改める。

様式第12号及び様式第14号から様式第16号までの規定中「静岡市立病院看護師等修学資金貸

与条例」を「静岡市立清水病院看護師等修学資金貸与条例」に改める。

   附 則

（施行期日）

１ この規則は、地方独立行政法人静岡市立静岡病院の成立の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際、現に改正前の静岡市立病院看護師等修学資金貸与条例施行規則の様

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50号

静岡市立病院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     

静岡市立病院条例施行規則の一部を改正する規則

静岡市立病院条例施行規則（平成15年静岡市規則第159号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

   静岡市立清水病院条例施行規則

第１条中「静岡市立病院条例」を「静岡市立清水病院条例」に改める。

第２条中「静岡市立静岡病院長（以下「静岡病院長」という。）又は」を削り、「「清水病院長」

を「「病院長」に改める。

第４条から第６条までの規定中「静岡病院長又は清水病院長」を「病院長」に改める。

第７条第１項中「別表第１から別表第３まで」を「別表」に改める。

第８条中「静岡市立病院使用料（手数料）減額（免除・徴収猶予）申請書」を「静岡市立清

水病院使用料（手数料）減額（免除・徴収猶予）申請書」に改める。

別表第１中

「

（９）自動車

使用料

ア 訪問看護

用車両

１回に

つき

540円 訪問看護及び特に必要と認

められた患者移送の場合

を
イ 患者搬送

用特殊車両

（静岡病院

のみ）

２㎞ま

で

640円 往診等に必要と認められた

患者の場合（２kmを超える場

合は、１km又はその端数を増

すごとに320円を加算する。）

」

「

（９）自動車使用料 １回に

つき

540円 訪問看護及び特に必要と認

められた患者移送の場合
に、

」
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「

（13）特別入院料 １日に

つき

保険外併用療養費

に係る厚生労働大

臣が定める医薬品

等（平成18年厚生

労働省告示第498

号。以下「告示第

498号」という。）

第８号に規定する

通算対象入院料の

基本点数に100分

の15を乗じ、１点

の単価を10円とし

て算定した額に

100分の108を乗じ

て得た額

告示第498号第８号の規定に

より計算した入院期間が180

日を超えた日以後の入院（告

示第498号第９号に規定する

者の入院を除く。）に限る。

を

」

「

（13）特別入院料 １日に

つき

保険外併用療養費

に係る厚生労働大

臣が定める医薬品

等（平成18年厚生

労働省告示第498

号。以下「告示第

498号」という。）

第８号に規定する

通算対象入院料の

基本点数に100分

の15を乗じ、１点

の単価を10円とし

告示第498号第８号の規定に

より計算した入院期間が180

日を超えた日以後の入院（告

示第498号第９号に規定する

者の入院を除く。）に限る。

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

363



て算定した額に

100分の108を乗じ

て得た額

（14）個室

  料

個室Ａ １日に

つき

15,700円 １ 入院の日及び退院の日

はそれぞれ１日として算

出する。ただし、入院した

日に退院した場合は１日

とする。

２ 患者の病状又は病室の

都合により個室を使用さ

せる場合は、個室使用料を

徴収しない。

個室Ｂ 10,500円

個室Ｃ 7,800円

個室Ｄ 4,700円

（15）１日

人 間

ド ッ

ク料

標準検

診

追加検

診

１回に

つき

44,100円

１ 追加検診は、標準検診に

加えて実施する。

婦人

科検

診

２ 婦人科検診

（１）乳がん検診を行った場

合は、6,970円を加算す

る。

（２）子宮がん頚部検診を行

った場合は、4,750円を

加算する。

（３）子宮がん頚部検診とＨ

ＰＶ検査を行った場合

は、10,260円を加算す

る。

（４）子宮がん体部検診を行

った場合は、14,040円を

加算する。

に
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前立

腺検

診

３ 前立腺検診

（１）ＰＳＡ検査を行った場

合は、3,240円を加算す

る。

（２）ＰＳＡ検査と触診を行

った場合は、4,320円を

加算する。

肺が

ん検

診

19,440円

（16）脳検

診ド

ック

料

標準検

診

１回に

つき

57,240円

簡易検

診

31,320円

（17）（１）から（16）

までに掲げる

以外のもの

実費相当額

」

改め、同表を別表とする。

別表第２及び別表第３を削る。

様式第１号中「静岡市立  病院」を「静岡市立清水病院」に改める。

様式第２号中「静岡市立  病院長」を「静岡市立清水病院長」に改める。

様式第３号中「静岡市立  病院長」を「静岡市立清水病院長」に、「、静岡市立  病院」

を「、静岡市立清水病院」に改める。

      「

様式第４号中 静岡市立  病院使用料（手数料）

減  額

免  除

徴収猶予

     「

申請書 を 静岡市立清水

   」

病院使用料（手数料）

減  額

免  除

徴収猶予

申請書 に改める。

   」

   附 則
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（施行期日）

１ この規則は、地方独立行政法人静岡市立静岡病院の成立の日から施行する。

（静岡市急病センター条例施行規則の一部改正）

２ 静岡市急病センター条例施行規則（平成15年静岡市規則第166号）の一部を次のように改正

する。

第２条中「静岡市立病院条例施行規則」を「静岡市立清水病院条例施行規則」に改める。
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静岡市規則第51号

静岡市立病院駐車場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     

静岡市立病院駐車場条例施行規則の一部を改正する規則

静岡市立病院駐車場条例施行規則（平成15年静岡市規則第161号）の一部を次のように改正す

る。

題名を次のように改める。

   静岡市立清水病院駐車場条例施行規則

第１条中「静岡市立病院駐車場条例」を「静岡市立清水病院駐車場条例」に改める。

第２条中「静岡市立静岡病院駐車場（以下「静岡病院駐車場」という。）及び」を削り、「「清

水病院駐車場」を「「駐車場」に改める。

第３条中「静岡病院駐車場及び清水病院駐車場（以下「駐車場」という。）」を「駐車場」に

改める。

第５条第１項を削り、同条第２項中「清水病院駐車場においては、」を削り、同項を同条第１

項とし、同条第３項を同条第２項とする。

別記様式その１を削る。

別記様式その２中「かぎ」を「鍵」に改め、同様式を別記様式とする。

   附 則

この規則は、地方独立行政法人静岡市立静岡病院の成立の日から施行する。
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静岡市規則第52号

静岡市老人デイサービスセンター条例施行規則を廃止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     

   静岡市老人デイサービスセンター条例施行規則を廃止する規則

静岡市老人デイサービスセンター条例施行規則（平成15年静岡市規則第98号）は、廃止する。

   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53号

平成28年度の組織の変更に伴う関係規則の整理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     

   平成28年度の組織の変更に伴う関係規則の整理に関する規則

（静岡市職員表彰規則の一部改正）

第１条 静岡市職員表彰規則（平成16年静岡市規則第25号）の一部を次のように改正する。

  第８条第３項中「保健福祉局保健衛生部長」を「保健福祉長寿局保健衛生医療部長」に改

める。

（静岡市定年退職者等の再任用に関する規則の一部改正）

第２条 静岡市定年退職者等の再任用に関する規則（平成15年静岡市規則第19号）の一部を次

のように改正する。

  様式第２号（裏）（注）10中「（病院経営課にあっては、所管の局長級職員とする。）」を削

り、「担当部長、」を「担当部長、戦略広報監、調整監、」に、「を除き」を「、戦略広報監及

び調整監を除き」に改める。

  様式第３号（裏）（注）10中「（病院経営課にあっては、所管の局長級職員とする。）」を削

り、「担当部長、」を「担当部長、戦略広報監、調整監、」に、「を除き」を「、戦略広報監及

び調整監を除き」に改める。

（静岡市物品管理規則の一部改正）

第３条 静岡市物品管理規則（平成15年静岡市規則第51号）の一部を次のように改正する。

  第３条第１項中「（病院経営課を除く。）及び消費生活センター」を「、危機管理総室及び

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、「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」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、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（以下これらを「区役所の課」という。）」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）第２条に規定する区役所に置かれる
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課、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（以下これらを「区役所の課」という。）」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。

（静岡市国民健康保険運営協議会規則の一部改正）

第４条 静岡市国民健康保険運営協議会規則（平成16年静岡市規則第41号）の一部を次のよう

に改正する。

  第９条中「保健福祉局福祉部保険年金管理課」を「保健福祉長寿局健康福祉部保険年金管

理課」に改める。

（静岡市介護保険条例等施行規則の一部改正）

第５条 静岡市介護保険条例等施行規則（平成15年静岡市規則第71号）の一部を次のように改

正する。

  第13条中「保健福祉局福祉部介護保険課」を「保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課」に

改める。

（静岡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例等施行規則

の一部改正）

第６条 静岡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例等施行

規則（平成18年静岡市規則第179号）の一部を次のように改正する。

  第４条中「保健福祉局福祉部障害者福祉課」を「保健福祉長寿局健康福祉部障害者福祉課」

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54号

静岡市クリエーター支援センター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     

   静岡市クリエーター支援センター条例施行規則の一部を改正する規則

静岡市クリエーター支援センター条例施行規則（平成19年静岡市規則第78号）の一部を次の

ように改正する。

題名を次のように改める。

   静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター条例施行規則

第１条中「静岡市クリエーター支援センター条例」を「静岡市文化・クリエイティブ産業振

興センター条例」に改める。

第２条第１項中「第８条第１項」を「第７条第１項」に、「静岡市クリエーター支援センター

（」を「静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター（」に、「静岡市クリエーター支援セン

ター利用許可申請書」を「静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター利用許可申請書」に

改め、同項後段を削り、同条第２項中「研修室、プレゼンテーションルーム、展示コーナー及

び映像編集室にあっては」及び「、クリエーター育成室及び指定駐車場にあっては指定管理者

が定める期間」を削る。

第３条中「静岡市クリエーター支援センター利用許可書」を「静岡市文化・クリエイティブ

産業振興センター利用許可書」に改める。

第５条第１項中「第８条第１項後段」を「第７条第１項後段」に、「静岡市クリエーター支援

センター変更利用許可申請書」を「静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター変更利用許

可申請書」に改め、同条第２項中「静岡市クリエーター支援センター変更利用許可書」を「静

岡市文化・クリエイティブ産業振興センター変更利用許可書」に改め、第６条を削る。

第７条第１項中「第15条」を「第13条」に、「静岡市クリエーター支援センター使用料減額・

免除承認申請書（様式第６号」を「静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター使用料減額・

免除承認申請書（様式第５号」に改め、同条第３項中「静岡市クリエーター支援センター使用

料減額・免除通知書（様式第７号」を「静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター使用料

減額・免除通知書（様式第６号」に改め、同条を第６条とする。

第８条中「静岡市クリエーター支援センター利用許可取消申出書（様式第８号」を「静岡市
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文化・クリエイティブ産業振興センター利用許可取消申出書（様式第７号」に改め、同条を第

７条とし、第９条を第８条とし、第10条を第９条とする。

第11条中「第20条」を「第18条」に、「静岡市クリエーター支援センター指定管理者指定申請

書（様式第９号」を「静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター指定管理者指定申請書（様

式第８号」に改め、同条第１号及び第２号を次のように改め、同条を第10条とし、第12条を第

11条とし、第13条を第12条とする。

（１）静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター事業計画書（様式第９号）

（２）静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター事業計画書に関する収支予算書（様式第

10号）

様式第１号中「静岡市クリエーター支援センター利用許可申請書」を「静岡市文化・クリエ

イティブ産業振興センター利用許可申請書」に、「あて先」を「宛先」に、「静岡市クリエータ

ー支援センター条例第８条第１項の規定により静岡市クリエーター支援センター」を「静岡市

文化・クリエイティブ産業振興センター条例第７条第１項の規定により静岡市文化・クリエイ

ティブ産業振興センター」に、「特殊機器等」を「設備等」に改め、同様式（注）２及び３を削

り、同様式（注）１を同様式（注）とする。

様式第２号中「静岡市クリエーター支援センター利用許可書」を「静岡市文化・クリエイテ

ィブ産業振興センター利用許可書」に、「静岡市クリエーター支援センターの」を「静岡市文化・

クリエイティブ産業振興センターの」に、「特殊機器等」を「設備等」に改め、同様式（注）２

中「第１研修室、第２研修室、プレゼンテーションルーム、第１展示コーナー、第２展示コー

ナー又は映像編集室の」を「ギャラリー１、ギャラリー２、交流研修ルーム及び多目的ルーム

を」に改める。

様式第３号中「静岡市クリエーター支援センター変更利用許可申請書」を「静岡市文化・ク

リエイティブ産業振興センター変更利用許可申請書」に、「あて先」を「宛先」に、「静岡市ク

リエーター支援センター条例第８条第１項後段の規定により静岡市クリエーター支援センター」

を「静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター条例第７条第１項後段の規定により静岡市

文化・クリエイティブ産業振興センター」に、「特殊機器」を「設備等」に改める。

様式第４号中「静岡市クリエーター支援センター変更利用許可書」を「静岡市文化・クリエ

イティブ産業振興センター変更利用許可書」に、「静岡市クリエーター支援センターの」を「静

岡市文化・クリエイティブ産業振興センターの」に、「特殊機器」を「設備等」に改め、様式第

５号を削る。

様式第６号中「第７条関係」を「第６条関係」に、「静岡市クリエーター支援センター使用料
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減額・免除承認申請書」を「静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター使用料減額・免除

承認申請書」に、「あて先」を「宛先」に、「静岡市クリエーター支援センター条例第15条の規

定により静岡市クリエーター支援センター」を「静岡市文化・クリエイティブ産業振興センタ

ー条例第13条の規定により静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター」に改め、同様式を

様式第５号とする。

様式第７号中「第７条関係」を「第６条関係」に、「静岡市クリエーター支援センター使用料

減額・免除通知書」を「静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター使用料減額・免除通知

書」に、「静岡市クリエーター支援センター使用料の」を「静岡市文化・クリエイティブ産業振

興センター使用料の」に改め、同様式を様式第６号とする。

様式第８号中「第８条関係」を「第７条関係」に、「静岡市クリエーター支援センター利用許

可取消申出書」を「静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター利用許可取消申出書」に、

「あて先」を「宛先」に、「静岡市クリエーター支援センターの」を「静岡市文化・クリエイテ

ィブ産業振興センターの」に、「静岡市クリエーター支援センター条例施行規則第８条」を「静

岡市文化・クリエイティブ産業振興センター条例施行規則第７条」に、「静岡市クリエーター支

援センター利用許可書」を「静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター利用許可書」に改

め、同様式を様式第７号とする。

様式第９号中「第11条関係」を「第10条関係」に改め、「静岡市クリエーター支援センター指

定管理者指定申請書」を「静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター指定管理者指定申請

書」に、「あて先」を「宛先」に、「静岡市クリエーター支援センター指定管理者の指定を受け

たいので、静岡市クリエーター支援センター条例第20条及び静岡市クリエーター支援センター

条例施行規則第11条」を「静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター指定管理者の指定を

受けたいので、静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター条例第18条及び静岡市文化・ク

リエイティブ産業振興センター条例施行規則第10条」に改め、同様式を様式第８号とする。

様式第10号中「第11条関係」を「第10条関係」に、「静岡市クリエーター支援センター事業計

画書」を「静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター事業計画書」に改め、同様式を様式

第９号とする。

様式第11号中「第11条関係」を「第10条関係」に、「静岡市クリエーター支援センター事業計

画に関する収支予算書」を「静岡市文化・クリエイティブ産業振興センター事業計画に関する

収支予算書」に改め、同様式を様式第10号とする。

  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55号

静岡市健康増進法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     

   静岡市健康増進法施行細則の一部を改正する規則

静岡市健康増進法施行細則（平成16年静岡市規則第８号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項中「に規定する」を「及び法第32条第１項の規定による」に、「栄養管理勧告書」

を「勧告書」に改め、同条第２項中「に規定する」を「及び法第32条第２項の規定による」に、

「栄養管理命令書」を「命令書」に改める。

様式第７号中「栄養管理勧告書」を「勧告書」に、「第23条第１項」を
「第23条第１項

に
第32条第１項」

改める。

様式第８号中「栄養管理命令書」を「命令書」に、「第23条第２項」を
「第23条第２項

に
第32条第２項」

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56号

静岡市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細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     

  静岡市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

（趣旨）

第１条 この規則は、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。以下「法」という。）及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規

則（平成28年国土交通省令第５号。以下「省令」という。）の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。

（所管行政庁が必要と認める図書）

第２条 省令第１条第１項及び第７条第１項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、

次に掲げる図書とする。

（１）次のア及びイに掲げる場合のいずれにも該当するときは、建築基準法（昭和25年法

律第201号）第６条の３第７項に規定する適合性判定通知書の写し

  ア 法第30条第２項（法第31条第２項において準用する場合を含む。第４条において

同じ。）の規定による申出をしている場合

  イ 建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された建築物が、建築基準法第６条の

３第１項に規定する構造計算適合性判定（以下「構造計算適合性判定」という。）を

受けている場合

（２）エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号）第76条第１項に規

定する登録建築物調査機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律

第81号）第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関から法第30条第１項第１号に

規定する基準に適合することを証する書類（以下「適合証」という。）の交付を受けた

場合は、適合証及び適合証の交付を受けるために当該機関に提出した書類の写し（以

下これらを「適合証等」という。）

（３）手数料計算書（様式第１号）

（所管行政庁が不要と認める図書）

第３条 省令第１条第３項及び第７条第３項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、
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適合証等に記載された事項が、省令第１条第１項の表の各項に掲げる図書に明示すべき

事項の全てを満たすこととなるときの当該図書とする。

（構造計算適合性判定の実施）

第４条 市長は、法第30条第２項の規定による申出を受けた場合において、構造計算適合

性判定を要する建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画について法第30条第１

項（法第31条第２項において準用する場合を含む。）の規定による認定をしようとすると

きは、当該申出をした者に対し、構造計算適合性判定を受けることを求めるものとする。

（申請書の提出部数）

第５条 省令第１条第１項、第５条及び第７条第１項の申請書の提出部数は、正本１通及

び副本１通とする。

（完了報告）

第６条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費

性能の向上のための建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに、認定建築物エ

ネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書（様式第２

号）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

（１）建築士（建築士法（昭和25年法律第202号）第２条第１項に規定する建築士をいい、

当該工事が完了した建築物が、同法第３条第１項各号に掲げる建築物であるときは一

級建築士、同法第３条の２第１項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二

級建築士に限る。）が作成した、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って建築

工事が行われた旨の確認書（様式第３号。以下「確認書」という。）

（２）確認書の照合内容欄に記載された項目の工事実施状況を写した写真

（３）建築基準法第７条第５項又は同法第７条の２第５項に規定する検査済証の写し

   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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【様式は掲載省略】
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静岡市規則第57号

静岡市交通遺児等福祉手当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     

   静岡市交通遺児等福祉手当条例施行規則の一部を改正する規則

静岡市交通遺児等福祉手当条例施行規則（平成15年静岡市規則112号）の一部を次のように改

正する。

第７条第１項中第８号を第９号とし、第２号から第７号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の

次に次の１号を加える。

（２）受給者の個人番号が変更されたとき。

第11条の次に次の２条を加える。

（添付書類の省略）

第12条 市長は、この規則の規定により申請書又は報告書に添えなければならない書類により

証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させること

ができる。

（雑則）

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

様式第１号（表）中「について」を「を受けたいので」に、

「

保

護

者

ふ り が な

氏 名
男・女 年  月  日生

を住 所
（電話  －  －  ）

本 籍 地 職 業
（電話 － － ）

」

「

保

ふ り が な

氏 名
男・女 年  月  日生

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

378



護個 人 番 号

者
（
申
請
者
）

住 所
（電話  －  －  ）

に、

本 籍 地 職 業
（電話 － － ）

」

「

金
融
機
関

支
払
希
望

名称 支店名 口 座 名 義 種別 口座番号

を
普通・当座 第    号

」

「

金
融
機
関

支
払
希
望

名称 支店名 口 座 名 義 種別 口座番号

に
普通

」

改める。

様式第４号（裏）中「住所又は氏名」を「住所、氏名、個人番号又は支払希望金融機関」に

改める。

様式第５号中
「普

当」
を「普」に改め、「現況報告します。」の次に「なお、当該現況報告

に関し、税務情報その他認定に必要な情報を静岡市が調査することについて同意します。」を加

える。

様式第６号中

「

（
保
護
者
）

受
給
者

氏 名 番 号 第      号

住 所
静岡市

（電話  －  －  ）

受
給
資
格

１ 受給者又は遺児が氏名又は住所を変更したとき。

２ 受給者が婚姻し、又は遺児が養子縁組したとき。

３ 受給者の障害の状況に著しい変化が生じたとき。 を
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変
更
の
理
由

４ 遺児が死亡したとき。

５ 遺児が義務教育を終了したとき。

６ 遺児が条例第３条第２項の規定に該当したとき。

７ 受給者が遺児を養育し、又は監護しなくなったとき。

８ 手当の支払を受けるための金融機関を変更しようとするとき。

」

「

（
保
護
者
）

受
給
者

氏 名
整 理

番 号
第      号

に

個 人 番 号

住 所
（電話  －  －  ）

受
給
資
格
変
更
の
理
由

１ 受給者又は遺児が氏名又は住所を変更したとき。

２ 受給者の個人番号が変更されたとき。

３ 受給者が婚姻し、又は遺児が養子縁組したとき。

４ 受給者の障害の状況に著しい変化が生じたとき。

５ 遺児が死亡したとき。

６ 遺児が義務教育を終了したとき。

７ 遺児が条例第３条第２項の規定に該当したとき。

８ 受給者が遺児を養育し、又は監護しなくなったとき。

９ 手当の支払を受けるための金融機関を変更しようとするとき。

」

改め、同様式（注）を次のように改める。

（注）

１ 受給者（保護者）欄の氏名欄、個人番号欄及び住所欄は、それぞれの項目が変更された

場合のみ記入してください。

２ 受給者（保護者）欄の氏名欄には、受給者が署名し、又は記名押印してください。

３ 受給資格変更の理由欄は、該当する項目の番号に○を付してください。

   附 則

（施行期日）
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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交通遺児等福祉手当条例施行規則（以下「旧規

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交通遺児

等福祉手当条例施行規則の相当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、現に旧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58号

静岡市公印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     

   静岡市公印規則の一部を改正する規則

静岡市公印規則（平成15年静岡市規則第15号）の一部を次のように改正する。

第12条第３項中「総務局情報管理課長と協議のうえ」を「総務局ＩＣＴ推進課長と協議の上」

に改める。

別表第１中

「

市長印 ３ 隷書 正方形 方24 ３ 行政管理課長、駿河

区地域総務課長及

び清水区地域総務

課長

を

」

「

市長印 ３ 隷書 正方形 方24 ３ 行政管理課長、駿河

区役所地域総務課

長及び清水区役所

地域総務課長

に、

」

「

区長印 ６ 隷書 正方形 方21 ３ 各区地域総務課長 を

」

「

区長印 ６ 隷書 正方形 方21 ３ 各区役所地域総務

課長
に、

」
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「

福祉事務所長印 ７ 隷書 正方形 方21 ３ 各区生活支援課長 を

」

「

福祉事務所長印 ７ 隷書 正方形 方21 ３ 各福祉事務所生活

支援課長
に、

」

「

病院印 11 隷書 正方形 方21 ２ 各病院総務課長
を

病院長印 12 隷書 正方形 方21 ２ 各病院総務課長

」

「

病院印 11 隷書 正方形 方21 １ 病院総務課長
に、

病院長印 12 隷書 正方形 方21 １ 病院総務課長

」

「

消防長印 15 隷書 正方形 方21 １ 消防総務課長 を

」

「

消防長印 15 隷書 正方形 方21 １ 消防総務課長

に、
審理員印 15

の

２

隷書 正方形 方21 １ コンプライアンス

推進課長

」

「

消防署長印 16 隷書 正方形 方21 ６ 各消防署長 を

」

「

消防署長印 16 隷書 正方形 方21 ９ 各消防署長 に、

」
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「

情報公開審査会会長印 24 隷書 正方形 方21 １ 政策法務課長

を個人情報保護審査会会

長印

24 隷書 正方形 方21 １ 政策法務課長

」

「

行政不服審査会会長印 24 隷書 正方形 方21 １ コンプライアンス

推進課長

に、
情報公開審査会会長印 24 隷書 正方形 方21 １ コンプライアンス

推進課長

個人情報保護審査会会

長印

24 隷書 正方形 方21 １ コンプライアンス

推進課長

」

「

商業振興審議会会長印 24 隷書 正方形 方21 １ 商業労政課長 を

」

「

商業振興審議会会長印 24 隷書 正方形 方21 １ 商業労政課長

に、大規模小売店舗立地審

議会会長印

24 隷書 正方形 方21 １ 商業労政課長

」

「

屋外広告物審議会会長

印

24 隷書 正方形 方18 １ 建築総務課長

を
蒲原地域審議会会長印 24 隷書 正方形 方21 １ 清水区地域総務課

長

」

「

屋外広告物審議会会長 24 隷書 正方形 方18 １ 建築総務課長 に
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印

」

改める。

別表第２中

「             「

11 静 岡 市

立 ○ ○

病 院 印

を

11 静 岡 市

立 清 水

病 院 印

に、

           」             」

「             「

15 静 岡 市

消 防

長 印

を

15 静 岡 市

消 防

長 印

15の２ 静 岡 市

審 理

員 印

に

          」                        」

改める。

別表第３の１市印の表を次のように改める。

１ 市印

名称 ひ

な

形

番

号

書体 形状 寸 法

（ミリ

メート

ル）

個

数

保管者 用途

印刷専用市

印

１ 隷書 正方形 方21 １ 行政管理

課長

印刷公印用

保険年金課

専用市印

２ 隷書 だ円形 長径８

短径６

22 各区役所

保険年金

課長

国民健康保険被保

険者の資格及び国

民健康保険の給付

に関する事務用

支所専用市

印

２ 隷書 だ円形 長径８

短径６

２ 蒲原支所

長

国民健康保険被保

険者の資格及び国
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民健康保険の給付

に関する事務用

子育て支援

課専用市印

２ 隷書 だ円形 長径８

短径６

19 各福祉事

務所子育

て支援課

長

子ども医療費、母子

家庭等医療費及び

児童扶養手当の受

給者の資格に関す

る事務用

高齢介護課

専用市印

２ 隷書 だ円形 長径８

短径６

11 各福祉事

務所高齢

介護課長

介護保険被保険者

の資格及び介護保

険の給付に関する

事務用

蒲原出張所

専用市印

２ 隷書 だ円形 長径８

短径６

１ 蒲原出張

所長

介護保険被保険者

の資格及び介護保

険の給付並びに子

ども医療費、母子家

庭等医療費及び児

童扶養手当の受給

者の資格に関する

事務用

別表第３の２市長印中

「

賞状等専用

市長印

３ 隷書 正方形 方30 ３ 行政管理

課長、駿河

区地域総

務課長及

び清水区

地域総務

課長

賞状等専用市長印

を

」
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「

賞状等専用

市長印

３ 隷書 正方形 方30 ３ 行政管理

課長、駿河

区役所地

域総務課

長及び清

水区役所

地域総務

課長

賞状等専用市長印

に、

」

「

市民税課専

用市長印

５ 隷書 正方形 方21 １ 市民税課

長

特別徴収に係る個

人の市民税及び県

民税、法人等の市民

税、軽自動車税並び

に事業所税の賦課

に関する事務用

固定資産税

課専用市長

印

５ 隷書 正方形 方21 １ 固定資産

税課長

特別土地保有税の

賦課並びに償却資

産に係る固定資産

の評価及び賦課に

関する事務用

市税事務所

専用市長印

13 隷書 正方形 方21 ３ 各市税事

務所長

市税等の滞納処分、

土地及び家屋に係

る固定資産の評価、

普通徴収に係る個

人の市民税及び県

民税の賦課、土地及

び家屋に係る固定

資産税の賦課並び

を
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に都市計画税の賦

課に関する事務並

びに市税に係る証

明用

市税事務所

専用市長印

13 隷書 正方形 方21 31 各市税事

務所長

市税に係る証明用

」

「

滞納対策課

専用市長印

５ 隷書 正方形 方21 １ 滞納対策

課長

市税等の滞納処分

に関する事務用

市民税課専

用市長印

５ 隷書 正方形 方21 １ 市民税課

長

個人の市民税及び

県民税、法人等の市

民税、軽自動車税並

びに事業所税の賦

課に関する事務並

びに市税に係る証

明用

市民税課専

用市長印

５ 隷書 正方形 方21 20 市民税課

長

市税に係る証明用

固定資産税

課専用市長

印

５ 隷書 正方形 方21 １ 固定資産

税課長

固定資産の評価並

びに固定資産税、都

市計画税及び特別

土地保有税の賦課

に関する事務用 に、

清水市税事

務所専用市

長印

13 隷書 正方形 方21 １ 清水市税

事務所長

市税等の滞納処分、

土地及び家屋に係

る固定資産の評価、

普通徴収に係る個

人の市民税及び県

民税の賦課、土地及
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び家屋に係る固定

資産税の賦課並び

に都市計画税の賦

課に関する事務並

びに市税に係る証

明用

清水市税事

務所専用市

長印

13 隷書 正方形 方21 12 清水市税

事務所長

市税に係る証明用

」

「

戸籍管理課

専用市長印

５ 隷書 正方形 方21 ２ 戸籍管理

課長

斎場の利用に関す

る事務用

を
シティプロ

モーション

課専用市長

印

５ 隷書 正方形 方21 １ シティプ

ロモーシ

ョン課長

青葉イベント広場

の利用に関する事

務用

」

「

戸籍管理課

専用市長印

５ 隷書 正方形 方21 ２ 戸籍管理

課長

斎場の利用に関す

る事務用
に、

」

「

収集業務課

専用市長印

５ 隷書 正方形 方21 １ 収集業務

課長

廃棄物減量等推進

員に関する事務用

福祉総務課

専用市長印

５ 隷書 正方形 方21 １ 福祉総務

課長

国 民健康 保険料

（税）、介護保険料

及び保育料の滞納

処分に関する事務

を
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用

」

「

収集業務課

専用市長印

５ 隷書 正方形 方21 １ 収集業務

課長

リサイクル施策に

係る補助及び廃棄

物減量等推進員に

関する事務用
に、

健康づくり

推進課専用

市長印

５ 隷書 正方形 方21 １ 健康づく

り推進課

長

障害者歯科保健セ

ンターの診療報酬

の請求等に関する

事務用

」

「

保険年金管

理課専用市

長印

５ 隷書 正方形 方21 １ 保険年金

管理課長

高額療養費及び出

産費の貸付け、高額

介護合算療養費の

支給、第三者行為に

係る損害賠償請求、

国民健康保険井川

診療所の診療報酬

の請求並びに健康

保険法の一部を改

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

による医療に係る

通知及び認定に関

する事務用

を

」
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「

保険年金管

理課専用市

長印

５ 隷書 正方形 方21 １ 保険年金

管理課長

高額療養費及び出

産費の貸付け、高額

介護合算療養費の

支給、第三者行為に

係る損害賠償請求、

国民健康保険の保

険給付の返納、国民

健康保険井川診療

所の診療報酬の請

求、健康保険法の一

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

人保健法による医

療に係る通知及び

認定並びに国民健

康保険料（税）、介

護保険料及び保育

所入所者負担金の

滞納処分に関する

事務用

に、

」

「

保健衛生総

務課専用市

長印

５ 隷書 正方形 方21 １ 保健衛生

総務課長

急病センター診療

報酬の請求に関す

る事務用

健康づくり

推進課専用

５ 隷書 正方形 方21 １ 健康づく

り推進課

障害者歯科保健セ

ンターの診療報酬
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市長印 長 の請求等に関する

事務用

動物指導セ

ンター専用

市長印

５ 隷書 正方形 方21 １ 動物指導

センター

所長

動物取扱業及び特

定動物の飼養又は

保管の許可並びに

飼い犬に係る措置

命令に関する事務

用

を

こころの健

康センター

専用市長印

５ 隷書 正方形 方21 １ こころの

健康セン

ター所長

精神保健診療事業、

入院に係る報告及

び退院等請求に関

する事務用

」

「

保健医療課

専用市長印

５ 隷書 正方形 方21 １ 保健医療

課長

急病センター診療

報酬の請求に関す

る事務用

こころの健

康センター

専用市長印

５ 隷書 正方形 方21 １ こころの

健康セン

ター所長

精神保健診療事業、

入院に係る報告、退

院等請求及び精神

障害者保健福祉手

帳に関する事務並

びに精神保健研修

の修了証書用

に、

動物指導セ

ンター専用

市長印

５ 隷書 正方形 方21 １ 動物指導

センター

所長

動物取扱業及び特

定動物の飼養又は

保管の許可並びに

飼い犬に係る措置

命令に関する事務

用

」
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「

保健所清水

支所専用市

長印

５ 隷書 正方形 方21 １ 保健所清

水支所長

小児慢性特定疾病

医療費の支給、特定

疾病患者医療費の

助成、難病患者の保

健、自立支援医療

（育成医療）及び精

神保健に関する事

務用

を

」

「

保健所清水

支所専用市

長印

５ 隷書 正方形 方21 １ 保健所清

水支所長

小児慢性特定疾病

医療費の支給、特定

疾病患者医療費の

助成、難病患者の保

健及び自立支援医

療（育成医療）に関

する事務用

に、

」

「

病院施設課

専用市長印

11 隷書 正方形 方21 １ 静岡病院

施設課長

病院における物品

調達、物品修繕及び

病院施設修繕に係

る契約並びに行政

財産目的外使用の

許可に関する事務

用

病院施設課

専用市長印

11 隷書 正方形 方21 １ 清水病院

施設課長

病院における物品

調達、物品修繕、物

品業務委託、物品賃
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借、施設修繕及び施

設業務委託に係る

契約並びに行政財

産目的外使用の許

可に関する事務用

医事課専用

市長印

５ 隷書 正方形 方21 １ 静岡病院

医事課長

診療報酬等の届出、

請求、取消及び再審

査、病院の使用料及

び手数料に係る見

積り、契約及び請

求、静岡県単独福祉

医療費助成制度に

係る請求並びに診

療収入等の徴収に

関する事務用

を

医事課専用

市長印

11 隷書 正方形 方21 １ 清水病院

医事課長

診療報酬等の届出、

請求、取消及び再審

査、病院の使用料及

び手数料に係る見

積り、契約及び請

求、静岡県単独福祉

医療費助成に係る

請求に関する事務

並びに医療費領収

証明用

」

「

病院施設課

専用市長印

11 隷書 正方形 方21 １ 病院施設

課長

病院における物品

調達、物品修繕、物

品業務委託、物品賃
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借、施設修繕及び施

設業務委託に係る

契約並びに行政財

産目的外使用の許

可に関する事務用

医事課専用

市長印

11 隷書 正方形 方21 １ 医事課長 診療報酬等の届出、

請求、取消及び再審

査、病院の使用料及

び手数料に係る見

積り、契約及び請

求、静岡県単独福祉

医療費助成に係る

請求に関する事務

並びに医療費領収

証明用

に、

」

「

開発指導課

専用市長印

５ 隷書 正方形 方21 １ 開発指導

課長

都市計画法及び同

法施行規則に基づ

く許可、証明、請求

等の事務用

を

」

「

開発指導課

専用市長印

５ 隷書 正方形 方21 １ 開発指導

課長

都市計画法及び都

市計画法施行規則

に基づく許可、証

明、請求等の事務用

に、

」

「

葵区地域総 14 隷書 正方形 方21 １ 葵区地域 自主防災組織助成
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務課専用市

長印

総務課長 事業、自治会・町内

会に係る補助、被災

者の援護、鳥獣飼養

登録、住居表示の維

持管理及び地縁に

よる団体に関する

事務並びに行政区

画及び住所変更証

明用

駿河区地域

総務課専用

市長印

13 隷書 正方形 方21 １ 駿河区地

域総務課

長

自主防災組織助成

事業、自治会・町内

会に係る補助、被災

者の援護、鳥獣飼養

登録、住居表示の維

持管理及び地縁に

よる団体に関する

事務並びに行政区

画及び住所変更証

明用

清水区地域

総務課専用

市長印

13 隷書 正方形 方21 １ 清水区地

域総務課

長

自主防災組織助成

事業、自治会・町内

会に係る補助、被災

者の援護、鳥獣飼養

登録、住居表示の維

持管理及び地縁に

よる団体に関する

事務並びに行政区

画及び住所変更証

明用

を

戸籍住民課 14 隷書 正方形 方21 ３ 各区戸籍 住民基本台帳、個人
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専用市長印 住民課長 番号、印鑑、市民カ

ード並びに署名用

電子証明書及び利

用者証明用電子証

明書並びに認証業

務情報の開示に関

する事務用

戸籍住民課

専用市長印

３ 隷書 正方形 方６ 14 各区戸籍

住民課長

住民基本台帳に関

する事務用

保険年金課

専用市長印

14 隷書 正方形 方21 ３ 各区保険

年金課長

後期高齢者医療保

険料の徴収に関す

る事務及び郵便事

務用

」

「

地域総務課

専用市長印

14 隷書 正方形 方21 ３ 各区役所

地域総務

課長

自主防災組織助成

事業、自治会・町内

会に係る補助、被災

者の援護、鳥獣飼養

登録、住居表示の維

持管理及び地縁に

よる団体に関する

事務並びに行政区

画及び住所変更証

明用

戸籍住民課

専用市長印

14 隷書 正方形 方21 ３ 各区役所

戸籍住民

課長

住民基本台帳、個人

番号、印鑑、市民カ

ード並びに署名用

電子証明書及び利

用者証明用電子証

に、
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明書並びに認証業

務情報の開示に関

する事務用

戸籍住民課

専用市長印

３ 隷書 正方形 方６ 14 各区役所

戸籍住民

課長

住民基本台帳に関

する事務用

保険年金課

専用市長印

14 隷書 正方形 方21 ３ 各区役所

保険年金

課長

後期高齢者医療保

険料の徴収に関す

る事務及び郵便事

務用

」

「

支所専用市

長印

３ 隷書 正方形 方６ ３ 各区支所

長

住民基本台帳に関

する事務用

福祉事務所

専用市長印

６ 隷書 正方形 方21 ３ 各区生活

支援課長

福祉関係証明用

を

高齢介護課

専用市長印

７ 隷書 正方形 方21 ３ 各区高齢

介護課長

介護保険の給付に

関する事務及び保

有個人情報の開示

決定用

」

「

支所専用市

長印

３ 隷書 正方形 方６ ３ 各区役所

支所長

住民基本台帳に関

する事務用

福祉事務所

専用市長印

６ 隷書 正方形 方21 ３ 各福祉事

務所生活

支援課長

福祉関係証明用

に、

高齢介護課

専用市長印

７ 隷書 正方形 方21 ３ 各福祉事

務所高齢

介護課長

介護保険の給付に

関する事務及び保

有個人情報の開示
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決定用

」

「

予防課専用

市長印

５ 隷書 正方形 方21 ２ 予防課長 危険物施設等の規

制、査察及び違反処

理、煙火の消費許可

等並びに石油コン

ビナート等におけ

る特定防災施設等

の検査に関する事

務用

を

」

「

予防課専用

市長印

５ 隷書 正方形 方21 ５ 予防課長 危険物施設等の規

制、査察及び違反処

理、煙火の消費許可

等並びに石油コン

ビナート等におけ

る特定防災施設等

の検査に関する事

務用

に

」

改め、同表の３区長印の表を次のように改める。

３ 区長印

名称 ひ

な

形

番

号

書体 形状 寸 法

（ミリ

メート

ル）

個

数

保管者 用途

印刷等専用 15 隷書 正方形 方21 １ 行政管理 印刷公印及び電子
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区長印 課長 公印用

印刷等専用

区長印

15 隷書 正方形 方12 １ 行政管理

課長

印刷公印及び電子

公印用

戸籍住民課

専用区長印

16 隷書 正方形 方21 49 各区役所

戸籍住民

課長

戸籍、住民基本台

帳、特別永住者及び

中長期在留者の住

居地届出、特別永住

者証明書、特別永住

許可、印鑑、身分の

証明、市民カード、

埋火葬、斎場の利

用、霊柩自動車の利

用並びに自動車の

臨時運行の許可に

関する事務用

戸籍住民課

専用区長印

15 隷書 正方形 方12 36 各区役所

戸籍住民

課長

戸籍及び住民基本

台帳に関する事務

用

戸籍住民課

専用区長印

15 隷書 正方形 方12 ２ 葵区役所

戸籍住民

課長及び

清水区役

所戸籍住

民課長

年金受給者現況証

明用（自動認証機

用）

戸籍住民課

専用区長印

17 隷書 長方形 縦４

横12

12 各区役所

戸籍住民

課長

特別永住者及び中

長期在留者の住居

地届出に関する事

務用

戸籍住民課

専用区長印

15 隷書 長方形 縦４

横６

14 各区役所

戸籍住民

個人番号に関する

事務用
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課長

戸籍住民課

専用区長印

18 隷書 だ円形 長径11

短径８

３ 各区役所

戸籍住民

課長

戸籍に関する事務

用

保険年金課

専用区長印

16 隷書 正方形 方21 ３ 各区役所

保険年金

課長

国民健康保険に係

る照会及び証明、国

民健康保険料（税）

の減免及び滞納処

分、短期被保険者証

並びに国民年金及

び特別障害給付金

に係る証明等に関

する事務用

保険年金課

専用区長印

16 隷書 正方形 方21 ３ 各区役所

保険年金

課長

国民年金及び特別

障害給付金に係る

証明用（自動認証機

用）

支所専用区

長印

16 隷書 正方形 方21 ２ 井川支所

長及び長

田支所長

支所に関する一般

文書、戸籍、住民基

本台帳、印鑑、身分

の証明、市民カード

並びに埋火葬、斎場

の利用及び霊柩自

動車の利用の許可

に関する事務用

支所専用区

長印

16 隷書 正方形 方21 １ 蒲原支所

長

支所に関する一般

文書、戸籍、住民基

本台帳、特別永住者

及び中長期在留者

の住居地届出、特別
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永住者証明書、特別

永住許可、印鑑、身

分の証明、市民カー

ド、埋火葬、斎場の

利用、霊柩自動車の

利用並びに自動車

の臨時運行の許可

に関する事務用

支所専用区

長印

15 隷書 正方形 方12 ３ 各区役所

支所長

戸籍及び住民基本

台帳に関する事務

用

支所専用区

長印

17 隷書 長方形 縦４

横12

３ 各区役所

支所長

特別永住者及び中

長期在留者の住居

地届出に関する事

務用

支所専用区

長印

15 隷書 長方形 縦４

横６

３ 各区役所

支所長

個人番号に関する

事務用

別表第３の４その他の印中

「

保健所清水

支所専用保

健所長印

22 隷書 正方形 方21 １ 保健所清

水支所長

養育医療、精神保

健、理容所、美容所、

クリーニング所、医

務、薬務、食品衛生

及びふぐの取扱い

に関する事務用

を

医事課専用

病院長印

23 隷書 正方形 方21 ２ 各医事課

長

病院関係証明用

」

「

保健所清水 22 隷書 正方形 方21 １ 保健所清 養育医療、理容所、
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支所専用保

健所長印

水支所長 美容所、クリーニン

グ所、医務、薬務、

食品衛生及びふぐ

の取扱いに関する

事務用

に、

医事課専用

病院長印

23 隷書 正方形 方21 １ 医事課長 病院関係証明用

」

「

病院専用企

業出納員印

24 隷書 正方形 方21 ２ 各病院総

務課長

病院出納事務用
を

」

「

病院専用企

業出納員印

24 隷書 正方形 方21 １ 病院総務

課長

病院出納事務用
に、

」

「

予防課専用

消防長印

26 隷書 正方形 方21 ２ 予防課長 危険物施設等の規

制、査察及び違反処

理に関する事務用 を

賞状等専用

消防署長印

27 隷書 正方形 方30 ６ 各消防署

長

賞状、表彰状及び感

謝状用

」

「

予防課専用

消防長印

26 隷書 正方形 方21 ５ 予防課長 危険物施設等の規

制、査察及び違反処

理に関する事務用 に

賞状等専用

消防署長印

27 隷書 正方形 方30 ９ 各消防署

長

賞状、表彰状及び感

謝状用

」
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改める。

別表第４中

「             「

11
○ ○ 病 院

を

11
清 水 病 院

に、
静 岡 市

長 印

静 岡 市

長 印

○ ○ 課 専 用 ○ ○ 課 専 用

           」             」

「              

23
医 事 課

24 静 岡 市 立

○ ○ 病 院

企 業 出

納 員 印

を

静 岡 市

立 ○ ○

病 院 長 印

専 用

                         」

「              

23
医 事 課

24 静 岡 市 立

清 水 病 院

企 業 出

納 員 印

に

静 岡 市

立 清 水

病 院 長 印

専 用

                         」

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59号

静岡市職員の管理職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31日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則

静岡市職員の管理職手当に関する規則（平成15年静岡市規則第34号）の一部を次のように改

正する。

附則第２項中「附則第29項」を「附則第34項」に改める。

別表第１及び別表第２を次のように改める。

別表第１（第２条、第３条関係）

所属 職名 支給月額 備考

市長部局 病院長

病院参与

149,900円

副病院長 132,000円

市理事

局長

区長

統括監

会計管理者

看護専門学校長

131,100円

診療部長 120,000円

局次長

部長

副区長

危機管理総室長

地域包括ケア推進本部長

保健所長

病院事務局長

110,000円
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薬剤部長

看護部長

医療技術部長

会計室長

担当部長

戦略広報監

106,400円

調整監

理事

103,200円

参与

公営競技事務所長

福祉事務所長

病院技監

教育研修・病院事業管理室長

医療安全管理室長

感染防止対策室長

治験管理室長

看護専門学校副校長

92,000円

課長

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

公営競技事務所次長

清水市税事務所長

井川支所長

日本平動物園長

環境保健研究所長

地域包括ケア推進本部次長

地域リハビリテーション推進センター

所長

こころの健康センター所長

83,000円
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動物指導センター所長

保健所清水支所長

児童相談所長

市場長

経済事務所長

都市計画事務所長

土木事務所長

支所長

蒲原出張所長

区会計管理者

看護部各科の科長

薬剤科の科長

医療技術部各科の科長

看護専門学校事務長

看護専門学校教務長

担当課長 78,700円

参事

技監

副室長

副所長

園長

72,300円

看護師長

副参事

副技監

51,000円

消防署 署長（行政職７級の職務にある者） 103,200円

署長（行政職６級の職務にある者） 92,000円

署長（行政職５級の職務にある者） 83,000円

担当課長（行政職５級の職務にある者） 78,700円

副署長（行政職５級の職務にある者）

分署長（行政職５級の職務にある者）

72,300円
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参事

議会事務局 事務局長 110,000円

理事 103,200円

参与 92,000円

課長 83,000円

参事 72,300円

副参事 51,000円

教育委員会事務

局及び教育機関

局長 131,100円高等学校等教育

職給料表の適用

を受ける者を除

く。

局次長 110,000円

理事 103,200円

参与 92,000円

課長

教育センター所長

中央図書館長

83,000円

担当課長 78,700円

参事

高等学校事務長

72,300円

副参事 51,000円

選挙管理委員会

事務局

事務局長 110,000円

事務局理事 103,200円

事務局参与 92,000円

事務局次長 83,000円

参事 72,300円

副参事 51,000円

区選挙管理委員

会事務局

事務局長 83,000円

事務局次長

参事

72,300円

副参事 51,000円

人事委員会事務

局

事務局長 110,000円

理事 103,200円
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参与 92,000円

事務局次長 83,000円

参事 72,300円

副参事 51,000円

監査委員事務局事務局長 110,000円

理事 103,200円

参与 92,000円

事務局次長 83,000円

参事 72,300円

副参事 51,000円

農業委員会事務

局

事務局長 110,000円

理事 103,200円

参与 92,000円

事務局次長 83,000円

参事 72,300円

副参事 51,000円

別表第２（第２条、第３条関係）

給料表 職務の級 支給月額 備考

行政職給料表 ８級 107,100円職務の級が４級の職

員については、市長が

指定する者に限る。

７級 82,700円

80,400円

78,400円

６級 67,800円

５級 54,500円

51,700円

47,700円

４級 33,100円

医療職給料表（１） ３級 113,100円職務の級が３級の職

員については、市長が

指定する者に限る。

99,500円

90,500円
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82,700円

80,400円

78,400円

67,800円

54,500円

51,700円

47,700円

医療職給料表（２） ４級 82,700円職務の級が３級の職

員については、市長が

指定する者に限る。

80,400円

78,400円

67,800円

54,500円

51,700円

47,700円

３級 33,100円

医療職給料表（３） ５級 82,700円職務の級が４級の職

員については、市長が

指定する者に限る。

80,400円

78,400円

67,800円

４級 54,500円

51,700円

47,700円

33,100円

保育教諭給料表 ５級 47,700円

   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 静岡市職員の給与に関する条例及び静岡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関

する条例の一部を改正する条例（平成28年静岡市条例第５号）附則第８項から第10項までの
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規定による給料を支給される職員に対して支給する管理職手当については、この規則による

改正後の静岡市職員の管理職手当に関する規則別表第１及び別表第２の規定にかかわらず、

なお従前の例による。

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

411



静岡市規則第60号

静岡市中央卸売市場業務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     

   静岡市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則

静岡市中央卸売市場業務条例施行規則（平成15年静岡市規則第207号）の一部を次のように改

正する。

第７条の見出し中「せり人」を「競り人」に改め、同条第２項第１号中「せり人認定試験申

込書」を「競り人認定試験申込書」に改める。

第８条の見出し中「せり人」を「競り人」に改め、同条中「せり人登録（更新）通知書」を

「競り人登録（更新）通知書」に改める。

第９条の見出し中「せり人」を「競り人」に改め、同条中「せり人章」を「競り人章」に改

める。

第10条の見出し及び同条第２号並びに第11条の見出し及び同条第１項中「せり人」を「競り

人」に改める。

第13条第２号中「せり人」を「競り人」に、「せりを」を「競りを」に改める。

第47条の見出し中「せり売り」を「競り売り」に改め、同条第１項中「せり売り」を「競り

売り」に、「せり人」を「競り人」に改め、同条第２項中「せり落しは、せり人」を「競り落と

しは、競り人」に、「せり落し人」を「競り落とし人」に改め、同条第４項中「せり人」を「競

り人」に、「せり落し人」を「競り落とし人」に改め、同条第５項中「せり人は、せり落し人」

を「競り人は、競り落とし人」に改め、同条第６項中「せり価格」を「競り価格」に改める。

第48条の見出し中「せり売り状況」を「競り売り状況」に改め、同条第１項中「せり売り」

を「競り売り」に改め、同条第２項中「せり売り終了」を「競り売り終了」に、「せり売り状況

報告書」を「競り売り状況報告書」に改める。

第51条第１項中「せり売り」を「競り売り」に、「せり落し」を「競り落とし」に改め、同条

第２項中「せり落し」を「競り落とし」に改め、同条第３項中「せり直し」を「競り直し」に

改める。

第53条の見出し、第54条の見出し及び第58条第２項中「せり売り」を「競り売り」に改める。

第77条第１号中「つけ物」を「漬物」に改め、同条第３号を次のように改める。
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（３）漬物

第81条第１項第４号中「せり人」を「競り人」に改める。

第111条第１項中「せり人の」を「競り人の」に、「せり人章」を「競り人章」に改める。

第114条の見出しを「（臨時競り人）」に改め、同条中「せり行為」を「競り行為」に改める。

第122条第４号中「せり人」を「競り人」に改める。

別表第１中「もち」を「餅」に、「肉だんご」を「肉団子」に、「めん類」を「麺類」に改め

る。

別表第２中「つまみな」を「つまみ菜」に、「京いも、ながいも、やまといも、いせいも」を

「京芋、長芋、やまと芋、伊勢芋」に、「芽いも」を「芽芋」に改める。

別表第３中「つまみな」を「つまみ菜」に改める。

別表第４中「せり売」を「競り売り」に改める。

別表第５製氷機使用料の項中「188,000円」を「301,300円」に改める。

様式第２号中「せり人登録申請書」を「競り人登録申請書」に、「せり人と」を「競り人と」

に改める。

様式第３号中「せり人認定試験申込書」を「競り人認定試験申込書」に、「せり人の」を「競

り人の」に、「せり人認定試験受験票」を「競り人認定試験受験票」に改める。

様式第４号中「せり人登録（更新）通知書」を「競り人登録（更新）通知書」に、「せり人と

して」を「競り人として」に改める。

様式第５号（表）中「せり人」を「競り人」に改め、同様式（裏）中「せり人」を「競り人」

に、「せりに」を「競りに」に改める。

様式第６号中「せり人章」を「競り人章」に、

「 「

を に改める。

」 」

様式第７号中「せり人登録更新申請書」を「競り人登録更新申請書」に、「せり人として」を

「競り人として」に改める。

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

413



様式第39号中「せり売り状況報告書」を「競り売り状況報告書」に、「せり売りの」を「競り

売りの」に、「せり人氏名」を「競り人氏名」に改める。

様式第40号中「せり番号」を「競り番号」に改める。

様式第66号中「せり売」を「競り売り」に改める。

様式第68号青果部（１）中

「

部 課 コ ー ド 相

対

せ
り
９

残
品
４

転
送
３

先
取
２

予
約
１

別
表
０

セリ人コード 買
付
５

共
計
４

安
定
３

共
撰
２

個
撰
１

委
託
０

運 賃 送り状No.

を

」

「

部 課 コ ー ド 相

対

競
り
９

残
品
４

転
送
３

先
取
２

予
約
１

別
表
０

競り人コード 買
付
５

共
計
４

安
定
３

共
撰
２

個
撰
１

委
託
０

運 賃 送り状No.

に

」

改め、同様式青果部（２）中

「

直 送 １ 部課コード セリ人コード 県コード 出荷者コード 荷受伝票No. 品名 品名コード 産地コード 委託 １

を
転 送 ２ 買付 ２

」

「

直 送 １ 部課コード 競り人コード 県コード 出荷者コード 荷受伝票No. 品名 品名コード 産地コード 委託 １

に、
転 送 ２ 買付 ２

」

「

責任者 セリ人 記帳者 置場 置場係 荷受者
を

」
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「

責任者 競り人 記帳者 置場 置場係 荷受者
に改め、同様式水産物

」

部（１）中「せり人」を「競り人」に、「せり番」を「競り番」に改め、同様式水産物部（２）

中

「 「

出

荷

地   名 販売方法

せ り を

出

荷

地   名 販売方法

競 り に、

者 者

」 」

「

せり人 記帳者 責任者印 照合印 貨車番号（トラックNo.）
を

」

「

競り人 記帳者 責任者印 照合印 貨車番号（トラックNo.）
に

」

改める。

様式第69号の２中「つけ物」を「漬物」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。

（経過措置）

２ この規則の施行の日前に改正前の静岡市中央卸売市場業務条例施行規則（以下「旧規則」

という。）の様式により交付された登録証及びせり人章は、当該競り人の登録の有効期間の満

了の日までの間は、この規則による改正後の静岡市中央卸売市場業務条例施行規則（以下「新

規則」という。）の様式により交付された登録証及び競り人章とみなす。

３ この規則の施行の際、現に旧規則の様式により提出されている文書は、新規則の相当様式
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により提出された文書とみなす。

４ この規則の施行の際、現に旧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61号

静岡市廃棄物の処理及び清掃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31日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

静岡市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則

静岡市廃棄物の処理及び清掃に関する規則（平成25年静岡市規則第38号）の一部を次のよう

に改正する。

第25条の次に次の１条を加える。

（非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置等の届出）

第25条の２ 法第９条の３の３第１項の規定による届出は、非常災害に係る一般廃棄物処理施

設設置届出書（様式第32号の２）により行うものとする。

２ 省令第５条の10の10において読み替えて準用する省令第５条の８第１項の届出書は、非常

災害に係る一般廃棄物処理施設変更届出書（様式第32号の３）によるものとする。

３ 省令第５条の10の12において読み替えて準用する省令第５条の９の２第１項の届出書は、

非常災害に係る一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書（様式第32号の４）によるものとする。

様式第32号の次に次の３様式を加える。
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【様式は掲載省略】
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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62号

静岡市病院事業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     

静岡市病院事業会計規則の一部を改正する規則

静岡市病院事業会計規則（平成15年静岡市規則第160号）の一部を次のように改正する。

目次中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改め、「第８章の２ セグメント区分（第93条の２）」

を削り、「第93条の３」を「第93条の２」に改める。

第２条第２項を次のように改める。

２ 企業出納員は、保健福祉長寿局清水病院事務局病院総務課長（以下「病院総務課長」とい

う。）及び保健福祉長寿局清水病院事務局病院総務課課長補佐をもって充てる。

第３条第１項、第９条及び第10条中「それぞれの病院の」を削る。

第40条中「それぞれの病院に」を削る。

「第５章 たな卸資産」を「第５章 棚卸資産」に改める。

第56条の見出し中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改め、同条中「たな卸資産」を「棚卸資

産」に、「たな卸経理」を「棚卸経理」に改める。

第57条（見出しを含む。）及び第58条から第63条までの規定中「たな卸資産」を「棚卸資産」

に改める。

第65条の見出しを「（実地棚卸）」に改め、同条第１項中「実地たな卸」を「実地棚卸」に改

め、同条第２項中「たな卸資産」を「棚卸資産」に、「実地たな卸」を「実地棚卸」に改め、同

条第３項中「実地たな卸」を「実地棚卸」に、「たな卸表」を「棚卸表」に改める。

第66条の見出し中「実地たな卸」を「実地棚卸」に改め、同条中「実地たな卸」を「実地棚

卸」に、「たな卸資産」を「棚卸資産」に改める。

第67条の見出し中「たな卸」を「棚卸」に改め、同条第１項中「実地たな卸」を「実地棚卸」

に、「たな卸表」を「棚卸表」に改め、同条第２項中「実地たな卸」を「実地棚卸」に改める。

第68条の見出しを「（棚卸修正）」に改め、同条中「実地たな卸」を「実地棚卸」に、「たな卸

資産」を「棚卸資産」に、「たな卸表」を「棚卸表」に改める。

第68条の２（見出しを含む。）中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改める。

第６章の章名中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改める。
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第81条第２項及び第82条第２項中「それぞれの病院の」を削る。

第85条第１項中「たな卸資産」を「棚卸資産」に改める。

第89条の３中「病院局」を「保健福祉長寿局」に改め、「第14条に規定する静岡病院の職員及

び同規則第15条」を「第13条の２」に改める。

第90条中「それぞれの病院の」を削る。

第91条第１号中「実地たな卸に基づくたな卸資産」を「実地棚卸に基づく棚卸資産」に改め

る。

第93条第１項中「それぞれの病院の病院事務局長」を「保健福祉長寿局清水病院事務局長（以

下「病院事務局長」という。）」に改め、同条第２項中「それぞれの病院の」を削る。

第８章の２を削る。

第93条の３第１項中「それぞれの病院の」を削り、第９章中同条を第93条の２とする。

第96条から第99条までの規定中「それぞれの病院の」を削る。

第100条第32号中「たな卸表」を「棚卸表」に改める。

別表第１静岡市病院事業勘定科目表費用の表中

「

たな卸資産減耗費 貯蔵品の破損及び変質等

による減耗損及び低価法

による評価損

を

」

「

棚卸資産減耗費 貯蔵品の破損及び変質等

による減耗損及び低価法

による評価損

に、

」

「

看護師確保費 看護師等修学資金

貸付金償却

看護師等修学資金貸付金

の償却額
を

」

「

医療職等確保 看護師等修学資金 看護師等修学資金貸付金
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費 貸付金償却

医学生修学資金貸

付金償却

の償却額

医学生修学資金貸付金の

償却額

に

」

改め、同静岡市病院事業勘定科目表資産２流動資産の表中

「

薬品

診療材料

その他貯

蔵品

薬品のたな卸高

診療材料のたな卸高

上記以外のたな卸高
を

」

「

薬品

診療材料

その他貯

蔵品

薬品の棚卸高

診療材料の棚卸高

上記以外の棚卸高
に、

」

「

前払金 たな卸資産等の購入手付

金及び修繕工事の予納金

として前渡した金額その

他これに類するもの

を

」

「

前払金 棚卸資産等の購入手付金

及び修繕工事の予納金と

して前渡した金額その他

これに類するもの

に

」

改め、同静岡市病院事業勘定科目表負債２流動負債の表中
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「

医業未払

金

通常の取引に基づいて発

注した医業費用の未払額

（たな卸資産の買掛金を

含む。）

を

」

「

医業未払

金

通常の取引に基づいて発

注した医業費用の未払額

（棚卸資産の買掛金を含

む。）

に

」

改める。

様式第32号中「たな卸表」を「棚卸表」に改める。

   附 則

この規則は、地方独立行政法人静岡市立静岡病院の成立の日から施行する。
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静岡市規則第63号

静岡市立こども園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     

静岡市立こども園条例施行規則の一部を改正する規則

静岡市立こども園条例施行規則（平成27年静岡市規則第51号）の一部を次のように改正する。

別表第１中

「

静岡市立安東こども園 240人 180人 60人 ０人 ０人 ０人 を

                                        」

「

静岡市立安東こども園 255人 180人 60人 15人 12人 ３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64号

静岡市遠距離大学等通学費貸与条例施行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     

静岡市遠距離大学等通学費貸与条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、静岡市遠距離大学等通学費貸与条例（平成28年静岡市条例第23号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（資金の貸与の申請）

第２条 条例第４条の規定により資金の貸与を申請しようとする者は、遠距離大学等通学費貸

与申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

（１）遠距離大学等通学調書（様式第２号）

（２）在学証明書又は大学等の入学が決定していることを証する書面の写し

（３）世帯全員の住民票の写し

（４）定期券の写し

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

２ 前項の規定による申請は、定期券の有効期間の末日の前後１月間に行うものとする。

（貸与の決定等の通知）

第３条 市長は、条例第５条の規定により資金の貸与を決定したとき、又は貸与をしないとき

は、遠距離大学等通学費貸与決定（不決定）通知書（様式第３号）により通知する。

（誓約書の様式等）

第４条 条例第６条の規定による誓約書の提出は、誓約書（様式第４号）に連帯保証人の印鑑

登録証明書を添えて行うものとする。

２ 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者としなければならない。ただし、市長が適当であ

ると認める場合は、保護者と生計を一にする者とすることができる。

（更新した定期券の写しの提出）

第５条 資金の貸与を受けた者は、その貸与の決定の期間内において定期券を更新したときは、

その写しを市長に提出しなければならない。

（届出の様式）
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第６条 条例第８条第１項の規定による届出は、遠距離大学等通学に係る届出書（様式第５号）

によるものとする。

２ 条例第８条第２項の規定による届出は、死亡届出書（様式第６号）によるものとする。

（貸与の決定の取消しの通知）

第７条 市長は、条例第９条の規定により貸与の決定を取り消したときは、遠距離大学等通学

費貸与決定取消通知書（様式第７号）により通知する。

（借用証書等）

第８条 資金の貸与を受けた者は、貸与に係る通学の期間が満了したときは、15日以内に借用

証書（様式第８号）及び遠距離大学等通学費返還明細書（様式第９号）を市長に提出しなけ

ればならない。

（返還の免除）

第９条 条例第11条第１項の規定による返還の免除は、次に定めるところによる。

（１）条例第11条第１項第１号に該当する場合は、市長が必要があると認める額を免除する。

（２）条例第11条第１項第２号に該当する場合は、貸与額を条例第10条第１項の規定による最

長の期間をもって各年均等に返還する場合における１年当たりの返還額に相当する額の範

囲内において市長が定める額を免除する。

２ 条例第11条第１項第２号の規定による所得割の完納は、免除の日の属する年度の前年度分

の静岡市の市民税の所得割を完納したこととする。

３ 条例第11条第２項の規定により返還の免除を申請しようとする者は、遠距離大学等通学費

返還免除申請書（様式第10号）を市長に提出しなければならない。

４ 市長は、条例第11条第１項の規定により返還の免除を決定したとき、又は免除をしないと

きは、遠距離大学等通学費返還免除決定（不決定）通知書（様式第11号）により通知する。

（返還の猶予）

第10条 条例第12条の規定により資金の返還の猶予を申請しようとする者は、遠距離大学等通

学費返還猶予申請書（様式第12号）を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、条例第12条の規定により資金の返還の猶予を決定したとき、又は猶予をしないと

きは、遠距離大学等通学費返還猶予決定（不決定）通知書（様式第13号）により通知する。

（雑則）

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

   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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【様式は掲載省略】
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静岡市規則第65号

静岡市重度障害者生活訓練ホーム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     

  静岡市重度障害者生活訓練ホーム条例施行規則の一部を改正する規則

静岡市重度障害者生活訓練ホーム条例施行規則（平成15年静岡市規則第116号）の一部を次の

ように改正する。

第２条中「第７条」を「第７条第１項」に改める。

第４条の見出し中「取消し等」を「取消し」に改め、同条中「又は休止」を削り、「重度障害

者生活訓練ホーム利用許可取消（休止）申出書」を「重度障害者生活訓練ホーム利用許可取消

申出書」に改める。

第５条の見出しを「（利用料金等の額）」に改め、同条中「の規定により」を「に規定する特

定費用の額として規則で定める額及び短期入所のサービスを利用した者が負担する費用の額と

の均衡を考慮して」に改める。

別表中備考以外の部分を次のように改める。

別表（第５条関係）

１ 特定費用の額

施設名称 事業名 利用者の区分 特定費用の額

食事の提供に要する費用

静岡市桜の園 生活介護事業 一般利用者 １回につき600円

低所得者等利用 １回につき180円

静岡市清水な

ぎさホーム

身体障害者生活介護事

業及び知的障害者生活

介護事業

一般利用者 １回につき576円

低所得者等利用

者

１回につき237円

別表備考を別表１特定費用の額の表備考とし、別表に次のように加える。

２ 身体障害者日中一時支援事業の利用料金

（１）サービスに係る利用料金
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区分 算定額（１回につき）

利用時間 ４時間未満 1,670円

４時間以上８時間未満 3,340円

８時間以上 5,000円

加算 食事提供体制加算（低所得者等利用者が 420円

入浴加算（施設の入浴設備を利用した入 1,000円

送迎加算（片道につき） 540円

利用者負担上限額管理加算（月１回限度） 1,500円

（２）食事の提供に要する費用の額

利用者の区分 金額

一般利用者 １回につき600円

低所得者等利用者 １回につき180円

備考

  １ 身体障害者日中一時支援事業によるサービスに係る利用料金は、上記の表により算

定した額を月ごとに合計し、合計額に1,000分の1,036を乗じて得た額（その額に１円

未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）の100分の10に相当する額（その額

に１円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額）とする。

  ２ この表において「一般利用者」とは、前表に規定する一般利用者をいう。

  ３ この表において「低所得者等利用者」とは、前表に規定する低所得者等利用者をい

う。

様式第１号から様式第３号までを次のように改める。
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   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重度障害者生活訓練ホーム条例施行規則の様式

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66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     

静岡市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則の一部を改正する規則

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（平成15年静岡市規則第127号）の

一部を次のように改正する。

第27条を第28条とし、第26条を第27条とし、第25条の次に次の１条を加える。

（支払方法変更届の処理）

第26条 受給者が特別障害者手当等の支払方法の変更を申し出た場合において、障害児福祉手

当（特別障害者手当・福祉手当）支払方法変更届（様式第８号。以下「支払方法変更届」と

いう。）の提出を受けたときは、次に掲げる方法により処理するものとする。

（１）受付処理簿の氏名（件名）欄及び受付（再提出）年月日欄に氏名、件名及び受付年月日

をそれぞれ記入すること。

（２）支払方法変更届の記載に不備がないかどうか確認し、当該記載に不備がないと認めたと

きは、受付処理簿の受理年月日欄に受理年月日を記入すること。

（３）受給者台帳の支払方法欄を訂正すること。

様式第２号（表）中

「

    認定年月日   年  月  日
を

    支給開始年月日    年  月 整理番号

」

「

    認定年月日   年  月  日 整理番号
に、

    支給開始年月     年  月 個人番号

」

「

配 偶 者 氏 名
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備

考 扶養義務者

氏   名 を

続   柄

同居等の別 同居・別居

」

「

備

考

配偶者氏名 個人番号

に扶養義務者

氏名（続柄）
（  ） 個人番号

同居

別居

」

改める。

様式第８号を次のように改める。
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様式第９号中「あて先」を「宛先」に、「氏名       ○印」を「届出者 氏名  

       ○印」に改める。

様式第11号中「あて先」を「宛先」に改める。

様式第12号中

「

届出者

住所

氏名

（受給者との関係）

口座振替先金融機関名

口座種別

口座番号

を

       ○印

」

「

請求者

住所

氏名

（受給者との関係）

口座振替先金融機関名

支店名

口座種別

口座番号

に、

       ○印

」

「あて先」を「宛先」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。

（経過措置）

２ この規則の施行の際、現に改正前の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（以下「旧規則」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

の静岡市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則の相当様式により提出された文
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書とみなす。

３ この規則の施行の際、現に旧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67号

静岡市身体障害者福祉施設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     

  静岡市身体障害者福祉施設条例施行規則の一部を改正する規則

静岡市身体障害者福祉施設条例施行規則（平成15年静岡市規則第115号）の一部を次のように

改正する。

第２条第１項中「同項第１号から第４号まで」を「同項各号」に改め、同条第２項を削る。

第３条第１項中「前条第１項」を「前条」に、「様式第３号」を「様式第２号」に改め、同条

第２項を削る。

第４条第１項中「前条第１項」を「条例第６条第１項」に、「様式第５号」を「様式第３号」

に改め、同条第２項を削る。

第６条中「第７条第１項」を「第７条第２項」に、「別表第１」を「別表」に改める。

第７条を削る。

第８条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（利用料金の納付期限）」を付し、同条中

「又は第２項」を削り、「使用料」を「利用料金」に改め、同条を第７条とする。

第９条を削る。

第10条中「第12条」を「第11条」に、「様式第９号」を「様式第４号」に改め、同条第１号中

「様式第10号」を「様式第５号」に改め、同条第２号中「様式第11号」を「様式第６号」に改

め、同条を第８条とし、第11条を第９条とし、第12条を第10条とする。

別表第２を削り、別表第１備考以外の部分を次のように改める。

別表（第６条関係）

施設名称 事業名 利用者の

区分

特定費用の額

食事の提供に

要する費用

光熱水費

静岡市桜の

園

身体障害者生活介護

事業及び身体障害者

施設入所支援事業

１日につき

1,380円

１日につき380円

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

437



身体障害者短期入所

事業

一般利用

者

１日につき

1,545円

１日につき325円

低所得者

等利用者

１日につき

865円

１日につき325円

静岡市清水

ひびきワー

ク

身体障害者生活介護

事業

一般利用

者

１回につき

576円

低所得者

等利用者

１回につき

237円

様式第２号を削る。

様式第３号中「使用料」を「利用料金」に改め、同様式を様式第２号とする。

様式第４号を削り、様式第５号を様式第３号とする。

様式第６号から様式第８号までを削る。

様式第９号中「第10条関係」を「第８条関係」に、「第12条」を「第11条」に、「第10条の」

を「第８条の」に改め、同様式を様式第４号とする。

様式第10号中「第10条関係」を「第８条関係」に改め、同様式を様式第５号とする。

様式第11号中「第10条関係」を「第８条関係」に改め、同様式を様式第６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身体障害者福祉施設条例施行規則の様式により

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68号

静岡市庁舎管理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     

   静岡市庁舎管理規則の一部を改正する規則

静岡市庁舎管理規則（平成15年静岡市規則第52号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「財政局財政部長（以下「財政部長」という。）」を「財政局次長」に改め、

同条第３項中「、別表」を「別表」に、「者をもって充て」を「者を」に改める。

第５条第１項第５号中「はり紙」を「貼り紙」に、「けん垂幕」を「懸垂幕」に改める。

第７条第５号中「けん騒」を「けんそう」に改める。

第９条第１項中「静岡市葵区追手町６番２号」を「静岡市駿河区南八幡町10番30号」に改め

る。

第13条第２項中「財政部長」を「財政局次長」に改める。

第14条中「ほか、」の次に「庁舎の管理に関し」を加える。

別表消防局庁舎の項中「消防局消防部総務課長」を「消防局消防部財産管理課長」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69号

静岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用等に関する条例施行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     

   静岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用等に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、静岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例（平成27年静岡市条例第111号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（規則で定める個人番号を利用することができる事務）

第２条 条例第３条第１号の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

（１）生活保護法（昭和25年法律第144号）第19条第１項の規定による保護の実施に関する事務

に準ずる生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務

（２）生活保護法第24条第１項の規定による保護の開始又は同条第９項において準用する同条

第１項の規定による保護の変更の申請の受付並びに当該申請に係る審査及び応答に関する

事務に準ずる生活に困窮する外国人に対する保護の開始又は変更の申請の受付並びに当該

申請に係る審査及び応答に関する事務

（３）生活保護法第25条第１項の規定による職権による保護の開始又は同条第２項の規定によ

る職権による保護の変更に関する事務に準ずる生活に困窮する外国人に対する職権による

保護の開始又は変更に関する事務

（４）生活保護法第26条の規定による保護の停止又は廃止に関する事務に準ずる生活に困窮す

る外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務

（５）生活保護法第55条の４第１項の規定による就労自立給付金の支給の申請の受付並びに当

該申請に係る審査及び応答に関する事務に準ずる生活に困窮する外国人に対する就労自立

給付金の支給の申請の受付並びに当該申請に係る審査及び応答に関する事務

（６）生活保護法第63条の規定による保護に要する費用の返還に関する事務に準ずる生活に困

窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務
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（７）生活保護法第77条第１項又は第78条第１項から第３項までの規定による徴収金の徴収（同

法第78条の２第１項又は第２項の規定による徴収金の徴収を含む。）に関する事務に準ずる

生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収に関する事務

第３条 条例第３条第２号の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

（１）静岡市重度心身障害者医療費助成規則（平成15年静岡市規則第126号）第４条第１項の医

療費の助成額の算定に関する事務

（２）静岡市重度心身障害者医療費助成規則第５条第１項の規定による受給者証の交付（再交

付を含む。）の申請の受付並びに当該申請に係る審査及び応答に関する事務

（３）静岡市重度心身障害者医療費助成規則第８条第１項の規定による助成金の支給の申請の

受付並びに当該申請に係る審査及び応答に関する事務

（４）静岡市重度心身障害者医療費助成規則第10条第１項の規定による受給者証の更新に関す

る事務

（５）静岡市重度心身障害者医療費助成規則第11条第１項、第２項又は第３項の規定による届

出の処理に関する事務

第４条 条例第３条第３号の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

（１）静岡市交通遺児等福祉手当条例（平成15年静岡市条例第152号）第４条の規定による受給

資格の認定の申請の受付並びに当該申請に係る審査及び応答に関する事務

（２）静岡市交通遺児等福祉手当条例施行規則（平成15年静岡市規則第112号）第６条の規定に

よる現況の報告の処理に関する事務

（３）静岡市交通遺児等福祉手当条例施行規則第７条第１項又は第２項の規定による届出の処

理に関する事務

第５条 条例第３条第４号の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

（１）静岡市母子家庭等医療費助成規則（平成15年静岡市規則第114号）第５条第１項の規定に

よる助成の交付の申請の受付並びに当該申請に係る審査及び応答に関する事務

（２）静岡市母子家庭等医療費助成規則第８条第１項の規定による助成金の支給の申請の受付

並びに当該申請に係る審査及び応答に関する事務

（３）静岡市母子家庭等医療費助成規則第10条第１項の規定による受給者証の更新の申請の受

付並びに当該申請に係る審査及び応答に関する事務

（４）静岡市母子家庭等医療費助成規則第11条第１項又は第２項の規定による届出の処理に関

する事務

（規則で定める市長が保有する特定個人情報を利用する事務等）
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第６条 条例別表１の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 地方税法（昭和25年法律

第226号）第24条の５第１項

の規定による個人の県民税

の非課税及び同法第295条

第１項の規定による個人の

市民税の非課税に関する事

務

納税義務者に係る生活保護実施関係情報（生活保護法

第19条第１項の規定による保護の実施、同法第24条第

１項の規定による保護の開始若しくは同条第９項にお

いて準用する同条第１項の規定による保護の変更、同

法第25条第１項の規定による職権による保護の開始若

しくは同条第２項の規定による職権による保護の変更

又は同法第26条の規定による保護の停止若しくは廃止

に関する情報をいう。以下同じ。）

納税義務者に係る身体障害者手帳交付等情報（身体障

害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項の規

定による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に

関する情報をいう。以下同じ。）

納税義務者に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報

（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項の規定による精神障害者

保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

をいう。以下同じ。）

２ 地方税法第34条第１項第

３号の規定による個人の県

民税の社会保険料の控除及

び同法第314条の２第１項

第３号の規定による個人の

市民税の社会保険料の控除

に関する事務

納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する

者に係る国民健康保険関係情報（国民健康保険法（昭

和33年法律第192号）第76条第１項の保険料又は地方税

法第703条の４の国民健康保険税（以下これらを「国民

健康保険料等」という。）に関する情報をいう。以下同

じ。）

納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する

者に係る後期高齢者医療関係情報（高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和57年法律第80号）第104条第１項
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の保険料（以下「後期高齢者医療保険料」という。）に

関する情報をいう。以下同じ。）

納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する

者に係る介護保険関係情報（介護保険法（平成９年法

律第123号）第129条第１項の保険料に関する情報をい

う。以下同じ。）

３ 地方税法第34条第１項第

６号及び第４項並びに第

314条の２第１項第６号及

び第４項の障害者控除の適

用に関する事務

納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養

親族に係る身体障害者手帳交付等情報

納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養

親族に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報

４ 地方税法第34条第１項第

10号若しくは第314条の２

第１項第10号の配偶者控

除、同法第34条第１項第10

号の２若しくは第314条の

２第１項第10号の２の配偶

者特別控除又は同法第34条

第１項第11号若しくは第

314条の２第１項第11号の

扶養控除の適用に関する事

務

納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養

親族に係る身体障害者手帳交付等情報

納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養

親族に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報

５ 地方税法第321条の７の

２第１項本文の規定による

公的年金等に係る所得に係

る個人の市民税の特別徴収

に関する事務

納税義務者に係る介護保険法第135条第１項の特別徴

収に関する情報

６ 地方税法第323条の市民

税の減免に関する事務

納税義務者に係る生活保護実施関係情報

納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する

者に係る国民健康保険関係情報
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納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する

者に係る後期高齢者医療関係情報

納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する

者に係る介護保険関係情報

納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養

親族に係る身体障害者手帳交付等情報

納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶養

親族に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報

７ 地方税法第367条の固定

資産税の減免に関する事務

納税義務者に係る生活保護実施関係情報

第７条 条例別表２の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 生活保護法第19条第１項

の規定による保護の実施に

関する事務

生活保護法第６条第２項の要保護者又は同条第１項の

被保護者であった者（以下「要保護者等」という。）に

係る県民税（地方税法第４条第２項第１号の道府県民

税（個人に係るものに限る。）をいう。以下同じ。）又

は市民税（同法第５条第２項第１号の市町村民税（個

人に係るものに限る。）をいう。以下同じ。）に関する

情報

要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情

報（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に

関する法律（平成６年法律第30号）第14条第１項若し

くは第３項の規定による支援給付の支給の実施又は中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19

年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。）附

則第４条第１項の規定による支援給付の支給の実施に
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関する情報をいう。以下同じ。）

要保護者等に係る障害者総合支援関係情報（障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成17年法律第123号）第６条の規定による自立支援

給付の支給に関する情報をいう。以下同じ。）

要保護者等に係る特別児童扶養手当等関係情報（特別

児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第

134号）第３条第１項の規定による特別児童扶養手当の

支給に関する情報をいう。以下同じ。）

要保護者等に係る老人福祉措置関係情報（老人福祉法

（昭和38年法律第133号）第10条の４又は第11条の規定

による措置の実施に関する情報をいう。以下同じ。）

要保護者等に係る介護給付等関係情報（介護保険法第

18条第１号の介護給付、同条第２号の予防給付又は同

条第３号の市町村特別給付の支給に関する情報をい

う。以下同じ。）

要保護者等に係る国民健康保険給付関係情報（国民健

康保険法による保険給付の支給に関する情報をいう。

以下同じ。）

要保護者等に係る後期高齢者医療保険給付関係情報

（高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の

支給に関する情報をいう。以下同じ。）

要保護者等に係る身体障害者手帳交付等情報

要保護者等に係る健康増進事業関係情報（健康増進法

（平成14年法律第103号）第17条第１項又は第19条の２

の健康増進事業の実施に関する情報をいう。以下同

じ。）

要保護者等に係る母子保健養育医療給付等関係情報

（母子保健法（昭和40年法律第141号）第20条第１項の

規定による養育医療の給付又は養育医療に要する費用
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の支給に関する情報をいう。以下同じ。）

要保護者等に係る小児慢性特定疾病医療関係情報（児

童福祉法（昭和22年法律第164号）第19条の２第１項の

規定による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情

報をいう。以下同じ。）

要保護者等に係る療育給付関係情報（児童福祉法第20

条第１項の規定による療育の給付の支給に関する情報

をいう。以下同じ。）

要保護者等に係る障害児入所給付費関係情報（児童福

祉法第24条の２第１項の規定による障害児入所給付費

の支給に関する情報をいう。以下同じ。）

要保護者等に係る難病特定医療費関係情報（難病の患

者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）

第５条第１項の規定による特定医療費の支給に関する

情報をいう。以下同じ。）

要保護者等に係る感染症入院措置関係情報（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（平

成10年法律第114号）第19条第３項又は第20条第２項

（これらの規定を同法第26条において読み替えて準用

する場合を含む。）の規定による入院の措置に関する情

報をいう。以下同じ。）

要保護者等に係る感染症費用負担等関係情報（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項若しくは第37条の２第１項の規定による費

用の負担又は第42条第１項の規定による療養費の支給

に関する情報をいう。以下同じ。）

要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報

要保護者等に係る母子等資金貸付け関係情報（母子及

び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第13

条第１項、第31条の６第１項若しくは第32条第１項又
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は附則第３条若しくは第６条の規定による資金の貸付

けに関する情報をいう。以下同じ。）

要保護者等に係る母子等給付金関係情報（母子及び父

子並びに寡婦福祉法第31条第１号（同法第31条の10に

おいて読み替えて準用する場合を含む。）の規定による

給付金の支給に関する情報をいう。以下同じ。）

要保護者等に係る児童手当等関係情報（児童手当法（昭

和46年法律第73号）第８条第１項（同法附則第２条第

３項において準用する場合を含む。）の規定による児童

手当又は特例給付（同法附則第２条第１項の給付をい

う。）の支給に関する情報をいう。以下同じ。）

要保護者等に係る児童扶養手当関係情報（児童扶養手

当法（昭和36年法律第238号）第４条第１項の規定によ

る児童扶養手当の支給に関する情報をいう。以下同

じ。）

２ 生活保護法第24条第１項

の規定による保護の開始又

は同条第９項において準用

する同条第１項の規定によ

る保護の変更の申請に係る

審査に関する事務

要保護者等に係る県民税又は市民税に関する情報

要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情

報

要保護者等に係る障害者総合支援関係情報

要保護者等に係る特別児童扶養手当等関係情報

要保護者等に係る老人福祉措置関係情報

要保護者等に係る介護給付等関係情報

要保護者に係る国民健康保険給付関係情報

要保護者等に係る後期高齢者医療保険給付関係情報

要保護者等に係る身体障害者手帳交付等情報

要保護者等に係る健康増進事業関係情報

要保護者等に係る母子保健養育医療給付等関係情報

要保護者等に係る小児慢性特定疾病医療関係情報

要保護者等に係る療育給付関係情報

要保護者等に係る障害児入所給付費関係情報
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要保護者等に係る難病特定医療費関係情報

要保護者等に係る感染症入院措置関係情報

要保護者等に係る感染症費用負担等関係情報

要保護者等に係る精神保健入院措置決定等関係情報

要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報

要保護者等に係る母子等資金貸付け関係情報

要保護者等に係る母子等給付金関係情報

要保護者等に係る児童手当等関係情報

要保護者等に係る児童扶養手当関係情報

３ 生活保護法第25条第１項

の規定による職権による保

護の開始又は同条第２項の

規定による職権による保護

の変更に関する事務

要保護者等に係る県民税又は市民税に関する情報

要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情

報

要保護者等に係る障害者総合支援関係情報

要保護者等に係る特別児童扶養手当等関係情報

要保護者等に係る老人福祉措置関係情報

要保護者等に係る介護給付等関係情報

要保護者に係る国民健康保険給付関係情報

要保護者等に係る後期高齢者医療保険給付関係情報

要保護者等に係る身体障害者手帳交付等情報

要保護者等に係る健康増進事業関係情報

要保護者等に係る母子保健養育医療給付等関係情報

要保護者等に係る小児慢性特定疾病医療関係情報

要保護者等に係る療育給付関係情報

要保護者等に係る障害児入所給付費関係情報

要保護者等に係る難病特定医療費関係情報

要保護者等に係る感染症入院措置関係情報

要保護者等に係る感染症費用負担等関係情報

要保護者等に係る精神保健入院措置決定等関係情報

要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報

要保護者等に係る母子等資金貸付け関係情報
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要保護者等に係る母子等給付金関係情報

要保護者等に係る児童手当等関係情報

要保護者等に係る児童扶養手当関係情報

４ 生活保護法第26条の規定

による保護の停止又は廃止

に関する事務

要保護者等に係る県民税又は市民税に関する情報

要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情

報

要保護者等に係る障害者総合支援関係情報

要保護者等に係る特別児童扶養手当等関係情報

要保護者等に係る老人福祉措置関係情報

要保護者等に係る介護給付等関係情報

要保護者に係る国民健康保険給付関係情報

要保護者等に係る後期高齢者医療保険給付関係情報

要保護者等に係る身体障害者手帳交付等情報

要保護者等に係る健康増進事業関係情報

要保護者等に係る母子保健養育医療給付等関係情報

要保護者等に係る小児慢性特定疾病医療関係情報

要保護者等に係る療育給付関係情報

要保護者等に係る障害児入所給付費関係情報

要保護者等に係る難病特定医療費関係情報

要保護者等に係る感染症入院措置関係情報

要保護者等に係る感染症費用負担等関係情報

要保護者等に係る精神保健入院措置決定等関係情報

要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報

要保護者等に係る母子等資金貸付け関係情報

要保護者等に係る母子等給付金関係情報

要保護者等に係る児童手当等関係情報

要保護者等に係る児童扶養手当関係情報

５ 生活保護法第63条の規定

による保護に要する費用の

返還に関する事務

要保護者等に係る県民税又は市民税に関する情報

要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情

報
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要保護者等に係る障害者総合支援関係情報

要保護者等に係る特別児童扶養手当等関係情報

要保護者等に係る老人福祉措置関係情報

要保護者等に係る介護給付等関係情報

要保護者に係る国民健康保険給付関係情報

要保護者等に係る後期高齢者医療保険給付関係情報

要保護者等に係る身体障害者手帳交付等情報

要保護者等に係る母子保健養育医療給付等関係情報

要保護者等に係る小児慢性特定疾病医療関係情報

要保護者等に係る療育給付関係情報

要保護者等に係る障害児入所給付費関係情報

要保護者等に係る難病特定医療費関係情報

要保護者等に係る感染症入院措置関係情報

要保護者等に係る感染症費用負担等関係情報

要保護者等に係る精神保健入院措置決定等関係情報

要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報

要保護者等に係る母子等資金貸付け関係情報

要保護者等に係る母子等給付金関係情報

要保護者等に係る児童手当等関係情報

要保護者等に係る児童扶養手当関係情報

６ 生活保護法第77条第１項

又は第78条第１項から第３

項までの規定による徴収金

の徴収（同法第78条の２第

１項又は第２項の規定によ

る徴収金の徴収を含む。）に

関する事務

要保護者等に係る県民税又は市民税に関する情報

要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情

報

要保護者等に係る障害者総合支援関係情報

要保護者等に係る特別児童扶養手当等関係情報

要保護者等に係る老人福祉措置関係情報

要保護者等に係る介護給付等関係情報

要保護者に係る国民健康保険給付関係情報

要保護者等に係る後期高齢者医療保険給付関係情報

要保護者等に係る身体障害者手帳交付等情報
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要保護者等に係る母子保健養育医療給付等関係情報

要保護者等に係る小児慢性特定疾病医療関係情報

要保護者等に係る療育給付関係情報

要保護者等に係る障害児入所給付費関係情報

要保護者等に係る難病特定医療費関係情報

要保護者等に係る感染症入院措置関係情報

要保護者等に係る感染症費用負担等関係情報

要保護者等に係る精神保健入院措置決定等関係情報

要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報

要保護者等に係る母子等資金貸付け関係情報

要保護者等に係る母子等給付金関係情報

要保護者等に係る児童手当等関係情報

要保護者等に係る児童扶養手当関係情報

第８条 条例別表３の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 生活保護法第19条第１項

の規定による保護の実施に

関する事務に準ずる生活に

困窮する外国人に対する保

護の実施に関する事務

要保護者等に準ずる生活に困窮する外国人（以下「外

国人要保護者等」という。）に係る県民税又は市民税に

関する情報

外国人要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施

関係情報

外国人要保護者等に係る障害者総合支援関係情報

外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等関係情報

外国人要保護者等に係る老人福祉措置関係情報

外国人要保護者等に係る介護給付等関係情報

外国人要保護者等に係る国民健康保険給付関係情報

外国人要保護者等に係る後期高齢者医療保険給付関係

情報

外国人要保護者等に係る身体障害者手帳交付等情報
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外国人要保護者等に係る健康増進事業関係情報

外国人要保護者等に係る母子保健養育医療給付等関係

情報

外国人要保護者等に係る小児慢性特定疾病医療関係情

報

外国人要保護者等に係る療育給付関係情報

外国人要保護者等に係る障害児入所給付費関係情報

外国人要保護者等に係る難病特定医療費関係情報

外国人要保護者等に係る感染症入院措置関係情報

外国人要保護者等に係る感染症費用負担等関係情報

外国人要保護者等に係る精神保健入院措置決定等関係

情報

外国人要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付

等情報

外国人要保護者等に係る母子等資金貸付け関係情報

外国人要保護者等に係る母子等給付金関係情報

外国人要保護者等に係る児童手当等関係情報

外国人要保護者等に係る児童扶養手当関係情報

２ 生活保護法第24条第１項

の規定による保護の開始又

は同条第９項において準用

する同条第１項の規定によ

る保護の変更の申請に係る

審査に関する事務に準ずる

生活に困窮する外国人に対

する保護の開始又は変更の

申請に係る審査に関する事

務

外国人要保護者等に係る県民税又は市民税に関する情

報

外国人要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施

関係情報

外国人要保護者等に係る障害者総合支援関係情報

外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等関係情報

外国人要保護者等に係る老人福祉措置関係情報

外国人要保護者等に係る介護給付等関係情報

外国人要保護者等に係る国民健康保険給付関係情報

外国人要保護者等に係る後期高齢者医療保険給付関係

情報

外国人要保護者等に係る身体障害者手帳交付等情報
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外国人要保護者等に係る健康増進事業関係情報

外国人要保護者等に係る母子保健養育医療給付等関係

情報

外国人要保護者等に係る小児慢性特定疾病医療関係情

報

外国人要保護者等に係る療育給付関係情報

外国人要保護者等に係る障害児入所給付費関係情報

外国人要保護者等に係る難病特定医療費関係情報

外国人要保護者等に係る感染症入院措置関係情報

外国人要保護者等に係る感染症費用負担等関係情報

外国人要保護者等に係る精神保健入院措置決定等関係

情報

外国人要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付

等情報

外国人要保護者等に係る母子等資金貸付け関係情報

外国人要保護者等に係る母子等給付金関係情報

外国人要保護者等に係る児童手当等関係情報

外国人要保護者等に係る児童扶養手当関係情報

３ 生活保護法第25条第１項

の規定による職権による保

護の開始又は同条第２項の

規定による職権による保護

の変更に関する事務に準ず

る生活に困窮する外国人に

対する職権による保護の開

始又は変更に関する事務

外国人要保護者等に係る県民税又は市民税に関する情

報

外国人要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施

関係情報

外国人要保護者等に係る障害者総合支援関係情報

外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等関係情報

外国人要保護者等に係る老人福祉措置関係情報

外国人要保護者等に係る介護給付等関係情報

外国人要保護者等に係る国民健康保険給付関係情報

外国人要保護者等に係る後期高齢者医療保険給付関係

情報

外国人要保護者等に係る身体障害者手帳交付等情報
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外国人要保護者等に係る健康増進事業関係情報

外国人要保護者等に係る母子保健養育医療給付等関係

情報

外国人要保護者等に係る小児慢性特定疾病医療関係情

報

外国人要保護者等に係る療育給付関係情報

外国人要保護者等に係る障害児入所給付費関係情報

外国人要保護者等に係る難病特定医療費関係情報

外国人要保護者等に係る感染症入院措置関係情報

外国人要保護者等に係る感染症費用負担等関係情報

外国人要保護者等に係る精神保健入院措置決定等関係

情報

外国人要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付

等情報

外国人要保護者等に係る母子等資金貸付け関係情報

外国人要保護者等に係る母子等給付金関係情報

外国人要保護者等に係る児童手当等関係情報

外国人要保護者等に係る児童扶養手当関係情報

４ 生活保護法第26条の規定

による保護の停止又は廃止

に関する事務に準ずる生活

に困窮する外国人に対する

保護の停止又は廃止に関す

る事務

外国人要保護者等に係る県民税又は市民税に関する情

報

外国人要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施

関係情報

外国人要保護者等に係る障害者総合支援関係情報

外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等関係情報

外国人要保護者等に係る老人福祉措置関係情報

外国人要保護者等に係る介護給付等関係情報

外国人要保護者等に係る国民健康保険給付関係情報

外国人要保護者等に係る後期高齢者医療保険給付関係

情報

外国人要保護者等に係る身体障害者手帳交付等情報
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外国人要保護者等に係る健康増進事業関係情報

外国人要保護者等に係る母子保健養育医療給付等関係

情報

外国人要保護者等に係る小児慢性特定疾病医療関係情

報

外国人要保護者等に係る療育給付関係情報

外国人要保護者等に係る障害児入所給付費関係情報

外国人要保護者等に係る難病特定医療費関係情報

外国人要保護者等に係る感染症入院措置関係情報

外国人要保護者等に係る感染症費用負担等関係情報

外国人要保護者等に係る精神保健入院措置決定等関係

情報

外国人要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付

等情報

外国人要保護者等に係る母子等資金貸付け関係情報

外国人要保護者等に係る母子等給付金関係情報

外国人要保護者等に係る児童手当等関係情報

外国人要保護者等に係る児童扶養手当関係情報

５ 生活保護法第63条の規定

による保護に要する費用の

返還に関する事務に準ずる

生活に困窮する外国人に対

する保護に要する費用の返

還に関する事務

外国人要保護者等に係る県民税又は市民税に関する情

報

外国人要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施

関係情報

外国人要保護者等に係る障害者総合支援関係情報

外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等関係情報

外国人要保護者等に係る老人福祉措置関係情報

外国人要保護者等に係る介護給付等関係情報

外国人要保護者等に係る国民健康保険給付関係情報

外国人要保護者等に係る後期高齢者医療保険給付関係

情報

外国人要保護者等に係る身体障害者手帳交付等情報
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外国人要保護者等に係る母子保健養育医療給付等関係

情報

外国人要保護者等に係る小児慢性特定疾病医療関係情

報

外国人要保護者等に係る療育給付関係情報

外国人要保護者等に係る障害児入所給付費関係情報

外国人要保護者等に係る難病特定医療費関係情報

外国人要保護者等に係る感染症入院措置関係情報

外国人要保護者等に係る感染症費用負担等関係情報

外国人要保護者等に係る精神保健入院措置決定等関係

情報

外国人要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付

等情報

外国人要保護者等に係る母子等資金貸付け関係情報

外国人要保護者等に係る母子等給付金関係情報

外国人要保護者等に係る児童手当等関係情報

外国人要保護者等に係る児童扶養手当関係情報

６ 生活保護法第77条第１項

又は第78条第１項から第３

項までの規定による徴収金

の徴収（同法第78条の２第

１項又は第２項の規定によ

る徴収金の徴収を含む。）に

関する事務に準ずる生活に

困窮する外国人に対する徴

収金の徴収に関する事務

外国人要保護者等に係る県民税又は市民税に関する情

報

外国人要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施

関係情報

外国人要保護者等に係る障害者総合支援関係情報

外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等関係情報

外国人要保護者等に係る老人福祉措置関係情報

外国人要保護者等に係る介護給付等関係情報

外国人要保護者等に係る国民健康保険給付関係情報

外国人要保護者等に係る後期高齢者医療保険給付関係

情報

外国人要保護者等に係る身体障害者手帳交付等情報

外国人要保護者等に係る母子保健養育医療給付等関係
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情報

外国人要保護者等に係る小児慢性特定疾病医療関係情

報

外国人要保護者等に係る療育給付関係情報

外国人要保護者等に係る障害児入所給付費関係情報

外国人要保護者等に係る難病特定医療費関係情報

外国人要保護者等に係る感染症入院措置関係情報

外国人要保護者等に係る感染症費用負担等関係情報

外国人要保護者等に係る精神保健入院措置決定等関係

情報

外国人要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付

等情報

外国人要保護者等に係る母子等資金貸付け関係情報

外国人要保護者等に係る母子等給付金関係情報

外国人要保護者等に係る児童手当等関係情報

外国人要保護者等に係る児童扶養手当関係情報

第９条 条例別表４の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関

する法律第14条第１項若し

くは第３項の規定による支

援給付の支給の実施又は平

成19年改正法附則第４条第

１項の規定による支援給付

の支給の実施に関する事務

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律第14条第１項若しくは第３項の規定による支援

給付若しくは平成19年改正法附則第４条第１項の規定

による支援給付の支給を必要とする状態にある者若し

くは支給を受けていた者（以下「要支援者等」という。）

に係る県民税又は市民税に関する情報

要支援者等に係る生活保護実施関係情報

要支援者等に係る生活保護就労自立給付金関係情報

（生活保護法第55条の４第１項の規定による就労自立
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給付金の支給に関する情報をいう。以下同じ。）

要支援者等に係る障害者総合支援関係情報

要支援者等に係る特別児童扶養手当等関係情報

要支援者等に係る老人福祉措置関係情報

要支援者等に係る介護給付等関係情報

要支援者等に係る国民健康保険給付関係情報

要支援者等に係る後期高齢者医療保険給付関係情報

要支援者等に係る身体障害者手帳交付等情報

要支援者等に係る健康増進事業関係情報

要支援者等に係る母子保健養育医療給付等関係情報

要支援者等に係る小児慢性特定疾病医療関係情報

要支援者等に係る療育給付関係情報

要支援者等に係る障害児入所給付費関係情報

要支援者等に係る難病特定医療費関係情報

要支援者等に係る感染症入院措置関係情報

要支援者等に係る感染症費用負担等関係情報

要支援者等に係る精神保健入院措置決定等関係情報

要支援者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報

要支援者等に係る母子等資金貸付け関係情報

要支援者等に係る母子等給付金関係情報

要支援者等に係る児童手当等関係情報

要支援者等に係る児童扶養手当関係情報

２ 中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関

する法律第14条第４項（平

成19年改正法附則第４条第

２項において準用する場合

を含む。以下この表におい

要支援者等に係る県民税又は市民税に関する情報

要支援者等に係る生活保護実施関係情報

要支援者等に係る生活保護就労自立給付金関係情報

要支援者等に係る障害者総合支援関係情報

要支援者等に係る特別児童扶養手当等関係情報

要支援者等に係る老人福祉措置関係情報

要支援者等に係る介護給付等関係情報

要支援者等に係る国民健康保険給付関係情報
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て同じ。）の規定によりその

例によることとされる生活

保護法第24条第１項の規定

による保護の開始又は同条

第９項において準用する同

条第１項の規定による保護

の変更の申請に係る審査に

関する事務

要支援者等に係る後期高齢者医療保険給付関係情報

要支援者等に係る身体障害者手帳交付等情報

要支援者等に係る健康増進事業関係情報

要支援者等に係る母子保健養育医療給付等関係情報

要支援者等に係る小児慢性特定疾病医療関係情報

要支援者等に係る療育給付関係情報

要支援者等に係る障害児入所給付費関係情報

要支援者等に係る難病特定医療費関係情報

要支援者等に係る感染症入院措置関係情報

要支援者等に係る感染症費用負担等関係情報

要支援者等に係る精神保健入院措置決定等関係情報

要支援者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報

要支援者等に係る母子等資金貸付け関係情報

要支援者等に係る母子等給付金関係情報

要支援者等に係る児童手当等関係情報

要支援者等に係る児童扶養手当関係情報

３ 中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関

する法律第14条第４項の規

定によりその例によること

とされる生活保護法第25条

第１項の規定による職権に

よる保護の開始又は同条第

２項の規定による職権によ

る保護の変更に関する事務

要支援者等に係る県民税又は市民税に関する情報

要支援者等に係る生活保護実施関係情報

要支援者等に係る生活保護就労自立給付金関係情報

要支援者等に係る障害者総合支援関係情報

要支援者等に係る特別児童扶養手当等関係情報

要支援者等に係る老人福祉措置関係情報

要支援者等に係る介護給付等関係情報

要支援者等に係る国民健康保険給付関係情報

要支援者等に係る後期高齢者医療保険給付関係情報

要支援者等に係る身体障害者手帳交付等情報

要支援者等に係る健康増進事業関係情報

要支援者等に係る母子保健養育医療給付等関係情報

要支援者等に係る小児慢性特定疾病医療関係情報

要支援者等に係る療育給付関係情報
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要支援者等に係る障害児入所給付費関係情報

要支援者等に係る難病特定医療費関係情報

要支援者等に係る感染症入院措置関係情報

要支援者等に係る感染症費用負担等関係情報

要支援者等に係る精神保健入院措置決定等関係情報

要支援者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報

要支援者等に係る母子等資金貸付け関係情報

要支援者等に係る母子等給付金関係情報

要支援者等に係る児童手当等関係情報

要支援者等に係る児童扶養手当関係情報

４ 中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関

する法律第14条第４項の規

定によりその例によること

とされる生活保護法第26条

の規定による保護の停止又

は廃止に関する事務

要支援者等に係る県民税又は市民税に関する情報

要支援者等に係る生活保護実施関係情報

要支援者等に係る生活保護就労自立給付金関係情報

要支援者等に係る障害者総合支援関係情報

要支援者等に係る特別児童扶養手当等関係情報

要支援者等に係る老人福祉措置関係情報

要支援者等に係る介護給付等関係情報

要支援者等に係る国民健康保険給付関係情報

要支援者等に係る後期高齢者医療保険給付関係情報

要支援者等に係る身体障害者手帳交付等情報

要支援者等に係る健康増進事業関係情報

要支援者等に係る母子保健養育医療給付等関係情報

要支援者等に係る小児慢性特定疾病医療関係情報

要支援者等に係る療育給付関係情報

要支援者等に係る障害児入所給付費関係情報

要支援者等に係る難病特定医療費関係情報

要支援者等に係る感染症入院措置関係情報

要支援者等に係る感染症費用負担等関係情報

要支援者等に係る精神保健入院措置決定等関係情報

要支援者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報
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要支援者等に係る母子等資金貸付け関係情報

要支援者等に係る母子等給付金関係情報

要支援者等に係る児童手当等関係情報

要支援者等に係る児童扶養手当関係情報

５ 中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関

する法律第14条第４項の規

定によりその例によること

とされる生活保護法第63条

の規定による保護に要する

費用の返還に関する事務

要支援者等に係る県民税又は市民税に関する情報

要支援者等に係る生活保護実施関係情報

要支援者等に係る生活保護就労自立給付金関係情報

要支援者等に係る障害者総合支援関係情報

要支援者等に係る特別児童扶養手当等関係情報

要支援者等に係る老人福祉措置関係情報

要支援者等に係る介護給付等関係情報

要支援者等に係る国民健康保険給付関係情報

要支援者等に係る後期高齢者医療保険給付関係情報

要支援者等に係る身体障害者手帳交付等情報

要支援者等に係る母子保健養育医療給付等関係情報

要支援者等に係る小児慢性特定疾病医療関係情報

要支援者等に係る療育給付関係情報

要支援者等に係る障害児入所給付費関係情報

要支援者等に係る難病特定医療費関係情報

要支援者等に係る感染症入院措置関係情報

要支援者等に係る感染症費用負担等関係情報

要支援者等に係る精神保健入院措置決定等関係情報

要支援者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報

要支援者等に係る母子等資金貸付け関係情報

要支援者等に係る母子等給付金関係情報

要支援者等に係る児童手当等関係情報

要支援者等に係る児童扶養手当関係情報

６ 中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特

要支援者等に係る県民税又は市民税に関する情報

要支援者等に係る生活保護実施関係情報

要支援者等に係る生活保護就労自立給付金関係情報
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定配偶者の自立の支援に関

する法律第14条第４項の規

定によりその例によること

とされる生活保護法第77条

第１項又は第78条第１項か

ら第３項までの規定による

徴収金の徴収（同法第78条

の２第１項又は第２項の規

定による徴収金の徴収を含

む。）に関する事務

要支援者等に係る障害者総合支援関係情報

要支援者等に係る特別児童扶養手当等関係情報

要支援者等に係る老人福祉措置関係情報

要支援者等に係る介護給付等関係情報

要支援者等に係る国民健康保険給付関係情報

要支援者等に係る後期高齢者医療保険給付関係情報

要支援者等に係る身体障害者手帳交付等情報

要支援者等に係る母子保健養育医療給付等関係情報

要支援者等に係る小児慢性特定疾病医療関係情報

要支援者等に係る療育給付関係情報

要支援者等に係る障害児入所給付費関係情報

要支援者等に係る難病特定医療費関係情報

要支援者等に係る感染症入院措置関係情報

要支援者等に係る感染症費用負担等関係情報

要支援者等に係る精神保健入院措置決定等関係情報

要支援者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報

要支援者等に係る母子等資金貸付け関係情報

要支援者等に係る母子等給付金関係情報

要支援者等に係る児童手当等関係情報

要支援者等に係る児童扶養手当関係情報

第10条 条例別表５の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 児童福祉法第21条の５の

３第１項の規定による障害

児通所給付費、同法第21条

の５の４第１項の規定によ

る特例障害児通所給付費又

は同法第21条の５の12第１

当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一

の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一

の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一

の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施
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項の規定による高額障害児

通所給付費の支給の申請に

係る審査に関する事務

関係情報

当該申請に係る障害児の保護者に係る障害者総合支援

関係情報

当該申請に係る障害児に係る身体障害者手帳交付等情

報

当該申請に係る障害児に係る精神障害者保健福祉手帳

交付等情報

２ 児童福祉法第21条の５の

８第２項の規定による通所

給付決定の変更に関する事

務

当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一

の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一

の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一

の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施

関係情報

当該変更に係る障害児の保護者に係る障害者総合支援

関係情報

当該変更に係る障害児に係る身体障害者手帳交付等情

報

当該変更に係る障害児に係る精神障害者保健福祉手帳

交付等情報

３ 児童福祉法第21条の６の

規定による障害福祉サービ

スの提供に関する事務

当該サービスが提供される障害児の保護者又は当該保

護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情

報

当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶

養義務者に係る生活保護実施関係情報

当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶

養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

当該サービスが提供される障害児の保護者に係る障害

者総合支援関係情報

当該サービスが提供される障害児に係る身体障害者手
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帳交付等情報

当該サービスが提供される障害児に係る精神障害者保

健福祉手帳交付等情報

４ 児童福祉法第56条第２項

又は第３項の規定による費

用の徴収に関する事務

当該費用の徴収に係る障害児の保護者又は当該保護者

と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

当該費用の徴収に係る障害児の保護者又は当該保護者

と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

当該費用の徴収に係る障害児の保護者又は当該保護者

と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給

付実施関係情報

当該費用の徴収に係る障害児の保護者に係る障害者総

合支援関係情報

当該費用の徴収に係る障害児に係る身体障害者手帳交

付等情報

当該費用の徴収に係る障害児に係る精神障害者保健福

祉手帳交付等情報

第11条 条例別表６の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 身体障害者福祉法第18条

第１項の規定による障害福

祉サービスの提供又は同条

第２項の規定による障害者

支援施設等への入所等の措

置に関する事務

当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措

置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義

務者に係る市民税に関する情報

当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措

置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義

務者に係る生活保護実施関係情報

当該サービスが提供される身体障害者又は当該措置に

係る身体障害者に係る障害者総合支援関係情報

当該サービスが提供される身体障害者又は当該措置に

係る身体障害者に係る身体障害者手帳交付等情報
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当該サービスが提供される身体障害者又は当該措置に

係る身体障害者に係る精神障害者保健福祉手帳交付等

情報

２ 身体障害者福祉法第38条

第１項の規定による費用の

徴収に関する事務

当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者

の扶養義務者に係る市民税に関する情報

当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者

の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

当該費用の徴収に係る身体障害者に係る障害者総合支

援関係情報

当該費用の徴収に係る身体障害者に係る身体障害者手

帳交付等情報

当該費用の徴収に係る身体障害者に係る精神障害者保

健福祉手帳交付等情報

第12条 条例別表７の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 知的障害者福祉法（昭和

35年法律第37号）第15条の

４の規定による障害福祉サ

ービスの提供に関する事務

当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障

害者の扶養義務者に係る市民税に関する情報

当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障

害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

当該サービスが提供される知的障害者に係る障害者総

合支援関係情報

当該サービスが提供される知的障害者に係る身体障害

者手帳交付等情報

当該サービスが提供される知的障害者に係る精神障害

者保健福祉手帳交付等情報

２ 知的障害者福祉法第16条

第１項第２号の規定による

障害者支援施設等への入所

当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養

義務者に係る市民税に関する情報

当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養
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等の措置に関する事務 義務者に係る生活保護実施関係情報

当該措置に係る知的障害者に係る障害者総合支援関係

情報

当該措置に係る知的障害者に係る身体障害者手帳交付

等情報

当該措置に係る知的障害者に係る精神障害者保健福祉

手帳交付等情報

３ 知的障害者福祉法第27条

の規定による費用の徴収に

関する事務

当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者

の扶養義務者に係る市民税に関する情報

当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者

の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

当該費用の徴収に係る知的障害者に係る障害者総合支

援関係情報

当該費用の徴収に係る知的障害者に係る身体障害者手

帳交付等情報

当該費用の徴収に係る知的障害者に係る精神障害者保

健福祉手帳交付等情報

第13条 条例別表８の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援する

ための法律第６条の自立支

援給付（自立支援医療費を

除く。）の支給の申請に係る

審査に関する事務

当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又

は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者

と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世

帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若し

くは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保

護実施関係情報

当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世

帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若し
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くは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残

留邦人等支援給付実施関係情報

当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係

る特別児童扶養手当等関係情報

当該申請を行う障害者に係る介護給付等関係情報

当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係

る国民健康保険給付関係情報

当該申請を行う障害者に係る後期高齢者医療保険給付

関係情報

当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係

る身体障害者手帳交付等情報

当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係

る精神障害者保健福祉手帳交付等情報

２ 障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援する

ための法律第24条第２項の

規定による支給決定の変更

に関する事務

当該変更に係る障害者若しくは当該障害者の配偶者又

は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に

属する者に係る市民税に関する情報

当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世

帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者

と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世

帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者

と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給

付実施関係情報

当該変更に係る障害者又は障害児に係る特別児童扶養

手当等関係情報

当該変更に係る障害者に係る介護給付等関係情報

当該変更に係る障害者又は障害児に係る国民健康保険

給付関係情報

当該変更に係る障害者に係る後期高齢者医療保険給付

関係情報
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当該変更に係る障害者又は障害児に係る身体障害者手

帳交付等情報

当該変更に係る障害者又は障害児に係る精神障害者保

健福祉手帳交付等情報

３ 障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援する

ための法律第51条の９第２

項の規定による地域相談支

援給付決定の変更に関する

事務

当該変更に係る障害者若しくは当該障害者の配偶者又

は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に

属する者に係る市民税に関する情報

当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世

帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者

と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世

帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者

と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給

付実施関係情報

当該変更に係る障害者又は障害児に係る特別児童扶養

手当等関係情報

当該変更に係る障害者に係る介護給付等関係情報

当該変更に係る障害者又は障害児に係る国民健康保険

給付関係情報

当該変更に係る障害者に係る後期高齢者医療保険給付

関係情報

当該変更に係る障害者又は障害児に係る身体障害者手

帳交付等情報

当該変更に係る障害者又は障害児に係る精神障害者保

健福祉手帳交付等情報

４ 障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援する

ための法律第53条第１項の

規定による支給認定の申請

に係る審査に関する事務

当該申請を行う障害者、障害児の保護者又は支給認定

基準世帯員（障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律施行令（平成18年政令第10号）

第29条第１項の支給認定基準世帯員をいう。以下同

じ。）に係る市民税に関する情報
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当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世

帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若し

くは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保

護実施関係情報

当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世

帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若し

くは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残

留邦人等支援給付実施関係情報

当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係

る特別児童扶養手当等関係情報

当該申請を行う障害者に係る介護給付等関係情報

当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係

る国民健康保険給付関係情報

当該申請を行う障害者に係る後期高齢者医療保険給付

関係情報

当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係

る身体障害者手帳交付等情報

当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係

る精神障害者保健福祉手帳交付等情報

５ 障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援する

ための法律第56条第２項の

規定による支給認定の変更

に関する事務

当該変更に係る障害者、障害児の保護者又は支給認定

基準世帯員に係る市民税に関する情報

当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世

帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者

と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世

帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者

と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給

付実施関係情報

当該変更に係る障害者又は障害児に係る特別児童扶養

手当等関係情報
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当該変更に係る障害者に係る介護給付等関係情報

当該変更に係る障害者又は当該変更に係る障害児に係

る国民健康保険給付関係情報

当該変更に係る障害者に係る後期高齢者医療保険給付

関係情報

当該変更に係る障害者又は障害児に係る身体障害者手

帳交付等情報

当該変更に係る障害者又は障害児に係る精神障害者保

健福祉手帳交付等情報

６ 障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援する

ための法律第77条又は第78

条の規定による地域生活支

援事業の実施に関する事務

当該地域生活支援事業に係る障害者若しくは当該障害

者の配偶者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と

同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

当該地域生活支援事業に係る障害者若しくは当該障害

者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しく

は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護

実施関係情報

当該地域生活支援事業に係る障害者又は障害児に係る

身体障害者手帳交付等情報

当該地域生活支援事業に係る障害者又は障害児に係る

精神障害者保健福祉手帳交付等情報

第14条 条例別表９の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 情報

１ 特別児童扶養手当等の支

給に関する法律第５条の規

定による特別児童扶養手当

の受給資格及びその額の認

定の請求に係る審査に関す

る事務

当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若し

くは扶養義務者に係る県民税に関する情報

当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若し

くは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

当該額の認定の請求に係る障害児に係る身体障害者手

帳交付等情報
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当該額の認定の請求に係る障害児に係る精神障害者保

健福祉手帳交付等情報

２ 特別児童扶養手当等の支

給に関する法律による特別

児童扶養手当証書に関する

事務

当該特別児童扶養手当証書の交付の請求を行う者又は

当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る県民税に関

する情報

当該特別児童扶養手当証書の交付の請求を行う者又は

当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実

施関係情報

当該特別児童扶養手当証書の交付の請求に係る障害児

に係る身体障害者手帳交付等情報

当該特別児童扶養手当証書の交付の請求に係る障害児

に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報

３ 特別児童扶養手当等の支

給に関する法律第13条の規

定による未支払の手当の請

求に係る審査に関する事務

当該手当の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは

扶養義務者に係る県民税に関する情報

当該手当の請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは

扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

当該手当の請求に係る障害児に係る身体障害者手帳交

付等情報

当該手当の請求に係る障害児に係る精神障害者保健福

祉手帳交付等情報

４ 特別児童扶養手当等の支

給に関する法律第16条にお

いて読み替えて準用する児

童扶養手当法第８条第１項

の規定による手当の額の改

定の請求に係る審査に関す

る事務

当該額の改定の請求を行う者又は当該者の配偶者若し

くは扶養義務者に係る県民税に関する情報

当該額の改定の請求を行う者又は当該者の配偶者若し

くは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

当該額の改定の請求に係る障害児に係る身体障害者手

帳交付等情報

当該額の改定の請求に係る障害児に係る精神障害者保

健福祉手帳交付等情報

５ 特別児童扶養手当等の支

給に関する法律第35条の規

当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義

務者に係る県民税に関する情報
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定による届出の処理に関す

る事務（特別児童扶養手当

に係るものに限る。）

当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義

務者に係る生活保護実施関係情報

当該届出に係る障害児に係る身体障害者手帳交付等情

報

当該届出に係る障害児に係る精神障害者保健福祉手帳

交付等情報

６ 特別児童扶養手当等の支

給に関する法律施行規則

（昭和39年厚生省令第38

号）第４条の規定による届

出の処理に関する事務

当該届出を行う者又は当該者の配偶者（婚姻の届出をし

ていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下この表及び次条の表２の項において同じ。）若

しくは扶養義務者に係る県民税に関する情報

当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義

務者に係る生活保護実施関係情報

当該届出に係る障害児に係る身体障害者手帳交付等情

報

当該届出に係る障害児に係る精神障害者保健福祉手帳

交付等情報

第15条 条例別表10の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 特別児童扶養手当等の支

給に関する法律第19条（同

法第26条の５において準用

する場合を含む。）の規定に

よる障害児福祉手当又は特

別障害者手当の受給資格及

びその額の認定の請求に係

る審査に関する事務

当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若し

くは扶養義務者に係る県民税に関する情報

当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若し

くは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

当該受給資格の認定の請求を行う者に係る身体障害者

手帳交付等情報

当該受給資格の認定の請求を行う者に係る精神障害者

保健福祉手帳交付等情報

２ 障害児福祉手当及び特別

障害者手当の支給に関する

当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義

務者に係る県民税に関する情報
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省令（昭和50年厚生省令第

34号）第５条（同令第16条

において読み替えて準用す

る場合を含む。）の規定によ

る届出の処理に関する事務

当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義

務者に係る生活保護実施関係情報

当該届出を行う者に係る身体障害者手帳交付等情報

当該届出を行う者に係る精神障害者保健福祉手帳交付

等情報

３ 国民年金法等の一部を改

正する法律（昭和60年法律

第34号）附則第97条第１項

の規定によりなお従前の例

によることとされた同法第

７条の規定による改正前の

特別児童扶養手当等の支給

に関する法律第35条の規定

による届出の処理に関する

事務

当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義

務者に係る県民税に関する情報

当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義

務者に係る生活保護実施関係情報

当該届出を行う者に係る身体障害者手帳交付等情報

当該届出を行う者に係る精神障害者保健福祉手帳交付

等情報

第16条 条例別表11の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 静岡市重度心身障害者医

療費助成規則第４条第１項

の医療費の助成額の算定に

関する事務

当該額の算定に係る障害者又は当該障害者と同一の世

帯に属する者に係る市民税に関する情報

当該額の算定に係る障害者に係る生活保護実施関係情

報

当該額の算定に係る障害者に係る中国残留邦人等支援

給付実施関係情報

当該額の算定に係る障害者に係る障害者総合支援介護

給付費等関係情報（障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律第29条第１項の規定によ

る介護給付費若しくは訓練等給付費又は同法第30条第

１項の規定による特例介護給付費若しくは特例訓練等
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給付費の支給に関する情報をいう。以下同じ。）

当該額の算定に係る障害者に係る特別児童扶養手当等

関係情報

当該額の算定に係る障害者に係る国民健康保険給付関

係情報

当該額の算定に係る障害者に係る後期高齢者医療保険

給付関係情報

当該額の算定に係る障害者に係る身体障害者手帳交付

等情報

当該額の算定に係る障害者に係る精神障害者保健福祉

手帳交付等情報

当該額の算定に係る障害者に係る母子家庭等医療費助

成関係情報（母子家庭等医療費助成規則第５条第１項

の規定による助成の交付、申請の受付並びに当該申請

に係る審査及び応答に関する情報をいう。以下同じ。）

２ 静岡市重度心身障害者医

療費助成規則第５条第１項

の規定による受給者証の交

付（再交付を含む。）の申請

に係る審査に関する事務

当該申請に係る障害者又は当該障害者と同一の世帯に

属する者に係る市民税に関する情報

当該申請に係る障害者に係る生活保護実施関係情報

当該申請に係る障害者に係る中国残留邦人等支援給付

実施関係情報

当該申請に係る障害者に係る障害者総合支援介護給付

費等関係情報

当該申請に係る障害者に係る特別児童扶養手当等関係

情報

当該申請に係る障害者に係る国民健康保険給付関係情

報

当該申請に係る障害者に係る後期高齢者医療保険給付

関係情報

当該申請に係る障害者に係る身体障害者手帳交付等情

報
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当該申請に係る障害者に係る精神障害者保健福祉手帳

交付等情報

当該申請に係る障害者に係る母子家庭等医療費助成関

係情報

３ 静岡市重度心身障害者医

療費助成規則第８条第１項

の規定による助成金の支給

の申請に係る審査に関する

事務

当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世

帯に属する者に係る市民税に関する情報

当該申請に係る障害者に係る生活保護実施関係情報

当該申請に係る障害者に係る中国残留邦人等支援給付

実施関係情報

当該申請に係る障害者に係る障害者総合支援介護給付

費等関係情報

当該申請に係る障害者に係る特別児童扶養手当等関係

情報

当該申請に係る障害者に係る国民健康保険給付関係情

報

当該申請に係る障害者に係る後期高齢者医療保険給付

関係情報

当該申請に係る障害者に係る身体障害者手帳交付等情

報

当該申請に係る障害者に係る精神障害者保健福祉手帳

交付等情報

当該申請に係る障害者に係る母子家庭等医療費助成関

係情報

４ 静岡市重度心身障害者医

療費助成規則第10条第１項

の規定による受給者証の更

新に関する事務

当該更新に係る障害者又は当該障害者と同一の世帯に

属する者に係る市民税に関する情報

当該更新に係る障害者に係る生活保護実施関係情報

当該更新に係る障害者に係る中国残留邦人等支援給付

実施関係情報

当該更新に係る障害者に係る障害者総合支援介護給付

費等関係情報
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当該更新に係る障害者に係る特別児童扶養手当等関係

情報

当該更新に係る障害者に係る国民健康保険給付関係情

報

当該更新に係る障害者に係る後期高齢者医療保険給付

関係情報

当該更新に係る障害者に係る身体障害者手帳交付等情

報

当該更新に係る障害者に係る精神障害者保健福祉手帳

交付等情報

当該更新に係る障害者に係る母子家庭等医療費助成関

係情報

５ 静岡市重度心身障害者医

療費助成規則第11条第１

項、第２項又は第３項の規

定による届出の処理に関す

る事務

当該届出に係る障害者又は当該障害者と同一の世帯に

属する者に係る市民税に関する情報

当該届出に係る障害者に係る生活保護実施関係情報

当該届出に係る障害者に係る中国残留邦人等支援給付

実施関係情報

当該届出に係る障害者に係る障害者総合支援介護給付

費等関係情報

当該届出に係る障害者に係る特別児童扶養手当等関係

情報

当該届出に係る障害者に係る国民健康保険給付関係情

報

当該届出に係る障害者に係る後期高齢者医療保険給付

関係情報

当該届出に係る障害者に係る身体障害者手帳交付等情

報

当該届出に係る障害者に係る精神障害者保健福祉手帳

交付等情報

当該届出に係る障害者に係る母子家庭等医療費助成関
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係情報

第17条 条例別表12の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 老人福祉法第10条の４の

規定による福祉の措置の実

施に関する事務

当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者（以下この

表において「第１号被措置者等」という。）に係る市民

税に関する情報

第１号被措置者等に係る生活保護実施関係情報

第１号被措置者等に係る介護給付等関係情報

第１号被措置者等に係る介護保険関係情報

２ 老人福祉法第11条の規定

による福祉の措置の実施に

関する事務

当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者（以下この

表において「第２号被措置者等」という。）に係る市民

税に関する情報

第２号被措置者等に係る生活保護実施関係情報

第２号被措置者等に係る介護給付等関係情報

第２号被措置者等に係る介護保険関係情報

３ 老人福祉法第21条の規定

による費用の支弁に関する

事務

第１号被措置者等又は第２号被措置者等に係る介護給

付等関係情報

４ 老人福祉法第28条第１項

の規定による費用の徴収に

関する事務

第１号被措置者等又は第２号被措置者等に係る市民税

に関する情報

第１号被措置者等又は第２号被措置者等に係る生活保

護実施関係情報

第１号被措置者等又は第２号被措置者等に係る介護給

付等関係情報

第１号被措置者等又は第２号被措置者等に係る介護保

険関係情報

第１号被措置者等又は第２号被措置者等に係る国民健

康保険給付関係情報
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第１号被措置者等又は第２号被措置者等に係る国民健

康保険関係情報

第１号被措置者等又は第２号被措置者等に係る後期高

齢者医療保険給付関係情報

第１号被措置者等又は第２号被措置者等に係る後期高

齢者医療関係情報

第18条 条例別表13の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 介護保険法第12条第３項

の規定による被保険者証の

交付の申請に係る審査に関

する事務（第２号被保険者

（同法第９条第２号の第２

号被保険者をいう。以下こ

の表において同じ。）に係る

ものに限る。）

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定による

被保険者の資格に関する情報

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する

法律の規定による被保険者の資格に関する情報

２ 介護保険法第27条第１項

の規定による要介護認定、

同法第28条第２項の規定に

よる要介護更新認定又は同

法第29条第１項の規定によ

る要介護状態区分の変更の

認定の申請に係る審査に関

する事務（第２号被保険者

に係るものに限る。）

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定による

被保険者の資格に関する情報

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する

法律の規定による被保険者の資格に関する情報

３ 介護保険法第32条第１項

の規定による要支援認定、

同法第33条第２項の規定に

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
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よる要支援更新認定又は同

法第33条の２第１項の規定

による要支援状態区分の変

更の認定の申請に係る審査

に関する事務（第２号被保

険者に係るものに限る。）

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定による

被保険者の資格に関する情報

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する

法律の規定による被保険者の資格に関する情報

４ 介護保険法第36条の規定

による要介護認定又は要支

援認定の申請に係る審査に

関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定による

被保険者の資格に関する情報

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する

法律の規定による被保険者の資格に関する情報

５ 介護保険法第37条第２項

の規定による介護給付等対

象サービスの種類の変更の

申請に係る審査に関する事

務（第２号被保険者に係る

ものに限る。）

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定による

被保険者の資格に関する情報

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する

法律の規定による被保険者の資格に関する情報

６ 介護保険法第50条の規定

による居宅介護サービス費

等の額の特例の申請に係る

審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主

として維持する者に係る市民税に関する情報

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定による

被保険者の資格に関する情報

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する

法律の規定による被保険者の資格に関する情報

７ 介護保険法第51条第１項

の規定による高額介護サー

ビス費の支給の申請に係る

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報
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審査に関する事務 当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定による

被保険者の資格に関する情報

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する

法律の規定による被保険者の資格に関する情報

８ 介護保険法第60条の規定

による介護予防サービス費

等の額の特例の申請に係る

審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主

として維持する者に係る市民税に関する情報

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定による

被保険者の資格に関する情報

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する

法律の規定による被保険者の資格に関する情報

９ 介護保険法第61条第１項

の規定による高額介護予防

サービス費の支給の申請に

係る審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定による

被保険者の資格に関する情報

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する

法律の規定による被保険者の資格に関する情報

10 介護保険法第66条の規定

による保険料滞納者に係る

支払方法の変更に関する事

務

当該保険料滞納者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報

当該保険料滞納者に係る国民健康保険法の規定による

被保険者の資格に関する情報

当該保険料滞納者に係る高齢者の医療の確保に関する

法律の規定による被保険者の資格に関する情報

11 介護保険法第68条の規定

による保険給付の支払の一

次差止めに関する事務

当該一次差止めに係る者又は当該者と同一の世帯に属

する者に係る市民税に関する情報

当該一次差止めに係る者に係る生活保護実施関係情報

当該一次差止めに係る第２号被保険者に係る国民健康

保険料等であって、その納期限又は払込期限までに納
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付しなかったものに関する情報

当該一次差止めに係る者に係る後期高齢者医療保険料

であって、その納期限又は払込期限までに納付しなか

ったものに関する情報

12 介護保険法第69条の規定

による保険料を徴収する権

利が消滅した場合の保険給

付の特例に関する事務

当該特例に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該特例に係る者に係る生活保護実施関係情報

当該特例に係る者に係る国民健康保険法の規定による

被保険者の資格に関する情報

当該特例に係る者に係る高齢者の医療の確保に関する

法律の規定による被保険者の資格に関する情報

13 介護保険法第129条第２

項の規定による保険料の賦

課に関する事務

当該保険料を課せられる被保険者（以下この表におい

て「賦課被保険者」という。）又は賦課被保険者と同一

の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

賦課被保険者に係る生活保護実施関係情報

賦課被保険者に係る国民健康保険法の規定による被保

険者の資格に関する情報

賦課被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律

の規定による被保険者の資格に関する情報

14 介護保険法第142条の規

定による保険料の減免又は

徴収の猶予の申請に係る審

査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主

として維持する者に係る市民税に関する情報

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定による

被保険者の資格に関する情報

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する

法律の規定による被保険者の資格に関する情報

15 介護保険法施行規則（平

成11年厚生省令第36号）第

27条第１項の規定による被

保険者証の再交付の申請に

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定による
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係る審査に関する事務 被保険者の資格に関する情報

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する

法律の規定による被保険者の資格に関する情報

16 介護保険法施行規則第32

条の規定による被保険者資

格の喪失の届出の処理に関

する事務

当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

当該届出を行う者に係る国民健康保険法の規定による

被保険者の資格に関する情報

当該届出を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する

法律の規定による被保険者の資格に関する情報

17 介護保険法施行規則第83

条の６（同令第97条の４に

おいて準用する場合を含

む。）第１項の規定による市

町村の認定の申請に係る審

査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

当該申請を行う者に係る国民健康保険料等であって、

その納期限又は払込期限までに納付しなかったものに

関する情報

当該申請を行う者に係る後期高齢者医療保険料であっ

て、その納期限又は払込期限までに納付しなかったも

のに関する情報

18 介護保険法施行法第13条

第３項の規定による施設介

護サービス費又は同条第５

項の規定による特定入所者

介護サービス費の支給の申

請に係る審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定による

被保険者の資格に関する情報

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する

法律の規定による被保険者の資格に関する情報

19 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）附則第130条の２第

１項の規定によりなおその

当該支給の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属

する者に係る市民税に関する情報

当該支給の申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

当該支給の申請を行う者に係る国民健康保険法の規定
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効力を有するものとされた

同法第26条の規定による改

正前の介護保険法第８条第

26項の介護療養型医療施設

に係る同法による保険給付

の支給に関する事務につい

て準用される５、６及び７

の項に規定する事務

による被保険者の資格に関する情報

当該支給の申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に

関する法律の規定による被保険者の資格に関する情報

20 健康保険法等の一部を改

正する法律附則第130条の

２第１項の規定によりなお

その効力を有するものとさ

れた同法第26条の規定によ

る改正前の介護保険法第８

条第26項の介護療養型医療

施設に係る同法による保険

給付の支給に関する事務に

ついて準用される11の項に

規定する事務

当該支給の一次差止めに係る者又は当該者と同一の世

帯に属する者に係る市民税に関する情報

当該支給の一次差止めに係る者に係る生活保護実施関

係情報

当該支給の一次差止めに係る第２号被保険者に係る国

民健康保険料等であって、その納期限又は払込期限ま

でに納付しなかったものに関する情報

当該支給の一次差止めに係る者に係る後期高齢者医療

保険料であって、その納期限又は払込期限までに納付

しなかったものに関する情報

21 健康保険法等の一部を改

正する法律附則第130条の

２第１項の規定によりなお

その効力を有するものとさ

れた同法第26条の規定によ

る改正前の介護保険法第８

条第26項の介護療養型医療

施設に係る同法による保険

給付の支給に関する事務に

ついて準用される17の項に

規定する事務

当該支給の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属

する者に係る市民税に関する情報

当該支給の申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

当該支給の申請を行う者に係る国民健康保険料等であ

って、その納期限又は払込期限までに納付しなかった

ものに関する情報

当該支給の申請を行う者に係る後期高齢者医療保険料

であって、その納期限又は払込期限までに納付しなか

ったものに関する情報

第19条 条例別表14の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則
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で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める情報

とする。

事務 特定個人情報

１ 国民健康保険法第36条の

規定による療養の給付に関

する事務

当該給付に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該給付に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る生活保護実施関係情報

当該給付に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る重度心身障害者医療費助成関係情報（静岡市重

度心身障害者医療費助成規則に基づく重度心身障害者

医療費の助成に関する情報をいう。以下同じ。）

当該給付に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る母子家庭等医療費助成関係情報（静岡市母子家

庭等医療費助成規則に基づく母子家庭等医療費の助成

に関する情報をいう。以下同じ。）

２ 国民健康保険法第42条第

１項の一部負担金の算定に

関する事務

当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世

帯に属する者に係る市民税に関する情報

当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世

帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

３ 国民健康保険法第44条第

１項の規定による一部負担

金に係る措置に関する事務

当該措置に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該措置に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る生活保護実施関係情報

４ 国民健康保険法第54条第

１項の規定による療養費、

同法第54条の３第１項の規

定による特別療養費又は同

法第54条の４第１項の規定

による移送費の支給の申請

に係る審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る生活保護実施関係情報
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５ 国民健康保険法第57条の

２第１項の規定による高額

療養費の支給の申請に係る

審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る生活保護実施関係情報

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る重度心身障害者医療費助成関係情報

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る母子家庭等医療費助成関係情報

６ 国民健康保険法第57条の

３第１項の規定による高額

介護合算療養費の支給の申

請に係る審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る生活保護実施関係情報

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る重度心身障害者医療費助成関係情報

当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属す

る者に係る介護保険法第18条第１号の介護給付又は同

条第２号の予防給付の支給に関する情報

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る母子家庭等医療費助成関係情報

７ 国民健康保険法第58条第

１項の規定による出産育児

一時金の支給の申請に係る

審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る生活保護実施関係情報

８ 国民健康保険法第63条の

２の規定による一時差止め

に関する事務

当該一時差止めに係る者又は当該者と同一の世帯に属

する者に係る市民税に関する情報

当該一時差止めに係る者又は当該者と同一の世帯に属

する者に係る生活保護実施関係情報

９ 国民健康保険法第76条の

規定による保険料の賦課に

関する事務

当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に

属する者に係る市民税に関する情報
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10 国民健康保険法施行規則

（昭和33年厚生省令第53

号）第２条第１項若しくは

第３条の規定による被保険

者の資格取得の届出又は同

令第11条、第12条若しくは

第13条第１項の規定による

被保険者の資格喪失の届出

の処理に関する事務

当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る生活保護実施関係情報

11 国民健康保険法施行規則

第５条の２の規定による病

院等に入院、入所中又は入

居中の者に関する届出の処

理に関する事務

当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る生活保護実施関係情報

12 国民健康保険法施行規則

第26条の３第１項の規定に

よる食事療養標準負担額の

減額に係る保険者の認定の

申請又は同令第26条の５第

２項（同令第26条の７第２

項において準用する場合を

含む。）の規定による食事療

養標準負担額減額に関する

特例の申請に係る審査に関

する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る生活保護実施関係情報

13 国民健康保険法施行規則

第27条の12の２第１項又は

第４項の規定による特定疾

病給付対象療養に係る保険

者の認定の申出に係る審査

当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る生活保護実施関係情報
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に関する事務

14 国民健康保険法施行規則

第27条の13第１項の規定に

よる特定疾病に係る保険者

の認定の申請に係る審査に

関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る生活保護実施関係情報

15 国民健康保険法施行規則

第27条の14の２第１項の規

定による保険者の認定の申

請に係る審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る生活保護実施関係情報

16 国民健康保険法施行規則

第27条の14の４第１項の規

定による保険者の認定の申

請に係る審査に関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る生活保護実施関係情報

第20条 条例別表15の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 高齢者の医療の確保に関

する法律第67条第１項の規

定による一部負担金の算定

に関する事務

当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

２ 高齢者の医療の確保に関

する法律第84条第１項の規

定による高額療養費の支給

の申請に係る審査に関する

事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

３ 高齢者の医療の確保に関

する法律第85条第１項の規

定による高額介護合算療養

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者
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費の支給の申請に係る審査

に関する事務

に係る介護保険法第18条第１号の介護給付又は同条第

２号の予防給付の支給に関する情報

４ 高齢者の医療の確保に関

する法律第104条第１項の

規定による保険料の徴収に

関する事務

当該保険料の徴収に係る者又は当該者と同一の世帯に

属する者に係る市民税に関する情報

当該保険料の徴収に係る者に係る生活保護実施関係情

報

当該保険料の徴収に係る者に係る介護保険法第135条

の規定に基づく介護保険料の特別徴収に関する情報

５ 高齢者の医療の確保に関

する法律第104条第２項の

規定による保険料の賦課に

関する事務

当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に

属する者に係る市民税に関する情報

当該保険料を課せられる者に係る生活保護実施関係情

報

６ 高齢者の医療の確保に関

する法律施行規則(平成19

年厚生労働省令第129号)第

８条第１項の規定による障

害認定の申請に係る審査に

関する事務

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

当該申請を行う者に係る身体障害者手帳交付等情報

当該申請を行う者に係る精神障害者保健福祉手帳交付

等情報

７ 高齢者の医療の確保に関

する法律施行規則第10条第

１項若しくは第２項の規定

による被保険者の資格取得

の届出又は同令第26条の規

定による被保険者の資格喪

失の届出の処理に関する事

務

当該届出に係る被保険者に係る生活保護実施関係情報

８ 高齢者の医療の確保に関

する法律施行規則第37条第

２項の規定による食事療養

標準負担額の減額に関する

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報
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特例の申請又は同令第42条

第２項の規定による生活療

養標準負担額の減額に関す

る特例の申請に係る審査に

関する事務

９ 高齢者の医療の確保に関

する法律施行規則第61条の

２第１項又は第４項の規定

による後期高齢者医療広域

連合の認定に係る申出に係

る審査に関する事務

当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

10 高齢者の医療の確保に関

する法律施行規則第67条第

１項の規定による限度額適

用認定の申請に係る審査に

関する事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る市民税に関する情報

11 高齢者の医療の確保に関

する法律施行規則第67条第

６項において準用する同令

第20条第１項の規定による

限度額適用・標準負担額減

額認定証の検認又は更新に

関する事務

当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険

者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に

関する情報

第21条 条例別表16の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 母子保健法第20条第１項

の規定による養育医療の給

付又は養育医療に要する費

母子保健法第20条の規定による措置に係る未熟児（以

下この表において「被措置未熟児」という。）の扶養義

務者に係る市民税に関する情報
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用の支給に関する事務 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係

る生活保護実施関係情報

被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係

る中国残留邦人等支援給付等実施関係情報

２ 母子保健法第21条の４第

１項の規定による費用の徴

収に関する事務

被措置未熟児の扶養義務者に係る市民税に関する情報

被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係

る生活保護実施関係情報

被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係

る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第22条 条例別表17の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 児童福祉法第６条の４第

１項の規定による里親の認

定の申請に係る審査に関す

る事務

当該申請を行う者に係る県民税又は市民税に関する情

報

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施

関係情報

当該申請を行う者に係る障害児通所給付費等関係情報

（児童福祉法第21条の５の３第１項の規定による障害

児通所給付費、同法第21条の５の４第１項の規定による

特例障害児通所給付費又は同法第21条の５の12第１項

の規定による高額障害児通所給付費の支給に関する情

報をいう。以下同じ。）

当該申請を行う者に係る障害者総合支援関係情報

当該申請を行う者に係る特別児童扶養手当等関係情報

当該申請を行う者に係る介護給付等関係情報

当該申請を行う者に係る国民健康保険給付関係情報

当該申請を行う者に係る後期高齢者医療保険給付関係

情報
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当該申請を行う者に係る身体障害者手帳交付等情報

当該申請を行う者に係る精神障害者保健福祉手帳交付

等情報

当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報

２ 児童福祉法第19条の３第

３項の規定による医療費支

給認定の申請に係る審査に

関する事務

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等（児童福祉法第

６条の２第２項の小児慢性特定疾病児童等をいう。以下

この表において同じ。）又は医療費支給認定基準世帯員

（児童福祉法施行令（昭和23年政令第74号）第22条第１

項第２号イの医療費支給認定基準世帯員をいう。以下こ

の表において同じ。）に係る市民税に関する情報

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施

関係情報

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る障害児通所給付費等関係情報

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る障害者総合支援関係情報

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る特別児童扶養手当等関係情報

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る介護給付等関係情報

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る国民健康保険給付関係情報

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る後期高齢者医療保険給付関係

情報

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る身体障害者手帳交付等情報
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当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る精神障害者保健福祉手帳交付

等情報

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る児童扶養手当関係情報

３ 児童福祉法第19条の５第

２項の規定による医療費支

給認定の変更の認定に関す

る事務

当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医

療費支給認定基準世帯員に係る市民税に関する情報

当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医

療費支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報

当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医

療費支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給

付実施関係情報

当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医

療費支給認定基準世帯員に係る障害児通所給付費等関

係情報

当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医

療費支給認定基準世帯員に係る障害者総合支援関係情

報

当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医

療費支給認定基準世帯員に係る特別児童扶養手当等関

係情報

当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医

療費支給認定基準世帯員に係る介護給付等関係情報

当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医

療費支給認定基準世帯員に係る国民健康保険給付関係

情報

当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医

療費支給認定基準世帯員に係る後期高齢者医療保険給

付関係情報

当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医
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療費支給認定基準世帯員に係る身体障害者手帳交付等

情報

当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医

療費支給認定基準世帯員に係る精神障害者保健福祉手

帳交付等情報

当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医

療費支給認定基準世帯員に係る児童扶養手当関係情報

４ 児童福祉法第19条の６第

１項の規定による医療費支

給認定の取消しに関する事

務

当該取消しに係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る市民税に関する情報

当該取消しに係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報

当該取消しに係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実

施関係情報

当該取消しに係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る障害児通所給付費等関係情

報

当該取消しに係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る障害者総合支援関係情報

当該取消しに係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る特別児童扶養手当等関係情

報

当該取消しに係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る介護給付等関係情報

当該取消しに係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る国民健康保険給付関係情報

当該取消しに係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る後期高齢者医療保険給付関

係情報

当該取消しに係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費
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支給認定基準世帯員に係る身体障害者手帳交付等情報

当該取消しに係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る精神障害者保健福祉手帳交

付等情報

当該取消しに係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る児童扶養手当関係情報

５ 児童福祉法第24条の２第

１項の規定による障害児入

所給付費、同法第24条の６

第１項の規定による高額障

害児入所給付費又は同法第

24条の７第１項の規定によ

る特定入所障害児食費等給

付費の支給の申請に係る審

査に関する事務

当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一

の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一

の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一

の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施

関係情報

当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一

の世帯に属する者に係る障害児通所給付費等関係情報

当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一

の世帯に属する者に係る障害者総合支援関係情報

当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一

の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当等関係情報

当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一

の世帯に属する者に係る介護給付等関係情報

当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一

の世帯に属する者に係る介護保険関係情報

当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一

の世帯に属する者に係る国民健康保険関係情報

当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一

の世帯に属する者に係る後期高齢者医療関係情報

６ 児童福祉法第56条第２項

の規定による費用の徴収に

関する事務（同法第50条第

児童福祉法第22条第１項の助産施設における助産の実

施に係る妊産婦（以下この表において「助産妊産婦」と

いう。）若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する
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６号及び第６号の３に係る

部分に限る。）

者又は児童福祉法第23条第１項の母子生活支援施設に

おける保護を受ける児童（以下この表において「保護児

童」という。）若しくは当該保護児童と同一の世帯に属

する扶養義務者に係る市民税に関する情報

助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属

する者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務

者に係る生活保護実施関係情報

助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属

する者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務

者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に

係る障害児通所給付費等関係情報

保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に

係る障害者総合支援関係情報

保護児童の扶養義務者に係る特別児童扶養手当等関係

情報

保護児童と同一の世帯に属する者に係る介護給付等関

係情報

７ 児童福祉法第56条第２項

の規定による費用の徴収に

関する事務（同法第50条第

７号及び第７号の２に係る

部分に限る。）

児童福祉法第27条第１項第３号の規定による措置に係

る児童（以下この表において「措置児童」という。）又

は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保

護実施関係情報

措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に

係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に

係る障害児通所給付費等関係情報

措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に

係る障害者総合支援関係情報

措置児童の扶養義務者に係る特別児童扶養手当等関係

情報
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措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に

係る身体障害者手帳交付等情報

措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に

係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報

８ 児童福祉法第56条第２項

の規定による費用の徴収に

関する事務（同法第50条第

７号の３に係る部分に限

る。）

児童福祉法第33条の６の規定による日常生活上の援助

及び生活指導並びに就業の支援を受ける同法第６条の

３第１項の義務教育終了児童等（以下この表において

「義務教育終了児童等」という。）に係る市民税に関す

る情報

義務教育終了児童等に係る生活保護実施関係情報

義務教育終了児童等に係る中国残留邦人等支援給付実

施関係情報

義務教育終了児童等に係る障害児通所給付費等関係情

報

義務教育終了児童等に係る障害者総合支援関係情報

義務教育終了児童等に係る特別児童扶養手当等関係情

報

義務教育終了児童等に係る身体障害者手帳交付等情報

義務教育終了児童等に係る精神障害者保健福祉手帳交

付等情報

９ 児童福祉法施行規則（昭

和23年厚生省令第11号）第

７条の９第３項の規定によ

る申請内容の変更の届出の

処理に関する事務

当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る市民税に関する情報

当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報

当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施

関係情報

当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る障害児通所給付費等関係情報

当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支
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給認定基準世帯員に係る障害者総合支援関係情報

当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る特別児童扶養手当等関係情報

当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る介護給付等関係情報

当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る国民健康保険給付関係情報

当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る後期高齢者医療保険給付関係

情報

当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る身体障害者手帳交付等情報

当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る精神障害者保健福祉手帳交付

等情報

当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る児童扶養手当関係情報

10 児童福祉法施行規則第７

条の23第１項の規定による

医療受給者証の再交付の申

請に係る審査に関する事務

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る市民税に関する情報

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施

関係情報

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る障害児通所給付費等関係情報

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る障害者総合支援関係情報

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る特別児童扶養手当等関係情報
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当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る介護給付等関係情報

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る国民健康保険給付関係情報

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る後期高齢者医療保険給付関係

情報

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る身体障害者手帳交付等情報

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る精神障害者保健福祉手帳交付

等情報

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支

給認定基準世帯員に係る児童扶養手当関係情報

第23条 条例別表18の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 難病の患者に対する医療

等に関する法律第５条第１

項の規定による特定医療費

の支給に関する事務

当該支給に係る患者に係る県民税又は市民税に関する

情報

当該支給に係る患者に係る生活保護実施関係情報

当該支給に係る患者に係る中国残留邦人等支援給付実

施関係情報

当該支給に係る患者に係る国民健康保険給付関係情報

２ 難病の患者に対する医療

等に関する法律第６条第１

項の規定による支給認定の

申請に係る審査に関する事

務

当該申請を行う患者に係る県民税又は市民税に関する

情報

当該申請を行う患者に係る生活保護実施関係情報

当該申請を行う患者に係る中国残留邦人等支援給付実

施関係情報

当該申請を行う患者に係る国民健康保険給付関係情報
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３ 難病の患者に対する医療

等に関する法律による医療

受給者証に関する事務

当該医療受給者証に係る患者に係る県民税又は市民税

に関する情報

当該医療受給者証に係る患者に係る生活保護実施関係

情報

当該医療受給者証に係る患者に係る中国残留邦人等支

援給付実施関係情報

当該医療費受給者証に係る患者に係る国民健康保険給

付関係情報

４ 難病の患者に対する医療

等に関する法律第10条第２

項の規定による支給認定の

変更に関する事務

当該変更に係る患者に係る県民税又は市民税に関する

情報

当該変更に係る患者に係る生活保護実施関係情報

当該変更に係る患者に係る中国残留邦人等支援給付実

施関係情報

当該変更に係る患者に係る国民健康保険給付関係情報

５ 難病の患者に対する医療

等に関する法律第11条第１

項の規定による支給認定の

取消しに関する事務

当該取消しに係る患者に係る県民税又は市民税に関す

る情報

当該取消しに係る患者に係る生活保護実施関係情報

当該取消しに係る患者に係る中国残留邦人等支援給付

実施関係情報

当該取消しに係る患者に係る国民健康保険給付関係情

報

第24条 条例別表19の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 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（平成10年法律第114

号）第19条第１項又は第20

条第１項（これらの規定を

当該勧告に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶

養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報

当該勧告に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶

養義務者に係る生活保護実施関係情報

当該勧告に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶
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同法第26条において読み替

えて準用する場合を含む。）

の規定による入院の勧告に

関する事務

養義務者に係る国民健康保険給付関係情報

当該勧告に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶

養義務者に係る後期高齢者医療保険給付関係情報

２ 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19条第３項又は第

20条第２項（これらの規定

を同法第26条において読み

替えて準用する場合を含

む。）の規定による入院の措

置に関する事務

当該措置に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶

養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報

当該措置に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶

養義務者に係る生活保護実施関係情報

当該措置に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶

養義務者に係る国民健康保険給付関係情報

当該措置に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶

養義務者に係る後期高齢者医療保険給付関係情報

３ 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

による費用の負担の申請に

係る審査に関する事務

当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶

養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報

当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶

養義務者に係る生活保護実施関係情報

当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶

養義務者に係る国民健康保険給付関係情報

当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶

養義務者に係る後期高齢者医療保険給付関係情報

４ 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42条第１項の規定

による療養費の支給の申請

に係る審査に関する事務

当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶

養義務者に係る県民税又は市民税に関する情報

当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶

養義務者に係る生活保護実施関係情報

当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶

養義務者に係る国民健康保険給付関係情報

当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶

養義務者に係る後期高齢者医療保険給付関係情報

第25条 条例別表20の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定
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個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律第31条の

規定による費用の徴収に関

する事務

当該費用の徴収に係る措置入院者（精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律第29条第１項又は第29条の２第

１項の規定により入院させた者をいう。以下この表にお

いて同じ。）又は当該措置入院者と同一の世帯に属する

者に係る県民税又は市民税に関する情報

当該費用の徴収に係る措置入院者又は当該措置入院者

と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

当該費用の徴収に係る措置入院者又は当該措置入院者

と同一の世帯に属する者に係る障害者総合支援関係情

報

当該費用の徴収に係る措置入院者又は当該措置入院者

と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険給付関係

情報

当該費用の徴収に係る措置入院者又は当該措置入院者

と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療保険給

付関係情報

当該費用の徴収に係る措置入院者又は当該措置入院者

と同一の世帯に属する者に係る身体障害者手帳交付等

情報

２ 精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律第45条第

１項の規定による精神障害

者保健福祉手帳の交付の申

請に係る審査に関する事務

当該申請を行う者に係る障害者総合支援関係情報

３ 精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律第45条第

４項の規定による認定の申

請に係る審査に関する事務

当該申請を行う者に係る障害者総合支援関係情報
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４ 精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律施行令

（昭和25年政令第155号）第

７条第２項又は第４項の規

定による氏名を変更したと

き、又は居住地を移したと

きの届出の処理に関する事

務

当該届出を行う者に係る障害者総合支援関係情報

５ 精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律施行令第

９条第１項の規定による障

害等級の変更の申請に係る

審査に関する事務

当該申請を行う者に係る障害者総合支援関係情報

６ 精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律施行令第

10条第１項の規定による精

神障害者保健福祉手帳の再

交付に関する事務

当該再交付の申請を行う者に係る障害者総合支援関係

情報

第26条 条例別表21の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 子ども・子育て支援法（平

成24年法律第65号）第20条

第１項の規定による支給認

定又は同法第23条第１項の

規定による支給認定の変更

の認定の申請に係る審査に

関する事務

当該申請に係る支給認定保護者（子ども・子育て支援法

第20条第４項の支給認定保護者をいう。以下同じ。）又

は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者に係る

市民税に関する情報

当該申請に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情

報

当該申請に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護
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者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援

給付実施関係情報

当該申請に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者に係る障害者総合支援関係

情報

当該申請に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者に係る介護給付等関係情報

当該申請に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者手帳交付

等情報

当該申請に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者に係る精神障害者保健福祉

手帳交付等情報

当該申請に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当関係情

報

２ 子ども・子育て支援法に

よる支給認定証に関する事

務

当該支給認定証に係る支給認定保護者又は当該支給認

定保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関す

る情報

当該支給認定証に係る支給認定保護者又は当該支給認

定保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施

関係情報

当該支給認定証に係る支給認定保護者又は当該支給認

定保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人

等支援給付実施関係情報

当該支給認定証に係る支給認定保護者又は当該支給認

定保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者総合支

援関係情報

当該支給認定証に係る支給認定保護者又は当該支給認

定保護者と同一の世帯に属する者に係る介護給付等関
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係情報

当該支給認定証に係る支給認定保護者又は当該支給認

定保護者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者手

帳交付等情報

当該支給認定証に係る支給認定保護者又は当該支給認

定保護者と同一の世帯に属する者に係る精神障害者保

健福祉手帳交付等情報

当該支給認定証に係る支給認定保護者又は当該支給認

定保護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当

関係情報

３ 子ども・子育て支援法第

22条又は子ども・子育て支

援法施行規則（平成26年内

閣府令第44号）第15条第１

項の規定による届出の処理

に関する事務

当該届出に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

当該届出に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情

報

当該届出に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援

給付実施関係情報

当該届出に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者に係る障害者総合支援関係

情報

当該届出に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者に係る介護給付等関係情報

当該届出に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者手帳交付

等情報

当該届出に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者に係る精神障害者保健福祉

手帳交付等情報

当該届出に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護
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者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当関係情

報

４ 子ども・子育て支援法第

23条第４項の規定による職

権による支給認定の変更の

認定に関する事務

当該認定に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

当該認定に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情

報

当該認定に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援

給付実施関係情報

当該認定に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者に係る障害者総合支援関係

情報

当該認定に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者に係る介護給付等関係情報

当該認定に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者手帳交付

等情報

当該認定に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者に係る精神障害者保健福祉

手帳交付等情報

当該認定に係る支給認定保護者又は当該支給認定保護

者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当関係情

報

５ 子ども・子育て支援法第

24条第１項の規定による支

給認定の取消しに関する事

務

当該取消しに係る支給認定保護者又は当該支給認定保

護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情

報

当該取消しに係る支給認定保護者又は当該支給認定保

護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係

情報
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当該取消しに係る支給認定保護者又は当該支給認定保

護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支

援給付実施関係情報

当該取消しに係る支給認定保護者又は当該支給認定保

護者と同一の世帯に属する者に係る障害者総合支援関

係情報

当該取消しに係る支給認定保護者又は当該支給認定保

護者と同一の世帯に属する者に係る介護給付等関係情

報

当該取消しに係る支給認定保護者又は当該支給認定保

護者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者手帳交

付等情報

当該取消しに係る支給認定保護者又は当該支給認定保

護者と同一の世帯に属する者に係る精神障害者保健福

祉手帳交付等情報

当該取消しに係る支給認定保護者又は当該支給認定保

護者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当関係

情報

第27条 条例別表22の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 児童福祉法第22条第１項

の助産施設における助産の

実施の申込みに係る審査に

関する事務

当該申込みを行う者に係る県民税又は市民税に関する

情報

当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る生活保護実施関係情報

当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

２ 児童福祉法第23条第１項

の母子生活支援施設におけ

当該申込みを行う者に係る県民税又は市民税に関する

情報
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る保護の実施の申込みに係

る審査に関する事務

当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る生活保護実施関係情報

当該申込みを行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第28条 条例別表23の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 母子及び父子並びに寡婦

福祉法第17条第１項、第31

条の７第１項又は第33条第

１項の規定による便宜の供

与の申請に係る審査に関す

る事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る県民税又は市民税に関する情報

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報

第29条 条例別表24の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 母子及び父子並びに寡婦

福祉法第31条第１号（同法

第31条の10において読み替

えて準用する場合を含む。）

の規定による給付金の支給

の申請に係る審査に関する

事務

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る県民税又は市民税に関する情報

当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報

２ 母子及び父子並びに寡婦

福祉法第31条第２号（同法

第31条の10において読み替

えて準用する場合を含む。）

の規定による給付金の支給

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る県民税又は市民税に関する情報

当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報
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の申請に係る審査に関する

事務

第30条 条例別表25の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 静岡市交通遺児等福祉手

当条例第４条の規定による

受給資格の認定の申請に係

る審査に関する事務

当該申請を行う者に係る県民税又は市民税に関する情

報

２ 静岡市交通遺児等福祉手

当条例施行規則第６条の規

定による現況の報告の処理

に関する事務

当該報告を行う者に係る県民税又は市民税に関する情

報

３ 静岡市交通遺児等福祉手

当条例施行規則第７条第１

項又は第２項の規定による

届出の処理に関する事務

当該届出を行う者に係る県民税又は市民税に関する情

報

第31条 条例別表26の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 児童手当法第７条第１項

（同法第17条第１項（同法

附則第２条第３項において

準用する場合を含む。）及び

同法附則第２条第３項にお

いて適用し、又は準用する

場合を含む。）の規定による

児童手当又は特例給付（同

当該請求に係る一般受給資格者（児童手当法第７条第１

項の一般受給資格者をいう。以下この表において同じ。）

又は当該一般受給資格者の配偶者に係る市民税に関す

る情報
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法附則第２条第１項の給付

をいう。）の受給資格及びそ

の額についての認定の請求

に係る審査に関する事務

２ 児童手当法第９条第１項

（同法附則第２条第３項に

おいて準用する場合を含

む。）の規定による児童手当

若しくは特例給付の額の改

定の請求に係る審査に関す

る事務

当該請求に係る一般受給資格者又は当該一般受給資格

者の配偶者に係る市民税に関する情報

３ 児童手当法第26条（同条

第２項を除き、同法附則第

２条第３項において準用す

る場合を含む。）の規定によ

る届出の処理に関する事務

当該届出に係る一般受給資格者又は当該一般受給資格

者の配偶者に係る市民税に関する情報

第32条 条例別表27の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 児童扶養手当法第６条の

規定による児童扶養手当の

受給資格及びその額の認定

の請求に係る審査に関する

事務

当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若し

くは扶養義務者に係る県民税に関する情報

当該請求に係る児童（以下この表において「手当支給児

童」という。）に係る障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律第６条の規定による自立

支援給付（療養介護及び施設入所支援に係るものに限

る。）の支給に関する情報

当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等関係情報

手当支給児童に係る身体障害者手帳交付等情報

手当支給児童に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情
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報

手当支給児童に係る特定入所障害児食費等給付費支給

情報（児童福祉法第24条の２第１項の規定による障害児

入所給付費、同法第24条の６第１項の規定による高額障

害児入所給付費又は同法第24条の７第１項の規定によ

る特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報を

いう。以下この表において同じ。）

２ 児童扶養手当法第８条第

１項の規定による手当の額

の改定の請求に係る審査に

関する事務

当該請求に係る児童（以下この表において「手当改定児

童」という。）に係る障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律第６条の規定による自立

支援給付（療養介護及び施設入所支援に係るものに限

る。）の支給に関する情報

当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等関係情報

手当改定児童に係る身体障害者手帳交付等情報

手当改定児童に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情

報

手当改定児童に係る特定入所障害児食費等給付費支給

情報

３ 児童扶養手当法施行規則

（昭和36年厚生省令第51

号）第３条の２第１項又は

第２項の規定による支給停

止に関する届出の処理に関

する事務

当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義

務者に係る県民税に関する情報

４ 児童扶養手当法施行規則

第３条の４第１項から第３

項までの規定による一部支

給停止の適用除外に関する

届出の処理に関する事務

当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る身体

障害者手帳交付等情報

当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る精神

障害者保健福祉手帳交付等情報

５ 児童扶養手当法施行規則 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義
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第４条の規定による現況の

届出の処理に関する事務

務者に係る県民税に関する情報

当該届出に係る児童（以下この表において「現況届出児

童」という。）に係る障害者の日常生活及び社会生活を

総合的に支援するための法律第６条の規定による自立

支援給付（療養介護及び施設入所支援に係るものに限

る。）の支給に関する情報

当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等関係情報

現況届出児童に係る身体障害者手帳交付等情報

現況届出児童に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情

報

現況届出児童に係る特定入所障害児食費等給付費支給

情報

６ 児童扶養手当法施行規則

第４条の２の規定による障

害の状態の届出の処理に関

する事務

当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等関係情報

当該届出に係る児童に係る身体障害者手帳交付等情報

当該届出に係る児童に係る精神障害者保健福祉手帳交

付等情報

第33条 条例別表28の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 母子及び父子並びに寡婦

福祉法第15条第２項の規定

による償還免除の申請に係

る審査に関する事務

当該償還免除の申請を行う者（母子及び父子並びに寡婦

福祉法施行令（昭和39年政令第224号）第21条の特例児

童扶養資金の貸付けを受けた者に限る。以下この表にお

いて同じ。）に係る県民税又は市民税に関する情報

当該償還免除の申請を行う者に係る生活保護実施関係

情報

当該償還免除の申請を行う者に係る児童扶養手当関係

情報

２ 母子及び父子並びに寡婦

福祉法第32条第１項の規定

当該貸付けの申請を行う者（民法（明治29年法律第89

号）第877条の規定により現に扶養する子その他これに
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による資金の貸付けの申請

に係る審査に関する事務

準ずる者のない寡婦に限る。以下この表において同じ。）

に係る県民税又は市民税に関する情報

当該貸付けの申請を行う者に係る生活保護実施関係情

報

当該貸付けの申請を行う者に係る児童扶養手当関係情

報

第34条 条例別表29の項の規則で定める事務は、次の表の左欄に掲げる事務とし、同項の規則

で定める特定個人情報は、同表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、同表の右欄に定める特定

個人情報とする。

事務 特定個人情報

１ 静岡市母子家庭等医療費

助成規則第５条第１項の規

定による助成の交付又は第

10条第１項の規定による受

給者証の更新の申請に係る

審査に関する事務

当該申請を行う者、当該者が養育及び監護する児童又は

当該者と生計を同じくする同居の扶養義務者に係る県

民税又は市民税に関する情報

当該申請を行う者、当該者が養育及び監護する児童又は

当該者と生計を同じくする同居の扶養義務者に係る生

活保護実施関係情報

当該申請を行う者、当該者が養育及び監護する児童又は

当該者と生計を同じくする同居の扶養義務者に係る障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律第６条の規定による自立支援給付（療養介護及び

施設入所支援に係るものに限る。）の支給に関する情報

当該申請を行う者、当該者が養育及び監護する児童又は

当該者と生計を同じくする同居の扶養義務者に係る重

度心身障害者医療費助成関係情報

当該申請を行う者、当該者が養育及び監護する児童又は

当該者と生計を同じくする同居の扶養義務者に係る身

体障害者手帳交付等情報

当該申請を行う者、当該者が養育及び監護する児童又は

当該者と生計を同じくする同居の扶養義務者に係る精

神障害者保健福祉手帳交付等情報
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当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報

２ 静岡市母子家庭等医療費

助成規則第８条第１項の規

定による助成金の支給の申

請に係る審査に関する事務

当該申請を行う者、当該者が養育及び監護する児童又は

当該者と生計を同じくする同居の扶養義務者に係る県

民税又は市民税に関する情報

当該申請を行う者、当該者が養育及び監護する児童又は

当該者と生計を同じくする同居の扶養義務者に係る生

活保護実施関係情報

当該申請を行う者、当該者が養育及び監護する児童又は

当該者と生計を同じくする同居の扶養義務者に係る障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律第６条の規定による自立支援給付（療養介護及び

施設入所支援に係るものに限る。）の支給に関する情報

当該申請を行う者、当該者が養育及び監護する児童又は

当該者と生計を同じくする同居の扶養義務者に係る重

度心身障害者医療費助成関係情報

当該申請を行う者、当該者が養育及び監護する児童又は

当該者と生計を同じくする同居の扶養義務者に係る身

体障害者手帳交付等情報

当該申請を行う者、当該者が養育及び監護する児童又は

当該者と生計を同じくする同居の扶養義務者に係る精

神障害者保健福祉手帳交付等情報

当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報

３ 静岡市母子家庭等医療費

助成規則第11条第１項又は

第２項の規定による届出の

処理に関する事務

当該届出を行う者、当該者が養育及び監護する児童又は

当該者と生計を同じくする同居の扶養義務者に係る県

民税又は市民税に関する情報

当該届出を行う者、当該者が養育及び監護する児童又は

当該者と生計を同じくする同居の扶養義務者に係る生

活保護実施関係情報

当該申請を行う者、当該者が養育及び監護する児童又は

当該者と生計を同じくする同居の扶養義務者に係る障
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害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律第６条の規定による自立支援給付（療養介護及び

施設入所支援に係るものに限る。）の支給に関する情報

当該申請を行う者、当該者が養育及び監護する児童又は

当該者と生計を同じくする同居の扶養義務者に係る重

度心身障害者医療費助成関係情報

当該届出を行う者、当該者が養育及び監護する児童又は

当該者と生計を同じくする同居の扶養義務者に係る身

体障害者手帳交付等情報

当該届出を行う者、当該者が養育及び監護する児童又は

当該者と生計を同じくする同居の扶養義務者に係る精

神障害者保健福祉手帳交付等情報

当該届出を行う者に係る児童扶養手当関係情報

   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70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     

   市長の権限の一部の事務の委任及び補助執行に関する規則の一部を改正する規則

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（平成15年静岡市規則第13号）の

一部を次のように改正する。

第４条第１号ア中「もの」の次に「及び同一の事業の目的に供するため４ヘクタールを超え

る農地を農地以外のものにする行為に係るもの」を加え、同号イを削り、同号ウ中「第４条第

５項」を「第４条第８項」に改め、「もの」の次に「及び同一の事業の目的に供するため４ヘク

タールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るもの」を加え、同号中ウをイとし、同

号エ中「もの」の次に「及び同一の事業の目的に供するため４ヘクタールを超える農地又はそ

の農地と併せて採草放牧地について法第３条第１項本文に掲げる権利を取得する行為に係るも

の」を加え、同号中エをウとし、同号オ中「もの」の次に「及び同一の事業の目的に供するた

め４ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第３条第１項本文に

掲げる権利を取得する行為に係るもの」を加え、同号中オをエとし、カをオとし、キをカとし、

同号ク中「、ウ」を削り、「サ」を「コ」に改め、同号中クをキとし、同号ケ中「ク」を「キ」

に改め、同号中ケをクとし、同号コ中「ケ」を「ク」に、「サからセ」を「コからシ」に改め、

同号中コをケとし、同号サ中「もの」の次に「並びに同一の事業の目的に供するため４ヘクタ

ールを超える農地を農地以外のものにする行為及び同一の事業の目的に供するため４ヘクター

ルを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第３条第１項本文に掲げる権利を

取得する行為に係るもの」を加え、同号中サをコとし、同号シ中「サ」を「コ」に改め、同号

中シをサとし、同号ス中「シ」を「サ」に改め、同号中スをシとし、セからタまでを削る。

第８条第16号中イを削り、ウをイとし、エからシまでをウからサまでとし、同条第21号中ヤ

をヨとし、ヘからモまでをマからユまでとし、同号フ中「（法第68条の２第２項を除く。）」を削

り、同号中フをホとし、ヒをヘとし、同号ハ中「第29条第５項」を「第29条第６項」に改め、

同号中ハをフとし、スからノまでをソからヒまでとし、シの次に次のように加える。

  ス 法第12条の２第１項の規定による提出に関すること。
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  セ 法第12条の２第２項の規定による公表に関すること。

第８条第31号及び第32号を削り、同条第33号ツ中「登録簿」の次に「又は特定毒物研究者名

簿」を、「販売業者」の次に「又は特定毒物研究者」を加え、同号中ツをナとし、同号チ中「登

録票」の次に「又は許可証」を、「販売業者」の次に「又は特定毒物研究者」を加え、同号中チ

をトとし、同号タ中「登録票」の次に「又は許可証」を、「販売業者」の次に「又は特定毒物研

究者」を加え、同号中タをテとし、同号ソ中「登録票」の次に「又は許可証」を、「販売業者」

の次に「又は特定毒物研究者」を加え、同号中ソをツとし、同号セ中「登録票」の次に「又は

許可証」を、「販売業者」の次に「又は特定毒物研究者」を加え、同号中セをチとし、同号ス中

「毒物及び劇物取締法施行令（昭和30年政令第261号。この号において「政令」という。）」を「政

令」に改め、「登録票」の次に「又は許可証」を、「販売業者」の次に「又は特定毒物研究者」

を加え、同号中スをタとし、タの前に次のように加える。

  セ 毒物及び劇物取締法施行令（昭和30年政令第261号。以下この号において「政令」とい

う。）第33条の規定による登録票の交付（毒物又は劇物の販売業者に係るものに限る。）

に関すること。

  ソ 政令第34条の規定による許可証の交付に関すること。

第８条第33号中シをスとし、サをシとし、同号コ中「登録」の次に「又は許可」を、「販売業

者」の次に「又は特定毒物研究者」を加え、同号中コをサとし、同号ケ中「停止命令」の次に

「並びに特定毒物研究者の許可の取消し及び業務の停止命令」を加え、同号中ケをコとし、エ

からクまでをオからケまでとし、同号ウ中「第10条第１項」の次に「及び第２項」を加え、同

号中ウをエとし、イをウとし、アの次に次のように加える。

  イ 法第６条の２の規定による特定毒物研究者の許可に関すること。

第８条第33号に次のように加え、同号を同条第31号とする。

ニ 政令第36条の４第２項の規定による届出に係る通知に関すること。

ヌ 政令第36条の４第３項の規定による名簿の送付に関すること。

ネ 政令第36条の６の規定による行政処分に関する通知に関すること。

第８条中第34号を第32号とし、第35号を第33号とし、同条第36号カ中「タ、チ、ニ、ヌ及び

ノ」を「ツ、テ、ネ、ノ及びヒ」に改め、同号キ中「薬事法」を「医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改め、同号ク中「第34号オ」を「第32号オ」に改

め、同号を同条第34号とし、同条中第37号を第35号とし、第38号を第36号とする。

第10条第１項第１号から第４号までの規定中「歴史文化課」を「文化財課」に改める。

第11条の２第１項第５号中「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平成27年法律第
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63号）第２条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律」を「農業委員会等に関する法

律」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71号

消防の広域化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     

   消防の広域化に伴う関係規則の整備に関する規則

（静岡市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正）

第１条 静岡市職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成15年静岡市規則第24号）の一部を

次のように改正する。

  附則第10項中「第10項」を「第13項」に改め、同項を附則第13項とし、附則第９項の次に

次の３項を加える。

（島田市、牧之原市並びに榛原郡吉田町及び川根本町の消防事務の受託に伴う経過措置）

10 平成28年４月１日（以下この項及び附則第12項において「受託日」という。）の前日に

おいて、島田市、牧之原市又は吉田町牧之原市広域施設組合の職員であった者で受託日に

おいて引き続き本市に採用されたもの（次項において「継続採用職員」という。）に対す

る第22条の規定の適用については、平成28年度に限り、同条中「20日と」とあるのは「25

日と」とする。

11 継続採用職員に対する平成29年３月31日までの間における別表第２の適用については、

同表中「１年度において５日」とあるのは「平成28年１月１日から平成29年３月31日まで

の間において７日」とする。

12 受託日の前日までに、島田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則（平成17

年島田市規則第21号）、牧之原市職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成17年牧之原

市規則第22号）又は吉田町牧之原市広域施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平

成７年吉田町榛原町広域施設組合規則第３号）の規定によりなされた休暇等の手続その他

の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

（静岡市職員の育児休業等に関する規則の一部改正）

第２条 静岡市職員の育児休業等に関する規則（平成15年静岡市規則第26号）の一部を次のよ

うに改正する。

  附則に次の１項を加える。

（島田市、牧之原市並びに榛原郡吉田町及び川根本町の消防事務の受託に伴う経過措置）
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５ 平成28年４月１日（以下この項において「受託日」という。）の前日において、島田市、

牧之原市又は吉田町牧之原市広域施設組合の職員であった者で受託日において引き続き

本市に採用されたものに係る育児休業、育児短時間勤務又は部分休業について、受託日の

前日までに島田市職員の育児休業等に関する規則（平成17年島田市規則第22号）、牧之原

市職員の育児休業等に関する規則（平成17年牧之原市規則第23号）又は吉田町牧之原市広

域施設組合職員の育児休業等に関する規則（平成４年吉田町榛原町広域施設組合規則第１

号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたもの

とみなす。

（静岡市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正）

第３条 静岡市職員の給与に関する条例施行規則（平成15年静岡市規則第32号）の一部を次の

ように改正する。

第６条の次に次の１条を加える。

（地域手当）

第６条の２ 条例第16条の２第２項の規則で定める期間は、当該地域手当の支給を受けてい

た職員が島田市、牧之原市並びに榛原郡吉田町及び川根本町の区域（以下この項及び次項

において「島田市等の区域」という。）に在勤することとなった日から島田市等の区域以

外の区域に在勤することとなった日の前日までの期間とし、３年を限度とする。

２ 条例第16条の２第２項の規定による地域手当の支給は、島田市等の区域以外の区域に引

き続き６月を超えて在勤していた職員が、島田市等の区域に在勤することとなった場合に

前項の期間支給することができる。

附則第８項（見出しを含む。）中「附則第31項」を「附則第36項」に改め、同項を附則第

９項とし、附則第７項の見出し中「附則第29項」を「附則第34項」に改め、同項中「附則第

29項の」を「附則第34項の」に、「附則第29項各号」を「附則第34項各号」に改め、同項を

附則第８項とし、附則第６項の次に次の１項を加える。

（島田市、牧之原市並びに榛原郡吉田町及び川根本町の消防事務の受託に伴う経過措置）

７ 平成28年４月１日（以下この項において「受託日」という。）の前日において、島田市、

牧之原市又は吉田町牧之原市広域施設組合の職員であった者で受託日において引き続き

本市に採用されたものについて、受託日の前日までに、島田市職員の給与に関する規則（平

成17年島田市規則第25号）、牧之原市職員の給与に関する規則（平成17年牧之原市規則第

24号）又は吉田町牧之原市広域施設組合職員の給与に関する規則（昭和59年吉田町榛原町
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広域施設組合規則第９号）の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則の相当

規定によりなされたものとみなす。

（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４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。

  附則第７項の見出し中「附則第29項」を「附則第34項」に改め、同項第１号中「附則第29

項第３号」を「附則第34項第３号」に、「附則第29項第１号」を「附則第34項第１号」に改

め、同項第２号中「附則第29項第４号」を「附則第34項第４号」に改め、同項を附則第８項

とし、附則第６項の見出し中「附則第29項」を「附則第34項」に改め、同項中「附則第29

項第３号」を「附則第34項第３号」に改め、同項を附則第７項とし、附則第５項の次に次の

１項を加える。

（島田市、牧之原市並びに榛原郡吉田町及び川根本町の消防事務の受託に伴う経過措置）

６ 平成28年４月１日（以下この項において「受託日」という。）の前日において島田市、

牧之原市又は吉田町牧之原市広域施設組合の職員であった者で引き続き受託日において

本市に採用されたもののうち、平成27年12月２日以後島田市、牧之原市又は吉田町牧之原

市広域施設組合の職員であったものに係る期末手当及び勤勉手当の取扱いについては、当

該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなして、この規則を適用する。

（静岡市職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正）

第５条 静岡市職員等の旅費に関する条例施行規則（平成15年静岡市規則第42号）の一部を次

のように改正する。

第11条に次の１項を加える。

４ 前項の規定にかかわらず、消防事務に従事する職員に係る条例第22条第１項第２号に規

定する規則で指定する区域は、前項に規定する区域に加え、焼津市（焼津市に編入される

前の大井川町の区域）、藤枝市（岡部町を編入する前の藤枝市の区域）、島田市、牧之原市

並びに榛原郡吉田町及び川根本町とする。

（静岡市職員退職手当支給条例施行規則の一部改正）

第６条 静岡市職員退職手当支給条例施行規則（平成15年静岡市規則第43号）の一部を次のよ

うに改正する。

第11条に次の１項を加える。

４ 第１項の規定にかかわらず、平成28年４月１日（以下この項において「受託日」という。）

の前日において島田市、牧之原市又は吉田町牧之原市広域施設組合の職員であった者で受
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託日において引き続き静岡市の職員となったものの職員の区分については、受託日の前日

に静岡市の職員であった者との均衡を失しないよう別に定める。

（静岡市消防局の組織等に関する規則の一部改正）

第７条 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。

附則に次の１項を加える。

（島田市、牧之原市並びに榛原郡吉田町及び川根本町の消防事務の受託に伴う経過措置）

３ 平成28年３月31日において島田市消防吏員、牧之原市消防吏員又は吉田町牧之原市広域

施設組合消防吏員であった消防吏員の任命について、第６条の規定によることが適当でな

いと認められる特別の事情があるときは、別に市長の定めるところによるものとする。

（静岡市消防局消防職員委員会に関する規則の一部改正）

第８条 静岡市消防局消防職員委員会に関する規則（平成15年静岡市規則第249号）の一部を次

のように改正する。

第４条中「17人」を「20人」に改め、同条第２号中「２人」を「１人」に改め、同条に次

の４号を加える。

（13）島田消防署 １人

（14）島田消防署出張所 １人

（15）牧之原消防署（出張所を含む。）１人

（16）吉田消防署 １人

第７条第２項中「８人」を「10人」に改める。

（静岡市消防吏員の服制、訓練及び礼式に関する規則の一部改正）

第９条 静岡市消防吏員の服制、訓練及び礼式に関する規則（平成15年静岡市規則第250号）

の一部を次のように改正する。

  附則に次の１項を加える。

（島田市、牧之原市並びに榛原郡吉田町及び川根本町の消防事務の受託に伴う経過措置）

４ 平成28年４月１日（以下この項において「受託日」という。）の前日において島田市、

牧之原市又は吉田町牧之原市広域施設組合の職員であった者で受託日において引き続き

本市に採用されたものに対し、受託日の前日までに、島田市消防吏員の訓練、礼式及び服

制に関する規則（平成20年島田市規則第22号）、牧之原市相良消防吏員の服制、訓練及び

礼式に関する規則（平成25年牧之原市規則第19号）又は吉田町牧之原市広域施設組合職員
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被服貸与規則（昭和59年吉田町榛原町広域施設組合規則第８号）に基づく服制により貸与

された被服は、この規則に基づく服制とみなして使用することができる。

（静岡市火災予防条例施行規則の一部改正）

第10条 静岡市火災予防条例施行規則（平成15年静岡市規則第253号）の一部を次のように改

正する。

附則に次の１項を加える。

（島田市、牧之原市並びに榛原郡吉田町及び川根本町の消防事務の受託に伴う経過措置）

６ 平成28年３月31日までに廃止前の島田市火災予防条例施行規則（平成20年島田市消防本

部規則第25号）、牧之原市相良地域火災予防条例施行規則（平成25年牧之原市相良消防本

部規則第25号）又は吉田町牧之原市広域施設組合火災予防条例施行規則（平成３年吉田町

榛原町広域施設組合規則第４号）の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこ

の規則の相当規定によりなされたものとみなす。

（静岡市危険物の規制に関する規則の一部改正）

第11条 静岡市危険物の規制に関する規則（平成15年静岡市規則第254号）の一部を次のよう

に改正する。

附則に次の２項を加える。

（島田市、牧之原市並びに榛原郡吉田町及び川根本町の消防事務の受託に伴う経過措置）

５ 平成28年４月１日（以下この項及び次項において「受託日」という。）の前日までに廃止

前の島田市危険物の規制に関する規則（平成20年島田市規則第26号）、牧之原市相良地域危

険物の規制に関する規則（平成25年牧之原市規則第24号）又は吉田町牧之原市広域施設組

合危険物の規制に関する規則（平成３年吉田町榛原町広域施設組合規則第５号）（以下これ

らを「廃止前の規則」という。）の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの

規則の相当規定によりなされたものとみなす。

６ 受託日の前日までに廃止前の規則の規定による届出をして休止をしている製造所等の

所有者等に対する第12条第１項の規定の適用については、同項中「90日以上」とあるのは

「平成28年４月１日から起算して90日以上」とする。

（静岡市危険物流出等の事故の原因の調査に関する規則の一部改正）

第12条 静岡市危険物流出等の事故の原因の調査に関する規則（平成22年静岡市規則第64号）

の一部を次のように改正する。

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の１項を加

える。
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（島田市、牧之原市並びに榛原郡吉田町及び川根本町の消防事務の受託に伴う経過措置）

２ 平成28年３月31日までに廃止前の牧之原市相良地域危険物流出等の事故の原因の調査

に関する規則（平成25年牧之原市規則第22号）の規定によりなされた手続その他の行為又

は島田市消防本部若しくは吉田町牧之原市広域施設組合消防本部によりなされたこの規

則に相当する手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみ

なす。

（静岡市火薬類取締法施行細則の一部改正）

第13条 静岡市火薬類取締法施行細則（平成15年静岡市規則第255号）の一部を次のように改

正する。

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の１項を加

える。

（島田市、牧之原市並びに榛原郡吉田町及び川根本町の消防事務の受託に伴う経過措置）

２ 平成28年３月31日までに廃止前の島田市火薬類の消費許可に関する規則（平成20年島田

市消防本部規則第27号）、牧之原市相良地域火薬類取締法施行細則（平成25年牧之原市相

良消防本部規則第23号）又は吉田町牧之原市広域施設組合火薬類の消費許可に関する事務

処理規程（平成12年吉田町榛原町広域施設組合規程第３号）の規定によりなされた手続そ

の他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

（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の一部改

正）

第14条 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（平

成15年静岡市規則第256号）の一部を次のように改正する。

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の１項を加

える。

（島田市、牧之原市並びに榛原郡吉田町及び川根本町の消防事務の受託に伴う経過措置）

２ 平成28年３月31日までに廃止前の島田市高圧ガス保安法の規定に基づく立入検査、質問及

び収去の実施に関する規則（平成20年島田市消防本部規則第28号）若しくは牧之原市相良

地域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（平成25年牧

之原市相良消防本部規則第20号）の規定によりなされた手続その他の行為又は吉田町牧之

原市広域施設組合消防本部によりなされたこの規則に相当する手続その他の行為は、それ

ぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

   附 則
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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72号

静岡市消防局長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31日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

  静岡市消防局長事務専決規則の一部を改正する規則

静岡市消防局長事務専決規則（平成15年静岡市規則第246号）の一部を次のように改正する。

第４条中「部長」の次に「、担当部長」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73号

静岡市消防手帳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     

  静岡市消防手帳規則の一部を改正する規則

静岡市消防手帳規則（平成15年静岡市規則第251号）の一部を次のように改正する。

別表の図中「消防法第４条、第16条の３の２、第16条の５及び第34条、高圧ガス保安法第62

条、火薬類取締法第43条、ガス事業法第47条並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正

化に関する法律第83条」を「静岡市消防手帳規則第３条」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。

（経過措置）

２ この規則による改正後の静岡市消防手帳規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に交

付される手帳について適用し、同日前に交付された手帳については、その有効期限の満了の

日までの間は、なお、従前の例による。
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静岡市規則第74号

静岡市消防表彰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     

  静岡市消防表彰規則の一部を改正する規則

静岡市消防表彰規則（平成15年静岡市規則第247号）の一部を次のように改正する。

第11条第３項中「部長」の次に「、担当部長」を加え、同条第７項中「会長」を「委員長」

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75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     

  静岡市消防職員の職名及び消防吏員の階級に関する規則の一部を改正する規則

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（平成15年静岡市規則第248号）の一

部を次のように改正する。

別表中

「

消防正監 消防吏員 消防局の局次長、部長及び理事並びに消防署長の職務 を

                                        」

「

消防正監 消防吏員 消防局の局次長、部長、担当部長及び理事並びに消防署

長の職務
に、

                                        」

「

消防司令

長

消防吏員 消防局の参事並びに消防署の副署長、担当課長及び参事

並びに消防署分署の分署長の職務

を
消防司令 消防吏員 消防局の課長補佐、室長、主幹、係長及び副主幹並びに

消防署の主幹、係長及び副主幹並びに消防署分署の主

幹、係長及び副主幹並びに消防署出張所の所長及び副所

長の職務

                                        」

「

消防司令

長

消防吏員 消防局の担当課長及び参事、消防署長、消防署の副署長、

担当課長及び参事並びに消防署分署の分署長の職務

消防司令 消防吏員 消防局の課長補佐、主幹、係長及び副主幹、消防署の主 に
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幹、係長及び副主幹、消防署分署の主幹、係長及び副主

幹並びに消防署出張所の所長及び副所長の職務

                                        」

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76号

静岡市農業協同組合法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     

静岡市農業協同組合法施行細則の一部を改正する規則

静岡市農業協同組合法施行細則（平成17年静岡市規則第49号）の一部を次のように改正する。

第２条の表を次のように改める。

法第11条の48第１項又は第３項の規定による宅地等供給事業実

施規程の制定又は変更の承認申請書

様式第１号

法第11条の48第４項の規定による宅地等供給事業実施規程の変

更又は廃止の届出書

様式第１号の２

法第11条の51第１項又は第３項の規定による農業経営規程の制

定又は変更の承認申請書

様式第２号

法第11条の51第４項の規定による農業経営規程の変更又は廃止

の届出書

様式第２号の２

法第40条第１項（法第48条第７項において準用する場合を含む。）

又は第３項の規定による一時理事の職務を行うべき者の選任、一

時監事の職務を行うべき者の選任、一時代表理事の職務を行うべ

き者の選任、総会招集又は総代会招集請求書

様式第３号

法第44条第２項の規定による定款変更認可申請書 様式第４号

法第44条第４項の規定による定款変更届出書 様式第５号

法第59条第１項の規定による設立認可申請書 様式第６号

法第64条第４項又は第５項の規定による解散届出書 様式第７号

法第64条の３第３項（法第73条第４項において準用する場合を含

む。）の規定による継続届出書

様式第８号

法第65条第２項の規定による合併認可申請書 様式第９号

法第70条の３第３項の規定による新設分割認可申請書 様式第９号の２

法第72条の22の規定による農事組合法人の一時理事の職務を行 様式第10号
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うべき者の選任請求書

法第72条の29第２項の規定による農事組合法人定款変更届出書 様式第11号

法第72条の32第４項の規定による農事組合法人成立届出書 様式第12号

法第72条の34第２項の規定による農事組合法人解散届出書 様式第13号

法第72条の35第３項の規定による農事組合法人合併届出書 様式第14号

法第72条の44の規定による農事組合法人清算結了届出書 様式第15号

法第73条の10（法第80条において準用する場合を含む。）の規定

による組織変更届出書

様式第16号

法第94条第１項の規定による検査請求書 様式第17号

法第96条第１項の規定による総会決議等取消請求書 様式第18号

様式第１号中

「

宅地等供給事業実施規程

制定

変更

廃止

承認申請書 を

                    」

「

宅地等供給事業実施規程
制定

変更
承認申請書 に、

                     」

「

宅地等供給事業実施規程の

制定

変更

廃止

の承認を受けたいので、農業協同組合法第11条の

を

29
第１項

第３項

                                       」

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

531



「

宅地等供給事業実施規程の
制定

変更
の承認を受けたいので、農業協同組合法第11条の

に

48
第１項

第３項

                                        」

改め、

「

５ 宅地等供給事業実施規程を廃止しようとする場合（合併による場合を除く。）にあ

っては、その理由書及び宅地等供給事業処理報告書
を

                                        」

削り、同様式の次に次の１様式を加える。
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【様式は掲載省略】

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

533



様式第２号中

「               「

農業経営規程

制定

変更

廃止

承認申請書 を 農業経営規程
制定

変更
承認申請書 に、

               」               」

「

農業経営規程の

制定

変更

廃止

の承認を受けたいので、農業協同組合法第11条の32
第１項

第３項
を

                                       」

「

農業経営規程の
制定

変更
の承認を受けたいので、農業協同組合法第11条の51

第１項

第３項
に、

                                       」

「第11条の31第３項から第５項まで」を「第11条の50第３項から第９項まで」に改め、

「

５ 農業経営規程を廃止しようとする場合（合併による場合を除く。）にあっては、そ

の理由書及び農業経営事業処理報告書
を

                                        」

削り、同様式の次に次の１様式を加える。
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【様式は掲載省略】
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様式第６号中

「

７ 農業協同組合法第60条第３号に規定する地区の重複が生じた場合にあっては、重

複する農業協同組合の設立同意書

８ 経営管理委員が選出されていない場合にあっては、理事及び監事の経歴を記載し

た書類並びに理事が農業協同組合法第30条第11項ただし書に規定する資格を有する

旨の発起人の証明書

９ 経営管理委員が選出されている場合にあっては、経営管理委員及び監事の経歴を

記載した書類並びに経営管理委員が農業協同組合法第30条の２第３項ただし書に規

定する資格を有する者である旨の発起人の証明書

を

                                        」

「

７ 経営管理委員が選出されていない場合にあっては、理事及び監事の経歴を記載し

た書類並びに理事が農業協同組合法第30条第11項ただし書に規定する資格を有する

旨の発起人の証明書

８ 経営管理委員が選出されている場合にあっては、経営管理委員及び監事の経歴を

記載した書類並びに経営管理委員が農業協同組合法第30条の２第４項で準用する同

法第30条第11項ただし書に規定する資格を有する者である旨の発起人の証明書

に

                                        」

改め、同様式（注）中「請求者氏名欄」を「申請者氏名欄」に、「請求者が」を「申請者が」に

改める。

様式第７号を削る。

様式第８号中

「

農業協同組合法第64条第４項の事由により解散したので、関係書類を添えて届け出

ます。
を

」
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「

農業協同組合を解散したので、農業協同組合法第64条
第４項

第５項
の規定により関係書

に、

類を添えて届け出ます。

」

「

１ 解散経過報告書

２ 解散日現在の組合員数を証する書類
を

                    」

「

１ 農業協同組合法第64条第４項の規定による解散にあっては、総会の議事録の謄本

及び登記事項証明書

２ 農業協同組合法第64条第５項の規定による解散にあっては、解散経過報告書及び

解散日現在の組合員数を証する書類

に

                                        」

改め、同様式を様式第７号とし、同様式の次に次の１様式を加える。
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様式第９号その１中

「

所 在 地

新設する組合 名    称

設立委員氏名

   農業協同組合の設立のため   農業協同組合と   農業協同組合との合併

の認可を受けたいので、農業協同組合法第65条第２項の規定により関係書類を添えて

申請します。

を

                                        」

「

設立委員 住   所

代表者氏名          印

   農業協同組合の設立のため   農業協同組合と   農業協同組合との合併

の認可を受けたいので、農業協同組合法第65条第２項の規定により関係書類を添えて

申請します。

１ 設立しようとする組合の住所及び名称

２ 合併する組合の住所及び名称

に、

                                        」

「解散又は合併議決」を「合併決議」に、「議決内容通知」を「決議内容通知」に、「第30条第

11項本文」を「第30条第11項本文及び第12項」に、「第30条の２第３項本文」を「第30条の２第

４項」に改め、同様式（注）を削る。

様式第９号その２中

「              「

解散する組合 名   称
を

所 在 地
に、

所 在 地 解散する組合 名   称

            」              」

「６ 合併を決議した各組合の総会の議事録の謄本」を

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

539



「

６ 合併を決議した各組合の総会（農業協同組合法第65条の２第１項に規定する場合

における合併後存続する組合にあっては、総会又は理事会（経営管理委員会設置組

合にあっては経営管理委員会））の議事録の謄本

に、

                                        」

「解散又は合併議決」を「合併決議」に、「議決内容通知」を「決議内容通知」に、

「

８ 合併しようとする組合が出資組合である場合にあっては、農業協同組合法第65条

第４項において準用する同法第49条第２項及び第50条第２項の規定による手続を完

了したことを証する書類

を

                                        」

「

８ 合併しようとする組合が出資組合である場合にあっては、農業協同組合法第65条

第４項において準用する同法第49条第２項及び第50条第２項の規定による手続を完

了したことを証する書類

９ 農業協同組合法第65条の２の規定による合併手続を行う場合にあっては、同項に

規定する要件に適合すること及び同条第４項に規定する反対の意思の通知がなかっ

たことを証する書面

に

                                        」

改め、同様式の次に次の１様式を加える。
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様式第10号中「第72条の12の６」を「第72条の22」に改める。

様式第11号中「第72条の13第２項」を「第72条の29第２項」に改める。

様式第12号中「第72条の16第４項」を「第72条の32第４項」に改める。

様式第13号中「総会の議決」を「総会の決議」に、「第72条の17第２項」を「第72条の34第２

項」に、「第72条の17第１項」を「第72条の34第１項」に改める。

様式第14号中「第72条の18第３項」を「第72条の35第３項」に改める。

様式第15号中「第72条の18の10」を「第72条の44」に改める。

様式第16号中「出資農事組合法人組織変更届出書」を「組織変更届出書」に、

「

    出資農事組合法人の組織を変更したので、農業協同組合法第73条の12の規定に

より関係書類を添えて届け出ます。
を

   」

「

農業協同組合

農事組合法人

の組織を変更したので、農業協同組合法

第73条の10

第80条の規定により準用す

に、

る同法第73条の10

の規定により関係書類を添えて届け出ます。

」

「抄本」を「謄本」に、

「

５ 組織変更後の定款
を「５ その他市長が必要と認める書類」に改める。

６ その他市長が必要と認める書類

                  」

様式第18号中「総会議決等取消請求書」を「総会決議等取消請求書」に、

「    「

議決
を

決議
に改める。

選挙 選挙

   」   」

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77号

静岡市介護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31日

                         静岡市長 田 辺 信 宏     

   静岡市介護保険条例等施行規則の一部を改正する規則

静岡市介護保険条例等施行規則（平成15年静岡市規則第71号）の一部を次のように改正する。

第45条を次のように改める。

（第三者の行為による被害の届出）

第45条 省令第33条の２の規定による届出は、介護保険第三者の行為による給付事由届出書（様

式第49号）によるものとする。

第54条の２中第11号を第12号とし、第３号から第10号までを１号ずつ繰り下げ、第２号の次

に次の１号を加える。

（３）省令第131条の３の２第１項

第54条の３中第11号を第12号とし、第３号から第10号までを１号ずつ繰り下げ、第２号の次

に次の１号を加える。

（３）省令第131条の３の２第３項

様式第49号の２中

「

夜間対応型訪問介護 年 月 日 を

                                        」

「

夜間対応型訪問介護 年 月 日
に

地域密着型通所介護 年 月 日

                                        」

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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