
人事委員会規則
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静岡市人事委員会規則第６号

静岡市人事委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに制定する。

平成28年３月22日

静岡市人事委員会      

委員長 青 島 伸 雄     

   静岡市人事委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則

静岡市人事委員会事務局の組織等に関する規則（平成17年静岡市人事委員会規則第27号）の

一部を次のように改正する。

第３条中第18号を削り、第17号を第18号とし、第16号の次に次の１号を加える。

（17）退職管理に関すること。

第３条第19号中「勤務成績の評定」を「人事評価」に改める。

第３条中第24号を第25号とし、第20号から第23号までを１号ずつ繰り下げ、第19号の次に次

の１号を加える。

（20）人事評価についての勧告に関すること。

   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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静岡市人事委員会規則第７号

静岡市人事委員会事務局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22日

静岡市人事委員会      

委員長 青 島 伸 雄     

静岡市人事委員会事務局事務専決規則の一部を改正する規則

静岡市人事委員会事務局事務専決規則（平成17年静岡市人事委員会規則第３号）の一部を次

のように改正する。

第２条中第16号を第17号とし、第12号から第15号までを１号ずつ繰り下げ、同条第11号中「（昭

和25年法律第261号）」を削り、同号を同条第12号とし、同条第10号の次に次の１号を加える。

（11）地方公務員法（昭和25年法律第261号）第38条の２第７項の規定による届出の処理に関す

ること。

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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静岡市人事委員会規則第８号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される静岡市職員の処遇等に関する規則の一部を改正す

る規則をここに制定する。

平成28年３月22日

静岡市人事委員会      

委員長 青 島 伸 雄     

外国の地方公共団体の機関等に派遣される静岡市職員の処遇等に関する規則の一部を改

正する規則

外国の地方公共団体の機関等に派遣される静岡市職員の処遇等に関する規則（平成17年静岡

市人事委員会規則第22号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「すべて」を「全て」に改め、同条第３項第２号中「附則第29項」を「附則

第34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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静岡市人事委員会規則第９号

静岡市職員の任用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30日

静岡市人事委員会      

委員長 青 島 伸 雄     

   静岡市職員の任用に関する規則の一部を改正する規則

静岡市職員の任用に関する規則（平成17年静岡市人事委員会規則第14号）の一部を次のよう

に改正する。

目次中「任用候補者名簿」を「名簿」に改める。

第２条各号を次のように改める。

（１）採用 法第15条の２第１項第１号の採用をいう。

（２）昇任 法第15条の２第１項第２号の昇任をいう。

（３）降任 法第15条の２第１項第３号の降任をいう。

（４）転任 法第15条の２第１項第４号の転任をいう。

（５）標準職務遂行能力 法第15条の２第１項第５号の標準職務遂行能力をいう。

第３条第２項中「昇任」の次に「、降任」を加え、「勤務成績」を「人事評価」に改め、同条

第３項中「及び昇任」及び「（以下「試験」いう。）」を削り、同条第４項中「試験」を「採用試

験（法第18条に規定する採用試験をいう。以下同じ。）」に、「採用し、又は昇任する」を「採用

する」に、「人事委員会が作成した任用候補者名簿（以下「名簿」という。）」を「法第21条第１

項の規定により人事委員会が作成した採用候補者名簿に記載された者」に改め、同条に次の２

項を加える。

５ 法第21条の４第１項に規定する人事委員会規則で定める職は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定めるとおりとする。

（１）昇任試験（法第21条の４第１項に規定する昇任試験をいう。以下同じ。）による職 消防

局及び消防署の次に掲げる職（消防吏員に限る。）

  ア 係長及び副主幹の職

  イ 主査の職

  ウ 主任の職

  エ 職務の複雑、困難及び責任の度がア、イ又はウに掲げる職と同等と人事委員会が認め
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る職

（２）選考による職 次に掲げる職

  ア 行政職給料表の適用を受ける係長及び副主幹の職（消防吏員を除く。）

  イ 行政職給料表の適用を受ける主査の職（消防吏員を除く。）

  ウ 主任保育教諭の職

  エ 職務の複雑、困難及び責任の度がア又はイに掲げる職と同等と人事委員会が認める職

６ 昇任試験によって職員を昇任させる場合は、法第21条の４第４項において読み替えて準用

する法第21条第１項の規定により人事委員会が作成した昇任候補者名簿に記載された者のう

ちから行うものとする。

第４条第１項中「採用に係る試験」を「採用試験」に改め、同条第２項中「昇任に係る試験」

を「昇任試験」に改め、同条第３項中「試験は」を「採用試験又は昇任試験は」に改める。

第５条中「試験」を「採用試験又は昇任試験」に改める。

第６条第１項中「採用に係る試験」を「採用試験」に、同条第２項中「昇任に係る試験」を

「昇任試験」に改める。

第８条中「試験は」を「採用試験又は昇任試験は」に、「職務遂行の能力」を「当該任命しよ

うとする職に相当する標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性（以下「標

準職務遂行能力等」という。）」に、「採用に係る試験」を「採用試験」に、「昇任に係る試験」

を「昇任試験」に改める。

第９条中「試験」を「採用試験又は昇任試験」に改める。

第10条の見出しを「（採用に係る選考）」に改め、同条第１項後段を削り、同項第３号中「試

験」を「採用試験」に、「職務遂行の能力」を「標準職務遂行能力等」に改め、同項第４号、第

５号及び第６号中「職と」の次に「職務の複雑、困難及び責任の度が」を加え、同条第２項を

削り、同条の次に次の１条を加える。

（昇任に係る選考）

第10条の２ 昇任に係る選考の種類は、次に掲げるとおりとする。

（１）主査昇任選考

（２）主査特別昇任選考

（３）係長級昇任選考

（４）主任保育教諭昇任選考

第12条中「選考される者の選考の対象となる職における職務遂行の能力」を「標準職務遂行

能力等」に、「次に掲げる方法（採用に係る選考にあっては第４号を、昇任に係る選考にあって
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は第３号を除く。）」を「採用に係る選考にあっては次に掲げる方法（第４号を除く。）のうち１

以上を、昇任に係る選考にあっては第１号に掲げる方法並びに第２号、第４号及び第５号に掲

げる方法」に改める。

第13条第１号中「又は勤務成績」を削る。

第15条第２項中「当該転職させようとする職に必要な職務遂行能力」を「標準職務遂行能力

等」に改める。

「第５章 任用候補者名簿」を「第５章 名簿」に改める。

第17条の見出し中「任用候補者名簿」を「名簿」に改め、同条第１項中「名簿は、」を「法第

21条第１項の」に、「昇任候補者名簿とし」を「法第21条の４第４項において読み替えて準用す

る法第21条第１項の昇任候補者名簿（以下これらを「名簿」という。）は」に改める。

第18条第３項中「任用候補者」を「候補者（以下「候補者」という。）」に改める。

第19条第２項及び第20条（見出しを含む。）中「任用候補者」を「候補者」に改める。

第21条中「任用候補者」を「候補者」に改め、同条第４号中「としての地位を失った」を「で

なくなった」に改める。

第22条（見出しを含む。）及び第23条中「任用候補者」を「候補者」に改める。

第24条第２項中「次に掲げる場合において」を「必要があると認めるとき」に改め、同項各

号を削り、同条第３項中「任用候補者」を「候補者」に改める。

第25条（見出しを含む。）中「任用候補者」を「候補者」に改める。

第26条の見出しを「（候補者の提示等）」に改め、同条第１項中「任用候補者」を「候補者」

に、「名簿から任用すべき者の数に４人を加えた数（以下「正規の提示数」という。）の当該職

を希望すると認められる者を当該名簿から」を「候補者を当該名簿の」に改め、同項ただし書

を削り、同条第３項中「第１項の名簿がない」を「第２項第２号に規定する」に、「当該職の職

務遂行の能力」を「標準職務遂行能力等」に、「正規の提示数」を「任用者数」に改め、同項を

同条第４項とし、同条第２項中「前項の名簿に記載されている者で当該職を志望すると認めら

れるものの数が正規の提示数に満たない」を「前項第１号に規定する」に、「、当該職の職務遂

行の能力」を「標準職務遂行能力等」に、「正規の提示数」を「任用者数」に改め、同項を同条

第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。

２ 法第21条第４項（法第21条の４第４項において読み替えて準用する場合を含む。）に規定す

る人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

（１）当該名簿に記載されている者で当該職を志望すると認められるものの数が任命権者が名

簿に記載された者のうちから任用すべき者の数（以下「任用者数」という。）に満たない場
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合

（２）当該名簿がない場合

第27条及び第28条を次のように改める。

第27条及び第28条 削除

第29条第１項及び第３項並びに第30条（見出しを含む。）中「任用候補者」を「候補者」に改

める。

第31条を次のように改める。

第31条 削除

第32条中「任用候補者」を「候補者」に改める。

第33条第１項第２号中「職務執行の能力」を「標準職務遂行能力等」に改める。

第34条第３号中「その任用候補者」を「その候補者」に、「任用候補者がない旨若しくは任用

候補者の数が正規の提示数に足りない旨の通知を受けた場合又は提示された者のうち当該任用

の志望者が５人に満たない場合で、人事委員会から」を「候補者がなく、かつ、」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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静岡市人事委員会規則第10号

静岡市職員の任用に関する権限の一部を委任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30日

静岡市人事委員会      

委員長 青 島 伸 雄     

静岡市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則の一部を改正する規則

静岡市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則（平成17年静岡市人事委員会規則第15

号）の一部を次のように改正する。

第３条第１号中「静岡市立静岡病院又は」を削り、同条第２号中「第10条第１項第２号」を

「第10条第２号」に改め、同条第３号中「第10条第１項第３号」を「第10条第３号」に改め、

同条第４号及び第５号を削る。

別表を削る。

附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。ただし、第３条第１号の改正規定は、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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静岡市人事委員会規則第11号

管理職員等の範囲を定め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30日

静岡市人事委員会      

委員長 青 島 伸 雄     

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

管理職員等の範囲を定める規則（平成17年静岡市人事委員会規則第10号）の一部を次のよう

に改正する。

別表を次のように改める。

別表（第２条関係）

機関 職

各任命権者共通 局長 局次長 部長 担当部長

理事 参与 課長 担当課長

参事 副参事

議会事務局 事務局長

市長部局 市理事 統括監 調整監

総務局 戦略広報監

行政管理課 課長補佐 組織及び職務権限に関

する事務を担当する主幹、副主幹

及び主査（企画に関する事務を担

当する者に限る。） 行財政改革に

関する事務を担当する主幹、副主

幹及び主査（企画に関する事務を

担当する者に限る。） 行政管理係

長 行財政改革推進係長

政策法務課 課長補佐 グループ制におけるグ

ループリーダーに指名された主幹

及び副主幹 例規審査を担当する
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主幹、副主幹、主査及び主事

人事課 課長補佐 企画に関する事務を担

当する主幹、副主幹、主査及び主

事 係長

秘書課 課長補佐 市長又は副市長の秘書

を担当する主幹、副主幹及び主査

係長

職員厚生課 課長補佐 係長

シティプロモーシ

ョン東京本部

シティプロモーション東京本部長

危機管理総室 危機管理総室長 危機管理総室次

長

企画局 企画課 課長補佐 総合計画推進係長

東京事務所 東京事務所長

財政局 財政部 財政課 課長補佐 予算を担当する主幹、

副主幹及び主査 係長

管財課 課長補佐 庁内取締りに関する事

務を担当する主幹、副主幹及び主

査 庁舎管理係長

公営競技事務所 公営競技事務所長 公営競技事務

所次長

税務部 市民税課 課長補佐

駿河税務セン

ター

所長

清水市税事務所 清水市税事務所長

市民局 戸籍管理課 課長補佐

斎場 場長

井川支所 井川支所長

観光交流文化局 文化財課 課長補佐

登呂博物館 館長
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文化振興課 課長補佐

芹沢銈介美術

館

館長

日本平動物園 日本平動物園長

環境局 環境保健研究所 環境保健研究所長

収集業務課 課長補佐

収集センター 所長

廃棄物処理課 課長補佐

清掃工場 場長

衛生センター 所長

保健福祉長

寿局

地域包括ケア推進本部 地域包括ケア推進本部長 地域包

括ケア推進本部次長

健康福祉部 健康づくり推進課 課長補佐

障害者歯科保

健センター

所長

保険年金管理課 課長補佐

井川診療所 診療所長

地域リハビリテー

ション推進センタ

ー

地域リハビリテーション推進セン

ター所長

保健衛生医

療部

こころの健康セン

ター

こころの健康センター所長

動物指導センター 動物指導センター所長

看護専門学校 校長 副校長 事務長 教務長

技監

保健所 保健所長

保健所清水支

所

保健所清水支所長

清水病院 病院長 病院参与 副病院長 診
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療部長 事務局長 薬剤部長 看

護部長 医療技術部長 病院技監

看護部各科の科長 薬剤科長

医療技術部各科の科長 技監 副

技監 看護師長

教育研修・病院事

業管理室

教育研修・病院事業管理室長

医療安全管理室 医療安全管理室長 副室長

感染防止対策室 感染防止対策室長

治験管理室 治験管理室長 副室長

病院総務課 課長補佐 係長

子ども未来局 こども園課 課長補佐

こども園 園長

待機児童園 園長

児童相談所 児童相談所長

経済局 商工部 中央卸売市場 市場長

農林水産部 経済事務所 経済事務所長

都市局 都市計画部 都市計画事務所 都市計画事務所長

建設局 土木部 土木事務所 土木事務所長

道路部 道路保全課 課長補佐

土木センター 所長

区役所 区長 副区長

健康支援課 課長補佐

東部保健福祉

センター

所長

北部保健福祉

センター

所長

藁科保健福祉

センター

所長

大里保健福祉 所長

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

556



センター

長田保健福祉

センター

所長

蒲原保健福祉

センター

所長

井川支所 支所長

長田支所 支所長

蒲原支所 支所長

福祉事務所 福祉事務所長

蒲原出張所 蒲原出張所長

会計部局 会計管理者

会計室 会計室長

静岡会計課 課長補佐 資金管理に関する事務

を担当する主幹、副主幹及び主査

総務係長 出納係長

教育委員会事務局

教育局 教育総務課 課長補佐 組織及び職務権限に関

する事務並びに職員の任免、服務、

給与及び福利厚生に関する事務を

担当する主幹、副主幹、主査及び

主事（企画に関する事務を担当す

るものに限る。） 係長

教職員課 課長補佐 任免、服務、給与及び

福利厚生に関する事務、教職員の

勤務評定に関する事務、教職員の

職員団体に関する事務並びに教員

定数に関する事務を担当する主

幹、副主幹、主査及び主事（企画

に関する事務を担当するものに限

る。） 室長 係長 管理主事
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教育委員会の機関 教育センター 所長

自然の家 所長

特別支援教育セン

ター

所長

学校給食センター 所長 由比学校給食センターの次

長

図書館 館長

学校 小学校 校長 教頭

中学校 校長 教頭

高等学校 校長 副校長 教頭 事務長

選挙管理委員会事務局 事務局長 事務局次長 事務局参

与 事務局理事

区選挙管理委員会事務局 事務局長 事務局次長

人事委員会事務局 事務局長 事務局次長 次長補佐

企画に関する事務を担当する主

幹、副主幹、主査及び主事 係長

監査委員事務局 事務局長 事務局次長 次長補佐

企画に関する事務を担当する主

幹、副主幹、主査及び主事 係長

農業委員会事務局 事務局長 事務局次長

   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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静岡市人事委員会規則第12号

静岡市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則をここに制定する。

  平成28年３月30日

静岡市人事委員会      

委員長 青 島 伸 雄     

   静岡市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、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。以下「平成

28年改正給与条例」という。）附則第８項から第10項まで及び静岡市教育職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例（平成28年静岡市条例第11号。以下「平成28年改正教育職員給

与条例」という。）附則第８項から第10項までの規定による給料に関し必要な事項を定める

ものとする。

（平成28年改正給与条例附則第８項等に規定する人事委員会規則で定める職員）

第２条 平成28年改正給与条例附則第８項及び平成28年改正教育職員給与条例附則第８項に規

定する人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

（１）平成28年４月１日（以下「切替日」という。）以後に初任給基準異動（給料表の適用を異

にしない静岡市職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則（平成17年静岡市人事委員会規

則第25号。以下「初任給規則」という。）別表第６に定める初任給基準表に異なる初任給の

定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次条第１項第１号において同じ。）をし

た職員

（２）切替日以後に降格（職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することを

いう。次条第１項第２号において同じ。）をした職員

（３）切替日前に次に掲げる期間（この号及び次条第１項第３号において「休職等期間」とい

う。）がある職員であって、切替日以後に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整（初

任給規則第38条、教育職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則（平成17年静岡市人事委

員会規則第26号）第23条、静岡市職員の育児休業等に関する条例（平成15年静岡市条例第

35号）第８条、静岡市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例（平成15年静岡市条例

第36号。以下「公益的法人等派遣条例」という。）第６条及び静岡市職員の自己啓発等休業
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に関する条例（平成22年静岡市条例第７号）第10条の規定による号給の調整をいう。次条

第１項第３号において同じ。）をされたもの

  ア 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第26条の５第１項に規定する自己啓発等休業を

していた期間

  イ 地方公務員法第28条第２項又は静岡市職員の分限に関する条例（平成15年静岡市条例

第28号）第２条の規定により休職にされていた期間

  ウ 地方公務員法第55条の２第１項ただし書に規定する許可を受けていた期間

  エ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号。以下「育児休業法」と

いう。）第２条の規定により育児休業をしていた期間

  オ 教育公務員特例法（昭和24年法律第１号）第26条第１項に規定する大学院修学休業を

していた期間

  カ 静岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成15年静岡市条例第34号。以下「勤

務時間条例」という。）第14条に規定する病気休暇又は勤務時間条例第16条に規定する

介護休暇の承認を受けていた期間

  キ 公益的法人等派遣条例第２条第１項の規定により派遣されていた期間

  ク 外国の地方公共団体の機関等に派遣される静岡市職員の処遇等に関する条例（平成15

年静岡市条例第37号）第２条第１項の規定により派遣されていた期間

（４）切替日以後に育児短時間勤務等（育児休業法第10条第１項又は第17条の規定による勤務

をいう。次条第１項第４号において同じ。）を開始し、又は終了した職員

（５）切替日以後に再任用職員異動（地方公務員法第28条の４第１項又は第28条の５第１項の

規定により採用された職員について行う勤務時間条例第２条の規定により定められた１週

間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次条第１項第５号において同じ。）を

した職員

（６）切替日以後に静岡市人事委員会（以下「人事委員会」という。）の承認を得てその号給を

決定された職員

（平成28年改正給与条例附則第９項等の規定による給料の支給）

第３条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以後に次の各号

に掲げる場合に該当することとなった職員（当該各号の２以上の号に掲げる場合に該当する

こととなった職員（次項において「複数事由該当職員」という。）を除く。）であって、その

者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるも

のには、その差額に相当する額を、平成28年改正給与条例附則第９項及び平成28年改正教育
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職員給与条例附則第９項の規定（以下「平成28年改正給与条例附則第９項等の規定」という。）

による給料として支給する。

（１）給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合（第６号に掲げる場合を除

く。） 切替日の前日に当該異動があったものとした場合（切替日以後にこれらの異動が２

回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合）

に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

（２）降格をした場合（第６号に掲げる場合を除く。） 切替日の前日においてその者が受けて

いた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同

日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることと

なる号給に対応する給料月額との差額に相当する額（降格を２回以上した場合にあっては、

それぞれの当該差額に相当する額を合算した額）を減じた額

（３）切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合（第６号に掲げ

る場合を除く。） 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受け

ることとなる給料月額に相当する額

（４）育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定

める額

  ア 育児短時間勤務をしている職員 平成28年改正給与条例第２条の規定による改正前の

静岡市職員の給与に関する条例（平成15年静岡市条例第50号。以下「改正前給与条例」

という。）別表第１から別表第３までの給料表、平成28年改正給与条例第４条の規定に

よる改正前の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（平成22年

静岡市条例第５号）第７条第１項の給料表又は平成28年改正教育職員給与条例第２条の

規定による改正前の静岡市教育職員の給与に関する条例（平成15年静岡市条例第259号。

以下「改正前教育職員給与条例」という。）別表の給料表に掲げる給料月額のうち、切

替日の前日にその者が受けていた号給に応じた給料月額（イにおいて「切替前給料表に

よる給料月額」という。）に、勤務時間条例第２条第２項の規定により定められたその

者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額（その額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

  イ 育児短時間勤務等を終了した職員（アに掲げる職員を除く。） 切替前給料表による給

料月額

（５）再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

  ア 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前給与条例別
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表第１から別表第３までの給料表及び改正前教育職員給与条例別表の給料表の再任用

職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じ

た額（イにおいて「切替前再任用給料月額」という。）

  イ 当該再任用職員異動後において地方公務員法第28条の５第１項に規定する短時間勤務

の職を占める職員 切替前再任用給料月額に、勤務時間条例第２条第３項の規定により

定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第１項に規定する

勤務時間で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てた額）

（６）人事委員会の承認を得てその号給を決定された場合 人事委員会が定める額

２ 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、

その者の受ける給料月額が人事委員会が定める額に達しないこととなるものには、その差額

に相当する額を、平成28年改正給与条例附則第９項等の規定による給料として支給する。

（平成28年改正給与条例附則第10項等の規定による給料の支給）

第４条 人事交流等職員（切替日以後に、給料表の適用を受けない国家公務員、他の地方公共

団体の職員、公益的法人等派遣条例第12条第１号に規定する退職派遣者その他人事委員会が

定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を

受ける職員となった者をいう。以下この条において同じ。）（当該人事交流等職員となった日

以後に前条第１項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。）であって、その

者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に

同日において受けることとなる給料月額に相当する額（人事委員会が定める職員にあっては、

人事委員会が定める額）に達しないこととなるもの（人事交流等職員となる前に給料表の適

用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以後に平成28年改正給与条例附則第

８項から第10項まで及び平成28年改正教育職員給与条例附則第８項から第10項までの規定

による給料を支給される職員でなくなったものを除く。）には、その差額に相当する額を、

平成28年改正給与条例附則第10項及び平成28年改正教育職員給与条例附則第10項の規定（次

項において「平成28年改正給与条例附則第10項等の規定」という。）による給料として支給

する。

２ 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以後に前条第１項各号に掲げる

場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員とな

り同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとし

たならば支給されることとなる平成28年改正給与条例附則第９項等の規定による給料の額
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に相当する額を、平成28年改正給与条例附則第10項等の規定による給料として支給する。

（端数計算）

第５条 平成28年改正給与条例附則第８項から第10項まで及び平成28年改正教育職員給与条例

附則第８項から第10項までの規定による給料の額に１円未満の端数があるときは、その端数

を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

（この規則により難い場合の措置）

第６条 平成28年改正給与条例附則第８項から第10項まで及び平成28年改正教育職員給与条例

附則第８項から第10項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合に

は他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あ

らかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

   附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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静岡市人事委員会規則第13号

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職員の給料の経

過措置に関する規則をここに制定する。

  平成28年３月30日

静岡市人事委員会      

委員長 青 島 伸 雄     

   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職員の給料

の経過措置に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、静岡市職員の給与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33号。以下「平成28年改正給与条例」という。）附則第２項及び附則第３項の規定に

よる給料に関し必要な事項を定めるものとする。

（平成28年改正給与条例附則第２項に規定する人事委員会規則で定める職員）

第２条 平成28年改正給与条例附則第２項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員

とする。

（１）平成28年４月１日（以下「受託日」という。）以後に初任給基準異動（給料表の適用を異

にしない静岡市職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則（平成17年静岡市人事委員会規

則第25号。以下「初任給規則」という。）別表第６に定める初任給基準表に異なる初任給の

定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次条第１項第１号において同じ。）をし

た職員

（２）受託日以後に降格（職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することを

いう。次条第１項第２号において同じ。）をした職員

（３）受託日前に次に掲げる期間（この号及び次条第１項第３号において「休職等期間」とい

う。）がある職員であって、受託日以後に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整（初

任給規則第38条、静岡市職員の育児休業等に関する条例（平成15年静岡市条例第35号）第

８条及び静岡市職員の自己啓発等休業に関する条例（平成22年静岡市条例第７号）第10条

の規定による号給の調整をいう。次条第１項第３号において同じ。）をされたもの

  ア 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第26条の５第１項に規定する自己啓発等休業を

していた期間
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  イ 地方公務員法第28条第２項又は島田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

（平成17年島田市条例第21号）、牧之原市職員の分限に関する条例（平成17年牧之原市

条例第29号）若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和56年吉田町

榛原町広域施設組合条例第11号）の規定により休職にされていた期間

  ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号。以下「育児休業法」と

いう。）第２条の規定により育児休業をしていた期間

  エ 島田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成17年島田市条例第27号）、牧之原市

職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成17年牧之原市条例第35号）又は吉田町牧之

原市広域施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年吉田町榛原町広域施

設組合条例第１号）（以下この項において「島田市条例等」という。）の規定による病気

休暇又は島田市条例等の規定による介護休暇の承認を受けていた期間

（４）受託日以後に育児短時間勤務等（育児休業法第10条第１項又は第17条の規定による勤務

をいう。次条第１項第４号において同じ。）を開始し、又は終了した職員

（５）受託日以後に再任用職員異動（地方公務員法第28条の４第１項又は第28条の５第１項の

規定により採用された職員について行う静岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平

成15年静岡市条例第34号）第２条の規定により定められた１週間当たりの勤務時間が異な

る他の職への異動をいう。次条第１項第５号において同じ。）をした職員

（６）受託日以後に静岡市人事委員会（以下「人事委員会」という。）の承認を得てその号給を

決定された職員

（平成28年改正給与条例附則第３項の規定による給料の支給）

第３条 平成28年改正給与条例附則第２項に規定する継続採用職員のうち、受託日以後に次の

各号に掲げる場合に該当することとなった職員（当該各号の２以上の号に掲げる場合に該当

することとなった職員（次項において「複数事由該当職員」という。）を除く。）であって、

その者の受ける給料月額が人事委員会が定める額に達しないこととなるものには、その差額

に相当する額を、平成28年改正給与条例附則第３項の規定による給料として支給する。

（１）給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合（第６号に掲げる場合を除

く。）

（２）降格をした場合（第６号に掲げる場合を除く。）

（３）受託日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合（第６号に掲げ

る場合を除く。）

（４）育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合
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（５）再任用職員異動をした場合

（６）人事委員会の承認を得てその号給を決定された場合

２ 平成28年改正給与条例附則第２項に規定する継続採用職員のうち、複数事由該当職員で

あって、その者の受ける給料月額が人事委員会が定める額に達しないこととなるものには、

その差額に相当する額を、平成28年改正給与条例附則第３項の規定による給料として支給す

る。

（端数計算）

第４条 平成28年改正給与条例附則第２項及び附則第３項の規定による給料の額に１円未満の

端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

（この規則により難い場合の措置）

第５条 平成28年改正給与条例附則第２項及び附則第３項の規定による給料の支給について、

この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他

の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすること

ができる。

   附 則

この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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静岡市人事委員会規則第14号

静岡市職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則及び静岡市教育職員の初任給、昇格及び昇

給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30日

静岡市人事委員会      

委員長 青 島 伸 雄     

   静岡市職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則及び静岡市教育職員の初任給、昇格及

び昇給に関する規則の一部を改正する規則

（静岡市職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則の一部改正）

第１条 静岡市職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則（平成17年静岡市人事委員会規則第

25号）の一部を次のように改正する。

  第１条中「職務の級についての標準的な職務の内容、職務の級及び号給を決定する場合の

基準」を「職員の初任給、昇格、昇給」に改める。

  第３条中「職務の級の分類の基準となるべき職務の内容」を「等級別基準職務表に掲げる

職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるもの」に改め

る。

  別表第１を次のように改める。

別表第１（第３条関係）

（１）行政職給料表級別職務分類表

職務の級 職務

１級 主事、技師、学芸員、診療情報管理士、医療映像技師及び司書の職

務

２級 １ 主任である主事、技師、学芸員、診療情報管理士、医療映像技

師及び司書の職務

２ 高度の知識及び経験を要する主事、技師、学芸員、診療情報管

理士、医療映像技師及び司書の職務

３級 １ 消費生活センター及び土木センターの所長、静岡斎場、清水斎

場及び庵原斎場の場長並びに登呂博物館次長の職務
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２ 東部学校給食センター、由比学校給食センター及び自然の家の

次長並びに図書館（中央図書館、南部図書館及び清水中央図書館

を除く。）の館長の職務

４級 １ 次長補佐、所長補佐、園長補佐及び場長補佐の職務

２ 副参事の職務

３ 室長、場長、所長（消費生活センター、土木センター及び教育

センターの所長を除く。）、シティプロモーション東京本部次長、

東京事務所の次長、登呂博物館長及び芹沢銈介美術館長の職務

４ 図書館（南部図書館及び清水中央図書館に限る。）の館長及び中

央図書館の副館長の職務

５級 １ 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、動物指導センター所長、看護専門学校の事務長、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、支所長及び蒲原出張所長の職務

２ 担当課長の職務

３ 事務局次長、教育センターの所長、中央図書館の館長、高等学

校の事務長、区会計管理者、水道事務所長、下水道事務所長並び

に区選挙管理委員会の事務局長及び事務局次長の職務

６級 公営競技事務所長、看護専門学校の副校長及び福祉事務所長の職務

７級 １ 危機管理総室長及び地域包括ケア推進本部長の職務

２ 担当部長、戦略広報監、調整監及び理事の職務

３ 事務局長及び会計室長の職務

８級 １ 市理事及び統括監の職務

２ 会計管理者の職務

（２）医療職給料表（１）級別職務分類表

職務の級 職務

２級 １ 担当課長の職務
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２ 認知症センター長及び障害者歯科保健センターの所長の職務

３級 １ 担当部長、理事、診療部長、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

校の校長及び保健所長の職務

２ 高度の知識及び経験を要する担当課長並びにこころの健康セン

ター所長及び保健所清水支所長の職務

（３）医療職給料表（２）級別職務分類表

職務の級 職務

４級 １ 担当部長、理事、薬剤部長、医療技術部長及び病院技監の職務

２ 担当課長、日本平動物園長、環境保健研究所長及び動物指導セ

ンター所長の職務

（４）医療職給料表（３）級別職務分類表

職務の級 職務

４級 担当課長及び地域包括ケア推進本部次長の職務

  別表第２（３）医療職給料表（２）級別資格基準表中

「

短大３卒 ３別に定める

を

０ ３

歯科衛生士 短大卒 ３別に定める

０ ３

歯科技工士 短大２卒 ３別に定める

０ ３

」

「

短大卒 ３別に定める

に

０ ３

歯科衛生士 短大３卒 別に定める

０

短大２卒 ３別に定める

０ ３
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歯科技工士 短大３卒 別に定める

０

短大２卒 ３別に定める

０ ３

」

改める。

  別表第３学歴免許等資格区分表中

「

（８）あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する

法律（昭和22年法律第217号。以下「あん摩マツサージ指

圧師法」という。）による学校又は養成施設（いずれも高

校卒を入学資格とする修業年限３年以上のものに限る。）

の卒業者

（９）保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成

所（旧甲種看護婦養成所を含むものとし、いずれも高校卒

を入学資格とする修業年限３年以上のものに限る。）の卒

業者

（10）旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所（いずれ

も短大２卒を入学資格とする修業年限１年以上のものに

限る。）の卒業者

（11）上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

を有する者

を

」

「

（８）歯科衛生士法（昭和23年法律第204号）による歯科衛生

士学校又は歯科衛生士養成所（いずれも修業年限３年以上

のものに限る。）の卒業者

（９）歯科技工士法（昭和30年法律第168号）による歯科技工

士養成所の昼間課程（高校卒を入学資格とする修業年限３
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年以上のものに限る。）の卒業者

（10）あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する

法律（昭和22年法律第217号。以下「あん摩マツサージ指

圧師法」という。）による学校又は養成施設（いずれも高

校卒を入学資格とする修業年限３年以上のものに限る。）

の卒業者

（11）保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成

所（旧甲種看護婦養成所を含むものとし、いずれも高校卒

を入学資格とする修業年限３年以上のものに限る。）の卒

業者

（12）旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所（いずれ

も短大２卒を入学資格とする修業年限１年以上のものに

限る。）の卒業者

（13）上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

を有する者

に、

」

「

（７）歯科衛生士法（昭和23年法律第204号）による歯科衛生

士学校又は歯科衛生士養成所（いずれも修業年限２年以上

のものに限る。）の卒業者

（８）歯科技工法（昭和30年法律第168号）による歯科技工士

養成所（高校卒を入学資格とする修業年限２年以上のもの

に限る。）の卒業者

を

」

「

（７）歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する省令

（平成16年文部科学省・厚生労働省令第５号）による改正

前の歯科衛生士学校養成所指定規則（昭和25年文部省・厚

生省令第１号）による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成

所（いずれも修業年限２年以上のものに限る。）の卒業者 に、
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（８）歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成

所（いずれも高校卒を入学資格とする修業年限２年以上の

ものに限り、歯科技工士養成所にあっては昼間課程であっ

て修業年限３年以上のものを除く。）の卒業者

」

「

（４）歯科技工法による歯科技工士養成所（中学卒を入学資格

とする修業年限３年以上のものに限る。）の卒業者

（５）上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

を有する者

を

」

「

（４）上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

を有する者
に

」

改める。

  別表第５備考４中「又は」を「若しくは」に、「課程を」を「課程又は薬学若しくは獣医学

に関する課程（修業年限４年のものに限る。）を」に改める。

別表第６（３）医療職給料表（２）初任給基準表中

「

歯科衛生士 短大２卒 １級９号給
を

歯科技工士 短大２卒 １級９号給

」

「

歯科衛生士 短大３卒 ２級１号給

に
短大２卒 １級９号給

歯科技工士 短大３卒 ２級１号給

短大２卒 １級９号給

」

改める。
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  別表第７（４）医療職給料表（３）昇格時号給対応表備考を削り、別表第７に備考として

次のように加える。

  備考 これらの表の昇格後の号給欄中「２級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級

を示す。

（静岡市教育職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則の一部改正）

第２条 静岡市教育職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則（平成17年静岡市人事委員会規

則第26号）の一部を次のように改正する。

  目次中「級別標準職務」を「級別職務分類」に改める。

  第１条中「職務の級についての標準的な職務の内容、職務の級及び号給を決定する場合の

基準」を「職員の初任給、昇格、昇給」に改める。

  「第２章 級別標準職務」を「第２章 級別職務分類」に改める。

  第３条の見出しを「（級別職務分類）」に改め、同条中「職務の級の分類の基準となるべき

標準的な職務の内容」を「等級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が

同程度の職務で人事委員会規則で定めるもの」に、「級別標準職務表」を「級別職務分類表」

に改める。

  別表第１高等学校等教育職給料表級別標準職務表を次のように改める。

別表第１（第３条関係）

高等学校等教育職給料表級別職務分類表

職務の級 職務

１級 高等学校の助教諭、養護助教諭及び実習助手の職務

２級 １ 高等学校の養護教諭の職務

２ 教育委員会事務局等（教育委員会事務局及び学校以外の教育機

関をいう。以下同じ。）の社会教育主事の職務

３級 １ 室長及び所長の職務

２ 教育センターの所長補佐の職務

３ 相当困難な業務を処理する教育委員会事務局等の管理主事（主

席を含む。）、指導主事（主席を含む。）及び社会教育主事（主席を

含む。）の職務

４級 １ 教育委員会事務局の理事の職務

２ 教育委員会事務局の担当課長の職務
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３ 教育センターの所長の職務

   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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静岡市人事委員会規則第15号

不利益処分についての審査請求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４月１日

静岡市人事委員会      

委員長 青 島 伸 雄     

不利益処分についての審査請求に関する規則の一部を改正する規則

不利益処分についての審査請求に関する規則（平成17年静岡市人事委員会規則第８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、島田市職員の不利益処分についての不服申

立てに関する規則（平成17年島田市公平委員会規則第７号）若しくは牧之原市職員の不利益

処分についての不服申立てに関する規則（平成22年牧之原市公平委員会規則第３号）の規定

に基づき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が法第７条第４項の規

定に基づき静岡県人事委員会に委託した公平委員会の事務に関し不利益処分についての不服

申立てに関する規則（昭和38年静岡県人事委員会規則第11－10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。

   附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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教育委員会規則
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静岡市教育委員会規則第２号

静岡市キャンプ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25日

                        静岡市教育委員会        

                     委員長  佐 野 嘉 則      

静岡市キャンプ場条例施行規則の一部を改正する規則

静岡市キャンプ場条例施行規則（平成15年静岡市教育委員会規則第10号）の一部を次のよう

に改正する。

様式第１号中「静岡市教育委員会 様」を「（宛先）静岡市教育委員会」に、「第３条第１項」

を「第４条第１項」に、「井川青少年キャンプセンター・梅ケ島キャンプ場」を「梅ケ島キャン

プ場」に、「整とんは、すべて」を「整頓は、全て」に改める。

様式第２号中「井川青少年キャンプセンター・梅ケ島キャンプ場」を「梅ケ島キャンプ場」

に、「整とんは、すべて」を「整頓は、全て」に改める。

様式第３号中「静岡市長 様」を「（宛先）静岡市長」に、「第６条」を「第７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 この規則の施行の際、現に改正前の静岡市キャンプ場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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静岡市教育委員会規則第３号

静岡市公立学校職員の勤務成績の評定に関する規則を廃止する規則をここに制定する。

  平成28年３月25日

                        静岡市教育委員会        

                     委員長  佐 野 嘉 則      

   静岡市公立学校職員の勤務成績の評定に関する規則を廃止する規則

静岡市公立学校職員の勤務成績の評定に関する規則（平成15年静岡市教育委員会規則第26号）

は、廃止する。

   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 この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前の直近の勤務評定並びに地方公務員法及

び独立行政法人法の一部を改正する法律（平成26年法律第34号）附則第３条第１項及び附則

第15条の規定により行われる勤務評定については、なお従前の例による。

３ 施行日において現に存する勤務評定書の保管については、なお従前の例による。
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静岡市教育委員会規則第４号

静岡市教育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25日

                          静岡市教育委員会

                          委員長 佐 野 嘉 則

   静岡市教育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

静岡市教育職員の給与に関する条例施行規則（平成15年静岡市教育委員会規則第28号）の一

部を次のように改正する。

第５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）」を付し、

同条第１項中「管理職員特別勤務手当」を「条例第14条の規定により読み替えて準用する静岡

市職員の給与に関する条例（平成15年静岡市条例第50号。以下「給与条例」という。）第26条第

３項第１号の規定による管理職員特別勤務手当」に改め、同項第１号中「124,000円、103,600

円若しくは97,400円」を「131,100円、110,000円若しくは103,200円」に、「101,300円、77,900

円若しくは74,000円」を「107,100円、82,700円若しくは78,400円」に改め、同項第２号中「86,800

円」を「92,000円」に、「64,000円」を「67,800円」に改め、同項第３号中「78,300円、68,300

円若しくは65,000円」を「83,000円、78,700円、72,300円若しくは68,800円」に、「51,500円、

45,100円若しくは44,600円」を「54,500円、51,700円、47,700円若しくは47,200円」に改め、

同項第４号中「54,200円若しくは34,700円」を「57,300円」に、「43,100円若しくは21,800円」

を「45,600円」に改め、第９条を第10条とし、第８条を第９条とし、第７条を第８条とする。

第６条中「静岡市職員の給与に関する条例（平成15年静岡市条例第50号。以下「給与条例」

という。）」を「給与条例」に改め、同条を第７条とし、第５条の次に次の１条を加える。

第６条 条例第14条の規定により読み替えて準用する給与条例第26条第３項第２号の規定によ

る管理職員特別勤務手当の額は、別表第１又は別表第２に掲げる管理職手当受給者の区分に

応じ、次のとおりとする。

（１）別表第１中131,100円、110,000円若しくは103,200円又は別表第２中107,100円、82,700

円若しくは78,400円の管理職手当受給者 6,000円

（２）別表第１中92,000円又は別表第２中67,800円の管理職手当受給者 5,000円

（３）別表第１中83,000円、78,700円、72,300円若しくは68,800円又は別表第２中54,500円、

51,700円、47,700円若しくは47,200円の管理職手当受給者 4,300円
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（４）別表第１中57,300円又は別表第２中45,600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、任期

付短時間勤務職員又は再任用短時間勤務職員に係る前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「おいてその職に応じて定める管理職手当の額」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 給与条例第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。

別表第１及び別表第２を次のように改める。

別表第１（第３条、第４条、第５条、第６条関係）

所属 職名 支給月額 備考

高等学校 校長 83,000円

副校長 68,800円

教頭 57,300円

教育委員会事

務局等

局長 131,100円行政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

83,000円

担当課長 78,700円

参事 72,300円

別表第２（第３条、第４条、第５条、第６条関係）

給料表 職務の級 支給月額 備考

高等学校等教育職給料

表

４級 107,100円職務の級が３級の職員につい

ては、教育委員会の指定する

者に限る。

82,700円

78,400円

67,800円

54,500円

51,700円

47,700円
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３級 47,200円

45,600円

別表第３中「第６条関係」を「第８条関係」に改める。

   附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 静岡市教育職員の給与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11号）

附則第８項から第10項までの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教育職員の給与に関する条例施行規則別表第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。
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静岡市教育委員会規則第５号

静岡市立の高等学校教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則をここに制

定する。

  平成28年３月25日

                          静岡市教育委員会

                          委員長 佐 野 嘉 則

静岡市立の高等学校教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則

静岡市立の高等学校教育職員の特殊勤務手当に関する規則（平成15年静岡市教育委員会規則

第36号）の一部を次のように改正する。

別表中「6,400円」を「8,000円」に、「6,000円」を「7,500円」に、「3,400円」を「4,250円」

に、「24／34」を「300／425」に、「34／34」を「100／100」に、「24／32」を「30／32」に、「32

／32」を「100／100」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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静岡市教育委員会規則第６号

静岡市学校運営協議会に関する規則をここに制定する。

  平成28年３月25日

                          静岡市教育委員会

                          委員長 佐 野 嘉 則

静岡市学校運営協議会に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号。以下

「法」という。）第47条の５第８項の規定に基づき、学校運営協議会（以下「協議会」という。）

に関し、必要な事項を定めるものとする。

（設置）

第２条 静岡市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、法第47条の５第１項の規定に基

づき、その指定する学校に協議会を置く。

（指定）

第３条 前条の規定による指定（以下「指定」という。）は、学校の運営に関して、教育委員会

及び校長の権限及び責任の下、保護者及び地域の住民の参画の促進及び学校との連携の強化

を進めることにより、学校と保護者及び地域の住民とが信頼関係を深め、一体となって学校

の運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むことができると認める場合に、行うことが

できる。

２ 教育委員会は、指定をしようとするときは、当該指定をしようとする学校の校長並びに当

該学校に在籍する児童又は生徒の保護者及び当該学校の所在する地域の住民の意向を踏まえ

るものとする。

３ 指定の期間は、３年とする。

４ 教育委員会は、前項に規定する期間が経過した場合は、再度の指定をすることができる。

（協議会の承認を受けなければならない事項等）

第４条 法第47条の５第３項の規定により、教育課程の編成のほか協議会の承認を受けなけれ

ばならない事項として教育委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。

（１）学校経営計画に関する事項

（２）組織編成に関する事項
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（３）施設管理、施設設備等の整備に関する事項

（４）前３号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める事項

２ 指定を受けた学校（以下「指定学校」という。）の校長は、法第47条の５第３項の規定によ

り承認を受けた基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

（組織）

第５条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

（１）指定学校に在籍する児童又は生徒の保護者

（２）指定学校の所在する地域の住民

（３）指定学校の校長

（４）指定学校の教職員

（５）前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める者

（委員の守秘義務等）

第６条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とす

る。

２ 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

（１）委員にふさわしくない非行を行うこと。

（２）委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

（３）前２号に掲げるもののほか、協議会及び指定学校の運営に著しく支障を来す言動を行う

こと。

（委員の任期）

第７条 委員の任期は、１年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

３ 委員は、指定学校の指定の期間が満了したとき、又はその指定が取り消されたときは、解

嘱され、又は解任されるものとする。

（会長及び副会長）

第８条 協議会に会長及び副会長を置く。

２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

３ 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

４ 会長は、協議会の会議の議長となる。

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を
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代理する。

（会議）

第９条 協議会の会議は、会長が指定学校の校長と協議の上、招集する。

２ 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。

４ 協議会は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、その意見又

は説明を聞くことができる。

５ 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

６ 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。

（会議の公開）

第10条 協議会の会議は、特別の事情により協議会が公開すべきでないと認める場合を除き、

公開する。

２ 協議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。

３ 傍聴人は、協議会の会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

（研修）

第11条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について、正しい理解

を得るため必要な研修を行うものとする。

（指導及び助言）

第12条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じ協議会に対して指導及

び助言を行うものとする。

２ 教育委員会及び指定学校の校長は、適切な協議のため必要な情報を協議会に対して提供す

るよう努めるものとする。

（指定の取消し）

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定学校の指定を取り消さな

ければならない。

（１）協議会としての活動の実態がないと認められる場合

（２）協議会の円滑な運営に重大な支障があると認められる場合

（３）前２号に掲げるもののほか、指定学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれが

あると認められる場合

（委員の解嘱又は解任）
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第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解嘱し、又は解任する

ことができる。

（１）委員から辞任の申出があったとき。

（２）委員が第５条の規定に違反したとき。

（３）委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。

（４）前３号に掲げるもののほか、解嘱又は解任に相当する事由が認められるとき。

２ 指定学校の校長は、前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員

会に報告しなければならない。

（運営に関する評価及び情報提供）

第15条 協議会は、指定学校の運営状況等について毎年度１回以上の評価を行うものとする。

２ 協議会は、保護者及び地域の住民に対して、積極的に協議会の活動状況等に関する情報を

提供するよう努めなければならない。

（庶務）

第16条 協議会の庶務は、指定学校において処理する。

（委任）

第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に

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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静岡市教育委員会規則第７号

静岡市立小・中学校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25日

                          静岡市教育委員会

                          委員長 佐 野 嘉 則

   静岡市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則

静岡市立小・中学校管理規則（平成19年静岡市教育委員会規則第１号）の一部を次のように

改正する。

目次中「第６章 施設及び設備の管理等（第53条―第57条）」を

「第６章 施設及び設備の管理等（第53条―第57条）
に改める。

第６章の２ 小中一貫校（第57条の２）     」

第40条第１項中「学校に」を「学校（静岡市学校運営協議会に関する規則（平成28年静岡市

教育委員会規則第６号）に基づく学校運営協議会を設置する学校を除く。）に」に改める。

第６章の次に次の１章を加える。

第６章の２ 小中一貫校

（通称）

第57条の２ 次の表の左欄に掲げる学校は、省令第79条の９に基づく中学校併設型小学校及び

小学校併設型中学校（以下「小中一貫校」という。）とし、その小中一貫校としての名称は、

同表の右欄に掲げるものとする。

学校 小中一貫校の名称

静岡市立井川小学校

静岡市立井川中学校

静岡市立井川小中学校

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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静岡市教育委員会規則第８号

静岡市博物館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25日

                          静岡市教育委員会

                          委員長 佐 野 嘉 則

  静岡市博物館条例施行規則の一部を改正する規則

静岡市博物館条例施行規則（平成15年静岡市教育委員会規則第50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。
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【様式は掲載省略】
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様式第１号その１の次に次の２様式を加える。
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様式第２号を様式第２号その１とし、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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   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博物館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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静岡市教育委員会規則第９号

静岡市自然の家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25日

                          静岡市教育委員会

                          委員長 佐 野 嘉 則

   静岡市自然の家条例施行規則の一部を改正する規則

静岡市自然の家条例施行規則（平成15年静岡市教育委員会規則第54号）の一部を次のように

改正する。

第２条第１項中「第７条第１項」を「第８条第１項」に改め、同条第２項ただし書中「第８

条各号」を「第９条各号」に改め、同項第１号中「第８条第１号」を「第９条第１号」に改め、

同項第２号中「第８条第２号」を「第９条第２号」に改める。

第４条中「第12条」を「第13条」に改める。

第５条第１項中「第13条」を「第14条」に改める。

第６条中「第14条ただし書」を「第15条ただし書」に改める。

第７条中「第７条第１項」を「第８条第１項」に改める。

第13条第１項中「第16条」を「第17条」に改める。

様式第１号その１、様式第１号その２及び様式第２号その１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２号その２中

「

                                        」

「

利用期間
入所 年  月  日  時  分から

を

退所 年  月  日  時  分まで

男 女 指導者男 指導者女 合計

自
然
の
家

中学生以下の者

及びその指導者

高校生及びその

指導者

青少年（中学生

以下の者及び高

校生を除く。）及

びその指導者

その他の者

合計

利用責任者
住所

氏名 電話番号

許可条件

１ 静岡市自然の家条例及び静岡市自然の家条例施行規則及び

係員の指示に従ってください。

２ 利用後の整理、備品等の返還は、利用者が行ってください。

利用期間    年  月  日  時から  月  日  時まで

に

区分 男 女 指導者男 指導者女 合計

15歳未満の者（３歳未

満の者を除く。）及びそ

の指導者

15歳以上の青少年（30

歳未満の者をいう。）及

びその指導者
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                                        」

改める。

様式第３号その１を次のように改める。

その他の者（３歳未満

の者を除く。）

合計

利用責任者
住所

氏名 電話番号

許可条件
静岡市自然の家条例及び静岡市自然の家条例施行規則を遵守す

ること。
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様式第３号その２中

「

利用の

期間

入所年月日 年   月   日  

を

退所年月日 年   月   日  

自
然
の
家

区分 単価 人数 泊数 金額

中学生以下の者

及びその指導者
円 人 円

高校生及びその

指導者
円 人 円

青少年（中学生

以下の者及び高

校生を除く。）及

びその指導者

円 人 円

その他の者 円 人 円

合計 円

                                        」

「

利用期間    年  月  日  時から  月  日  時まで

に

区分 単価 人数 泊数 金額

15歳未満の者（３歳未

満の者を除く。）及び

その指導者

円 人 円

15歳以上の青少年（30

歳未満の者をいう。）

及びその指導者

円 人 円

その他の者（３歳未満

の者を除く。）
円 人 円

合計 円

                                        」

改める。
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様式第４号その１、様式第４号その２及び様式５号その１を次のように改める。
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様式第５号その２中

「

中学生以下の者及びその指

導者
円 円 円

を

高校生及びその指導者 円 円 円

青少年（中学生以下の者及

び高校生を除く。）及びその

指導者

円 円 円

その他の者 円 円 円

                                        」

「

15歳未満の者（３歳未満の

者を除く。）及びその指導者
円 円 円

に

15歳以上の青少年（30歳未

満の者をいう。）及びその指

導者

円 円 円

その他の者（３歳未満の者

を除く。）
円 円 円

合計 円

                                        」

改める。

様式第６号その１及び様式第６号その２を次のように改める。
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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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静岡市教育委員会規則第10号

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

規則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

                          静岡市教育委員会

                          委員長 佐 野 嘉 則

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

する規則の一部を改正する規則

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

規則（平成15年静岡市教育委員会規則第17号）の一部を次のように改正する。

第２条の表中「歴史文化課」を「文化財課」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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静岡市教育委員会規則第11号

静岡市教育委員会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

                          静岡市教育委員会

                          委員長 佐 野 嘉 則

   静岡市教育委員会公印規則の一部を改正する規則

静岡市教育委員会公印規則（平成15年静岡市教育委員会規則第18号）の一部を次のように改

正する。

別表第１の１一般公印の表中

「

文化財保護審議会

会長印

９ てん書 正方形 方18 １ 観光交流文化局歴史

文化課長
を

文化財資料館運営

委員会委員長印

７ てん書 正方形 方18 １ 観光交流文化局歴史

文化財課長

                                        」

「

文化財保護審議会

会長印

９ てん書 正方形 方18 １ 観光交流文化局文化

財課長
に

文化財資料館運営

委員会委員長印

７ てん書 正方形 方18 １ 観光交流文化局文化

財課長

                                        」

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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井川財産区議会規則
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静岡市井川財産区議会規則第１号

静岡市井川財産区議会会議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24日

               静岡市井川財産区議会議長 森 山 三千夫     

   静岡市井川財産区議会会議規則の一部を改正する規則

静岡市井川財産区議会会議規則（平成15年静岡市井川財産区議会規則第１号）の一部を次の

ように改正する。

第７条中「すべて」を「全て」に改める。

第17条中「第115条の２」を「第115条の３」に改める。

第42条、第45条及び第48条第１項中「すべて」を「全て」に改める。

第54条中「とろう」を「採ろう」に改める。

第57条第１項中「とる」を「採る」に改め、同条第２項中「とらなければ」を「採らなけれ

ば」に改める。

第58条第１項中「とる」を「採る」に改める。

第62条ただし書中「とらなければ」を「採らなければ」に改める。

第63条第２項中「すべて」を「全て」に、「とる」を「採る」に改める。

第76条中「法第127条第１項の規定による」を削り、「該当の有無について」を「該当するか

どうかについての法第127条第１項の規定による」に改める。

第77条中「該当の有無」を「該当するかどうか」に改める。

第81条中「すべて」を「全て」に改める。

   附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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両河内財産区議会規則
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静岡市両河内財産区議会規則第１号

静岡市両河内財産区議会会議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17日

静岡市両河内財産区議会議長 宮 原 邦 男     

   静岡市両河内財産区議会会議規則の一部を改正する規則

静岡市両河内財産区議会会議規則（平成15年静岡市両河内財産区議会規則第１号）の一部を

次のように改正する。

第７条中「すべて」を「全て」に改める。

第17条中「第115条の２」を「第115条の３」に改める。

第42条、第45条及び第48条第１項中「すべて」を「全て」に改める。

第54条中「とろう」を「採ろう」に改める。

第57条第１項中「とる」を「採る」に改め、同条第２項中「とらなければ」を「採らなけれ

ば」に改める。

第58条第１項中「とる」を「採る」に改める。

第62条ただし書中「とらなければ」を「採らなければ」に改める。

第63条第２項中「すべて」を「全て」に、「とる」を「採る」に改める。

第76条中「ついて、」を「ついての」に改める。

第81条中「すべて」を「全て」に改める。

   附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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上下水道局管理規程

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

612



静岡市上下水道局管理規程第３号

静岡市上下水道局庁舎管理規程をここに制定する。

  平成28年３月18日

静岡市公営企業管理者 大 石 清 仁     

静岡市上下水道局庁舎管理規程

（目的）

第１条 この規程は、上下水道局庁舎の管理に関し必要な事項を定めることにより、上下水道

局庁舎の維持保全を図り、もって、事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

（定義）

第２条 この規程において「上下水道局庁舎」とは、静岡市葵区七間町15番地の１に所在する

建物及びその附属施設、設備等並びにこれらの用地（直接公共の用に供するものを除く。）の

うち、上下水道局の事務又は事業の用に供するものであって、静岡市公営企業管理者（以下

「管理者」という。）の管理に属するものをいう。

（管理の統括及び管理責任者等）

第３条 上下水道局庁舎の管理に関する事務は、上下水道局次長が統括する。

２ 上下水道局庁舎の管理を行わせるため、上下水道局庁舎管理責任者（以下「管理責任者」

という。）及び上下水道局庁舎管理代理者（以下「管理代理者」という。）を置く。

３ 管理責任者は上下水道局水道部水道総務課長の職にある者を、管理代理者は管理責任者が

指定した職員をもって充てる。

４ 管理責任者は、上下水道局庁舎に係る次に掲げる事務を行うものとする。

（１）秩序の維持に関すること。

（２）使用の規制に関すること。

（３）火災、盗難その他災害の防止に関すること。

（４）前３号に掲げるもののほか、上下水道局庁舎の維持管理に関すること。

５ 管理代理者は、管理責任者が不在の場合に前項に規定する管理責任者の職務を行うものと

する。

（室管理者）

第４条 上下水道局庁舎内の事務室（以下「事務室」という。）の管理を行わせるため、事務室

に室管理者を置く。
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２ 室管理者は、管理責任者が指定した職員をもって充てる。

３ 室管理者は、管理責任者の命を受けて、事務室に関し前条第４項各号に掲げる事務を分掌

する。

（許可行為）

第５条 上下水道局庁舎内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責

任者の許可を受けなければならない。ただし、管理責任者がその必要がないと認めるときは、

この限りでない。

（１）物品の販売、寄附金の募集、保険の勧誘その他これに類する行為をすること。

（２）引火性の物、爆発性の物、劇毒物、銃砲、刀剣その他の危険物を庁内に持ち込むこと。

（３）所定の場所以外の場所に物件を置くこと。

（４）拡声器による放送をすること。

（５）ポスター、貼り紙、看板、旗、懸垂幕、プラカード等（以下「ポスター等」という。）を

掲示し、又はビラを配布すること。

（６）諸施設を設けること。

２ 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ上下水道局庁舎内行為許可申請書（様式第

１号）を管理責任者に提出しなければならない。ただし、管理責任者がその必要がないと認

めるときは、この限りでない。

３ 管理責任者は、第１項の規定による許可をするときは、上下水道局庁舎内行為許可書（様

式第２号）を交付するものとする。この場合において、ポスター等又は管理責任者が軽易と

認めるものについては、許可証印（様式第３号）を押印することにより、これに代えること

ができる。

（許可条件等）

第６条 管理責任者は、前条第１項の規定による許可をする場合において、必要があると認め

るときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。

（禁止行為）

第７条 上下水道局庁舎内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

（１）爆発若しくは引火のおそれがある物の付近又は倉庫、車庫、廊下等で火気を取り扱うこ

と。

（２）定められた場所以外で喫煙すること。

（３）著しく通行を妨げること。

（４）上下水道局庁舎若しくは器物を損傷し、又は汚す行為をすること。
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（５）示威又はけんそうにわたる行為により、執務を妨げること。

（６）職員に対し面会を強要すること。

（７）乱暴な言動、行為その他他人に嫌悪の念を覚えさせる行為をすること。

（８）前各号に掲げるもののほか、上下水道局庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障をき

たすような行為をし、又はしようとすること。

（違反者等に対する措置）

第８条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれがあると認める者に

対して、第５条第１項の規定による許可を取り消し、違反行為の中止若しくは違反物件の撤

去を命じ、又は上下水道局庁舎内からの退去を命じることができる。この場合において、命

令に応じないときは、必要な措置を講ずることができる。

（１）第５条第１項の規定に違反した者

（２）第６条の規定により付された条件に違反した者

（３）前条の規定に違反した者

（出入口の開閉）

第９条 上下水道局庁舎の建物の玄関の開扉時刻及び閉扉時刻は次のとおりとし、静岡市の休

日を定める条例（平成15年静岡市条例第２号）第１条第１項各号に掲げる日については、開

扉しないこととする。ただし、管理責任者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

開扉時刻 午前７時30分

閉扉時刻 午後６時

（閉扉後等の出入り）

第10条 閉扉後又は静岡市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日に上下水道局庁舎

の建物に出入りしようとする者は、当直員に申し出るとともに、入退庁簿に氏名、入退出の

時刻その他必要と認める事項を記入しなければならない。ただし、管理責任者が必要がない

と認める場合は、この限りでない。

（退庁時の取締り）

第11条 職員は、退庁の際、その所属する課の関係の窓及び独立の室の場合にあっては、その

出入口を完全に閉鎖しなければならない。

（遺失物の届出）

第12条 上下水道局庁舎内において遺失物を拾得した者は、直ちに拾得物を管理責任者に届け

出なければならない。

（被害の届出）
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第13条 上下水道局庁舎内において、盗難、物件の損壊等の被害があったときは、当該所管の

長は、直ちに被害状況を管理責任者に届け出なければならない。

２ 管理責任者は、前項の届出を受けたときは、速やかに上下水道局長に報告するものとする。

（雑則）

第14条 この規程に定めるもののほか、上下水道局庁舎の管理に関し必要な事項は、別に定め

る。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。
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【様式は掲載省略】
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静岡市上下水道局管理規程第４号

静岡市上下水道局事務分掌規程の一部を改正する規程をここに制定する。

  平成28年３月18日

静岡市公営企業管理者 大 石 清 仁     

静岡市上下水道局事務分掌規程の一部を改正する規程

静岡市上下水道局事務分掌規程（平成15年静岡市企業局管理規程第６号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条第１号の表を次のように改める。

課又は事務所名 係又は場名

水道総務課 総務係 経理係

水道企画課 企画係 計画係

営業課 管理係 料金係 検針係 債権管理係 サービス係

給水装置課 管理係 給水装置係 量水器係

水道管路課 管理係 計画係 維持係 葵建設係 駿河建設係

水道施設課 管理係 整備係 与一配水場 南安倍配水場 清水谷津浄水場（与一配水

場及び南安倍配水場には施設係を、清水谷津浄水場には谷津浄水場施設係

及び蒲原・由比施設係を置く。）

水質管理課 水質第１係 水質第２係

簡易水道課 管理係 施設係

水道事務所 サービス係 給水装置係 維持係 建設係

第２条第２号の表を次のように改める。

課又は事務所名 係又はセンター名

下水道総務課 総務係 企画経理係 水洗普及係

下水道計画課 汚水計画係 雨水計画係

下水道建設課 設計調整係 葵工事係 駿河工事係 ポンプ場建設係

下水道維持課 管理係 改良係 保全係 排水設備係

下水道施設課 管理係 整備係 保全係 施設管理係 水質管理係 高松浄化センター

中島浄化センター 清水北部・南部浄化センター（高松浄化センター、
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中島浄化センター及び清水北部・南部浄化センターには施設係を置く。）

下水道事務所 工事係 保全係 排水設備係

第３条水道総務課の所掌事務中（25）を削り、（24）を（25）とし、（３）から（23）までを

（４）から（24）までとし、（２）の次に次のように加える。

（３）局の政策法務の推進に関すること。

第３条水道総務課の所掌事務中（26）を（27）とし、同所掌事務（25）の次に次のように加

える。

（26）上下水道局庁舎の維持管理に関すること。

第３条営業課の所掌事務に次のように加える。

（10）第３号及び第５号から第８号までに掲げる事務の総括及び当該事務についての水道事務

所との総合調整に関すること。

第３条給水装置課の所掌事務に次のように加える。

（７）第１号から第５号までに掲げる事務の総括及び当該事務についての水道事務所との総合

調整に関すること。

第３条水道管路課の所掌事務に次のように加える。

（14）前各号（第４号を除く。）に掲げる事務の総括及び当該事務についての水道事務所との総

合調整に関すること。

第３条簡易水道課の所掌事務の次に次のように加える。

水道事務所

（１）水道料金及び下水道使用料等の収納事務に関すること（清水区の区域に係るものに限る。）。

（２）検針及び徴収の委託業務に関すること（清水区の区域に係るものに限る。）。

（３）水道及び下水道の開始、中止及び廃止の受付等に関すること（清水区の区域に係るもの

に限る。）。

（４）使用水量の計量及び認定並びに排出量の計測に関すること（清水区の区域に係るものに

限る。）。

（５）水道料金等の滞納整理に関すること（清水区の区域に係るものに限る。）。

（６）給水装置工事の設計審査及び工事検査に関すること（清水区の区域に係るものに限る。）。

（７）指定給水装置工事事業者の技術指導及び工事監督に関すること（清水区の区域に係るも

のに限る。）。

（８）給水台帳の整備保管に関すること（清水区の区域に係るものに限る。）。

（９）貯水槽水道の指導及び台帳整理に関すること（清水区の区域に係るものに限る。）。
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（10）建築確認申請における中高層建築物の給水計画の確認に関すること（清水区の区域に係

るものに限る。）。

（11）水道管路の調査、設計及び施工に関すること（清水区の区域に係るものに限る。）。

（12）受託工事に関すること（清水区の区域に係るものに限る。）。

（13）水道管路に係る用地の取得に関すること（清水区の区域に係るものに限る。）。

（14）水道管路工事に係る申請等に関すること（清水区の区域に係るものに限る。）。

（15）水道管路の維持管理に関すること（清水区の区域に係るものに限る。）。

（16）給水装置の修繕に関すること（清水区の区域に係るものに限る。）。

（17）消火栓の維持管理に関すること（清水区の区域に係るものに限る。）。

（18）漏水防止対策に関すること（清水区の区域に係るものに限る。）。

（19）緊急給水に関すること（清水区の区域に係るものに限る。）。

（20）道路等の占用の更新申請に関すること（清水区の区域に係るものに限る。）。

（21）水道事業計画に基づく水道管路工事（実施計画の策定を含む。）に関すること（清水区の

区域に係るものに限る。）。

第３条下水道建設課の所掌事務（１）中「管きょ工事」を「管渠
きょ

工事」に改め、同所掌事務

（２）中「管きょ用地」を「管渠
きょ

用地」に改め、同所掌事務（７）中「管きょ」を「管渠
きょ

」に

改め、同所掌事務に次のように加える。

（８）第１号、第２号及び第７号に掲げる事務の総括及び当該事務についての下水道事務所と

の総合調整に関すること。

第３条下水道維持課の所掌事務（１）及び（４）中「管きょ」を「管渠
きょ

」に改め、同所掌事

務（９）中「許可事務」を「確認事務」に改め、同所掌事務に次のように加える。

（13）第４号、第５号及び第９号から前号までに掲げる事務の総括及び当該事務についての下

水道事務所との総合調整に関すること。

第３条下水道施設課の所掌事務の次に次のように加える。

下水道事務所

（１）公共下水道の管渠
きょ

工事の調査、設計及び施工に関すること（清水区の区域に係るものに

限る。）。

（２）公共下水道の管渠
きょ

用地の取得に関すること（清水区の区域に係るものに限る。）。

（３）他事業に伴う既設公共下水道の管渠
きょ

及び都市下水路の移設の調査、設計及び施工に関す

ること（清水区の区域に係るものに限る。）。

（４）公共下水道の管渠
きょ

及び都市下水路の維持及び修繕に関すること（清水区の区域に係るも
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のに限る。）。

（５）取付管工事に関すること（清水区の区域に係るものに限る。）。

（６）排水設備計画確認申請の確認事務及び完了検査に関すること（清水区の区域に係るもの

に限る。）。

（７）下水道排水設備指定工事店の技術指導に関すること（清水区の区域に係るものに限る。）。

（８）排水設備台帳の整備保管に関すること（清水区の区域に係るものに限る。）。

（９）建築確認申請（公共下水道処理区域）の受付に関すること（清水区の区域に係るものに

限る。）。

第４条第１項中「室に室長」を「水道事務所に水道事務所長及び所長補佐を、下水道事務所

に下水道事務所長及び所長補佐」に改め、同条第２項中「課長補佐、室長」を「水道事務所長、

下水道事務所長、課長補佐、所長補佐」に改め、同条第３項中「課長補佐、室長」を「水道事

務所長、下水道事務所長、課長補佐、所長補佐」に、「課、室」を「課、水道事務所、下水道事

務所」に改める。

第８条中「課長は」を「課長、水道事務所長及び下水道事務所長は」に改める。

   附 則

この規程は、平成28年４月１日から施行する。
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静岡市上下水道局管理規程第５号

静岡市上下水道局事務専決規程の一部を改正する規程をここに制定する。

  平成28年３月18日

   静岡市公営企業管理者 大 石 清 仁     

   静岡市上下水道局事務専決規程の一部を改正する規程

静岡市上下水道局事務専決規程（平成15年静岡市企業局管理規程第７号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条中「定義」を「意義」に改め、同条第４号及び第５号を次のように改める。

（４）課長等 事務分掌規程第４条第１項に規定する課長、水道事務所長及び下水道事務所長

をいう。

（５）課長補佐等 事務分掌規程第４条第１項に規定する課長補佐及び所長補佐をいう。

第２条第６号中「室長等」を「場長等」に改め、「室長、」を削る。

第４条ただし書中「、課長」を「、課長等」に、「室長等」を「場長等」に改める。

第５条第４項中「課長共通」を「課長等共通」に、「職員に」を「職員（自己を除く。）に」

に改める。

第９条第１項の表中

「

部長 専決事項に応じて管理者が指定する担当部長又は主務課長

を担当部長 主務課長

課長 課長補佐又は専決事項に応じて管理者が指定する担当課長

」

「

部長 専決事項に応じて管理者が指定する担当部長又は主務課長等

に担当部長 主務課長等

課長等 課長補佐等又は専決事項に応じて管理者が指定する担当課長

」

改める。

別表第１共通専決事項及び合議事項（１）一般に関する事項中「課長共通」を「課長等共通」

に、「室長等共通」を「場長等共通」に、「室長等を」を「場長等を」に改める。
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別表第１共通専決事項及び合議事項（２）人事に関する事項中「課長共通」を「課長等共通」

に、「課長及び」を「課長等及び」に、「及び課長」を「及び課長等」に改める。

別表第１共通専決事項及び合議事項（３）財務に関する事項ア収入に関する事項中「課長共

通」を「課長等共通」に改め、同イ支出に関する事項中「課長共通」を「課長等共通」に、「た

な卸資産減耗費」を「棚卸資産減耗費」に改め、同ウその他の事項中「課長共通」を「課長等

共通」に改める。

別表第２個別専決事項水道部水道総務課に関する事項中

「

３ 事務手続きを統制

すること。

○ 軽易なもの
を

」

「

３ 事務手続を統制す

ること。

○ 軽易なもの
に、

」

「

34 たな卸し日の決定

をすること。

○

を
35 水道事業に係る寄

附及び贈与（負担付き

を除く。）の受納に関

すること。

（ 見 積 価

格）

１億円未満

（ 見 積 価

格）

5,000 万 円

未満

（ 見 積 価

格）

1,000 万 円

未満

」

「

34 棚卸し日の決定を

すること。

○

35 水道事業に係る寄

附及び贈与（負担付き

を除く。）の受納に関

すること。

（ 見 積 価

格）

１億円未満

（ 見 積 価

格）

5,000 万 円

未満

（ 見 積 価

格）

1,000 万 円

未満 に
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36 上下水道局庁舎内

の遺失物に関するこ

と。

○

37 上下水道局庁舎の

使用許可に関するこ

と。

○

」

改める。

別表第２個別専決事項水道部簡易水道課に関する事項の次に次のように加える。

  水道部水道事務所に関する事項

専決者

専決事項

局長 局次長 部長 水道事務所長

１ 工事のための一部

区域の断水に関する

こと。

○

２ 工事に伴う導・送・

配水操作に関するこ

と。

○

３ 急を要する修繕工

事のための一部区域

の断水に関すること。

○

別表第３中

「

南安倍配水場長 南安倍配水場
を

清水谷津浄水場長 清水谷津浄水場

」

「

与一配水場長 与一配水場
に

南安倍配水場長 南安倍配水場

」
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改める。

   附 則

この規程は、平成28年４月１日から施行する。
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静岡市上下水道局管理規程第12号

静岡市企業職員の管理職手当に関する規程の一部を改正する規程をここに制定する。

  平成28年３月31日

静岡市公営企業管理者 大 石 清 仁     

   静岡市企業職員の管理職手当に関する規程の一部を改正する規程

静岡市企業職員の管理職手当に関する規程（平成15年静岡市企業局管理規程第18号）の一部

を次のように改正する。

附則第２項中「当分の間」を「平成31年３月31日までの間」に、「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）

職名 支給月額

局長 131,100円

局次長

部長

110,000円

担当部長 106,400円

理事 103,200円

参与 92,000円

課長

水道事務所長

下水道事務所長

83,000円

担当課長 78,700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、管理７級 82,700円
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80,400円 者が指定する者に限

る。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（２） ４級 82,700円 職務の級が３級の職

員については、管理

者が指定する者に限

る。

80,400円

78,400円

67,800円

54,500円

51,700円

47,700円

３級 33,100円

   附 則

（施行期日）

１ この規程は、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項までに

規定す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、この規程による改

正後の静岡市企業職員の管理職手当に関する規程別表第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。
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静岡市上下水道局管理規程第13号

静岡市上下水道局公印規程の一部を改正する規程をここに制定する。

  平成28年３月31日

静岡市公営企業管理者 大 石 清 仁    

   静岡市上下水道局公印規程の一部を改正する規程

静岡市上下水道局公印規程（平成15年静岡市企業局管理規程第８号）の一部を次のように改

正する。

第３条第２号中「課長」を「課長等」に、「第２条第４条」を「第２条第４号」に改める。

第５条第２項中「名称」の次に「、ひな形番号」を、「保管者」の次に「並びに専用公印の用

途」を加え、同条第３項中「ひな型」を「ひな形」に改める。

第９条第５項並びに第10条第２項及び第３項中「課長」を「課長等」に改める。

別表第１一般公印の表管理者印の項中「営業課長」を「水道事務所長」に改める。

様式第２号中「お届けいたします」を「届け出ます」に改める。

様式第４号中「主管課長」を「主管課長等」に、「ひな型番号」を「ひな形番号」に改める。

様式第５号中「お届けします」を「届け出ます」に改める。

   附 則

この規程は、平成28年４月１日から施行する。
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静岡市上下水道局管理規程第14号

静岡市企業職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正する規程をここに制定する。

  平成28年３月31日

静岡市公営企業管理者 大 石 清 仁     

   静岡市企業職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正する規程

静岡市企業職員の特殊勤務手当に関する規程（平成15年静岡市企業局管理規程第19号）の一

部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表（第２条関係）

手当の種類 支給の範囲及び要件 金額

（１）現場手当 取水場又は浄水場の業務に従事し

たとき。

取水場職員 日額170円（ただし、管理者から電

気主任技術者に命ぜられ、電気工

作物の工事、維持及び運用に係る

保安監督の業務に従事したとき

は、日額150円を加算した額）

浄水場職員 日額180円（ただし、管理者から電

気主任技術者に命ぜられ、電気工

作物の工事、維持及び運用に係る

保安監督の業務に従事したとき

は、日額150円を加算した額）

技能士、水道指導員及び技手である

職員が、水道工事、下水道工事又は

しゅんせつ工事に従事したとき。

日額170円（ただし、専ら交通の頻

繁な道路上における作業に従事す

るときは日額100円を、下水管渠
きょ

内

の作業に従事したときは日額620

円を、汚水、沈砂、じんかい、汚

泥等に直接接触する作業に従事し
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たときは日額470円を加算した額）

浄化センターの業務に従事したと

き。

日額280円（ただし、交代勤務に従

事したときは日額440円を、管理者

から電気主任技術者に命ぜられ、

電気工作物の工事、維持及び運用

に係る保安監督の業務に従事した

ときは日額150円を、下水管渠
きょ

内の

作業に従事したときは日額620円

を、汚水、沈砂、じんかい、汚泥

等に直接接触する作業に従事した

ときは日額470円を加算した額）

（２）水量点検手当検針又は水量の異常調査に従事し

たとき。

日額150円

（３）滞納整理手当出張による滞納整理に従事したと

き。

日額400円

（４）主任者手当 管理者から電気主任技術者に命ぜ

られ、電気工作物の工事、維持及び

運用に係る保安監督の業務に従事

したとき。

日額150円

（５）用地買収折衝

手当

用地買収折衝の事務に従事したと

き。

日額300円

（６）不快作業手当下水管渠
きょ

内の作業に従事したとき。日額620円

汚水、沈砂、じんかい、汚泥等に直

接接触する作業に従事したとき。

日額470円

（７）緊急出動手当正規の勤務時間外の時間又は休日

等において、管理者の招集によって

出動し、現場作業に従事したとき。

１回につき1,120円

（８）危険作業手当地上又は水面上10メートル以上の

足場の不安定な箇所で行う高層建

築物等の工事現場における監督、測

日額200円
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量等の作業に従事したとき。

建築物の基礎工事その他これに類

する工事において、地下又は水面下

４メートル以上の深所で行う工事

現場における監督、測量等の作業に

従事したとき。

日額200円

増水時における取水口の保守点検

等危険な業務に従事したとき。

１回につき300円

   附 則

（施行期日）

１ この規程は、平成28年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規程の施行の日の前日までに、改正前の静岡市企業職員の特殊勤務手当に関する規程

の規定により支給すべき事由の生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。
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