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（１）静岡市区の設置等に関する条例 

平成16年12月22日 

条例第85号 

 (趣旨) 

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20第1項及び第2項の規定に

基づき、区の設置並びに区の事務所及びその出張所に関し必要な事項を定めるものとする。 

(区の設置) 

第2条 本市の区域を分けて、次の区を設ける。 

葵区 

駿河区 

清水区 

2 前項の区の区域は、別表第1のとおりとする。 

(区の事務所) 

第3条 前条第1項の区に置く事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。 

名称 位置 所管区域 

葵区役所 静岡市葵区追手町5番1号 葵区の区域 

駿河区役所 静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区の区域 

清水区役所 静岡市清水区旭町6番8号 清水区の区域 

(区の事務所の出張所) 

第4条 前条の区に置く事務所に出張所を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

葵区役所井川支所 静岡市葵区井川656番地の2 

駿河区役所長田支所 静岡市駿河区上川原13番1号 

清水区役所蒲原支所 静岡市清水区蒲原新田一丁目21番1号 

2 前項の出張所の所管区域は、別表第2のとおりとする。 

(平17条例188・平21条例76・一部改正) 

(区の事務所が分掌する事務) 

第5条 区の事務所が分掌する事務は、次のとおりとする。 

(1) 区の市民生活に関する事項 

(2) 区の社会保障に関する事項 

(3) 区の社会福祉に関する事項 
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(4) 区の保健衛生に関する事項 

(5) 区の子どもの育成に関する事項 

(6) 区の防災に関する事項 

(7) 市民との協働及び市民参画による区の個性を生かしたまちづくりの推進に関する事

項 

(平28条例25・追加) 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。 

(静岡市支所設置条例の廃止) 

2 静岡市支所設置条例(平成15年静岡市条例第23号)は、廃止する。 

(静岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正) 

3 静岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年静岡市条例第51号)の一部を次のよう

に改正する。 

第15条第1号を次のように改める。 

(1) 静岡市区の設置等に関する条例(平成16年静岡市条例第85号)別表第2に定める葵

区役所井川支所の所管区域 

附 則(平成17年8月12日条例第76号) 

この条例は、平成17年8月27日から施行する。 

附 則(平成17年10月31日条例第170号) 

この条例は、平成17年11月26日から施行する。 

附 則(平成17年12月15日条例第188号) 

この条例は、平成18年3月31日から施行する。 

附 則(平成18年10月16日条例第104号) 

この条例は、平成18年10月28日から施行する。 

ただし、別表第1葵区の項中「羽鳥」の次に「、羽鳥一丁目、羽鳥二丁目、羽鳥三丁目、

羽鳥四丁目、羽鳥大門町」を加える改正規定は、平成18年11月25日から施行する。 

附 則(平成19年10月31日条例第81号) 

この条例は、平成19年11月23日から施行する。 

附 則(平成20年10月3日条例第78号) 

この条例は、平成20年11月1日から施行する。 
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附 則(平成20年10月24日条例第150号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成21年12月21日条例第76号) 

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施

行する。 

(平成22年規則第1号で、規則で定める日を平成22年3月23日とした。) 

附 則(平成24年3月26日条例第54号) 

この条例は、平成24年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年10月5日条例第62号) 

この条例は、平成24年10月6日から施行する。 

附 則(平成25年11月1日条例第90号) 

この条例は、平成25年11月2日から施行する。 

附 則(平成27年12月26日条例第129号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成28年3月18日条例第25号) 

この条例は、平成28年4月1日から施行する。 

附 則(平成28年8月29日条例第94号) 

この条例は、平成28年10月8日から施行する。 

附 則(平成29年10月6日条例第50号) 

この条例は、平成29年10月7日から施行する。 

別表第1(第2条関係) 

(平17条例76・平17条例170・平17条例188・平18条例104・平19条例81・平20条例78・

平20条例150・平24条例54・平24条例62・平25条例90・平27条例129・平28条例94・

平29条例50・一部改正) 

名称 区域 

葵区 相生町、相淵、相俣、葵町、赤沢、赤松、秋山町、上土一丁目、上土二丁目、

上土新田、あさはた一丁目、あさはた二丁目、足久保奥組、足久保口組、東

町、安倍口新田、安倍口団地、安倍町、有永、安西一丁目、安西二丁目、安

西三丁目、安西四丁目、安西五丁目、安東一丁目、安東二丁目、安東三丁目、

安東柳町、井川、池ケ谷、池ケ谷東、一番町、井宮町、伊呂波町、岩崎、牛

田、牛妻、内牧、有東木、産女、梅ケ島、梅屋町、漆山、遠藤新田、追手町、
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大岩、大岩一丁目、大岩二丁目、大岩三丁目、大岩四丁目、大岩町、大岩本

町、大岩宮下町、大鋸町、大沢、太田町、大原、大間、奥池ケ谷、奥仙俣、

落合、音羽町、柿島、鍵穴、籠上、春日町、春日一丁目、春日二丁目、春日

三丁目、片羽町、加藤島、門屋、上足洗、上足洗一丁目、上足洗二丁目、上

足洗三丁目、上足洗四丁目、上桶屋町、上落合、上沓谷町、上石町、上坂本、

上新富町、上伝馬、桂山、唐瀬一丁目、唐瀬二丁目、唐瀬三丁目、川合、川

合一丁目、川合二丁目、川合三丁目、川越町、川辺町一丁目、川辺町二丁目、

瓦場町、観山、北、北一丁目、北二丁目、北三丁目、北四丁目、北五丁目、

北安東一丁目、北安東二丁目、北安東三丁目、北安東四丁目、北安東五丁目、

北沼上、北番町、金座町、崩野、口坂本、口仙俣、沓谷、沓谷一丁目、沓谷

二丁目、沓谷三丁目、沓谷四丁目、沓谷五丁目、沓谷六丁目、車町、黒金町、

黒俣、幸庵新田、郷島、紺屋町、小河内、腰越、小島、小瀬戸、五番町、呉

服町一丁目、呉服町二丁目、小布杉、駒形通一丁目、駒形通二丁目、駒形通

三丁目、駒形通四丁目、駒形通五丁目、駒形通六丁目、材木町、幸町、栄町、

坂ノ上、坂本、桜木町、桜町一丁目、桜町二丁目、三番町、慈悲尾、七間町、

七番町、芝原、下、城東町、城内町、昭府町、昭府一丁目、昭府二丁目、城

北、城北二丁目、昭和町、新伝馬一丁目、新伝馬二丁目、新伝馬三丁目、新

通一丁目、新通二丁目、新富町一丁目、新富町二丁目、新富町三丁目、新富

町四丁目、新富町五丁目、新富町六丁目、新間、神明町、水道町、末広町、

杉尾、住吉町一丁目、住吉町二丁目、駿河町、諏訪、駿府城公園、駿府町、

清閑町、瀬名、瀬名一丁目、瀬名二丁目、瀬名三丁目、瀬名四丁目、瀬名五

丁目、瀬名六丁目、瀬名七丁目、瀬名中央一丁目、瀬名中央二丁目、瀬名中

央三丁目、瀬名中央四丁目、瀬名川一丁目、瀬名川二丁目、瀬名川三丁目、

浅間町一丁目、浅間町二丁目、銭座町、千代、千代一丁目、千代二丁目、大

工町、鷹匠一丁目、鷹匠二丁目、鷹匠三丁目、建穂、建穂一丁目、建穂二丁

目、内匠、岳美、岳美一丁目、田代、辰起町、立石、田町一丁目、田町二丁

目、田町三丁目、田町四丁目、田町五丁目、田町六丁目、田町七丁目、俵沢、

俵峰、茶町一丁目、茶町二丁目、千代田、千代田一丁目、千代田二丁目、千

代田三丁目、千代田四丁目、千代田五丁目、千代田六丁目、千代田七丁目、

堤町、津渡野、寺島、天神前、天王町、伝馬町、渡、藤兵衛新田、通車町、

研屋町、常磐町一丁目、常磐町二丁目、常磐町三丁目、土太夫町、栃沢、巴
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町、豊地、富沢、長尾、長熊、中沢、中町、長妻田、長沼、長沼一丁目、長

沼二丁目、長沼三丁目、長沼南、中ノ郷、中平、楢尾、奈良間、西ケ谷、錦

町、西草深町、西瀬名町、西千代田町、西又、西門町、二番町、入島、野丈、

野田平、長谷町、羽高、羽高町、八番町、羽鳥、羽鳥一丁目、羽鳥二丁目、

羽鳥三丁目、羽鳥四丁目、羽鳥五丁目、羽鳥六丁目、羽鳥七丁目、羽鳥大門

町、羽鳥本町、馬場町、飯間、東、東一丁目、東二丁目、東草深町、東静岡

一丁目、東瀬名町、東鷹匠町、東千代田一丁目、東千代田二丁目、東千代田

三丁目、人宿町一丁目、人宿町二丁目、日向、日出町、平野、平柳、平山、

昼居渡、福田ケ谷、富厚里、富士見町、双葉町、古庄一丁目、古庄二丁目、

古庄三丁目、古庄四丁目、古庄五丁目、古庄六丁目、平和一丁目、平和二丁

目、平和三丁目、本通一丁目、本通二丁目、本通三丁目、本通四丁目、本通

五丁目、本通六丁目、本通七丁目、本通八丁目、本通九丁目、本通十丁目、

本通西町、前林、牧ケ谷、松富上組、松富一丁目、松富二丁目、松富三丁目、

松富四丁目、松野、丸山町、美川町、水落町、水見色、緑町、南、南安倍一

丁目、南安倍二丁目、南瀬名町、南田町、南沼上、南沼上一丁目、南沼上二

丁目、南沼上三丁目、宮ケ崎町、宮前町、御幸町、弥勒一丁目、弥勒二丁目、

森腰、諸子沢、屋形町、八草、薬師、八千代町、谷津、柳町、柳原、山崎一

丁目、山崎二丁目、油島、柚木町、油野、柚木、湯ノ島、油山、与一一丁目、

与一二丁目、与一三丁目、与一四丁目、与一五丁目、与一六丁目、横内町、

横沢、横田町、横山、与左衛門新田、吉津、吉野町、四番町、流通センター、

竜南一丁目、竜南二丁目、竜南三丁目、両替町一丁目、両替町二丁目、六番

町、若松町及び蕨野 

駿河区 青木、青沢、安居、有明町、池田、石田一丁目、石田二丁目、石田三丁目、

泉町、稲川一丁目、稲川二丁目、稲川三丁目、宇津ノ谷、有東一丁目、有東

二丁目、有東三丁目、大坪町、大谷、大谷一丁目、大谷二丁目、大谷三丁目、

大和田、小黒一丁目、小黒二丁目、小黒三丁目、小坂、小坂一丁目、小坂二

丁目、小坂三丁目、小鹿、小鹿一丁目、小鹿二丁目、小鹿三丁目、恩田原、

片山、鎌田、上川原、北丸子一丁目、北丸子二丁目、国吉田、国吉田一丁目、

国吉田二丁目、国吉田三丁目、国吉田四丁目、国吉田五丁目、国吉田六丁目、

栗原、光陽町、寿町、さつき町、敷地一丁目、敷地二丁目、下川原、下川原

一丁目、下川原二丁目、下川原三丁目、下川原四丁目、下川原五丁目、下川
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原六丁目、下川原南、下島、新川一丁目、新川二丁目、石部、高松、高松一

丁目、高松二丁目、津島町、手越、手越原、寺田、東新田、東新田一丁目、

東新田二丁目、東新田三丁目、東新田四丁目、東新田五丁目、豊田一丁目、

豊田二丁目、豊田三丁目、豊原町、登呂一丁目、登呂二丁目、登呂三丁目、

登呂四丁目、登呂五丁目、登呂六丁目、中島、中田本町、中田一丁目、中田

二丁目、中田三丁目、中田四丁目、中野新田、中原、中平松、中村町、中吉

田、西大谷、西島、西中原一丁目、西中原二丁目、西平松、西脇、根古屋、

東静岡二丁目、聖一色、平沢、広野、広野一丁目、広野二丁目、広野三丁目、

広野四丁目、広野五丁目、広野六丁目、広野海岸通、富士見台一丁目、富士

見台二丁目、富士見台三丁目、古宿、曲金一丁目、曲金二丁目、曲金三丁目、

曲金四丁目、曲金五丁目、曲金六丁目、曲金七丁目、馬渕一丁目、馬渕二丁

目、馬渕三丁目、馬渕四丁目、丸子、丸子一丁目、丸子二丁目、丸子三丁目、

丸子四丁目、丸子五丁目、丸子六丁目、丸子七丁目、丸子新田、丸子芹が谷

町、水上、みずほ一丁目、みずほ二丁目、みずほ三丁目、みずほ四丁目、み

ずほ五丁目、見瀬、緑が丘町、港、南安倍三丁目、南町、南八幡町、宮川、

宮竹一丁目、宮竹二丁目、宮本町、向敷地、用宗、用宗一丁目、用宗二丁目、

用宗三丁目、用宗四丁目、用宗五丁目、用宗小石町、用宗城山町、用宗巴町、

桃園町、森下町、谷田、八幡一丁目、八幡二丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、

八幡五丁目、八幡山、大和一丁目、大和二丁目及び弥生町 

清水区 相生町、愛染町、青葉町、秋吉町、旭町、新丹谷、淡島町、飯田町、伊佐布、

石川、石川新町、石川本町、庵原町、今泉、入江一丁目、入江二丁目、入江

三丁目、入江岡町、入江南町、入船町、有東坂、有東坂一丁目、有東坂二丁

目、有度本町、梅が岡、梅ヶ谷、梅田町、上原、上原一丁目、上原二丁目、

永楽町、江尻台町、江尻町、江尻東一丁目、江尻東二丁目、江尻東三丁目、

恵比寿町、追分一丁目、追分二丁目、追分三丁目、追分四丁目、大内、大内

新田、大沢町、大坪一丁目、大坪二丁目、大手一丁目、大手二丁目、大手三

丁目、大平、岡町、興津東町、興津井上町、興津清見寺町、興津中町、興津

本町、押切、小芝町、小島町、小島本町、尾羽、折戸、折戸一丁目、折戸二

丁目、折戸三丁目、折戸四丁目、折戸五丁目、柏尾、春日一丁目、春日二丁

目、上一丁目、上二丁目、上清水町、川原町、神田町、蒲原、蒲原一丁目、

蒲原二丁目、蒲原三丁目、蒲原四丁目、蒲原神沢、蒲原小金、蒲原新栄、蒲
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原新田一丁目、蒲原新田二丁目、蒲原堰沢、蒲原中、蒲原東、北矢部、北矢

部町一丁目、北矢部町二丁目、北脇、北脇新田、吉川、木の下町、清地、銀

座、草ヶ谷、草薙、草薙一丁目、草薙二丁目、草薙三丁目、草薙杉道一丁目、

草薙杉道二丁目、草薙杉道三丁目、草薙一里山、草薙北、楠、楠新田、河内、

小河内、港南町、駒越、駒越北町、駒越中一丁目、駒越中二丁目、駒越西一

丁目、駒越西二丁目、駒越東町、駒越南町、幸町、桜が丘町、桜橋町、三光

町、茂野島、宍原、渋川、渋川一丁目、渋川二丁目、渋川三丁目、島崎町、

清水町、清水村松地先新田、下清水町、下野、下野町、下野北、下野中、下

野西、下野東、下野緑町、承元寺町、庄福町、上力町、新富町、新緑町、新

港町、杉山、清開一丁目、清開二丁目、清開三丁目、増、袖師町、高橋町、

高橋一丁目、高橋二丁目、高橋三丁目、高橋四丁目、高橋五丁目、高橋六丁

目、高橋南町、宝町、高山、但沼町、立花、田町、千歳町、築地町、月見町、

辻一丁目、辻二丁目、辻三丁目、辻四丁目、辻五丁目、鶴舞町、天神一丁目、

天神二丁目、天王町、天王西、天王東、天王南、土、堂林一丁目、堂林二丁

目、葛沢、殿沢一丁目、殿沢二丁目、巴町、鳥坂、中河内、長崎、長崎新田、

長崎南町、七ツ新屋、七ツ新屋一丁目、七ツ新屋二丁目、中矢部町、中之郷、

中之郷一丁目、中之郷二丁目、中之郷三丁目、西大曲町、西久保、西久保一

丁目、西里、西高町、二の丸町、布沢、沼田町、能島、蜂ヶ谷、蜂ヶ谷南町、

浜田町、原、半左衛門新田、東大曲町、日立町、日の出町、広瀬、平川地、

富士見町、船越、船越一丁目、船越二丁目、船越三丁目、船越町、船越東町、

船越南町、船原一丁目、船原二丁目、蛇塚、堀込、本郷町、本町、真砂町、

松井町、松原町、馬走、馬走北、馬走坂の上、万世町一丁目、万世町二丁目、

御門台、緑が丘町、港町一丁目、港町二丁目、南岡町、南矢部、美濃輪町、

三保、宮下町、宮代町、宮加三、向田町、迎山町、村松、村松一丁目、村松

原一丁目、村松原二丁目、村松原三丁目、元城町、茂畑、八木間町、矢倉町、

八坂町、八坂北一丁目、八坂北二丁目、八坂西町、八坂東一丁目、八坂東二

丁目、八坂南町、谷田、八千代町、谷津町一丁目、谷津町二丁目、山切、弥

生町、山原、由比、由比阿僧、由比今宿、由比入山、由比北田、由比寺尾、

由比西倉澤、由比西山寺、由比東倉澤、由比東山寺、由比町屋原、由比八千

代、横砂、横砂中町、横砂西町、横砂東町、横砂本町、横砂南町、吉原及び

和田島 
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別表第2(第4条関係) 

(平17条例76・平17条例188・平20条例78・平20条例150・一部改正) 

名称 所管区域 

葵区役所井川支所 井川、岩崎、上坂本、口坂本、小河内及び田代 

駿河区役所長田支所 青木、宇津ノ谷、大和田、小坂、小坂一丁目、小坂二丁目、小坂三

丁目、鎌田、上川原、北丸子一丁目、北丸子二丁目、光陽町、下川

原、下川原一丁目、下川原二丁目、下川原三丁目、下川原四丁目、

下川原五丁目、下川原六丁目、下川原南、石部、手越、手越原、寺

田、東新田、東新田一丁目、東新田二丁目、東新田三丁目、東新田

四丁目、東新田五丁目、広野、広野一丁目、広野二丁目、広野三丁

目、広野四丁目、広野五丁目、広野六丁目、広野海岸通、丸子、丸

子一丁目、丸子二丁目、丸子三丁目、丸子四丁目、丸子五丁目、丸

子六丁目、丸子七丁目、丸子新田、丸子芹が谷町、みずほ一丁目、

みずほ二丁目、みずほ三丁目、みずほ四丁目、みずほ五丁目、港、

向敷地、用宗、用宗一丁目、用宗二丁目、用宗三丁目、用宗四丁目、

用宗五丁目、用宗小石町、用宗城山町、用宗巴町及び桃園町 

清水区役所蒲原支所 蒲原、蒲原一丁目、蒲原二丁目、蒲原三丁目、蒲原四丁目、蒲原神

沢、蒲原小金、蒲原新栄、蒲原新田一丁目、蒲原新田二丁目、蒲原

堰沢、蒲原中、蒲原東、由比、由比阿僧、由比今宿、由比入山、由

比北田、由比寺尾、由比西倉澤、由比西山寺、由比東倉澤、由比東

山寺、由比町屋原及び由比八千代 
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（２）静岡市区役所事務分掌規則 

平成17年3月11日 

規則第11号 

(趣旨) 

第1条 この規則は、静岡市区の設置等に関する条例(平成16年静岡市条例第85号)第3条に規

定する区役所並びに同条例第4条に規定する出張所としての井川支所、長田支所及び蒲原

支所の組織、分掌事務、職制等(以下「組織等」という。)について、別に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

(平18規則7・一部改正) 

(組織) 

第2条 次の各号に掲げる区役所の下に内部組織として当該各号の表の左欄に掲げる課又は

支所を置き、それぞれの課又は支所に同表の右欄に掲げる係又はセンターを置く。 

(1) 葵区役所 

課又は支所名 係又はセンター名 

地域総務課 総務係 地域振興係 地域防災係 地域生活・相談係 

戸籍住民課 管理係 受付第1係 受付第2係 住民記録係 戸籍記録

係 

保険年金課 保険第1係 保険第2係 保険収納係 国民年金係 

健康支援課 管理係 城東保健福祉センター 東部保健福祉センター 

北部保健福祉センター 藁科保健福祉センター 

井川支所 住民生活係 

(2) 駿河区役所 

課又は支所名 係又はセンター名 

地域総務課 総務・地域振興係 地域防災係 区民生活係 

戸籍住民課 管理係 受付係 住民記録係 戸籍記録係 

保険年金課 保険係 保険収納係 国民年金係 

健康支援課 管理係 南部保健福祉センター 大里保健福祉センター 

長田保健福祉センター 

長田支所 住民生活係 

(3) 清水区役所 
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課又は支所名 係又はセンター名 

地域総務課 総務・調整係 防災・防犯係 地域振興係 区民生活係 

戸籍住民課 管理係 受付係 住民記録係 戸籍記録係 

保険年金課 保険係 保険収納係 国民年金係 

健康支援課 管理係 清水保健福祉センター 蒲原保健福祉センター 

蒲原支所 総務係 戸籍住民係 税・保険年金係 地域振興係 

(平18規則7・平18規則126・平19規則9・平20規則10・平20規則93・平21規則14・平

22規則13・平24規則7・平25規則6・平26規則9・平27規則10・平28規則15・平29規

則13・一部改正) 

第3条 社会福祉及び介護保険に関する事務(静岡市福祉事務所設置条例(平成15年静岡市条

例第132号)に規定する福祉事務所の事務を除く。)を処理するため、次の各号に掲げる区

役所の下に当該各号の表の左欄に掲げる福祉事務所を置き、それぞれの福祉事務所に同表

の中欄に掲げる課又は出張所を置き、それぞれの課又は出張所に同表の右欄に掲げる係を

置く。 

(1) 葵区役所 

福祉事務所名 課名 係名 

葵福祉事務所 生活支援課 地域福祉係 生活福祉第1係 生活福祉第2係 

生活福祉第3係 生活福祉第4係 

障害者支援課 支援係 給付係 

子育て支援課 入園係 給付係 家庭児童相談係 

高齢介護課 高齢者福祉係 介護保険第1係 介護保険第2係 認定

調査係 

(2) 駿河区役所 

福祉事務所名 課名 係名 

駿河福祉事務

所 

生活支援課 地域福祉係 生活福祉第1係 生活福祉第2係 

障害者支援課 支援係 給付係 

子育て支援課 入園係 給付係 家庭児童相談係 

高齢介護課 高齢者福祉係 介護保険係 

(3) 清水区役所 

福祉事務所名 課名 係名 
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清水福祉事務

所 

生活支援課 地域福祉係 生活福祉第1係 生活福祉第2係 

障害者支援課 支援係 給付係 

子育て支援課 入園係 給付係 家庭児童相談係 

高齢介護課 高齢者福祉係 介護保険係 認定調査係 

蒲原出張所 福祉係 

(平21規則14・追加、平22規則13・平25規則6・平26規則9・平27規則10・平28規則

15・一部改正) 

(所掌事務) 

第4条 第2条各号の表に規定する各課及び支所並びに前条各号の表に規定する福祉事務所

の各課及び蒲原出張所の所掌事務は、次のとおりとする。 

地域総務課 

(1) 本庁及び区役所間の連絡調整に関すること。 

(2) 区域に係る重要な施策及び事業についての本庁及び関係機関との連携に関すること。 

(3) 区民の意見の処理に伴う本庁及び関係機関との連絡調整に関すること。 

(4) 区の課長会議に関すること。 

(5) 職員の厚生等に関すること。 

(6) 区の組織及び人事の取りまとめに関すること。 

(7) 区の公印の管理に関すること。 

(8) 区の危機管理に関すること。 

(9) 文書の収受、発送、保存及び印刷に関すること(葵区役所を除く。)。 

(10) 職員図書室の管理に関すること(清水区役所に限る。)。 

(11) 公文書公開及び保有個人情報開示等に関すること。 

(12) 行政情報の提供等に関すること。 

(13) 区の公告式及び掲示場に関すること。 

(14) 庁舎の維持管理及び庁舎内外の取締りに関すること(葵区役所を除く。)。 

(15) 庁舎案内に関すること(葵区役所を除く。)。 

(16) 電話の管理に関すること(葵区役所を除く。)。 

(17) 車両管理に関すること(葵区役所を除く。)。 

(18) 物品の不用の決定に関すること(葵区役所を除く。)。 

(19) 防災意識の高揚及び啓発事業に関すること。 

(20) 自主防災組織に関すること。 
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(21) 区の災害対策に関すること。 

(22) 地区支部の災害対策に係る連絡調整に関すること。 

(23) 区の防災訓練に関すること。 

(24) 統計調査員との連絡調整に関すること。 

(25) 地価公示台帳の閲覧に関すること。 

(26) 区民意見の聴取に関すること。 

(27) 区の広報活動に関すること。 

(28) 自治会・町内会との連絡調整に関すること。 

(29) 地域連絡事務の嘱託に関すること。 

(30) 地縁による団体に関すること。 

(31) 集会所に関すること。 

(32) 防犯灯に関すること。 

(33) 被災者援護に関すること。 

(34) 交通安全思想の普及及び交通安全活動の推進に関すること。 

(35) 防犯運動及び暴力追放運動の相談窓口に関すること。 

(36) 市民相談に関すること。 

(37) 住居表示の維持管理に関すること。 

(38) 区の魅力づくり事業に関すること。 

(39) 戦没者遺族、引揚者等の援護に関すること(清水区役所に限る。)。 

(40) 改葬の許可に関すること(清水区役所に限る。)。 

(41) 清水大平山霊園に係る申請、届出等に関すること(清水区役所に限る。)。 

(42) 交通事故相談所に関すること。 

(43) スポーツ施設の使用許可に関すること。 

(44) コミュニティセンターに関すること(清水区役所に限る。)。 

(45) 愛玩のための鳥獣飼養登録に関すること。 

(46) 廃棄物の減量及び資源化に係る補助金及び奨励金の申請の受付に関すること。 

(47) 浄化槽に係る申込書の受付及び届出の取次ぎに関すること。 

(48) 公衆便所の点検に関すること(清水区役所に限る。)。 

(49) 井川支所との連絡調整に関すること(葵区役所に限る。)。 

(50) 長田支所との連絡調整に関すること(駿河区役所に限る。)。 

(51) 蒲原支所との連絡調整に関すること(清水区役所に限る。)。 
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(52) 区選挙管理委員会との連絡調整に関すること。 

(53) 区の庶務に関すること。 

戸籍住民課 

(1) 戸籍に関すること。 

(2) 住民基本台帳に関すること。 

(3) 特別永住者及び中長期在留者の住居地届出に関すること。 

(4) 特別永住者証明書の交付に関すること。 

(5) 特別永住許可事務に関すること。 

(6) 印鑑に関すること。 

(7) 身分証明に関すること。 

(8) 市民カードに関すること。 

(9) 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(平成25

年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード及び同法第7条第1項に規定する通

知カードに関すること。 

(10) 住民実態調査に関すること。 

(11) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14

年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書、同法第22条第1項に規定する

利用者証明用電子証明書及び同法第58条第1項の規定による認証業務情報の開示に関す

ること。 

(12) 一般旅券の発給申請の受付、交付、返納等に関すること。 

(13) 井川支所における戸籍、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

並びに印鑑に係る事務の連絡調整及び指導に関すること(葵区役所に限る。)。 

(14) 長田支所における戸籍、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

並びに印鑑に係る事務の連絡調整及び指導に関すること(駿河区役所に限る。)。 

(15) 蒲原支所における戸籍、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、

特別永住者証明書の交付、特別永住許可並びに印鑑に係る事務の連絡調整及び指導に関

すること(清水区役所に限る。)。 

(16) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知に関すること。 

(17) 人口動態調査に関すること。 

(18) 市民サービスコーナーの管理運営に関すること。 

(19) 埋火葬の許可に関すること。 
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(20) 斎場の利用許可に関すること。 

(21) 霊柩自動車の利用許可に関すること。 

(22) 自動車の臨時運行許可に関すること。 

(23) 破産者、犯罪人等の名簿に関すること。 

(24) 住民異動に伴う学齢児童生徒の就学すべき学校の指定に関すること。 

(25) 区会計課との連絡調整に関すること(駿河区役所に限る。)。 

保険年金課 

(1) 国民健康保険に関すること(市長が定めるものを除く。)。 

(2) 国民年金に関すること。 

(3) 後期高齢者医療の各種申請等に関すること。 

(4) 後期高齢者医療に係る保険料その他の徴収金の徴収に関すること。 

健康支援課 

(1) 保健福祉センターに関すること。 

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

(3) 母子保健事業の実施に関すること。 

(4) 成人保健事業の実施に関すること。 

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

る特定保健指導の実施に関すること。 

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

る。)の実施に関すること。 

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

(8) 乳児家庭全戸訪問事業の実施に関すること。 

(9) 保健委員に関すること(清水区役所に限る。)。 

井川支所、長田支所及び蒲原支所 

(1) 庁舎の維持管理及び庁舎内外の取締りに関すること。 

(2) 所属自動車の管理に関すること。 

(3) 地価公示台帳の閲覧に関すること。 

(4) 区の災害対策に関すること(蒲原支所に限る。)。 

(5) 自主防災組織との連絡調整に関すること(蒲原支所に限る。)。 

(6) 編入前の蒲原町及び由比町が保存していた文書の保存に関すること(蒲原支所に限

る。)。 
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(7) 市民からの相談の受付に関すること。 

(8) 自治会・町内会との連絡に関すること。 

(9) 交通安全思想の普及及び交通安全活動の推進に関すること(蒲原支所に限る。)。 

(10) 防犯運動及び暴力追放運動の相談窓口に関すること(蒲原支所に限る。)。 

(11) 愛玩のための鳥獣飼養登録に関すること(蒲原支所に限る。)。 

(12) 廃棄物の減量及び資源化に係る補助金及び奨励金の申請の受付に関すること(蒲原

支所に限る。)。 

(13) 浄化槽に係る申込書の受付及び届出の取次ぎに関すること(蒲原支所に限る。)。 

(14) 住居表示に係る証明に関すること(蒲原支所に限る。)。 

(15) 戸籍に関すること。 

(16) 住民基本台帳に関すること。 

(17) 特別永住者及び中長期在留者の住居地届出に関すること。 

(18) 特別永住者証明書の交付に関すること(蒲原支所に限る。)。 

(19) 特別永住許可事務に関すること(蒲原支所に限る。)。 

(20) 印鑑に関すること。 

(21) 身分証明に関すること。 

(22) 市民カードに関すること。 

(23) 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第2条第

7項に規定する個人番号カード及び同法第7条第1項に規定する通知カードに関すること。 

(24) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第

1項に規定する署名用電子証明書、同法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書

及び同法第58条第1項の規定による認証業務情報の開示に関すること。 

(25) 埋火葬の許可に関すること。 

(26) 斎場の利用許可に関すること。 

(27) 霊柩自動車の利用許可に関すること。 

(28) 自動車の臨時運行許可に関すること(蒲原支所に限る。)。 

(29) 住民異動に伴う学齢児童生徒の就学すべき学校の指定に関すること。 

(30) 国民健康保険に関すること。 

(31) 国民年金に関すること。 

(32) 後期高齢者医療の各種申請等に関すること。 
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(33) 健康保険法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正前の老人保健法による

医療の各種申請等に関すること。 

(34) 県収入証紙の売りさばきに関すること(蒲原支所に限る。)。 

(35) 介護保険に係る申請書、届出等の取次ぎに関すること(蒲原支所を除く。)。 

(36) 福祉に関する申請書、届出等の取次ぎに関すること(蒲原支所を除く。)。 

各福祉事務所 

生活支援課 

(1) 法務関係各種委員等に関すること。 

(2) 民生委員及び児童委員に関すること。 

(3) 法定外援護に関すること。 

(4) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。 

(5) 要保護女子の指導及び更生に関すること。 

(6) 社会福祉統計の実施に関すること。 

(7) ホームレスの自立支援等の実施に関すること。 

(8) 社会福祉法人静岡市社会福祉協議会の地区センターとの連絡調整に関すること。 

(9) 蒲原出張所との連絡調整に関すること(清水福祉事務所に限る。)。 

(10) 事務所の庶務に関すること。 

障害者支援課 

(1) 身体障害者手帳の申請及び交付に関すること(交付決定に関するものを除く。)。 

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

く。)。 

(3) 障害支援区分認定等審査会に置かれる合議体の運営に関すること(市長が定めるも

のに限る。)。 

(4) 障害者及び障害児の介護給付費等の申請及び当該申請に係る調査、障害支援区分の

認定及び支給決定等に関すること。 

(5) 自立支援医療費(育成医療を除く。)の支給の申請及び当該申請に係る調査、支給決

定等に関すること。 

(6) 身体障害者及び障害児の補装具費の支給の申請及び当該申請に係る調査、支給決定

等に関すること。 

(7) 障害者及び障害児に係る地域生活支援事業の申請の受付、調査、支給決定等に関す

ること。 
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(8) 障害者及び障害児に係る重度心身障害者医療費の助成の申請の受付及び支給決定に

関すること。 

(9) 障害者に対する虐待の防止に係る相談、通報又は届出の受付、立入調査等に関する

こと(養護者による障害者虐待に関するものに限る。)。 

(10) 精神保健福祉に係る相談、支援及び申請の受付等に関すること。 

子育て支援課 

(1) 児童手当、児童扶養手当及び子ども手当の支給に関すること。 

(2) 子ども医療費及び母子家庭等医療費の助成に関すること。 

(3) 母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付けに関すること。 

(4) 交通遺児等福祉手当に関すること。 

(5) 母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に関すること。 

(6) 子育て短期支援事業及び子育て支援ヘルパー派遣事業に関すること。 

(7) 待機児童園に係る申請の受付に関すること。 

(8) 待機児童園の利用許可に関すること。 

(9) 待機児童園の保育料の収納事務に関すること。 

(10) 子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関すること。 

(11) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関する情報提供、相談、助言、

あっせん及び要請に関すること。 

(12) 不妊治療費助成に係る申請の受付に関すること。 

高齢介護課 

(1) 高齢者の総合相談に関すること。 

(2) 高齢者の在宅福祉サービス等に関すること。 

(3) 地域包括支援センターに係る相談及び助言に関すること。 

(4) 介護保険の各種申請等に関すること。 

(5) 介護保険の給付に関すること。 

(6) 要介護認定及び要支援認定に関すること。 

(7) 介護認定審査会に置かれる合議体の運営に関すること。 

(8) 介護保険料の徴収に関すること。 

(9) 介護保険法に定める地域支援事業(保健に関する事業を除く。)に関すること(市長が

定めるものに限る。)。 

蒲原出張所 
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(1) 法務関係各種委員等に関すること。 

(2) 法定外援護に関すること。 

(3) 要保護女子の相談に関すること。 

(4) 社会福祉法人静岡市社会福祉協議会の地区センターとの連絡調整に関すること。 

(5) 児童手当、児童扶養手当及び子ども手当の支給の申請の受付に関すること。 

(6) 子ども医療費及び母子家庭等医療費の助成の申請の受付等に関すること。 

(7) 身体障害者手帳の申請及び交付に関すること(交付決定に関するものを除く。)。 

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

く。)。 

(9) 障害者及び障害児に係る介護給付費等の申請の受付に関すること。 

(10) 自立支援医療費(育成医療を除く。)の支給の申請の受付に関すること。 

(11) 身体障害者及び障害児に係る補装具費の支給の申請の受付に関すること。 

(12) 障害者及び障害児に係る地域生活支援事業の申請の受付に関すること。 

(13) 障害者及び障害児に係る重度心身障害者医療費の助成の申請の受付等に関するこ

と。 

(14) 障害者に対する虐待の防止に係る相談又は通報若しくは届出の受付に関すること

(養護者による障害者虐待に関するものに限る。)。 

(15) 精神保健福祉に係る相談、支援及び申請の受付に関すること。 

(16) 高齢者の総合相談に関すること。 

(17) 高齢者の在宅福祉サービスに係る申請に関すること。 

(18) 介護保険の各種申請等に関すること。 

(19) 介護保険料の徴収に関すること。 

(20) 介護保険法に定める地域支援事業(保健に関する事業を除く。)に関すること(市長

が定めるものに限る。)。 

(平18規則7・平18規則126・平19規則9・平20規則10・平20規則93・一部改正、平21

規則14・旧第3条繰下・一部改正、平21規則78・平22規則13・平22規則66・平22規

則84・平22規則87・平23規則9・平24規則7・平24規則24・平24規則65・平24規則80・

平25規則6・平25規則67・平26規則9・平26規則88・平26規則94・平27規則10・平27

規則94・平27規則127・平28規則15・平29規則13・一部改正) 

(職員) 
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第5条 区役所に副区長を、福祉事務所に福祉事務所長を、課に課長及び課長補佐を、井川

支所、長田支所及び蒲原支所に支所長及び所長補佐を、蒲原出張所に蒲原出張所長及び所

長補佐を、係に係長を、センターに所長を置く。 

2 市長が必要と認めるときは、区役所に理事、参与、別に定める担当課長、参事、副参事、

主幹、副主幹、主査、主任保育教諭及び副主任保育教諭を置くことができる。 

3 副区長、理事、福祉事務所長、参与、課長、支所長、蒲原出張所長、担当課長、参事、

課長補佐、所長補佐、副参事、主幹、係長、所長、副主幹、主査、主任保育教諭及び副主

任保育教諭は、職員のうちから市長が命ずる。 

(平18規則7・平18規則126・平20規則93・一部改正、平21規則14・旧第4条繰下・一

部改正、平22規則13・平23規則9・平25規則6・平26規則9・平27規則10・平28規則

15・一部改正) 

(職務) 

第6条 副区長、福祉事務所長、課長、支所長、蒲原出張所長、課長補佐、所長補佐、係長

又は所長は、上司の命を受けて区役所、福祉事務所、課、井川支所、長田支所、蒲原支所、

蒲原出張所、係又はセンターに属する事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 

2 理事、参与、担当課長、参事、副参事、主幹及び副主幹は、それぞれ上司の命を受けて

所管事務を掌理し、所属員があるときは、これを指揮監督する。 

3 主査、主任保育教諭及び副主任保育教諭は、上司の命を受けて分担事務を掌理する。 

(平18規則7・平18規則126・平20規則93・一部改正、平21規則14・旧第5条繰下・一

部改正、平22規則13・平23規則9・平25規則6・平26規則9・平27規則10・平28規則

15・一部改正) 

(区付等) 

第7条 市長は、前2条に規定する職のほか、必要に応じて区に区付、課に課付を置くことが

できる。 

2 区付又は課付は、それぞれ上司の命を受けて分担事務を掌理する。 

(平21規則14・旧第6条繰下) 

(職務の代理) 

第8条 区長に事故があるとき、又は区長が欠けたときは、当該区役所の副区長がその職務

を代理する。 

(平20規則10・一部改正、平21規則14・旧第7条繰下・一部改正) 

(事務決裁) 
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第9条 区役所の所掌事務に係る事務決裁については、静岡市事務専決規則(平成17年静岡市

規則第14号)に定める。 

(平21規則14・旧第8条繰下) 

(処務) 

第10条 区役所の組織等については、この規則に定めるもののほか、静岡市事務分掌規則(平

成17年静岡市規則第10号)その他組織等に関する諸規程を準用する。 

(平21規則14・旧第9条繰下) 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。 

(静岡市井川支所事務分掌規則の廃止) 

2 静岡市井川支所事務分掌規則(平成16年静岡市規則第14号)は、廃止する。 

附 則(平成18年2月24日規則第7号) 

この規則は、平成18年3月31日から施行する。 

附 則(平成18年3月17日規則第126号) 

この規則は、平成18年4月1日から施行する。 

附 則(平成19年3月19日規則第9号) 

この規則は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成20年3月21日規則第10号) 

この規則は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則(平成20年10月16日規則第93号) 

この規則は、平成20年11月1日から施行する。 

附 則(平成21年3月18日規則第14号) 

この規則は、平成21年4月1日から施行する。 

附 則(平成21年8月27日規則第78号) 

この規則は、平成21年9月1日から施行する。 

附 則(平成22年3月17日規則第13号) 

この規則は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則(平成22年3月31日規則第66号)抄 

この規則は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則(平成22年8月31日規則第84号) 
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この規則は、平成22年9月1日から施行する。 

附 則(平成22年9月28日規則第87号) 

この規則は、平成22年10月1日から施行する。 

附 則(平成23年3月18日規則第9号) 

この規則は、平成23年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年3月15日規則第7号) 

この規則は、平成24年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年3月29日規則第24号) 

この規則は、平成24年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年7月3日規則第65号) 

この規則は、平成24年7月9日から施行する。 

附 則(平成24年9月28日規則第80号) 

この規則は、平成24年10月1日から施行する。 

附 則(平成25年3月14日規則第6号) 

この規則は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則(平成25年8月30日規則第67号) 

この規則は、平成25年9月1日から施行する。 

附 則(平成26年3月13日規則第9号) 

この規則は、平成26年4月1日から施行する。 

附 則(平成26年8月22日規則第88号) 

この規則は、平成26年9月1日から施行する。 

附 則(平成26年9月29日規則第94号) 

この規則は、平成26年10月1日から施行する。 

附 則(平成27年3月20日規則第10号) 

この規則は、平成27年4月1日から施行する。 

附 則(平成27年10月1日規則第94号) 

この規則は、平成27年10月5日から施行する。 

附 則(平成27年12月28日規則第127号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。 

(静岡市区役所に属する職員の兼職に関する規則の一部改正) 
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2 静岡市区役所に属する職員の兼職に関する規則(平成17年静岡市規則第15号)の一部を次

のように改正する。 

本則第7号を次のように改める。 

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

14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書、同法第22条第1項に規定

する利用者証明用電子証明書及び同法第58条第1項の規定による認証業務情報の開示

に関すること。 

附 則(平成28年3月18日規則第15号) 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

附 則(平成29年3月17日規則第13号) 

この規則は、平成29年4月1日から施行する。 
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（３）静岡市区役所に属する職員の兼職に関する規則 

平成17年3月11日 

規則第15号 

区役所において次に掲げる事務(当該事務について手数料等を徴収するものにあっては、

手数料等を徴収する事務を含む。)に従事する職員は、辞令を用いることなく、それぞれ他

の区役所において同一の事務に従事する職員の職を兼ねるものとみなす。 

(1) 戸籍に係る諸証明に関すること。 

(2) 住民基本台帳に関すること。 

(3) 印鑑に関すること。 

(4) 市民カードに関すること。 

(5) 特別永住者及び中長期在留者の住居地届出に関すること。 

(6) 身分証明に関すること。 

(7) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14

年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書、同法第22条第1項に規定する

利用者証明用電子証明書及び同法第58条第1項の規定による認証業務情報の開示に関

すること。 

(8) 住民異動に伴う学齢児童生徒の就学すべき学校の指定に関すること。 

(9) 国民健康保険被保険者証明書に関すること。 

(10) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。 

(11) 国民健康保険の給付等に係る諸届出書等の受理、審査及び送付に関すること。 

(12) 国民健康保険料(税)その他の徴収金の賦課及び徴収に関すること。 

(13) 国民年金の資格、給付等に係る諸届出書等の受理、審査及び送付に関すること。 

(14) 後期高齢者医療の各種申請等に関すること。 

(15) 後期高齢者医療に係る保険料その他の徴収金の徴収に関すること。 

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

前の老人保健法(昭和57年法律第80号)による医療の各種申請等に関すること。 

(17) 住居表示等に係る証明に関すること。 

(18) 愛がんのための鳥獣飼養登録に関すること。 

(19) 高齢者の在宅支援等に係る申請に関すること。 

(20) 介護保険の各種申請等に関すること。 

(21) 介護保険の給付に関すること。 
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(22) 要介護認定及び要支援認定に関すること。 

(23) 介護保険料の徴収に関すること。 

附 則 

この規則は、平成17年4月1日から施行する。 

附 則(平成18年3月17日規則第127号) 

この規則は、平成18年4月1日から施行する。 

附 則(平成19年9月28日規則第82号) 

この規則は、平成19年10月1日から施行する。 

附 則(平成20年3月21日規則第11号) 

この規則は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則(平成21年3月18日規則第15号) 

この規則は、平成21年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年3月29日規則第24号) 

この規則は、平成24年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年3月30日規則第31号) 

この規則は、平成24年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年7月6日規則第68号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。 

附 則(平成27年12月28日規則第127号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。 
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（４）静岡市区における総合的な行政運営の推進に関する規程 

平成19年7月31日 

訓令第38号 

各局及び各区役所 

(目的) 

第1条 この訓令は、区役所が実施する事務事業に関し、区役所と局が情報を共有し、かつ、
連携をとるために必要な事項を定めることにより、区における総合的な行政運営の推進を

図り、もって市民の福祉の増進と行政の効率的執行に資することを目的とする。 

(定義) 

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
る。 

(1) 局 静岡市事務分掌条例(平成16年静岡市条例第97号)第1条に規定する局、消防局、

上下水道局及び教育委員会事務局をいう。 

(2) 局長 静岡市事務分掌条例第1条に規定する局の長、消防局長、上下水道局長及び教

育委員会事務局教育局長をいう。 

(平20訓令1・平22訓令4・平24訓令9・平27訓令16・一部改正) 

(区役所の位置付け) 

第3条 区役所は、区民に最も身近な行政機関として戸籍、国民健康保険、地域保健、社会
福祉、介護保険等に係る窓口サービスを提供するほか、区民参画による区の個性を生かし

たまちづくりを推進し、並びに区民の要望、意見等を受け付け、及び区民に対して区の区

域内において行われる本市の事務事業に関する情報を提供する役割を担う。 

(平21訓令9・平24訓令9・平28訓令8・一部改正) 

(協力) 

第4条 区長及び局長は、第1条の目的を達成するため、前条に規定する区役所の位置付け

を十分に踏まえて、相互に連絡調整を緊密に行い、かつ、協力しなければならない。 

(区長の責務) 

第5条 区長は、広く区民の意見を聴取することにより、区民の要望、意見等を積極的に把
握し、関係する局長に提供しなければならない。 

(平27訓令16・一部改正) 

(局長の責務) 

第6条 局長は、その所管に属する重要な事務事業に関し、計画を策定し、実施し、及び予
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算措置を講ずるときは、あらかじめ関係する区長に対して説明を行い、及び情報を提供す

ることにより、区長が所管する区域内の事務事業について十分把握できるよう配慮しなけ

ればならない。 

2 前項の規定により、局長が区長に対して説明を行い、又は情報を提供する重要な事務事
業は、次のとおりとする。 

(1) 総合計画に関する事務事業 

(2) 公の施設の設置、変更及び廃止に関する事務事業 

(3) 経営会議に付議する事務事業 

(4) 前3号に掲げるもののほか、区の区域に密接に関係のある重要な事務事業で局長が必

要があると認めるもの 

3 第1項の規定により、局長が区長に対して行う説明及び情報提供は、必要に応じ、局長

会議及び区長会議においても行わなければならない。 

(総務局長による調整) 

第7条 総務局長は、第1条の目的を達成するため、区役所と局との間の連絡調整を行い、

特に必要があると認めるとき、又は区長若しくは他の局長から要請があったときは、助言、

提案等を行うことができる。 

(平27訓令16・一部改正) 

(雑則) 

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。 

附 則(平成20年3月21日訓令第1号) 

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則(平成21年3月31日訓令第9号) 

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。 

附 則(平成22年3月17日訓令第4号) 

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則(平成24年3月23日訓令第9号) 

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。 

附 則(平成27年3月31日訓令第16号) 

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。 
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附 則(平成28年3月31日訓令第8号) 

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。 
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（５）静岡市事務分掌規則（抄） 

平成17年3月11日 

規則第10号 

 

静岡市事務分掌規則(平成16年静岡市規則第11号)の全部を改正する。 

目次（略） 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務及び職員が教育委員会の権限に属する事務の

一部を補助執行する場合における当該事務を処理するために必要な組織、分掌事務、職制

等(以下「組織等」という。)を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって事務の

適正かつ能率的な執行を図ることを目的とする。 

(組織) 

第2条 前条の組織は、本庁及び出先機関とする。 

2 本庁とは、静岡市事務分掌条例(平成16年静岡市条例第97号)により設けられた局をいう。 

3 出先機関とは、本庁の事務を分掌させるために設けられた事務所等をいう。 

第2章 本庁 

第1節 内部組織 

(本庁の内部組織) 

第3条 次の各号に掲げる局の下に当該各号の表に掲げる内部組織を置く。 

(1) 総務局 

課名又は総室名 係名 

行政管理課 総務・総合調整係 行政管理係 行財政改革推進係 

コンプライアンス推進課 行政手続・審理係 内部統制係 

政策法務課  

人事課 人事第1係 人事第2係 給与係 人材育成係 

秘書課 秘書係 

広報課 報道広報係 広報紙係 広聴係 シティプロモーション

係 

ICT推進課 情報化推進係 情報セキュリティ係 住民情報システム

係 内部情報システム係 
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職員厚生課 安全衛生推進係 福利係 

危機管理総室  

(2) 企画局 

課名 係又は室名 

企画課 総合計画推進係 地方創生推進係 移住・定住推進係 

分権・広域連携推進係 統計係 

アセットマネジメント推進課 公共資産経営係 公民連携推進係 清水庁舎建設準備室 

(3) 財政局 

部名 課名 係又はセンター名 

財政部 財政課 調整係 予算第1係 予算第2係 予算第3係 資金係 

管財課 財産管理係 庁舎管理係 車両管理係 

契約課 企画係 物品調達係 工事契約第1係 工事契約第2係 

税務部 税制課 総務係 税制係 

納税課 納税推進係 納税第1係 納税第2係 

滞納対策課 徴収指導係 特別滞納整理第1係 特別滞納整理第2係 

公売係 

市民税課 企画指導係 軽自・諸税係 法人課税係 特別徴収係 

普通徴収第1係 普通徴収第2係 市税証明係 駿河税務

センター 

固定資産税課 企画指導係 土地第1係 土地第2係 家屋第1係 家屋

第2係 償却資産係 

(4) 市民局 

課名 係、センター又は場名 

市民自治推進課 調整係 自治活動支援係 市民協働促進係 

男女参画・多文化共生課 男女共同参画推進係 多文化共生推進係 

生涯学習推進課 生涯学習推進係 人づくり事業推進係 施設管理係 経

理係 

生活安心安全課 防犯・交通安全係 消費生活センター 計量検査係 

戸籍管理課 戸籍・住居表示係 霊園・斎場係 静岡斎場 清水斎場 

庵原斎場 
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(5) 観光交流文化局 

課名 係、室又は館名 

MICE・国際課 調整係 MICE誘致推進係 国際交流係 

観光交流課 観光企画係 東海道歴史街道係 観光施設係 イベント

推進係 

歴史文化課 駿府城エリア活性化係 歴史文化施設整備係 

文化財課 文化財保護係 埋蔵文化財係 三保松原保全活用推進室 

登呂博物館 

文化振興課 文化交流係 施設管理係 文化プログラム推進係 文化

施設整備室 芹沢銈介美術館 

スポーツ振興課 スポーツ振興係 施設第1係 施設第2係 

スポーツ交流課 スポーツツーリズム推進係 ホームタウン推進係 高校

総体準備室 

(6) 環境局 

課名 係、室、センター又は場名 

環境創造課 調整係 環境影響評価係 温暖化対策係 自然ふれあい

係 エコパーク推進係 

環境保全課 大気係 水質係 

ごみ減量推進課 企画係 ごみ減量・リサイクル推進係 清掃施設建設室 

廃棄物対策課 浄化槽推進係 許可審査係 適正処理推進係 

収集業務課 管理係 適正排出推進係 西ケ谷収集センター 沼上収

集センター 清水収集センター(西ケ谷収集センター、沼

上収集センター及び清水収集センターに収集係を置く。)

廃棄物処理課 管理係 施設整備係 施設環境保全係 西ケ谷清掃工場 

沼上清掃工場 静岡衛生センター 清水衛生センター

(西ケ谷清掃工場、沼上清掃工場、静岡衛生センター及び

清水衛生センターに施設管理係を置く。) 

(7) 保健福祉長寿局 

本部又は部名 課名 係、センター又は診療所名 

地域包括ケア推  総務係 医療・介護連携係 認知症施策推進係 地域
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進本部 支援係 介護予防係 

健康福祉部 福祉総務課 調整係 総務係 地域福祉・人権擁護係 生活支援・

自立推進係 システム係 監査指導係 

健康づくり推進課 健康政策係 保健指導係 成人保健係 障害者歯科保

健センター 

障害者福祉課 企画管理係 自立支援係 地域生活支援係 在宅支援

係 

高齢者福祉課 総務係 生きがい・在宅係 高齢者施設係 

介護保険課 総務係 保険料係 給付・認定係 事業者指導第1係 

事業者指導第2係 

保険年金管理課 管理・国民年金係 国保給付係 国保料係 福祉債権

管理係 健診・保健指導係 後期高齢者医療係 井川

診療所 

保健衛生医療部 保健医療課 保健医療係 医療事業係 

(8) 子ども未来局 

課名 係、室、センター又は園名 

子ども未来課 企画調整係 子育て支援推進係 新制度推進室 

青少年育成課 育成係 指導係 子ども若者相談センター 

幼保支援課 総務・事業者指導係 給付係 システム係 

こども園課 総務係 管理係 幼児教育・保育推進係 上土こども園 

安倍口こども園 安倍口中央こども園 安東こども園 

新富町こども園 瀬名川こども園 田町こども園 長沼

こども園 中藁科こども園 西奈こども園 服織こども

園 服織中央こども園 藁科こども園 大谷こども園 

小黒こども園 久能こども園 下川原こども園 高松こ

ども園 東新田こども園 登呂こども園 中田こども園 

中村町こども園 東豊田こども園 東豊田中央こども園 

広野こども園 富士見台こども園 丸子こども園 用宗

こども園 八幡こども園 飯田北こども園 飯田南こど

も園 庵原こども園 入江こども園 有度北こども園 
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有度西こども園 興津北こども園 興津南こども園 小

島こども園 折戸こども園 川原こども園 小河内こど

も園 駒越こども園 清水こども園 高部こども園 高

部中央こども園 辻こども園 西久保こども園 原こど

も園 三保こども園 横砂こども園 和田島こども園 

蒲原西部こども園 蒲原東部こども園 入山こども園 

由比こども園 由比中央こども園 葵待機児童園 駿河

待機児童園 清水待機児童園 

子ども家庭課 子ども家庭係 給付係 ひとり親家庭支援係 母子保健

係 

(9) 経済局 

部名 課名 係名 

商工部 産業政策課 調整係 企画係 新産業係 

産業振興課 海洋産業イノベーション推進係 工業振興係 立地環境

整備係 企業立地係 地場産業係 

商業労政課 商業・まちなか活性化係 雇用労働政策係 

清水港振興課 企画係 施設整備係 

農林水産部 農業政策課 総務係 農業支援係 お茶のまち推進係 みかん・園

芸・畜産係 

農地利用課 農地集積係 農振係 

農地整備課 総務係 管理係 農道水路係 農業集落排水係 

治山林道課 管理係 治山係 林道第1係 林道第2係 

水産漁港課 しずまえ振興係 管理係 漁港整備係 

中山間地振興課 企画係 施設運営係 森林・林業係 鳥獣対策係 

(10) 都市局 

部名 課名 係又は室名 

都市計画部 都市計画課 調整係 総務係 企画係 土地利用計画係 都市施設計

画係 

交通政策課 生活交通係 企画係 管理係 自転車のまち推進係 

開発指導課 土地取引係 開発審査係 
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市街地整備課 管理係 再開発係 区画整理指導係 東静岡区画整理係 

静岡駅周辺整備係 

新インターチェン

ジ周辺整備課 

管理係 開発推進係 区画整理係 工事係 

清水駅周辺整備課 管理係 駅周辺計画係 工事係 

緑地政策課 計画係 緑化推進係 麻機遊水地緑化推進係 

公園整備課 総務係 管理係 建設係 日本平公園建設室 

建築部 建築総務課 総務耐震係 都市景観推進係 屋外広告物係 

建築指導課 管理係 安全推進係 審査係 指導係 狭あい道路係 

住宅政策課 企画係 住まいまちづくり係 管理係 収納係 

公共建築課 建築企画係 葵工務係 駿河工務係 清水工務係 木造

建築係 

設備課 施設保全係 葵・駿河設備係 清水設備係 

(11) 建設局 

部名 課名 係又はセンター名 

土木部 建設政策課 調整係 総務用地係 土木防災係 地籍第1係 地籍第2

係 

技術政策課  

土木管理課 管理係 登記係 占用係 境界係 

河川課 巴川総合治水対策係 計画係 維持管理係 工事係 

道路部 道路計画課 総務係 道路企画係 道路整備係 高規格道路推進係 

道路保全課 総務係 管理係 長寿命化推進係 維持計画係 交通安

全施設係 静岡土木センター 清水土木センター 

葵南道路整備課 総務係 用地係 維持係 工事第1係 工事第2係 工事

第3係 工事第4係 

葵北道路整備課 総務用地係 維持係 工事係 

駿河道路整備課 総務係 用地係 維持第1係 維持第2係 工事第1係 

工事第2係 工事第3係 

清水道路整備課 総務係 用地係 維持係 工事第1係 工事第2係 工事

第3係 
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(平22規則12・全改、平22規則86・平23規則8・平23規則55・平23規則63・平23規則

78・平23規則81・平24規則5・平25規則4・平25規則66・平26規則7・平26規則87・

平27規則8・平28規則14・平29規則12・一部改正) 

第2節 分掌事務 

(課等の所掌事務) 

第4条 前条各号の表に規定する各課、危機管理総室及び地域包括ケア推進本部の所掌事務

は、次のとおりとする。 

総務局 

行政管理課 

(1) 市の行政区域に関すること。 

(2) 文書管理の指導及び統括に関すること。 

(3) 文書の収受、発送、保存及び印刷に関すること。 

(4) 公印に関すること。 

(5) 自衛官の募集に関すること。 

(6) 行政組織、事務配分、職務権限及び所管決定に関すること。 

(7) 行政事務の管理改善に関すること。 

(8) 事務引継に関すること。 

(9) 局長会議に関すること。 

(10) 職員の定数に関すること。 

(11) 行財政改革に関すること。 

(12) 行政評価に関すること。 

(13) 業務改善の推進に関すること。 

(14) 指定管理者制度に関すること。 

(15) 指定管理者選定委員会に関すること。 

(16) 行財政改革推進審議会に関すること。 

(17) 政策・施策外部評価委員会に関すること。 

(18) 公益財団法人静岡市まちづくり公社との連絡調整に関すること。 

(19) 社会保障・税番号制度に係る総合調整に関すること。 

(20) 区の制度の調査研究に関すること。 

(21) 区行政の推進に係る企画及び調査研究に関すること。 

(22) 区長会議に関すること。 
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(23) 区役所及び区役所支所の運営に係る総合調整に関すること。 

(24) 所管に係る事務についての区役所地域総務課(静岡市区役所事務分掌規則(平成17

年静岡市規則第11号。以下「区役所事務分掌規則」という。)第2条各号に規定する地域

総務課をいう。以下同じ。)との総合調整に関すること。 

コンプライアンス推進課（略） 

政策法務課 

(1) 公告式に関すること。 

(2) 市の政策法務の推進に関すること。 

(3) 条例、規則等の審査に関すること。 

(4) 重要な行政処分案等の審査に関すること。 

(5) 例規集に関すること。 

(6) 法令の解釈及び法的助言に関すること。 

(7) 顧問弁護士に関すること。 

(8) 訴訟、調停等に関すること。 

(9) 情報公開及び個人情報の保護に関すること。 

(10) 情報公開・個人情報保護審議会に関すること。 

(11) 所管に係る事務についての区役所地域総務課との総合調整に関すること。 

人事課（略） 

秘書課（略） 

広報課 

(1) 広報活動に関すること。 

(2) 報道機関との連絡に関すること。 

(3) 広聴活動に関すること。 

(4) シティプロモーションの推進に係る企画及び調整に関すること。 

(5) 所管に係る事務についての区役所地域総務課との総合調整に関すること。 

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

こと。 

ICT推進課（略） 

職員厚生課（略） 

危機管理総室 



- 81 - 

(1) 防災その他の危機管理(以下危機管理総室の所掌事務において「危機管理」という。)

の総括に関すること。 

(2) 危機管理に係る企画及び調整に関すること(他の課かいの所管に属するものを除

く。)。 

(3) 地震災害警戒本部、災害対策本部その他の危機管理に係る対策本部の設置及び会議

の運営に関すること(他の課かいの所管に属するものを除く。)。 

(4) 危機に係る情報の収集及び発信に関すること(他の課かいの所管に属するものを除

く。)。 

(5) 危機管理に係る職員研修に関すること(他の課かいの所管に属するものを除く。)。 

(6) 国民保護協議会及び国民保護計画に関すること。 

(7) 防災会議及び地域防災計画に関すること。 

(8) 水防協議会及び水防計画に関すること。 

(9) 水防団に関すること。 

(10) 防災意識の高揚及び啓発事業の総括に関すること。 

(11) 自主防災組織の総括に関すること。 

(12) 津波対策の推進及び総合調整に関すること。 

(13) 防災訓練に関すること。 

(14) 防災施設及び設備に関すること。 

(15) 災害に係る広域的応援の連絡調整に関すること。 

(16) 防災関係機関及び団体との連絡調整に関すること。 

(17) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく連絡調整に関する

こと。 

(18) 所管に係る事務についての区役所地域総務課との総合調整に関すること。 

企画局 

企画課 

(1) 総合計画の策定及び進行管理に関すること。 

(2) 重要政策の調査及び調整に関すること。 

(3) 公共施設の総合的な配置に関すること。 

(4) 経営会議に関すること。 

(5) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地利用計画に関すること。 

(6) 中部圏開発整備地方協議会に関すること。 
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(7) 公有地の取得方針及び利用方針の決定に関すること。 

(8) 静岡市土地開発公社に関すること。 

(9) 土地開発基金に関すること。 

(10) 分権の推進に関すること。 

(11) 市民自治によるまちづくりの推進の総括に関すること。 

(12) 市民自治推進審議会に関すること。 

(13) 指定都市市長会に関すること。 

(14) 大都市行政の推進及び調査研究に関すること。 

(15) 広域行政に関すること。 

(16) 合併に関する建設計画等に関すること。 

(17) 合併に関する事務事業の一元化等に関すること。 

(18) 市勢統計調査に関すること。 

(19) 基幹統計その他法令による統計調査(他の課かいの所管に属するものを除く。)に関

すること。 

(20) 各種統計情報の加工及び分析に関すること。 

(21) 総合戦略の推進に関すること。 

(22) 移住・定住の推進に関すること。 

(23) 総合教育会議に関すること。 

(24) 各執行機関の事務局及び各局部課かいとの連絡(他の課かいの所管に属するものを

除く。)、必要な指示及び総合調整に関すること。 

(25) 所管に係る事務についての区役所地域総務課との総合調整に関すること。 

(26) 東京事務所との連絡調整に関すること。 

アセットマネジメント推進課 

(1) 公共施設の維持更新計画及びこれに基づく資産管理の推進に関すること。 

(2) 公共施設の効率的な利活用の推進に係る企画及び調整に関すること。 

(3) 公共施設の廃止に伴う公有地の処分方針に関すること。 

(4) 公共施設の所管局との総合調整に関すること。 

(5) 公共施設の整備に係る公民連携事業の推進に関すること。 

(6) 新清水庁舎の建設の準備に関すること。 

財政局 

財政部 
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財政課（略） 

管財課 

(1) 公有財産の総括調整に関すること。 

(2) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること(他の課かいの所管に属するものを除

く。)。 

(3) 公有財産の保険及び共済の契約及び請求に関すること。 

(4) 電気事業経営記念基金に関すること。 

(5) 物品管理の総括に関すること。 

(6) 物品の不用の決定に関すること。 

(7) インターネットによる物品の売払いに関すること。 

(8) 両河内財産区に関すること。 

(9) 庁舎の維持管理及び庁舎内外の取締りに関すること。 

(10) 庁舎案内に関すること。 

(11) 電話の管理に関すること。 

(12) 車両管理の総括に関すること。 

(13) 共用車両の管理に関すること。 

(14) 車両の保険及び共済の契約及び請求に関すること。 

(15) 所管に係る事務についての区役所地域総務課との総合調整に関すること。 

契約課（略） 

税務部（略） 

市民局 

市民自治推進課 

(1) 自治会・町内会との連絡及び調整の総括に関すること。 

(2) 災害救助及び水難救護に関すること。 

(3) 市民活動及び協働促進の企画、調査及び調整に関すること。 

(4) 市民活動及び協働促進の事業に関すること。 

(5) 市民活動促進協議会に関すること。 

(6) 特定非営利活動法人の認証等に関すること。 

(7) 市民活動センターの管理に関すること。 

(8) 市民参画の推進に関すること。 

(9) 戦没者遺族、引揚者等の援護及びその総括に関すること。 
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(10) 日本赤十字社に関すること。 

(11) 所管に係る事務についての区役所地域総務課との総合調整に関すること。 

男女参画・多文化共生課（略） 

生涯学習推進課（略） 

生活安心安全課 

(1) 交通安全運動の計画及び推進に関すること。 

(2) 交通安全運動関係機関及び交通安全推進団体に関すること。 

(3) 交通安全対策会議に関すること。 

(4) 防犯運動及び暴力追放運動に関すること。 

(5) 犯罪等に強いまちづくり推進審議会に関すること。 

(6) 路上喫煙による被害等の防止対策に関すること。 

(7) 消費生活基本計画に関すること。 

(8) 消費者啓発及び教育に関すること。 

(9) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。 

(10) 消費者団体の自主的な活動の促進に関すること。 

(11) 消費生活相談及び苦情処理に関すること。 

(12) 消費者苦情処理委員会に関すること。 

(13) 消費生活に係る事業者の指導に関すること。 

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

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

と。 

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

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

ととされる事務を除く。)。 

(16) 生活関連物資等の価格の情報の収集及び提供に関すること。 

(17) 消費生活審議会に関すること。 

(18) 事業者による個人情報の取扱いに係る苦情処理等に関すること。 

(19) 計量に関すること。 

(20) 市民相談の総括に関すること。 

(21) 行政相談委員の総括に関すること。 

(22) 交通事故相談所の総括に関すること。 
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(23) 所管に係る事務についての区役所地域総務課との総合調整に関すること。 

戸籍管理課 

(1) 住居表示に関すること。 

(2) 町界町名に関すること。 

(3) 戸籍、住民基本台帳、印鑑等の総括に関すること。 

(4) 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(平成25

年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード及び同法第7条第1項に規定する通

知カードに関する事務の総括に関すること。 

(5) 一般旅券の発給申請の受付等の調整等に関すること。 

(6) 市民サービスコーナーの総括に関すること。 

(7) 改葬の許可及びその総括に関すること。 

(8) 市営墓地及び市営納骨堂に関すること。 

(9) 斎場及び霊柩自動車に関すること。 

(10) 所管に係る事務についての区役所地域総務課及び戸籍住民課(区役所事務分掌規則

第2条各号に規定する戸籍住民課をいう。)との総合調整に関すること。 

観光交流文化局 

MICE・国際課（略） 

観光交流課（略） 

歴史文化課（略） 

文化財課（略） 

文化振興課 

スポーツ振興課 

(1) スポーツ及びレクリエーションの振興に係る企画及び調査に関すること。 

(2) スポーツ及びレクリエーション施設の企画及び整備に関すること。 

(3) スポーツ推進審議会に関すること。 

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

動施設を含む。)。 

(5) スポーツ関係団体との連絡調整に関すること。 

(6) 公益財団法人静岡市体育協会との連絡調整に関すること。 

(7) スポーツ及びレクリエーションの実施に関すること。 

(8) 学校体育施設等の利用に関すること。 
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(9) 特別支援教育センター体育施設の利用に関すること。 

(10) スポーツ推進委員に関すること。 

(11) スポーツ指導者の養成及び連絡調整に関すること。 

(12) スポーツのまちづくりの推進に関すること。 

(13) コミュニティセンターの管理に関すること。 

(14) 所管に係る事務についての区役所地域総務課との総合調整に関すること。 

スポーツ交流課（略） 

環境局 

環境創造課 

(1) 環境及び廃棄物に係る政策の企画、調整等に関すること。 

(2) 環境基本計画に関すること。 

(3) 環境教育及び環境学習の推進に関すること。 

(4) 地球温暖化対策の推進に関すること。 

(5) 環境マネジメントシステムの啓発及び推進に関すること。 

(6) 新エネルギーの利用促進に関すること。 

(7) 自然保護に関すること。 

(8) 南アルプスの環境保全に係る調査、研究及び啓発に関すること。 

(9) 環境影響評価に関すること。 

(10) 環境影響評価審査会に関すること。 

(11) 愛玩のための鳥獣飼養登録の総括に関すること。 

(12) 環境審議会に関すること。 

(13) 所管に係る事務についての区役所地域総務課との総合調整に関すること。 

環境保全課 

(1) 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭(以下「大気汚染等」

という。)の防止のための規制及び指導に関すること。 

(2) 大気汚染等の調査に関すること。 

(3) 大気汚染等に係る相談等に関すること。 

(4) 大気汚染等の防止に係る意識の普及及び高揚に関すること。 

(5) 地下水源の保全に関すること。 

ごみ減量推進課 

(1) 一般廃棄物処理の基本計画に関すること。 
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(2) 一般廃棄物の減量化及びリサイクル施策に関すること(収集業務課の所管に属する

ものを除く。)。 

(3) 資源循環啓発施設に関すること。 

(4) 一般廃棄物処理施設の建設及び整備に関すること。 

(5) 環境美化思想の普及及び高揚に関すること。 

(6) 清掃対策審議会に関すること。 

(7) 一般財団法人静岡市環境公社との連絡調整に関すること。 

(8) 所管に係る事務についての区役所地域総務課との総合調整に関すること。 

廃棄物対策課 

(1) 廃棄物の処理に係る相談に関すること。 

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく廃棄物に係る

許認可及び指導監督に関すること。 

(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく許可、登録及び指導監督に関すること。 

(4) 合併処理浄化槽の普及促進に関すること。 

(5) 浄化槽及びし尿くみ取りの届出及び指導に関すること。 

(6) 廃棄物の適正処理の推進に関すること。 

(7) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づく登録、許可

及び指導監督に関すること。 

(8) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律

第65号)に基づく保管状況等の届出及び適正処理に係る指導に関すること。 

(9) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に規定する

特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関すること。 

(10) 不法投棄の防止に係る監視及び不法処理対策に関すること。 

(11) 所管に係る事務についての区役所地域総務課との総合調整に関すること。 

収集業務課 

(1) 一般廃棄物(し尿を除く。(2)において同じ。)の収集・運搬の作業計画及び実施に関

すること。 

(2) 一般廃棄物の排出指導に関すること。 

(3) 古紙等資源回収活動奨励金の交付に関すること。 

(4) 集団資源回収事業奨励金の交付に関すること。 

(5) 清掃車両の整備計画及び維持管理に関すること。 
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(6) 収集センターの維持管理に関すること。 

(7) 所管に係る事務についての区役所地域総務課との総合調整に関すること。 

廃棄物処理課 

(1) 廃棄物の焼却等の処理に関すること。 

(2) 廃棄物処理施設の維持管理に関すること。 

保健福祉長寿局 

地域包括ケア推進本部 

(1) 健康長寿社会の形成の推進及び総合調整に関すること。 

(2) 健康長寿に係る総合的な計画に関すること。 

(3) 地域包括ケアシステムの構築に関すること。 

(4) 在宅医療と介護の連携に関すること。 

(5) 高齢者等の認知症施策の推進に関すること。 

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

く。)に関すること(市長が定めるものに限る。)。 

(7) 地域包括支援センターの運営に関すること。 

(8) 高齢者虐待防止に関すること。 

(9) 高齢者の地域における日常生活の支援体制の整備に関すること。 

(10) 高齢者の介護予防の推進に関すること。 

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

健康福祉部 

福祉総務課 

(1) 福祉に係る政策の企画及び調整に関すること。 

(2) 健康福祉に関する基本的な計画に関すること。 

(3) 健康福祉審議会に関すること。 

(4) 社会福祉法人の認可に関すること。 

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

に規定する施設をいう。)の指導監査等に関すること。 

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

(7) 福祉業務に係る職員の指導監督及び訓練に関すること。 

(8) 地域福祉計画に関すること。 

(9) 法務関係各種委員等の総括に関すること。 
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(10) 地域福祉団体の育成に関すること。 

(11) 住民福祉活動の推進に関すること。 

(12) 社会福祉法人静岡市社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 

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

(14) 民生委員及び児童委員の総括に関すること。 

(15) 民生委員推薦会に関すること。 

(16) 人権啓発に関すること。 

(17) 生活保護等の総括に関すること。 

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

に関すること。 

(19) 生活保護法の施行に係る事務監査に関すること。 

(20) 保護施設の管理に関すること。 

(21) 生活困窮者の自立支援の総括に関すること。 

(22) 中国残留邦人等への支援の総括に関すること。 

(23) 社会福祉統計の総括に関すること。 

(24) ホームレスの自立支援等の総括に関すること。 

(25) 福祉のまちづくりの計画の推進及び調整に関すること。 

(26) 社会福祉施設等整備審査会に関すること。 

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

こと。 

(28) 市立社会福祉施設の計画及び整備に関すること。 

(29) 社会福祉施設整備事業に係る指導監督及び検査に関すること。 

(30) 福祉電算システムに関すること。 

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

(32) 部の庶務に関すること。 

健康づくり推進課 

(1) 健康づくりに係る施策の企画及び調整に関すること。 

(2) 健康づくりに係る関係機関及び団体との連絡調整に関すること。 

(3) 健康増進計画に関すること。 

(4) 食育推進計画に関すること。 

(5) 食育推進会議に関すること。 
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(6) 老人福祉計画に関すること(保健に関する事業に限る。)。 

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

ものを除く。)。 

(8) 成人保健事業に関すること(他の課かいの所管に属するものを除く。)。 

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

かいの所管に属するものを除く。)。 

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

(11) 歯科口腔保健事業に関すること。 

(12) 障害者歯科保健センターに関すること。 

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

かいの所管に属するものを除く。)。 

(14) 所管に係る事務についての区役所健康支援課との総合調整に関すること。 

障害者福祉課 

(1) 障害者福祉に係る施策の企画及び調整に関すること。 

(2) 障害者施策推進協議会に関すること。 

(3) 障害者計画及び障害福祉計画に関すること。 

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

(5) 指定障害福祉サービス事業者等の指定に関すること。 

(6) 指定障害児通所支援事業者等の指定に関すること。 

(7) 障害福祉サービス事業者等の指導及び監督に関すること。 

(8) 障害者及び障害児に係る自立支援給付等の総括に関すること。 

(9) 障害支援区分認定等審査会及び当該審査会に置かれる合議体に関すること(他の課

かいの所管に属するものを除く。)。 

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

を除く。)。 

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

管に属するものを除く。)。 

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

を除く。)及び総括に関すること。 

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

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

害者支援課の所管に属するものを除く。)。 

(15) 発達障害者支援体制の整備に関すること。 

(16) 発達障害者支援センターに関すること。 

(17) 心身障害者扶養共済制度に関すること。 

(18) 全国障害者スポーツ大会に関すること。 

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

(20) 身体・知的障害者及び障害児に係る福祉施設の認可等に関すること。 

(21) 市立の身体・知的障害者及び障害児に係る施設の管理に関すること。 

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

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

を除く。)及び総括に関すること。 

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

高齢者福祉課 

(1) 高齢者福祉に係る施策の企画及び調整に関すること。 

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

(3) 高齢者の生きがい対策に関すること。 

(4) 全国健康福祉祭に関すること。 

(5) 公益社団法人静岡市シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。 

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

を除く。)。 

(7) 老人福祉施設等の計画及び整備に関すること。 

(8) 老人福祉施設等の管理に関すること。 

(9) 老人福祉施設等の認可等に関すること。 

(10) 老人福祉施設等の整備に係る補助に関すること。 

(11) 有料老人ホームの届出等に関すること。 

(12) 老人ホーム等入所判定委員会に関すること。 

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

介護保険課 

(1) 介護保険に係る政策の企画及び調整に関すること。 

(2) 介護保険事業計画に関すること。 
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(3) 介護保険の被保険者の資格管理に関すること。 

(4) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること(市長が定めるものを除く。)。 

(5) 介護保険の給付及びその総括に関すること。 

(6) 要介護認定及び要支援認定の総括に関すること。 

(7) 介護認定審査会に関すること。 

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

除く。)。 

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

ること。 

(10) 介護老人保健施設の計画及び整備に関すること。 

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

(12) 介護保険事業者の指導及び監督に関すること。 

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

保険年金管理課 

(1) 国民健康保険事業の総括に関すること。 

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。 

(3) 静岡県国民健康保険団体連合会との連絡調整に関すること。 

(4) 井川診療所に関すること。 

(5) 国民年金事業の総括に関すること。 

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

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

く。)。 

(7) 後期高齢者医療事業の総括に関すること。 

(8) 静岡県後期高齢者医療広域連合に関すること。 

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

び滞納処分事務に係る企画、指導及び助言に関すること。 

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

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

る。)。 

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

関すること。 
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(12) 所管に係る事務についての区役所保険年金課(区役所事務分掌規則第2条各号に規

定する保険年金課をいう。)との総合調整に関すること。 

保健衛生医療部（略） 

子ども未来局 

子ども未来課（略） 

青少年育成課（略） 

幼保支援課 

(1) 認定こども園、保育所及び家庭的保育事業等に係る認可等に関すること。 

(2) 認定こども園、保育所及び家庭的保育事業等の利用等事務の総括に関すること。 

(3) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の指導監査等に関すること。 

(4) 子どものための教育・保育給付に係る支給認定の総括に関すること。 

(5) 子どものための教育・保育給付の支給に関すること。 

(6) 保育料等の徴収に関すること(市長が定めるものを除く。)。 

(7) 認可外保育施設及び認証保育所に関すること。 

(8) 私立保育所に係る委託、補助等に関すること。 

(9) 幼稚園就園奨励に関すること。 

(10) 私立学校助成に関すること。 

(11) 私立認定こども園、私立保育所、私立幼稚園等との連絡調整に関すること。 

(12) 所管に係る事務についての福祉事務所子育て支援課との総合調整に関すること。 

こども園課 

(1) 市立こども園及び待機児童園(以下「市立こども園等」という。)の管理に関するこ

と。 

(2) 市立こども園等の整備に関すること。 

(3) 市立こども園等の職員の互助組合及び共済組合に関すること。 

(4) 市立こども園等の給食業務の管理及び指導に関すること。 

(5) 市立こども園等の利用児童の健康指導に関すること。 

(6) 私立の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る給食業務及び利用児童の

健康指導の相談等に関すること。 

(7) 幼児教育・保育の推進に係る企画及び調査研究に関すること。 

(8) 幼児教育・保育に係る要領、指針、教育課程等に関すること。 

(9) 市立こども園等の教育・保育指導に関すること。 
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(10) 市立こども園等の職員の研修に関すること。 

(11) 市立こども園職員の指導改善研修に係る認定等に関すること。 

(12) 市立こども園等の職員に係る教育職員免許の申請等に関すること。 

(13) 所管に係る事務についての福祉事務所子育て支援課との総合調整に関すること。 

子ども家庭課 

(1) 家庭児童相談の総括に関すること。 

(2) 要保護児童対策地域協議会の総合調整に関すること。 

(3) 児童虐待防止推進事業に関すること。 

(4) 母子保護及び助産の実施に係る費用の支弁及び徴収に関すること。 

(5) 養育支援訪問事業に関すること。 

(6) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の援護に関すること。 

(7) 児童手当、児童扶養手当及び子ども手当の支給に関する事務の総括に関すること。 

(8) 母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付に関する事務の総括に関

すること。 

(9) 子ども医療費及び母子家庭等医療費の助成に関する事務の総括に関すること。 

(10) 子育て短期支援事業及び子育て支援ヘルパー派遣事業に関する事務の総括に関す

ること。 

(11) 乳児院、母子生活支援施設及び児童養護施設等(以下「社会的養護施設」という。)

の管理に関すること。 

(12) 社会的養護施設の計画及び整備に関すること。 

(13) 社会的養護施設の認可等に関すること。 

(14) 社会的養護施設の整備に係る補助に関すること。 

(15) 母子保健に係る事業の総括に関すること。 

(16) 母子保健事業に関すること(他の課かいの所管に属するものを除く。)。 

(17) 母子保健に係る各種団体の育成支援に関すること。 

(18) 母子保健に係る各種団体との連絡調整に関すること。 

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

(20) 所管に係る事務についての福祉事務所子育て支援課との総合調整に関すること。 

経済局（略） 

都市局（略） 

建設局（略） 
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 (局筆頭課の所掌事務) 

第4条の2（略） 

第3章 出先機関（略） 

第4章 職制等（略） 

附 則 

この規則は、平成17年4月1日から施行する。 

附 則(平成17年5月25日規則第95号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は、平成17年6月6日から施行する。 

（中略） 

附 則(平成29年3月17日規則第12号) 

この規則は、平成29年4月1日から施行する。 

別表(第4条関係)（略） 
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（６）静岡市福祉事務所設置条例 

平成15年4月1日 

条例第132号 

 (設置) 

第1条 静岡市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に

関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。 

(名称、位置及び所管区域) 

第2条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。 

名称 位置 所管区域 

静岡市葵福祉事務所 静岡市葵区追手町5番1号 葵区の区域 

静岡市駿河福祉事務所 静岡市駿河区南八幡町10番40

号 

駿河区の区域 

静岡市清水福祉事務所 静岡市清水区旭町6番8号 清水区の区域 

(平16条例115・一部改正) 

(所掌事務) 

第3条 前条の表に掲げる福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭

和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉

法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉

法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、社会福

祉に関する事務のうち市長が必要と認める事務を所掌するものとする。 

(平26条例105・一部改正) 

(委任) 

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、平成15年4月1日から施行する。 

附 則(平成16年12月22日条例第115号) 

この条例は、平成17年4月1日から施行する。 

附 則(平成26年6月23日条例第105号) 

この条例は、平成26年10月1日から施行する。 
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（７）静岡市福祉事務所事務分掌規則 

平成16年3月19日 

規則第12号 

 (趣旨) 

第1条 この規則は、静岡市福祉事務所設置条例(平成15年静岡市条例第132号)第2条に規定

する静岡市葵福祉事務所、静岡市駿河福祉事務所及び静岡市清水福祉事務所(以下これら

を「福祉事務所」という。)の組織、分掌事務、職制等(以下「組織等」という。)について、

別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(平17規則12・一部改正) 

(福祉事務所の所管) 

第2条 福祉事務所は、その所管区域を所管する区役所の所管とする。 

(平17規則12・平19規則10・平21規則16・一部改正) 

(組織) 

第3条 福祉事務所に、次の各号の表の左欄に掲げる課又は出張所を置き、当該各号の表の
右欄に掲げる係を置く。 

(1) 葵福祉事務所 

課名 係名 

生活支援課 地域福祉係 生活福祉第1係 生活福祉第2係 生活福
祉第3係 生活福祉第4係 

障害者支援課 支援係 給付係 

子育て支援課 入園係 給付係 家庭児童相談係 

高齢介護課 高齢者福祉係 

(2) 駿河福祉事務所 

課名 係名 

生活支援課 地域福祉係 生活福祉第1係 生活福祉第2係 

障害者支援課 支援係 給付係 

子育て支援課 入園係 給付係 家庭児童相談係 

高齢介護課 高齢者福祉係 

(3) 清水福祉事務所 

課名 係名 
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生活支援課 地域福祉係 生活福祉第1係 生活福祉第2係 

障害者支援課 支援係 給付係 

子育て支援課 入園係 給付係 家庭児童相談係 

高齢介護課 高齢者福祉係 

蒲原出張所 福祉係 

(平17規則12・全改、平18規則8・平20規則94・平21規則16・平22規則14・平25

規則7・平26規則10・平27規則11・平28規則16・一部改正) 

(所掌事務) 

第4条 前条各号の表に規定する各課及び蒲原出張所の所掌事務は、次のとおりとする。 

生活支援課 

(1) 生活保護等の決定及び実施に関すること。 

(2) 中国残留邦人等への支援に関すること。 

(3) 生活困窮者の自立支援に関すること。 

(4) 事務所の庶務に関すること。 

障害者支援課 

(1) 身体・知的障害者及び障害児の福祉に係る相談、指導及び申請の受付に関すること
(他の課かいの所管に属するものを除く。)。 

(2) 身体・知的障害者及び障害児の措置に関すること。 

(3) 療育手帳の申請及び交付に関すること(交付決定に関するものを除く。)。 

子育て支援課 

(1) 認定こども園、保育所及び家庭的保育事業等に係る利用等に関すること。 

(2) 保育料等の収納事務に関すること(他の課かいの所管に属するものを除く。)。 

(3) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関すること(母子福祉資金及び父子福祉

資金並びに寡婦福祉資金の貸付けに関することを除く。)。 

(4) 家庭児童相談に関すること。 

高齢介護課 

(1) 高齢者の相談に関すること。 

(2) 高齢者の援護に係る申請及び調査等に関すること。 

蒲原出張所 

(1) 生活保護の取次ぎに関すること。 

(2) 認定こども園、保育所及び家庭的保育事業等に係る利用等の申請の受付に関するこ
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と。 

(3) 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に係る申請の受付に関すること(母子福祉

資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付けに関することを除く。)。 

(4) 家庭児童相談に関すること。 

(5) 身体・知的障害者及び障害児の福祉に係る相談、指導及び申請の受付に関すること
(他の課かいの所管に属するものを除く。)。 

(6) 療育手帳の申請及び交付に関すること(交付決定に関するものを除く。)。 

(7) 高齢者の相談に関すること。 

(8) 高齢者の援護に係る申請に関すること。 

(平17規則12・全改、平18規則8・平18規則128・平18規則211・平19規則10・平

20規則12・平21規則16・平26規則10・平26規則99・平27規則11・平28規則16・

一部改正) 

(職員) 

第5条 福祉事務所に所長を、課に課長及び課長補佐を、出張所に出張所長及び所長補佐を、
係に係長を置く。 

2 市長が必要と認めるときは、福祉事務所に参与、別に定める担当課長、参事、副参事、
主幹、副主幹、主査、主任保育教諭及び副主任保育教諭を置くことができる。 

3 所長、参与、課長、出張所長、担当課長、参事、課長補佐、所長補佐、副参事、主幹、
係長、副主幹、主査、主任保育教諭及び副主任保育教諭は、職員のうちから市長が命ずる。 

4 福祉事務所の所長、参与、課長、出張所長、担当課長、参事、課長補佐、所長補佐、副
参事、主幹、係長、副主幹、主査、主任保育教諭及び副主任保育教諭は、静岡市区役所事

務分掌規則(平成17年静岡市規則第11号)第3条に規定する福祉事務所のそれぞれ該当する

所長、参与、課長、出張所長、担当課長、参事、課長補佐、所長補佐、副参事、主幹、係

長、副主幹、主査、主任保育教諭及び副主任保育教諭をもって充てる。ただし、これらの

者のうち、市長が指定する者については、この限りでない。 

(平17規則12・平18規則8・平21規則16・平23規則10・平26規則10・平27規則11・

一部改正) 

(職責) 

第6条 所長、課長、出張所長、課長補佐、所長補佐又は係長は、上司の命を受けて福祉事
務所、課、出張所又は係に属する事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 

2 参与、担当課長、参事、副参事、主幹又は副主幹は、それぞれ上司の命を受けて所管事
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務を掌理し、所属員があるときは、これを指揮監督する。 

3 主査、主任保育教諭及び副主任保育教諭は、上司の命を受けて分担事務を掌理する。 

(平18規則8・平23規則10・平26規則10・平27規則11・一部改正) 

(事務決裁) 

第7条 福祉事務所の所掌事務に係る事務決裁については、静岡市事務専決規則(平成17年

静岡市規則第14号)で定める。 

(平17規則12・一部改正) 

(処務) 

第8条 福祉事務所の組織等については、この規則に定めるもののほか、静岡市事務分掌規
則その他組織等に関する諸規程を準用する。 

(平17規則12・一部改正) 

附 則 

この規則は、平成16年4月1日から施行する。 

附 則(平成17年3月11日規則第12号) 

この規則は、平成17年4月1日から施行する。 

附 則(平成18年2月24日規則第8号) 

この規則は、平成18年3月31日から施行する。 

附 則(平成18年3月17日規則第128号) 

この規則は、平成18年4月1日から施行する。 

附 則(平成18年9月29日規則第211号) 

この規則は、平成18年10月1日から施行する。 

附 則(平成19年3月19日規則第10号) 

この規則は、平成19年4月1日から施行する。 

附 則(平成20年3月21日規則第12号) 

この規則は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則(平成20年10月16日規則第94号) 

この規則は、平成20年11月1日から施行する。 

附 則(平成21年3月18日規則第16号) 

この規則は、平成21年4月1日から施行する。 

附 則(平成22年3月17日規則第14号) 

この規則は、平成22年4月1日から施行する。 
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附 則(平成23年3月18日規則第10号) 

この規則は、平成23年4月1日から施行する。 

附 則(平成25年3月14日規則第7号) 

この規則は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則(平成26年3月13日規則第10号) 

この規則は、平成26年4月1日から施行する。 

附 則(平成26年9月29日規則第99号) 

この規則は、平成26年10月1日から施行する。 

附 則(平成27年3月20日規則第11号) 

この規則は、平成27年4月1日から施行する。 

附 則(平成28年3月18日規則第16号) 

この規則は、平成28年4月1日から施行する。 
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（８）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（抄） 

平成15年4月1日 

規則第13号 

目次 

第1章 総則(第1条) 

第2章 事務の委任(第2条―第8条) 

第3章 補助執行(第9条―第12条) 

第4章 雑則(第13条・第14条) 

附則 

第1章 総則 

(趣旨) 

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行について、必要な

事項を定めるものとする。 

第2章 事務の委任 

(委任の根拠) 

第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条及び第180条の2並びにその他法令

の規定に基づき、その権限に属する事務の一部を次条から第8条までに定めるところによ

り委任する。 

(平17規則16・一部改正) 

(公営企業管理者への委任) 

第3条（略） 

(人事委員会への委任) 

第3条の2（略） 

(農業委員会への委任) 

第4条（略） 

(区長への委任) 

第5条 区長に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。ただし、第1号から第6号までに

掲げる事務にあっては、当該区長が所管する区域に係るものに限る。 

(1) 印鑑登録の証明に関すること。 

(2) 身分証明に関すること。 

(3) 国民健康保険被保険者証明書に関すること。 
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(4) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。 

(5) 国民健康保険料(税)その他の徴収金の賦課及び徴収に関すること(保険料率、減免基

準及び徴収猶予基準の決定に関することその他市長が定めるものを除く。)。 

(6) 国民年金の資格、給付等に係る諸届出書等の受理、審査及び送付に関すること。 

(7) 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(平成25

年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの追記欄への記載に関すること。 

(8) 一般旅券の発給申請の受付、交付、返納等に関すること。 

(9) 埋火葬の許可に関すること。 

(10) 斎場の利用許可に関すること(妊娠4箇月未満の死胎等及び産汚物類に係る許可を

除く。)。 

(11) 霊柩自動車の利用許可に関すること。 

(12) 自動車の臨時運行許可に関すること。 

(13) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第34条の2の規定による証明に関すること。 

(平17規則16・追加、平18規則132・平20規則15・平21規則20・平21規則80・平27

規則128・一部改正) 

(福祉事務所長への委任) 

第6条 静岡市福祉事務所設置条例(平成15年静岡市条例第132号)第2条に規定する静岡市葵

福祉事務所、静岡市駿河福祉事務所及び静岡市清水福祉事務所の所管区域ごとにそれぞれ

当該福祉事務所の長に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 生活保護法関係 

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この号において「法」という。)第24条第3

項、第8項及び第9項の規定による保護の開始、扶養義務者に対する通知及び保護の変

更に関すること。 

イ 法第25条第1項及び第2項の規定による保護の開始及び変更に関すること。 

ウ 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。 

エ 法第27条第1項の規定による指導及び指示に関すること。 

オ 法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。 

カ 法第28条の規定による報告の徴収、立入調査及び検診命令に関すること。 

キ 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。 

ク 法第48条第4項の規定による届出に関すること。 

ケ 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に関すること。 
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コ 法第55条の5の規定による就労自立給付金の支給又は法第78条第3項の規定の施行

のための報告の徴収に関すること。 

サ 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止並びにそれらの処

分に対する弁明の機会の付与に関すること。 

シ 法第63条の規定により被保護者が返還する金額を定めること。 

ス 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。 

セ 法第77条の規定による扶養義務者からの費用の徴収に関すること。 

ソ 法第78条第1項の規定による不実の申請その他不正な手段をもって保護を受け、又

は受けさせた者からの費用等の徴収に関すること。 

タ 法第78条第3項の規定による偽りその他不正の手段により就労自立給付金の支給を

受け、又は他人をして受けさせた者からの費用等の徴収に関すること。 

チ 法第78条の2の規定よる被保護者からの徴収金の徴収に関すること。 

ツ 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。 

テ 法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。 

(2) 老人福祉法関係 

ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)第10条の4

及び第11条の規定による措置に関すること。 

イ 法第12条の規定による措置解除に係る説明等に関すること。 

ウ 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。 

エ 法第28条の規定による費用の徴収の決定に関すること。 

オ 法第32条の規定による審判の請求に関すること。 

カ 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。 

(3) 児童福祉法関係 

ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この号において「法」という。)第21条の6

の規定による障害児通所支援(静岡市知的障害児通園施設条例(平成15年静岡市条例

第156号)第2条に規定する静岡市心身障害児福祉センター「いこいの家」に係るもの

を除く。)又は障害福祉サービスの提供に関すること。 

イ 法第22条の規定による助産施設への入所の措置に関すること。 

ウ 法第23条の規定による母子生活支援施設への入所の措置に関すること。 

エ 法第24条に規定する保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等に係る利用等事務

に関すること。 
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(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法関係 

ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この号において「法」

という。)第17条第1項の規定による母子家庭日常生活支援事業の措置に関すること。 

イ 法第18条の規定による法第17条第1項の措置の解除に係る説明等に関すること。 

ウ 法第31条の7第1項の規定による父子家庭日常生活支援事業の措置に関すること。 

エ 法第31条の7第3項において準用する法第18条の規定による法第31条の7第1項の措

置の解除に係る説明等に関すること。 

オ 法第33条第1項の規定による寡婦日常生活支援事業の措置に関すること。 

カ 法第33条第3項において準用する法第18条の規定による法第33条第1項の措置の解

除に係る説明等に関すること。 

(5) 身体障害者福祉法関係 

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この号において「法」という。)第

17条の2第1項の規定による診査及び更生相談に関すること。 

イ 法第18条第1項(精神障害者について、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する

支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)第9

条第2項後段の規定により適用する場合を除く。)の規定による障害福祉サービスの提

供に関すること。 

ウ 法第18条第2項(精神障害者について、障害者虐待防止法第9条第2項後段の規定によ

り適用する場合を除く。)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

こと。 

(6) 知的障害者福祉法関係 

ア 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この号において「法」という。)第15

条の4(精神障害者について、障害者虐待防止法第9条第2項後段の規定により適用する

場合を除く。)の規定による障害福祉サービスの提供に関すること。 

イ 法第16条(精神障害者について、障害者虐待防止法第9条第2項後段の規定により適

用する場合を除く。)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こと。 

ウ 法第28条の規定による審判の請求に関すること。 

(7) 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関係 
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ア 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。以下この号において「法」と

いう。)第14条の規定による支援給付の実施に関すること。 

イ 法第15条第1項の規定による配偶者支援金の支給に関すること。 

(8) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律関係 

ア 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第

124号。以下この号において「法」という。)第6条の規定による高齢者及び擁護者に

対する相談、指導及び助言に関すること。 

イ 法第9条の規定による通報を受けた場合の措置に関すること。 

ウ 法第11条の規定による立入調査等に関すること。 

エ 法第12条の規定による警察署長に対する援助要請等に関すること。 

オ 法第13条の規定による面会の制限に関すること。 

カ 法第14条の規定による養護者の支援に関すること。 

キ 法第27条第2項の規定による財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれの

ある高齢者に対する後見(保佐又は補助を含む。)開始申立てに関すること。 

ク 法第28条の規定による成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置

等のうち、市長申立てにより選任された成年後見人(保佐又は補助を含む。)への報酬

助成に係る申請受付、助成の決定及び支払に関すること。 

(9) 生活困窮者自立支援法関係 

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第5条第1項の規定による生活困窮者住

居確保給付金の支給に関すること。 

(平16規則30・平17規則16・平18規則132・平18規則213・平20規則15・平21規則20・

平24規則11・平24規則82・平26規則15・平26規則75・平26規則96・平27規則43・一

部改正) 

(児童相談所長への委任) 

第7条（略） 

(保健所長への委任) 

第8条（略） 

第3章 補助執行 

(補助執行の根拠) 
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第9条 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する事務の一部を次

条から第12条までに定めるところにより補助執行させる。 

(平17規則16・旧第8条繰下・一部改正) 

(教育委員会の事務局の職員等への補助執行) 

第10条（略） 

第11条（略） 

(農業委員会の職員への補助執行) 

第11条の2（略） 

(市選挙管理委員会等の職員への補助執行) 

第12条 市選挙管理委員会、人事委員会、監査委員及び区選挙管理委員会の事務局の職員に

補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 所管に係る議会の議案の提出に関すること。 

(2) 所管に係る公有財産の取得(用地買収に関することを除く。)及び物品の処分に関す

ること。 

(3) 所管に係る事項(物品の処分に関することを除く。)に関する契約をすること。 

(4) その他所管に係る事項に関する予算の執行に関すること。 

2 前項の規定により市長の権限に属する事務の一部を補助執行する場合において、市選挙

管理委員会、人事委員会、監査委員及び区選挙管理委員会の事務局の職員は、次の各号に

掲げる区分に従い、当該各号に定める事項を専決することができる。 

(1) 市選挙管理委員会、人事委員会及び監査委員の事務局長 専決規則別表第1共通専決

事項中局長等共通及び局次長等共通の専決事項 

(2) 区選挙管理委員会の事務局長並びに市選挙管理委員会、人事委員会及び監査委員の

事務局次長 専決規則別表第1共通専決事項中課長等共通の専決事項 

(平17規則1・一部改正、平17規則16・旧第11条繰下・一部改正、平17規則90・平23

規則13・平27規則43・平27規則121・一部改正) 

第4章 雑則 

(委任事務の報告) 

第13条 この規則に定めるところにより市長の権限に属する事務の一部を委任された者(次

条において「受託者」という。)は、委任された事務のうち、次のいずれかに該当するも

のについては、市長に報告しなければならない。 

(1) 異例であると認められる事項 
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(2) 先例になると認められる事項 

(3) 市長の特別の指示により処理する事項 

(4) 紛争若しくは論争のある事項又は将来その原因となると認められる事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、事案について特に市長が承知しておく必要があると認

められる事項 

(平17規則16・旧第12条繰下) 

(専決) 

第14条 受託者は、この規則に定めるところにより委任された事務を所属の職員に専決させ

ることができる。 

2 前項の規定により、所属の職員に専決させる事項については、専決規則に定めるところ

による。 

(平17規則16・旧第13条繰下) 

(準用) 

第15条 市長の権限に属する事務の一部の事務の委任及び補助執行に関する専決等につい

ては、この規則に定めるもののほか、専決規則の規定を準用する。 

(平19規則15・追加) 

附 則 

この規則は、平成15年4月1日から施行する。 

ただし、第11条の規定中監査委員の事務局の職員に関する部分は、監査委員事務局の職員

が任命された日から施行する。 

（中略） 

附 則(平成29年3月31日規則第25号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び第8条の改正

規定(同条第7号、第27号及び第32号に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則による改正後の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第10

条の前の見出し及び同条第1項(各号列記以外の部分に限る。)の規定は、この規則の施行

の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成

26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、同項の規定により在職する間は、
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適用せず、改正前の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第10条の前

の見出し及び同条第1項(各号列記以外の部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。 
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（９）静岡市葵区選挙管理委員会規程（抄） 

平成17年4月28日 

葵区選挙管理委員会告示第3号 

目次 （略） 

第1章 総則 

(趣旨) 

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の20

第5項において準用する第194条の規定に基づき、静岡市葵区選挙管理委員会(以下「区選

挙管理委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 

第2章 組織 

(委員長の選挙) 

第2条 区選挙管理委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、単記無記名投票で

行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、

くじで当選人を定める。 

2 区選挙管理委員会の委員(以下「委員」という。)に異議がないときは、前項の選挙につ

き、指名推選の方法を用いることができる。 

3 前2項の規定による選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年

長の委員が臨時に委員長の職務を行う。 

(委員長の任期) 

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。 

(委員長が欠けたときの選挙) 

第4条 区選挙管理委員会は、委員長が委員を辞任したとき、又は委員長の職を辞したとき
その他委員長が欠けたときは、その日の翌日から起算して10日以内に委員長の選挙を行

わなければならない。 

(委員長職務代理者の指定) 

第5条 委員長は、法第252条の20第5項において準用する法第187条第3項の規定による委

員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定してお

かなければならない。 

(退職の手続) 

第6条 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞そうとするときは、退職願を委員長職
務代理者に提出しなければならない。 
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2 委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。 
(欠格事項等に関する届出) 

第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又は政党その他の政治団体に属
し、若しくはその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長

に届け出なければならない。 

(委員長等の氏名の告示) 

第8条 区選挙管理委員会は、委員長及び委員長職務代理者が定まったとき、又は委員に異
動があったときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。 

(参与) 

第9条 委員会に参与を置く。 

2 参与は、区長をもって充てる。 

3 参与は、委員会の求めに応じ、重要な事項に参与する。 

(平23葵選管告示1・追加) 

第3章 会議 

(定例会及び臨時会) 

第10条 区選挙管理委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。 

2 定例会は、毎月1回開催する。 

3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員から請求があったときに開催する。 

(平23葵選管告示1・旧第9条繰下) 

(臨時会開催の請求) 

第11条 委員が前条第3項に規定する臨時会の開催の請求をするときは、会議の日時、案件

及びその理由を付した文書により、委員長に請求しなければならない。 

(平23葵選管告示1・旧第10条繰下) 

(区選挙管理委員会の招集) 

第12条 区選挙管理委員会の招集は、招集の日時、場所及び議題を付した文書を委員に通
知して行わなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。 

2 委員の改選後の最初の区選挙管理委員会の招集は、年長の委員が行う。 

(平23葵選管告示1・旧第11条繰下) 

(欠席の届出) 

第13条 委員長又は委員が区選挙管理委員会に出席することができないときは、委員長に
あっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長に、あらかじめその旨を届け出なけ
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ればならない。 

(平23葵選管告示1・旧第12条繰下) 

(会議の公開) 

第14条 区選挙管理委員会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の過半数をもって議
決したときは、非公開とすることができる。 

(平23葵選管告示1・旧第13条繰下) 

(関係者の出席) 

第15条 区選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、
その説明又は意見を聴くことができる。 

(平23葵選管告示1・旧第14条繰下) 

(会議録の調製) 

第16条 委員長は、書記長をして会議録を調製させ、出席委員の氏名及び会議の次第その
他必要な事項を記載させなければならない。 

2 前項の会議録には、委員長及び委員長が出席委員のうちからあらかじめ指名した委員が
署名しなければならない。 

(平23葵選管告示1・旧第15条繰下) 

(議事の手続) 

第17条 本章に規定するもののほか、区選挙管理委員会の議事の手続に関しては、静岡市
議会会議の例による。 

(平23葵選管告示1・旧第16条繰下) 

第4章 職務権限及び執行 

(委員長の担任事務) 

第18条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。 

(1) 区選挙管理委員会の運営に関すること。 

(2) 区選挙管理委員会に議案を提出すること。 

(3) 区選挙管理委員会の議決を執行すること。 

(4) 前3号に掲げるもののほか、区選挙管理委員会の事務に関すること。 

(平23葵選管告示1・旧第17条繰下) 

(委員長の専決処分) 

第19条 委員長は、区選挙管理委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に
指定した事項について専決処分することができる。 
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2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、次の区選挙管理委員会の会議におい
てこれを報告しなければならない。 

(平23葵選管告示1・旧第18条繰下) 

(静岡市選挙管理委員会への報告) 

第20条 区選挙管理委員会又は委員長は、次の各号に掲げる事項については、速やかに静
岡市選挙管理委員会(以下「市選挙管理委員会」という。)に報告しなければならない。 

(1) 区選挙管理委員会の規程等の制定又は改廃 

(2) 委員及び補充員並びに事務局職員の異動 

(3) 区選挙管理委員会の議事のうち、区選挙管理委員会が報告の必要があると認める事
項 

(4) 前3号に掲げるもののほか、市選挙管理委員会が必要があると認める事項 

(平23葵選管告示1・旧第19条繰下) 

第5章 事務局等 

(書記長等) 

第21条 法第252条の20第5項において準用する法第191条第1項(次項において「法第191条

第1項」という。)の規定により委員会に置かれる書記長(以下「書記長」という。)及び書

記(以下「書記」という。)は、書記長にあっては葵区役所地域総務課長をもって、書記に

あっては別に命ずる者のほか、静岡市事務分掌規則(平成17年静岡市規則第10号)第3条第

3号に規定する財政局税務部納税課、市民税課及び固定資産税課並び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条第1号に規定する課及び同規則第3条第1号に

規定する葵区役所葵福祉事務所の各課(以下「区役所等各課」という。)の職員をもって充

てる。ただし、財政局税務部納税課、市民税課及び固定資産税課にあっては、委員長が指

名する職員に限る。 

2 法第191条第1項の規定により委員会に置かれるその他の職員として嘱託を充てること

ができる。 

(平20葵選管告示3・平21葵選管告示12・平22葵選管告示3・一部改正、平23葵選

管告示1・旧第20条繰下、平24葵選管告示4・平25葵選管告示6・平28葵選管告示5・

一部改正) 

(事務局の設置等) 

第22条 区選挙管理委員会の事務を処理するため事務局を置く。 

2 事務局に選挙係を置く。 



 

- 114 - 

(平20葵選管告示3・一部改正、平23葵選管告示1・旧第21条繰下、平26葵選管告示

3・一部改正) 

(所掌事務) 

第23条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 区選挙管理委員会の運営に関すること。 

(2) 規程等の制定及び改廃に関すること。 

(3) 公告式に関すること。 

(4) 事務局の経理に関すること。 

(5) 公印に関すること。 

(6) 所管に係る情報公開及び個人情報の保護に関すること。 

(7) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の調製及び保管に関すること。 

(8) 投票人名簿及び在外投票人名簿の調製及び保管に関すること。 

(9) 投票区の設定及び改廃に関すること。 

(10) 不在者投票に関すること。 

(11) 選挙及び国民投票の執行に関すること。 

(12) 選挙及び国民投票の啓発に関すること。 

(13) 静岡市の区の明るい選挙推進協議会に関すること。 

(14) 諸証明に関すること。 

(15) 諸統計・諸資料に関すること。 

(16) 検察審査員候補者の予定者の選定に関すること。 

(17) 裁判員候補者の予定者の選定に関すること。 

(18) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。 

(19) 直接請求及び住民投票に関すること。 

(20) 事務局の庶務に関すること。 

(平20葵選管告示3・全改、平22葵選管告示8・一部改正、平23葵選管告示1・旧第

22条繰下) 

(職名) 

第24条 事務局の職員の職名は、次のとおりとする。 

組織上の職名 職種上の職名 身分上の職名 

事務局長   書記長 

事務局次長   書記 
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参事   書記 

副参事   書記 

主幹  書記 

係長  書記 

副主幹   書記 

主査   書記   主事 書記   技師 書記   技手 書記   事務員 書記   保健師 書記   嘱託 その他の職員 

(平20葵選管告示3・平21葵選管告示12・一部改正、平23葵選管告示1・旧第23条

繰下、平26葵選管告示3・一部改正) 

(事務局長等) 

第25条 事務局に事務局長及び事務局次長を、選挙係に係長を置く。 

2 事務局長には葵区役所地域総務課長である書記長を、事務局次長には葵区役所地域総務
課担当課長の職にある書記をもってこれに充てる。 

3 選挙係の係長は、書記のうちから区選挙管理委員会が命ずる。 

4 事務局長は、委員長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 

5 事務局次長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督するとともに
事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。 

6 係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。 

(平18葵選管告示6・平20葵選管告示3・一部改正、平23葵選管告示1・旧第24条繰

下、平25葵選管告示6・平26葵選管告示3・一部改正) 

(事務局参事等) 

第26条 区選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、事務局に参事、副参事を、選
挙係に主幹、副主幹及び主査を置くことができる。 

2 参事は区役所等各課の課長(葵区役所地域総務課長を除く。)の職にある書記のうちから、

副参事は区役所等各課の担当課長(葵区役所地域総務課担当課長を除く。)の職にある書記

のうちから、主幹は区役所等各課の参事、副参事、課長補佐及び主幹の職にある書記のう
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ちから、副主幹は区役所等各課の係長及び副主幹の職にある書記のうちから、主査は区役

所等各課の主査の職にある書記のうちから区選挙管理委員会が命ずる。 

3 参事、副参事、主幹及び副主幹は、それぞれ上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属
員があるときは、これを指揮監督する。 

4 主査は、上司の命を受けて分担事務を掌理する。 

(平18葵選管告示6・平20葵選管告示3・一部改正、平23葵選管告示1・旧第25条繰

下・一部改正、平23葵選管告示16・平24葵選管告示4・平25葵選管告示6・平26葵

選管告示3・平28葵選管告示5・一部改正) 

(主任及び副主任) 

第27条 第24条の表に定める同一の職種上の職名を有する書記のうちから、主任及び副主

任を置くことができる。 

2 主任及び副主任は、上司の命を受けて事務を整理する。 

(平23葵選管告示1・旧第26条繰下・一部改正) 

(専決) 

第28条 事務局長は、静岡市事務専決規則(平成17年静岡市規則第14号。以下「事務専決規

則」という。)別表第1の専決事項中課長等共通の専決事項及び室長等共通の専決事項に準

じ専決することができる。 

(平23葵選管告示1・旧第27条繰下、平26葵選管告示3・一部改正) 

(権限を類推する専決) 

第29条 前条の規定により専決することができる者は、この告示に定めのない事案であっ
ても、当該事案の内容により専決することが適当であるものは、専決事項に準じ適宜類推

して専決することができる。 

(平23葵選管告示1・旧第28条繰下) 

(代決) 

第30条 事務局長が出張、休暇その他の事故により不在のときは、事務局次長が代決する
ことができる。 

2 前項の規定により代決した事項については、代決後、速やかに事務局長に報告しなけれ
ばならない。ただし、軽易のものについては、この限りでない。 

(平23葵選管告示1・旧第29条繰下) 

(事務分担) 

第31条 書記の事務分担は、委員長の承認を得て事務局長が定める。 
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(平23葵選管告示1・旧第30条繰下) 

(処務及び服務) 

第32条 この章に規定するもののほか、事務局の処務及び職員の服務に関しては、静岡市
の処務に関する諸規程又は静岡市職員の服務に関する諸規程を準用する。 

(平23葵選管告示1・旧第31条繰下) 

第6章 公告式、文書の処理及び公印 

第33条 区選挙管理委員会及び委員長の告示その他公告に関する事項は、静岡市の公告式
の例による。 

(平23葵選管告示1・旧第32条繰下) 

第34条 区選挙管理委員会の文書の取扱いに関しては、静岡市の文書に関する諸規程を準
用する。 

(平23葵選管告示1・旧第33条繰下) 

第35条 公印の保管及び取扱いの責任者は、事務局長とする。 

2 公印の名称、ひな型、書体、形状、寸法、個数及び使用区分は、別表第1に定めるとこ

ろによる。 

3 公印のひな型は、別表第2に定めるところによる。 

4 前3項に定めるもののほか、公印の取扱いに関しては、静岡市公印規則(平成15年静岡市

規則第15号)を準用する。 

(平20葵選管告示3・一部改正、平23葵選管告示1・旧第34条繰下) 

第7章 雑則 

(雑則) 

第36条 この告示に定めるもののほか、区選挙管理委員会に関して必要な事項は、別に定
める。 

(平23葵選管告示1・旧第35条繰下) 

附 則 

この告示は、平成17年4月28日から施行する。   （中略） 

附 則(平成28年3月18日葵選管告示第5号) 

この告示は、平成28年4月1日から施行する。 

別表第1(第35条関係) （略） 

別表第2(第35条関係) （略） 
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（10）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（抄） 

平成15年4月1日 

教育委員会規則第17号 

 (趣旨) 

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、静岡市

教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関た

る職員をして補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。 

(補助執行) 

第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち次の表の左欄に掲げる事務を、市長の

補助機関たる職員のうち総務局、市民局、観光交流文化局、子ども未来局及び区役所に関

する事務を担任する副市長、政策官並びに同表右欄に掲げる職員(以下これらを「補助執

行職員」という。)に補助執行させる。 

事務の名称 補助執行職員 

1 家庭教育学級、高齢者学級及び女性学級の

実施に関すること。 

市民局長、市民局次長及び生涯学習推進課の

職員 

2 文化財に関すること。 観光交流文化局長、観光交流文化局次長及び

文化財課の職員 3 文化財保護審議会に関すること。 

4 文化財資料館に関すること。 

5 文化財資料館運営委員会に関すること。 

6 登呂博物館に関すること。 

7 登呂博物館協議会に関すること。 

8 芹沢銈介美術館に関すること。 観光交流文化局長、観光交流文化局次長及び

文化振興課の職員 9 芹沢銈介美術館協議会に関すること。 

10 スポーツ及びレクリエーションに関する

こと。 

観光交流文化局長、観光交流文化局次長及び

スポーツ振興課の職員 

11 スポーツ施設の管理(21に掲げるものを

除く。)に関すること。 

12 学校体育施設等の利用に関すること。 

13 特別支援教育センター体育施設の利用に
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関すること。 

14 スポーツ推進委員に関すること。 

15 スポーツ推進審議会に関すること。 

16 全国高等学校総合体育大会(市内で開催

されるものに限る。)の企画及び運営に関す

ること。 

観光交流文化局長、観光交流文化局次長及び

スポーツ交流課の職員 

17 浜石野外センターに関すること。 子ども未来局長、子ども未来局次長及び青少

年育成課の職員 18 青少年研修センターに関すること。 

19 児童・生徒の教育相談に関すること。 

20 適応指導教室の管理に関すること。 

21 スポーツ施設の利用許可に関すること。 区長、副区長及び地域総務課の職員 

22 住民異動に伴う学齢児童生徒の就学すべ

き学校の指定に関すること。 

区長、副区長並びに戸籍住民課、井川支所、

長田支所及び蒲原支所の職員 

23 1から22までに掲げる事務に係る専用公

印の管理に関すること。 

総務局長、総務局次長及び行政管理課の職員 

(平17教委規則4・全改、平18教委規則7・平18教委規則17・平19教委規則7・平19

教委規則18・平20教委規則1・平20教委規則17・平21教委規則1・平21教委規則22・

平22教委規則6・平23教委規則10・平23教委規則12・平25教委規則4・平26教委規則

5・平27教委規則1・平27教委規則11・平28教委規則1・平28教委規則10・平29教委

規則10・一部改正) 

(専決) 

第3条 前条の規定により教育委員会の権限に属する事務を補助執行する場合において、補

助執行職員は、静岡市教育委員会事務局事務専決規則(平成15年静岡市教育委員会規則第

16号)の規定を準用して、所管に係る事項を専決処理することができる。 

(平20教委規則1・一部改正) 

附 則 

この規則は、平成15年4月1日から施行する。 

（中略） 

附 則(平成29年3月27日教委規則第10号) 

この規則は、平成29年4月1日から施行する。 
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