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〇地方自治法第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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・554 

〇静岡市教育委員会事務局事務専決規則の一部を改正する規則・・・・・・・・・・・・・557 

〇静岡市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則・・・・・・・・・・・・・563 

〇静岡市教育委員会公印規則の一部を改正する規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・564 

〇静岡市教育委員会事務局等職員職名規則の一部を改正する規則・・・・・・・・・・・・567 

〇静岡市立学校職員職名規則の一部を改正する規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・569 

〇静岡市立小学校及び中学校の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 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・571 

〇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・・・・573 

〇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・・・・・・・・・・575 

〇静岡市立高等学校管理規則の一部を改正する規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・576 

上下水道局管理規程 

〇静岡市上下水道局事務分掌規程の一部を改正する規程・・・・・・・・・・・・・・・・579 

〇静岡市上下水道局事務専決規程の一部を改正する規程・・・・・・・・・・・・・・・・580 

〇静岡市水道事業及び下水道事業会計規程の一部を改正する規程・・・・・・・・・・・・585 

〇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・・・・・・・・・・588 

〇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・・・・・・・・・・・591 

〇静岡市上下水道局事務分掌規程の一部を改正する規程・・・・・・・・・・・・・・・・592 

訓   令 

○静岡市職員の人事評価に関する規程の一部改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・594 

〇静岡市職員互助会規則施行規程の一部改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・595 

〇静岡市職員出勤簿整理規程の一部改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・596 

〇静岡市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第５条第６項の規定による休憩時間の短縮に 

係る請求等の手続に関する規程の一部改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・597 

〇静岡市業務改善推進規程の一部改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・598 

〇静岡市指定管理者選定委員会規程の一部改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・601 

〇静岡市委託業務等業者選定委員会規程の一部改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・602 

〇静岡市公文書管理規程の一部改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・605 

教育委員会訓令 

〇静岡市立小・中学校処務規程の一部改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・612 
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消防本部訓令 

○静岡市消防局及び消防署処務規程の一部改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・614 

告   示 

○静岡市屋外広告物条例等の規定による区域等を指定した告示の一部改正・・・・・・・・617 

○地方自治法施行令第158条の２第１項の規定による地方税の収納の事務の委託を定めた告示 

の一部改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・618 

〇地方自治法第231条の２第６項の規定による指定代理納付者を指定した告示の一部改正・・619 

〇静岡市伝統工芸技術秀士顕彰規程の一部改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・620 

〇地方自治法施行令第158条第１項の規定による歳入金の徴収又は収納の事務の委託を定めた 

告示の一部改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・621 

議会告示 

〇静岡市議会事務局処務規程の一部改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・625 

選挙管理委員会告示 

〇静岡市選挙管理委員会規程の一部改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・629 

   葵区選挙管理委員会告示 

〇静岡市葵区選挙管理委員会規程の一部改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・631 

   駿河区選挙管理委員会告示 

〇静岡市駿河区選挙管理委員会規程の一部改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・633 

   清水区選挙管理委員会告示 

〇静岡市清水区選挙管理委員会規程の一部改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・635 

上下水道局告示 

〇静岡市水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機 

関の指定に関する告示の一部改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・637 

   監査委員告示 

〇静岡市監査委員事務局規程の一部改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・639 

   正   誤 

○平成30年４月１日付け静岡市報の訂正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・641

――――――――――――――――――――――――――――
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＜本号で登載された条例のあらまし＞ 

◇ 静岡市附属機関設置条例（平成30年静岡市条例第17号） 

個別に制定していた附属機関設置条例を一元化し、また、事案ごとに委員の構成を変更し、臨時の附属機関

を適時に設置することができるようにするため、本条例を制定することとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市地域福祉共生センター条例（平成30年静岡市条例第18号） 

静岡市地域福祉共生センターの設置及びセンターの事業、開館時間、休館日、利用の許可等について定める

ため、本条例を制定することとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

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

等に関する条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市条例第19号） 

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別表第２に規定する国や他の地方

公共団体との情報連携を、庁内でもできるようにするため、所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市健康福祉審議会条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市条例第20号） 

成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき、健康福祉審議会に成年後見制度の利用の促進に関する基

本的な事項を調査審議させるため、所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市地方独立行政法人静岡市立静岡病院評価委員会条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市条例第

21号） 

地方独立行政法人法の改正に伴い所掌しなくなった事務のうち、本市として所掌させる必要がある事務を評

価委員会に所掌させるため、所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市職員定数条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市条例第22号） 

平成30年度の組織に合わせて各執行機関の事務部局の職員定数を見直すため、所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（平成

30年静岡市条例第23号） 

静岡市附属機関設置条例の制定に伴い附属機関の委員報酬を整理するため、所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市手数料条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市条例第24号） 

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

8



法律改正、地方分権及び静岡県からの権限移譲により新たな事務が生じたこと、並びに手数料の額の算定基

準となる地方公共団体の手数料の標準に関する政令が改正されたことから、所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市介護保険条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市条例第25号） 

介護保険料の料率の改定が必要となったため、所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市条例第26号） 

高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正により、国民健康保険の住所地特例を後期高齢者医療の被保険

者になっても引き続き適用することとなったため、所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市条例第27号） 

清水病院病棟改修事業の実施による病床数の減少に伴い、所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市都市公園条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市条例第28号） 

都市公園法の改正に伴い、条例で定めることとなった公募対象公園施設を都市公園に設ける際の建築面積の

特例及び運動施設の公園に占める面積割合を定めるため、所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市駐車場条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市条例第29号） 

清水折戸駐車場の廃止に伴い、所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市自家用有償旅客運送自動車条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市条例第30号） 

両河内線自主運行バスの運行再編に伴い、市が自家用有償旅客運送として運行するため、所要の改正をする

こととした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例の一部を改正する条例（平成30年静岡

市条例第31号） 

都市計画法の改正により用途地域に田園住居地域が創設されたことに伴い、田園住居地域を本条例の住居系

区域に新たな類型として加えるため、所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市道路占用料条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市条例第32号） 

道路法施行令の一部改正により国が管理する道路の占用料が改正されたことに伴い、本市が管理する道路の
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占用料を見直すため、所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市営住宅条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市条例第33号） 

公営住宅法の改正に伴い、認知症の入居者等については収入申告の義務を緩和し、職権によって調査した事

項を基に家賃決定を可能とするため、所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市立学校給食センター条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市条例第34号） 

中吉田学校給食センターを改修のため休止し、門屋学校給食センターを稼働させるため、所要の改正をする

こととした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市文化財資料館条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市条例第35号） 

利用の許可の取消しに関する規定を新設する等、所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成30年静岡市条例第36

号） 

介護保険法の改正により新たに介護保険施設として介護医療院が定められたことから、同法の規定により人

員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めるため、本条例を制定することとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例（平成30年静岡市条例第37

号） 

幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定事務が、指定都市に権限移譲されることから、認定の要

件を定めるため、本条例を制定することとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

（平成30年静岡市条例第38号） 

介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準が改正されたことから、

所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（平成

30年静岡市条例第39号） 

介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準が改正されたことから、所要の
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改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例（平成30年静岡市条例第40号） 

介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準が改正されたことか

ら、所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（平

成30年静岡市条例第41号） 

介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準が改正されたことから、所要

の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例（平成30年静岡市条例第42号） 

介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準が改正されたことから、

所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（平

成30年静岡市条例第43号） 

旧介護保険法に基づく指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準が改正されたことから、

所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市条例第44

号） 

介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されたことから、所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市条例第45号） 

介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の
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ための効果的な支援の方法に関する基準が改正されたことから、所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（平成30

年静岡市条例第46号） 

介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介

護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されたことから、所要の改正

をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市

条例第47号） 

老人福祉法に基づく養護老人ホームの設備及び運営に関する基準が改正されたことから、所要の改正をする

こととした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市

条例第48号） 

老人福祉法に基づく軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準が改正されたことから、所要の改正をする

こととした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（平成30年静

岡市条例第49号） 

老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準が改正されたことから、所要の改正を

することとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市条

例第50号） 

児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準が改正されたことから、所要の改正をするこ

ととした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例（平成30年静岡市条例第51号） 
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人

員、設備及び運営に関する基準が改正されたことから、所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（平成30年

静岡市条例第52号） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運

営に関する基準が改正されたことから、所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（平

成30年静岡市条例第53号） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備

及び運営に関する基準が改正されたことから、所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（平

成30年静岡市条例第54号） 

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準が改正されたことから、所要

の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（平

成30年静岡市条例第55号） 

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準が改正されたことから、所要

の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市条例第56号） 

静岡市国民健康保険運営協議会の答申に基づき、保険料率等を見直すとともに、国民健康保険法施行令の一

部改正等に伴い賦課限度額等について、所要の改正をすることとした。 

――――――――――――――――――――――――――――

◇ 静岡市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市条例第57号） 

補償の基準となる非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、所要の改正をするこ

ととした。 

――――――――――――――――――――――――――――

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

13



◇ 静岡市税条例の一部を改正する条例（平成30年静岡市条例第58号） 

平成30年度税制改正による地方税法の改正等により、固定資産税・都市計画税の負担調整措置等について、

所要の改正をすることとした。 
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 静岡市附属機関設置条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第17号 

   静岡市附属機関設置条例 

 （趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項及び地方公営企業法（昭和27年

法律第292号）第14条の規定に基づく本市の附属機関の設置等については、法令又は他の条例

に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。 

 （設置） 

第２条 市の執行機関及び公営企業管理者（以下「執行機関等」という。）の附属機関として、

別表第１に掲げる附属機関を設置する。 

２ 前項の規定によるもののほか、執行機関等は、必要の都度、別表第２に掲げる附属機関を

設置する。 

３ 前２項の規定によるもののほか、執行機関等が必要があると認めるときは、臨時的事務を

処理するための附属機関（設置期間が１年以内のものに限る。）を設置する。 

４ 前項の附属機関の細目は、必要の都度、この条例の規定に準じて、執行機関等の規則（公

営企業管理者にあっては、管理規程をいう。以下同じ。）で定める。 

 （所掌事務） 

第３条 附属機関の所掌事務は、別表第１及び別表第２の所掌事務の欄に定めるとおりとする。 

 （組織） 

第４条 附属機関の委員の定数は、別表第１及び別表第２の定数の欄に定めるとおりとする。 

２ 委員は、別表第１及び別表第２の委員の構成の欄に定める者並びに執行機関等が必要があ

ると認める者のうちから、執行機関等が委嘱し、又は任命する。 

３ 執行機関等は、市民を附属機関の委員に委嘱する場合は、その選任の方法を公募によるよ

う努めるものとする。 

４ 執行機関等は、特別の事項を調査し、又は審議するため必要があると認めるときは、附属

機関に臨時の委員（以下「臨時委員」という。）を置くことができる。 

 （委員） 
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第５条 委員の任期は、別表第１及び別表第２の任期の欄に定めるとおりとする。ただし、補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、臨時委員は、その者の委嘱又は任命に係る特別な事項に関する

調査審議が終了したときは、当該委嘱又は任命を解かれるものとする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 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。 

 （会長等） 

第６条 附属機関に会長又は委員長（以下「会長等」という。）を置き、会長等は、別表第１及

び別表第２の会長等の欄に定める者とする。 

２ 会長等は、附属機関の会務を総理し、附属機関を代表する。 

３ 会長等は、附属機関の会議の議長となる。 

４ 附属機関に、会長等の指名により、副会長又は副委員長を置く。 

５ 副会長又は副委員長は、会長等を補佐し、会長等に事故があるとき、又は会長等が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第７条 附属機関の会議は、会長等が招集する。 

２ 附属機関は、委員（臨時委員を含む。）の過半数が出席しなければ、会議を開くことができ

ない。 

３ 附属機関の議事は、出席委員（臨時委員を含む。）の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、会長等の決するところによる。 

 （部会） 

第８条 執行機関等は、執行機関等の規則に定めるところにより、執行機関等の規則に定める

事項を処理するため、附属機関に部会を置くことができる。 

２ 前項に定めるもののほか、附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議す

るため必要があると認めるときは、附属機関に臨時に部会を置くことができる。 

３ 附属機関は、会長等が附属機関に諮って定めるところにより、部会の決議をもって附属機

関の決議とすることができる。 

 （意見の聴取） 

第９条 附属機関は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、附属機関の会

議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

 （委任） 

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

17



第10条 この条例に定めるもののほか、附属機関の運営に関し必要な事項は、会長等が附属機

関に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

 （静岡市行財政改革推進審議会条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

（１）静岡市行財政改革推進審議会条例（平成15年静岡市条例第24号） 

（２）静岡市政策・施策外部評価委員会条例（平成27年静岡市条例第86号） 

（３）静岡市生涯学習推進審議会条例（平成20年静岡市条例第12号） 

（４）静岡市保健所運営協議会条例（平成15年静岡市条例第162号） 

（５）静岡市精神保健福祉審議会条例（平成18年静岡市条例第37号） 

（６）静岡市食育推進会議条例（平成19年静岡市条例第18号） 

（７）静岡市大規模小売店舗立地審議会条例（平成28年静岡市条例第19号） 

（８）静岡市水防協議会条例（平成15年静岡市条例第292号） 

（９）静岡市小学校及び中学校通学区域審議会条例（平成15年静岡市条例第263号） 

（10）静岡市スポーツ推進審議会条例（平成15年静岡市条例第121号） 

 （経過措置） 

３ この条例の施行の際、現に別表第１に掲げる附属機関に相当する合議体（以下「従前の附

属機関等」という。）の委員である者は、この条例の施行の日に、別表第１の附属機関（以下

「新附属機関」という。）の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合に

おいて、当該委嘱され、又は任命されたものとみなされる委員の任期は、第５条第１項の規

定にかかわらず、同日における従前の附属機関等の委員としての任期の残任期間と同一の期

間とする。 

４ 第４条第１項及び第２項の規定にかかわらず、前項の委員が在任する間の当該附属機関の

委員の定数及び構成は、なお従前の例による。 

５ この条例の施行の際、現に従前の附属機関等にされた諮問で答申がされていないものは、

それぞれ新附属機関にされた諮問とみなし、当該諮問について従前の附属機関等がした調査、

審議その他の手続は、それぞれ新附属機関がした調査、審議その他の手続とみなす。 

別表第１（第２条から第６条まで関係） 

１ 市長 
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附属機関 所掌事務 定数 委員の構成 任期 会長等 

静岡市行財政改革

推進審議会 

市の行財政の改善合理

化について調査審議し、

又は市長に意見を述べ

ること。 

10 人

以内 

１ 市の行財政

に関し優れた

識見を有する

者 

２ 市民 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市政策・施策

外部評価委員会 

静岡市自治基本条例（平

成17年静岡市条例第１

号）第24条第１項の規定

に基づき、市の政策及び

施策について評価する

こと。 

10 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２ 市民 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市入札監視委

員会 

建設工事及び建設業関

連業務に関する入札及

び契約の過程並びに契

約の内容の透明性の確

保並びに本市における

政府調達に関する協定

（平成７年条約第23号）

の対象となる契約に係

る苦情について調査審

議すること。 

５ 人

以内 

学識経験を有す

る者 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市女性活躍ブ

ランド認定審査委

員会 

静岡市女性活躍ブラン

ドの認定の申請があっ

た商品又は製品の認定、

認定内容の変更の承認

及び認定の取消しにつ

いて審査すること。 

７ 人

以内 

１ 関係団体を

代表する者 

２ 市職員 

委 嘱

の 日

か ら

同 日

の 属

す る

委員の

互選に

より定

める者 

    年 度

の 末
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    日 ま

で 

静岡市多文化共生

協議会 

多文化共生に係る基本

的施策及び重要事項に

ついて審議すること。 

14 人

以内 

１ 多文化共生

に関し優れた

識見を有する

者 

２ 関係団体を

代表する者 

３ 外国籍を有

する者等であ

って、市内に

１年以上連続

して居住する

者 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市協働パイロ

ット事業審査委員

会 

社会的課題の解決及び

公益の増進に寄与する

事業を市民と市が役割

を分担して試行的に実

施する協働パイロット

事業の企画内容につい

て審査し、候補を選考

し、及び実施について助

言すること。 

４ 人

以内 

１ 市民活動に

関し優れた識

見を有する者 

２ 市職員 

１年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市三保松原保

全活用計画推進専

門委員会 

静岡市世界遺産三保松

原保全活用条例（平成26

年静岡市条例第137号）

第６条第１項の世界遺

産三保松原保全活用計

８ 人

以内 

学識経験を有す

る者 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

 画の実施状況の検証及

び施策の改善等につい
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 て専門的な見地から審

議すること。 

静岡市芸術文化奨

励賞審査委員会 

静岡市創造及び交流に

よりまちの活力を生み

出す文化の振興に関す

る条例（平成28年静岡市

条例第21号）第17条に基

づく顕彰について審査

すること。 

５ 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２ 芸術文化関

係者 

委 嘱

の 日

か ら

当 該

審 査

が 終

了 す

る 日

ま で

委員の

互選に

より定

める者 

静岡市美術品等審

査委員会 

寄贈の申出のあった美

術品等についてその美

術的な価値を審査する

こと。 

３ 人

以内 

学識経験を有す

る者 

委 嘱

の 日

か ら

当 該

審 査

が 終

了 す

る 日

ま で

委員の

互選に

より定

める者 

静岡市生涯学習推

進審議会 

市の生涯学習に関する

施策について調査審議

し、又は市長に意見を述

べること。 

15 人

以内 

１ 生涯学習に

関し優れた識

見を有する者 

２ 市民 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市地域包括支

援センター運営協

議会 

介護保険法（平成９年法

律第123号）第115条の46

第１項に規定する地域

包括支援センターの設

15 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２ 保健医療関

係団体を代表 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

 置、運営及び評価、地域

包括ケアシステム並び

 する者 

３ 福祉関係団
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 に日常生活圏域の設定

に関する事項について

調査審議すること。 

 体を代表する

者 

４ 市民 

静岡市老人ホーム

入所判定委員会 

老人福祉法（昭和38年法

律第133号）第11条第１

項第１号の規定による

養護老人ホームへの入

所措置及び同項第２号

の規定による特別養護

老人ホームへの入所措

置の要否について審査

すること。 

10 人

以内 

１ 医師 

２ 養護老人ホ

ーム及び特別

養護老人ホー

ムの施設を代

表する者 

３ 保健所長 

４ 市職員 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市認知症対策

推進協議会 

１ 認知症施策の推進

に関する事項につい

て調査審議すること。

２ 認知症施策の推進

に係る関係機関及び

関係団体との連絡調

整を図ること。 

15 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２ 認知症施策

に関係する医

療、福祉及び

介護に係る事

業を実施する

団体の代表者 

３ 市民 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市認知症初期

集中支援チーム検

討委員会 

１ 認知症が疑われる

者、認知症である者及

びその家族に対し早

期に関わる認知症初

期集中支援チームの

効果的な配置等につ

いて調査審議するこ

15 人

以内

１ 学識経験を

有する者 

２ 認知症施策

に関係する医

療、福祉及び

介護に係る事

業を実施する

２年 委員の

互選に

より定

める者 

 と。 

２ 認知症施策に関係

 団体の代表者 

３ 市民 
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 する関係機関及び関

係団体との連絡調整

を図ること。 

静岡市在宅医療・

介護連携協議会 

１ 在宅医療及び在宅

介護の連携の推進に

関する事項について

調査審議すること。 

２ 在宅医療及び在宅

介護の連携の推進に

係る関係機関及び関

係団体との連絡調整

を図ること。 

15 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２ 医療又は介

護に関する事

業を実施する

団体の代表者 

３ 市民 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市特別養護老

人ホーム整備運営

事業者選考委員会 

老人福祉法第20条の８

第１項の市町村老人福

祉計画に基づき、特別養

護老人ホームを整備し、

及び運営させるべき者

の選考について審査す

ること。 

８ 人

以内 

１ 医療又は介

護に関し優れ

た識見を有す

る者 

２ 市職員 

２年 市職員 

静岡市青少年育成

センター運営委員

会 

青少年の健全育成を推

進することを目的とし

て実施する静岡市青少

年育成センター事業の

運営について調査審議

すること。 

15 人

以内 

１ 青少年の保

護及び育成に

関係のある機

関の職員 

２ 青少年の保

護及び育成に

関係のある団

体の構成員 

３ 市民 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市児童虐待事

例検証委員会 

１ 児童がその心身に

著しく重大な被害を

５ 人

以内 

児童虐待に関し

優れた識見を有

２年 委員の

互選に
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 受けた児童虐待の事

例について検証する

こと。 

２ 児童虐待の再発防

止のための方策を検

討すること。  

する者  より定

める者 

静岡市障害者福祉

施設等整備運営事

業者選考委員会 

障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支

援するための法律（平成

17年法律第123号）第88

条第１項の市町村障害

福祉計画及び児童福祉

法（昭和22年法律第164

号）第33条の20第１項の

市町村障害児福祉計画

に基づき、障害者福祉施

設等を整備し、及び運営

させるべき者の選考に

ついて審査すること。 

５ 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２ 福祉関係団

体を代表する

者 

３ 市職員 

２年 市職員 

静岡市保健所運営

協議会 

地域保健法（昭和22年法

律第101号）第11条の規

定に基づく保健所の所

管区域内の地域保健及

び保健所の運営に関す

る事項の審議をするこ

と。 

13 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２ 関係団体を

代表する者 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市精神保健福

祉審議会 

精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭

15 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

３年 委員の

互選に 

 和25年法律第123号）第

９条第１項の規定に基

 ２ 精神障害者

の医療に関す

 より定

める者 
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 づく精神保健及び精神

障害者の福祉に関する

事項の調査審議をし、又

は市長に意見を述べる

こと。 

 る事業に従事

する者 

３ 精神障害者

の社会復帰の

促進又はその

自立と社会経

済活動への参

加の促進を図

るための事業

に従事する者 

静岡市精神障害者

保健福祉手帳及び

自立支援医療費支

給認定判定会 

１ 精神保健及び精神

障害者福祉に関する

法律第45条に規定す

る精神障害者保健福

祉手帳の交付の可否

及び専門的な知識及

び技術を必要とする

障害等級の判定を行

うこと。 

２ 障害者の日常生活

及び社会生活を総合

的に支援するための

法律第52条第１項に

規定する支給認定（精

神障害者に係るもの

に限る。）の適否につ

いての判定を行うこ

と。 

５ 人

以内 

１ 精神障害者

の医療に関す

る事業に従事

する医師 

２ 静岡市ここ

ろの健康セン

ター条例（平

成16年静岡市

条例第94号）

第２条に規定

する静岡市こ

ころの健康セ

ンターに勤務

する医師 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市食育推進会

議 

食育基本法（平成17年法

律第63号）第33条第１項

15 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２年 委員の

互選に
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 に基づく市町村食育推

進計画の作成及びその

実施の推進について調

査審議すること。 

 ２ 食育の推進

に関係する団

体を代表する

者 

３ 市民 

４ 国の関係地

方行政機関の

職員 

５ 市職員 

 より定

める者 

静岡市予防接種健

康被害調査委員会 

予防接種法（昭和23年法

律第68号）に基づく予防

接種その他の市が実施

する予防接種に関連し

て発生した健康被害に

ついて調査審議するこ

と。 

６ 人

以内 

１ 市内の医師

会を代表する

者 

２ 小児の感染

症又はアレル

ギー疾患につ

いて精通して

いる医師 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市難病患者在

宅療養支援計画策

定・評価委員会 

１ 要支援難病患者に

係る在宅療養支援計

画の策定、評価及び改

善について調査審議

すること。 

２ 要支援難病患者に

係る在宅療養支援計

画の円滑な実施を推

進するための関係機

関との協力について

調査審議すること。 

７ 人

以内 

１ 難病治療に

従事する医師 

２ 難病患者等

に係る医療又

は福祉に関す

る事業に従事

する者 

３ 関係行政機

関の職員 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市診療用放射

性同位元素（ＲＩ）

医療法（昭和23年法律第

205号）第15条第３項の

４ 人

以内 

診療用放射線の

防護に関し優れ

２年 委員の

互選に

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

26



審査委員会 規定による届出に係る

診療用放射性同位元素

を使用する施設等の構

造設備の法令適合性に

ついて審査すること。 

 た識見を有する

者 

 より定

める者 

静岡市衛生検査所

精度管理専門委員

会 

１ 臨床検査技師等に

関する法律（昭和33年

法律第76号）第20条の

３第１項の規定によ

り登録を受けた衛生

検査所の検査の精度

管理に関し市長に助

言すること。 

２ 衛生検査所の実態

の分析を行うこと。 

３ 臨床検査技師等に

関する法律第20条の

５の規定に基づく立

入検査に同行し、検査

の精度管理面の指導

監督を行うこと。 

４ 市長が衛生検査所

に対して指示を行う

際に助言すること。 

４ 人

以内 

検査の精度管理

に関し優れた識

見を有する者 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市医療安全推

進協議会 

１ 医療法第６条の13

第１項に規定する医

療安全支援センター

の運営方針及び業務

８ 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２ 医療関係団

体を代表する

２年 委員の

互選に

より定

める者 

 内容について調査審

議すること。 

  者 

３ 市民 
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 ２ 医療の安全の確保

に係る関係機関及び

関係団体との連絡調

整を図ること。 

静岡市立清水病院

経営計画評価会議 

静岡市立清水病院の経

営計画における取組状

況について評価するこ

と。 

６ 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２ 市民 

３ 静岡市立清

水病院長 

４ 市職員 

２年 静岡市

立清水

病院長 

静岡市立清水病院

地域医療支援委員

会 

医療法施行規則（昭和23

年厚生省令第50号）第９

条の19第２項の規定に

基づき、地域における医

療の確保のために必要

な支援に係る業務に関

し、当該業務が適切に行

われるために必要な事

項を審議し、又は必要に

応じて静岡市立清水病

院の管理者に意見を述

べること。 

13 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２ 医師 

３ 地域医療を

受ける者の関

係団体の代表

者 

４ 静岡市立清

水病院長 

５ 市職員 

２年 静岡市

立清水

病院長 

静岡市立静岡看護

専門学校関係者評 

価会議 

静岡市立静岡看護専門

学校に係る教育活動及

び学校運営について評

価すること。 

４ 人

以内 

１ 看護関係団

体を代表する

者 

２ 生徒の保護

者 

３ 地方独立行

１年 委員の

互選に

より定

める者 

   政法人静岡市

立静岡病院の
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   職員   

静岡市立清水看護

専門学校関係者評

価会議 

静岡市立清水看護専門

学校に係る教育活動及

び学校運営について評

価すること。 

４ 人

以内 

１ 看護関係団

体を代表する

者 

２ 生徒の保護

者 

３ 市職員 

１年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市廃棄物処理

施設設置等に係る

専門家会議 

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

一般廃棄物処理施設又

は産業廃棄物処理施設

の設置又は変更の許可

に関し、生活環境の保全

について専門的な見地

から調査審議すること。

５ 人

以内 

学識経験を有す

る者 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市生物多様性

地域戦略専門家検

討委員会 

生物多様性基本法（平成

20年法律第58号）第13条

第１項の生物多様性地

域戦略の推進について

学術的及び専門的な見

地から調査審議するこ

と。 

９ 人

以内 

学識経験を有す

る者 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市中央新幹線

建設事業影響評価

協議会 

中央新幹線の建設事業

により生ずる環境等に

関する影響について専

門的な見地から調査審

議すること。 

５ 人

以内 

中央新幹線の建

設事業により生

ずる影響に関し

優れた識見を有

する者 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市大規模小売

店舗立地審議会 

大規模小売店舗の立地

に係る周辺地域の生活

８ 人

以内 

大規模小売店舗

の立地により生

２年 委員の

互選に
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 環境の保持に関する事

項について専門的な見

地から調査審議するこ

と。 

 ずる影響に関し

優れた識見を有

する者 

 より定

める者 

静岡市ＣＳＲ企業

表彰専門委員会 

企業の社会的責任を果

たすための活動を自主

的に取り組む中小企業

等の表彰に係る選定基

準及び表彰の妥当性に

ついて専門的な見地か

ら調査審議すること。 

６ 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２ 経済団体を

代表する者 

３ 環境団体を

代表する者 

４ 市民団体を

代表する者 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市中小企業技

術表彰専門委員会 

先進的又は独創的な技

術を持ち、及び意欲的な

事業活動を展開する市

内の中小企業の表彰に

ついて審査すること。 

６ 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２ 中小企業を

支援する団体

を代表する者 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市働き方改革

に資する企業表彰

選考委員会 

仕事及び生活の両立、多

様な人材が活躍できる

環境づくり等に向けた

取組を推進する企業の

表彰について審査する

こと。 

７ 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２ 労働団体を

代表する者 

３ 経営者団体

を代表する者 

４ 市職員 

委 嘱

の 日

か ら

同 日

の 属

す る

年 度

の 末

日 ま

で  

委員の

互選に

より定

める者 

静岡市伝統工芸技 伝統的工芸品の伝承と ５人 １ 学識経験を 委 嘱 市職員 

術秀士顕彰審査委

員会 

当該産業の発展に功績

が顕著である者を指定

以内 有する者 

２ 伝統的工芸

の 日

か ら
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 する静岡市伝統工芸技

術秀士の指定について

審査すること。 

 品関係団体を

代表する者 

３ 市職員 

同 日

の 属

す る

年 度

の 末

日 ま

で 

静岡市技能功労者

選考委員会 

技術の練磨、後進の育成

等に尽力することによ

り産業の向上に寄与し、

又は功績のあった者を

表彰する静岡市技能功

労者の表彰について選

考すること。 

８ 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２ 技能職団体

を代表する者 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市地域産業振

興ブランド認証専

門委員会 

静岡市地域産業振興ブ

ランド認証事業につい

て、当該認証の妥当性に

ついて専門的な見地か

ら審議すること。 

６ 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２ 消費者団体

を代表する者 

１年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市オクシズ地

域おこし計画推進

協議会 

静岡市オクシズ地域お

こし条例（平成27年静岡

市条例第13号）第７条第

１項の静岡市オクシズ

地域おこし計画の推進

について審議すること。

23 人

以内 

１ 中山間地域

の住民の利益

を代表する者 

２ 市民 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市農業振興協

議会 

農業振興の基本となる

計画の策定及び推進そ

の他農業の振興に係る

９ 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２ 農業団体を

２年 委員の

互選に

より定 

 重要施策について審議

すること。 

 代表する者 

３ 農業生産者 

 める者 
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   ４ 関係行政機

関の職員 

５ 市民 

静岡市農業振興地

域整備促進協議会 

農業振興地域の整備に

関する法律（昭和44年法

律第58号）第８条第１項

の農業振興地域整備計

画の策定及び管理その

他農業の振興に関する

ことについて調査審議

すること。 

11 人

以内 

１ 市内の農業

協同組合を代

表する者 

２ 市内の森林

組合を代表す

る者 

３ 市内の土地

改良区を代表

する者 

４ 農業委員会

を代表する者 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市森林整備計

画策定委員会 

森林法（昭和26年法律第

249号）第10条の５第１

項の市町村森林整備計

画の策定及び変更につ

いて調査審議すること。

９ 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２ 林業関係団

体を代表する

者 

３ 木材業関係

団体を代表す

る者 

４ 林業従事者

を代表する者 

５ 国の関係地

方行政機関の

職員 

６ 静岡県職員 

委 嘱

を し

た 日

か ら

当 該

調 査

審 議

が 終

了 す

る 日

ま で

委員の

互選に

より定

める者 

静岡市交通政策協

議会 

交通政策に関する重要

事項について調査審議

15 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２年 委員の

互選に
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 し、又は市長に意見を述

べること。 

 ２ 関係団体の

代表者 

３ 関係行政機

関の職員 

４ 市民 

 より定

める者 

静岡市福祉有償運

送及び公共交通空

白地有償運送運営

協議会 

道路運送法（昭和26年法

律第183号）に基づく福

祉有償運送及び公共交

通空白地有償運送の登

録等の必要性、旅客から

収受する対価その他重

要な事項について調査

審議すること。 

15 人

以内 

１ 福祉有償運

送及び公共交

通空白地有償

運送に関し優

れた識見を有

する者 

２ 一般旅客自

動車運送事業

に関係する団

体の代表者 

３ 一般旅客自

動車運送事業

の運転者が組 

織する団体の

代表者 

４ 町内会及び

自治会の代表

者 

５ 福祉関係団

体の代表者 

６ 関係行政機

関の職員 

７ 市職員 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市自転車等対

策協議会 

自転車、原動機付自転

車、普通自動２輪車及び

15 人

以内 

１ 関係団体を

代表する者 

２年 委員の

互選に
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 大型自動２輪車の利用

者の利便の向上及び秩

序ある利用の促進につ

いて調査審議すること。

 ２ 関係行政機

関の職員 

３ 市民 

 より定

める者 

静岡市公共事業評

価委員会 

１ 国からの補助金又

は交付金の交付の対

象となる市の公共事

業について評価する

こと。 

２ 地域再生法（平成17

年法律第24号）第５条

第１項の地域再生計

画に基づく事業につ

いて評価すること。 

６ 人

以内 

学識経験を有す

る者 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市空家等対策

審議会 

空家等対策の推進に関

する特別措置法（平成26

年法律第127号）第14条

の規定による措置の方

針について調査審議す

ること。 

５ 人

以内 

学識経験を有す

る者 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市水防協議会 水防法（昭和24年法律第

193号）第34条第１項本

文の規定に基づく水防

計画その他水防に関し

重要な事項の調査審議

をし、又は同条第２項の

規定に基づき、水防に関

17 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２ 国の関係地

方行政機関の

職員 

３ 静岡県職員 

４ 静岡県警察 

２年 市長 

 し関係機関に対して意

見を述べること。 

  官 

５ 水防団員及

   び消防団員   
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   ６ 市職員   

静岡市新清水庁舎

建設検討委員会 

新清水庁舎の建設に関

し必要な事項について

調査審議すること。 

10 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２ 市民 

委 嘱

の 日

か ら

当 該

調 査

審 議

が 終

了 す

る 日

ま で

委員の

互選に

より定

める者 

２ 教育委員会 

附属機関 所掌事務 定数 委員の構成 任期 会長等 

静岡市教育職員健

康審査会 

市立学校の教育職員の

病気休暇等の要否、職務

復帰等の可否その他教

育職員の健康管理に関

し必要な事項について

審査すること。 

３ 人

以内 

医師 １年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市立小学校及

び中学校通学区域

審議会 

市立の小学校及び中学

校に就学する児童及び

生徒の通学区域の設定

又は改廃について審議

すること。 

10 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２ 市立の小学

校及び中学校

の児童及び生

徒の保護者 

３ 市民 

４ 市立の小学

２年 委員の

互選に

より定

める者 

   校及び中学校

の校長 

静岡市食教育推進 市立の小学校及び中学 ８ 人 １ 学識経験を ２年 教育長 
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委員会 校の食教育の基本とな

る計画の策定及び食教

育の推進を図るための

事業について調査審議

すること。 

以内 有する者 

２ 市立の小学

校及び中学校

の児童及び生

徒の保護者 

３ 教育長 

４ 市立の小学

校及び中学校

の校長 

５ 市職員 

静岡市スポーツ推

進審議会 

スポーツ基本法（平成23

年法律第78号）第31条の

規定に基づくスポーツ

の推進に関する重要事

項の調査審議をし、又は

教育委員会に意見を述

べること。 

15 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２ 関係行政機

関の職員 

３ スポーツ団

体の代表者 

４ 市民 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

静岡市史跡小島陣

屋跡整備委員会 

史跡小島陣屋跡の整備

及び活用について審議

７ 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２年 委員の

互選に 

 すること。  ２ 市民  より定

める者 

静岡市史跡片山廃

寺跡整備委員会 

史跡片山廃寺跡の整備

及び活用について審議

すること。 

７ 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２ 市民 

２年 委員の

互選に

より定

める者 

３ 公営企業管理者 

附属機関 所掌事務 定数 委員の構成 任期 会長等 

静岡市上下水道事

業経営協議会 

１ 水道事業及び下水

道事業の事業及び経

15 人

以内 

１ 学識経験を

有する者 

２年 委員の

互選に
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 営に係る基本的な計

画の策定及び進捗管

理について調査審議

すること。 

２ 水道料金及び下水

道使用料について調

査審議すること。 

 ２ 市民  より定

める者 

別表第２（第２条から第６条まで関係） 

附属機関 所掌事務 定数 委員の構成 任期 会長等 

契約の相手方選定

に係る審査会 

契約の相手方の選定に

ついて審査すること。 

そ れ

ぞ れ

の 審

査 会

ご と

に ７

人 以

内 

次に掲げる者の

うちから執行機

関等が必要があ

ると認めるもの 

１ 契約に係る

業務に関し優

れた識見を有

する者 

２ 市職員 

委 嘱

の 日

か ら

当 該

審 査

が 終

了 す

る 日

ま で

委員の

互選に

より定

める者 

指定管理者の選定

に係る審査会 

指定管理者の選定につ

いて審査すること。 

そ れ

ぞ れ

の 審

査 会

ご と

に ５

人 以

内 

次に掲げる者の

うちから執行機

関等が必要があ

ると認めるもの 

１ 施設の業務

に関し優れた

識見を有する

者 

２ 市民 

３ 市職員 

委 嘱

の 日

か ら

当 該

審 査

が 終

了 す

る 日

ま で

市職員 

指定管理者の評価

に係る委員会 

指定管理者の業務及び

運営について評価する

そ れ

ぞ れ

次に掲げる者の

うちから執行機

委 嘱

の 日

市職員 
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 こと。 の 委

員 会

ご と

に ５

人 以

内 

関等が必要があ

ると認めるもの 

１ 施設の業務

に関し優れた

識見を有する

者 

２ 市民 

３ 市職員 

か ら

当 該

評 価

が 終

了 す

る 日

ま で
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静岡市地域福祉共生センター条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第18号 

静岡市地域福祉共生センター条例 

（設置） 

第１条 静岡市は、地域福祉に関する活動を振興するとともに多世代にわたる多様な市民の地

域交流の促進を図り、もって誰もが互いに支え合うことのできる共生の地域づくりを推進す

るため、次の施設を設置する。 

名称 位置 

静岡市地域福祉共生センター 静岡市駿河区南八幡町３番１号 

（事業） 

第２条 静岡市地域福祉共生センター（以下「センター」という。）は、次に掲げる事業を行う。 

（１）地域の実情に応じた社会福祉に関する活動及び多世代にわたる多様な市民の地域交流に

関する活動を行うための研修会等の企画運営に関すること。 

（２）地域住民の社会福祉に関する活動及び多世代にわたる多様な市民の地域交流に関する活

動への理解と関心を高めるための啓発に関すること。 

（３）地域福祉に関する活動及び多世代にわたる多様な市民の地域交流に関する活動に係る調

査に関すること。 

（４）社会福祉及び多世代にわたる多様な市民の地域交流に係る相談及び助言に関すること。 

（５）社会福祉及び多世代にわたる多様な市民の地域交流に係る情報提供に関すること。 

（６）社会福祉に関する活動及び多世代にわたる多様な市民の地域交流に関する活動のための

施設の提供に関すること。 

（７） 関係機関との調整による多世代にわたる多様な市民の地域交流に関する活動の支援に関

すること。 

（８）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業 

（開館時間） 

第３条 センターの開館時間は、午前９時から午後９時までとする。ただし、市長が特に必要
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があると認めるときは、これを変更することができる。 

（休館日） 

第４条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めると

きは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。 

（１）毎月の第２月曜日（当日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する

休日（以下この号において「休日」という。）に当たるときは、その翌日以後の最初の休

日以外の日） 

（２）12月29日から翌年の１月３日までの日 

（利用の許可） 

第５条 センターの会議室（以下「会議室」という。）を利用しようとするものは、あらかじめ

市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様と

する。 

２ 市長は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付けることができる。 

（利用の不許可） 

第６条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室の利用を許可しないことがで

きる。 

（１）公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

（２）会議室の施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。 

（３）静岡市暴力団排除条例（平成25年静岡市条例第11号）第２条第１号の暴力団の利益にな

ると認めるとき。 

（４）前３号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。 

（使用料の納付） 

第７条 第５条第１項の規定による許可を受けたもの（以下「利用者」という。）は、別表に定

める使用料を前納しなければならない。 

（使用料の減額又は免除） 

第８条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することがで

きる。 

（使用料の不還付） 

第９条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その

全部又は一部を還付することができる。 
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（１）利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき。 

（２）規則で定める期限までに利用の許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認 

めるとき。 

（利用の許可の取消し等） 

第10条 市長は、利用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、会

議室の利用の許可の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すこと

ができる。 

（１）この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（２）第５条第２項の規定による利用の許可の条件に違反したとき。 

（３）第６条各号に掲げる事由が生じたとき。 

（４）偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。 

（５）前各号に掲げる場合のほか、会議室の管理上特に必要があると認めるとき。 

（利用の制限） 

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入館を拒否し、又はセ

ンターからの退館を命ずることができる。 

（１）公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

（２）センターの管理上支障があると認めるとき。 

（３）前２号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。 

（損害賠償の義務） 

第12条 センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなけ

ればならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、

又は免除することができる。 

（委任） 

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して６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。 

別表（第７条関係） 

時間区分 
午前９時か

ら正午まで

午後１時か

ら午後５時

午後６時か

ら午後９時

午前９時か

ら午後５時

午後１時か

ら午後９時

午前９時か

ら午後９時
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 まで まで まで まで まで 

会議室 2,560円 3,420円 2,560円 6,840円 6,840円 10,270円
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 静岡市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個

人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第19号 

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

く個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例 

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

人番号の利用等に関する条例（平成27年静岡市条例第111号）を次のように改正する。 

第４条第２項中「前項本文」を「第１項本文及び前項本文」に改め、同項を同条第３項とし、

同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 市長その他の執行機関は、法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理するために必要な限度

で、同表の第４欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができ

る。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用

事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。 

 別表中 

「 

２ 生活保護法によ

る保護の決定及び

実施、就労自立給

付金の支給、保護

に要する費用の返

還又は徴収金の徴

収に関する事務で

あって規則で定め

るもの 

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規

定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に

関する情報（以下「地方税関係情報」という。）であって規

則で定めるもの 

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「中国残留邦人法」という。）

による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報（以

下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。）であ

って規則で定めるもの 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
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 の法律（平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」

という。）による自立支援給付の支給又は地域生活支援事

業の実施に関する情報（以下「障害者総合支援関係情報」

という。）であって規則で定めるもの 

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第

134号）による特別児童扶養手当の支給に関する情報（以

下「特別児童扶養手当関係情報」という。）であって規則

で定めるもの 

 老人福祉法（昭和38年法律第133号）による福祉の措置又

は費用の徴収に関する情報（以下「老人福祉措置等関係情

報」という。）であって規則で定めるもの 

 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの   

 国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの   

 後期高齢者医療給付関係情報であって規則で定めるもの   

 身体障害者手帳関係情報であって規則で定めるもの   

 健康増進法（平成14年法律第103号）による健康増進事業

の実施に関する情報（以下「健康増進事業関係情報」とい

う。）であって規則で定めるもの 

 母子保健法（昭和40年法律第141号）による養育医療の給

付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報（以下

「母子保健養育医療給付等関係情報」という。）であって

規則で定めるもの 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）による小児慢性特定

疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関

する情報（以下「小児慢性特定疾病医療費等関係情報」と

いう。）であって規則で定めるもの を 

 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第

50号。以下「難病法」という。）による特定医療費の支給に

関する情報（以下「難病特定医療費関係情報」という。）で

あって規則で定めるもの 
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 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。）

による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の

支給に関する情報（以下「感染症医療関係情報」という。）

であって規則で定めるもの 

 精神保健福祉法による診察、入院措置、費用の徴収又は退

院等の請求に関する情報（以下「精神保健診察等関係情報」

という。）であって規則で定めるもの 

 精神障害者保健福祉手帳関係情報であって規則で定める

もの 

 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）

による資金の貸付け又は給付金の支給に関する情報（以下

「母子等福祉関係情報」という。）であって規則で定める

もの 

 児童手当法（昭和46年法律第73号）による児童手当又は特

例給付（同法附則第２条第１項に規定する給付をいう。以

下同じ。）の支給に関する情報（以下「児童手当関係情報」

という。）であって規則で定めるもの 

 児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）による児童扶養

手当の支給に関する情報（以下「児童扶養手当関係情報」

という。）であって規則で定めるもの 

３ 生活保護法によ

る保護の決定及び

実施、就労自立給

付金の支給、保護

に要する費用の返

還又は徴収金の徴

収に関する事務に

準ずる生活に困窮

する外国人に係る

地方税関係情報であって規則で定めるもの   

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定め

るもの 

障害者総合支援関係情報であって規則で定めるもの   

特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの   
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生活保護に関する

事務であって規則

で定めるもの 

」  

「 

２ 生活保護法によ

る保護の決定及び

実施、就労自立給

付金の支給、保護

に要する費用の返

還又は徴収金の徴

収に関する事務で

あって規則で定め

るもの 

老人福祉法（昭和38年法律第133号）による福祉の措置又

は費用の徴収に関する情報（以下「老人福祉措置等関係情

報」という。）であって規則で定めるもの 

身体障害者手帳関係情報であって規則で定めるもの   

健康増進法（平成14年法律第103号）による健康増進事業

の実施に関する情報（以下「健康増進事業関係情報」とい

う。）であって規則で定めるもの 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。）

による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の

支給に関する情報（以下「感染症医療関係情報」という。）

であって規則で定めるもの 

 精神保健福祉法による診察、入院措置、費用の徴収又は退

院等の請求に関する情報（以下「精神保健診察等関係情報」

という。）であって規則で定めるもの 

 精神障害者保健福祉手帳関係情報であって規則で定める

もの 

３ 生活保護法によ

る保護の決定及び

実施、就労自立給

付金の支給、保護

に要する費用の返

還又は徴収金の徴

収に関する事務に

準ずる生活に困窮

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規

定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に

関する情報（以下「地方税関係情報」という。）であって規

則で定めるもの 

に、 

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「中国残留邦人法」という。）

による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報（以
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する外国人に係る

生活保護に関する

事務であって規則

で定めるもの 

下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。）であ

って規則で定めるもの 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」

という。）による自立支援給付の支給又は地域生活支援事

業の実施に関する情報（以下「障害者総合支援関係情報」

という。）であって規則で定めるもの 

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第

134号）による特別児童扶養手当の支給に関する情報（以

下「特別児童扶養手当関係情報」という。）であって規則

で定めるもの 

」  

「 

 母子保健養育医療給付等関係情報であって規則で定める

もの 

 小児慢性特定疾病医療費等関係情報であって規則で定め

るもの 

 難病特定医療費関係情報であって規則で定めるもの   

 感染症医療関係情報であって規則で定めるもの   

 精神保健診察等関係情報であって規則で定めるもの   

 精神障害者保健福祉手帳関係情報であって規則で定める

もの 

 母子等福祉関係情報であって規則で定めるもの   

 児童手当関係情報であって規則で定めるもの   

 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの   

４ 中国残留邦人法

による支援給付又

は配偶者支援金の

支給に関する事務

であって規則で定

地方税関係情報であって規則で定めるもの   

生活保護関係情報であって規則で定めるもの   

障害者総合支援関係情報であって規則で定めるもの   

特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの   

老人福祉措置等関係情報であって規則で定めるもの  を 
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めるもの 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの   

 国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの   

 後期高齢者医療給付関係情報であって規則で定めるもの   

 身体障害者手帳関係情報であって規則で定めるもの   

 健康増進事業関係情報であって規則で定めるもの   

 母子保健養育医療給付等関係情報であって規則で定める

もの 

 小児慢性特定疾病医療費等関係情報であって規則で定め

るもの 

 難病特定医療費関係情報であって規則で定めるもの   

 感染症医療関係情報であって規則で定めるもの   

 精神保健診察等関係情報であって規則で定めるもの   

 精神障害者保健福祉手帳関係情報であって規則で定める

もの 

 母子等福祉関係情報であって規則で定めるもの   

 児童手当関係情報であって規則で定めるもの   

 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの   

」  

「 

 母子保健法（昭和40年法律第141号）による養育医療の給

付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であっ

て規則で定めるもの 

 児童福祉法（昭和22年法律第164号）による小児慢性特定

疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関

する情報であって規則で定めるもの 

 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第

 50号。以下「難病法」という。）による特定医療費の支給

に関する情報であって規則で定めるもの 

 感染症医療関係情報であって規則で定めるもの   

 精神保健診察等関係情報であって規則で定めるもの   
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 精神障害者保健福祉手帳関係情報であって規則で定める

もの 

 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）

による資金の貸付け又は給付金の支給に関する情報であ

って規則で定めるもの に、 

 児童手当法（昭和46年法律第73号）による児童手当又は特

例給付（同法附則第２条第１項に規定する給付をいう。以

下同じ。）の支給に関する情報であって規則で定めるもの 

 児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）による児童扶養

手当の支給に関する情報（以下「児童扶養手当関係情報」

という。）であって規則で定めるもの 

４ 中国残留邦人法

による支援給付又

は配偶者支援金の

支給に関する事務

であって規則で定

めるもの 

老人福祉措置等関係情報であって規則で定めるもの   

身体障害者手帳関係情報であって規則で定めるもの   

健康増進事業関係情報であって規則で定めるもの   

感染症医療関係情報であって規則で定めるもの   

精神保健診察等関係情報であって規則で定めるもの   

精神障害者保健福祉手帳関係情報であって規則で定める

もの 

」  

「 

10 特別児童扶養手

当等の支給に関す

る法律による障害

児福祉手当若しく

は特別障害者手当

又は国民年金法等

の一部を改正する

法律（昭和60年法

律第34号）附則第

97条第１項の福祉

地方税関係情報であって規則で定めるもの   

生活保護関係情報であって規則で定めるもの   

 を 
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手当の支給に関す

る事務であって規

則で定めるもの 

」  

「 

10 特別児童扶養手

当等の支給に関す

る法律による障害

児福祉手当若しく

は特別障害者手当

又は国民年金法等

の一部を改正する

法律（昭和60年法

律第34号）附則第

97条第１項の福祉

手当の支給に関す

る事務であって規

則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの  

に、 

」  

「 

12 老人福祉法によ

る福祉の措置又は

費用の徴収に関す

る事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定めるもの  

を 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの  

」  

「 

12 老人福祉法によ

る福祉の措置又は

費用の徴収に関す

地方税関係情報であって規則で定めるもの  

 に、 
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る事務であって規

則で定めるもの 

」  

「 

14の２ 国民年金法

による年金である

給付若しくは一時

金の支給、保険料

その他徴収金の徴

収又は加入員の資

格の取得及び喪失

に関する事項の届

出に関する事務で

あって規則で定め

るもの 

地方税関係情報であって規則で定めるもの  

を 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの  

」  

「 

14の２ 国民年金法

による年金である

給付若しくは一時

金の支給、保険料

その他徴収金の徴

収又は加入員の資

格の取得及び喪失

に関する事項の届

出に関する事務で

あって規則で定め

るもの 

地方税関係情報であって規則で定めるもの  

に、 

」  
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「 

20 精神保健福祉法

による診察、入院

措置、費用の徴収、

退院等の請求又は

精神障害者保健福

祉手帳の交付に関

する事務であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定めるもの   

生活保護関係情報であって規則で定めるもの   

障害者総合支援関係情報であって規則で定めるもの   

国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの   

後期高齢者医療給付関係情報であって規則で定めるもの   

身体障害者手帳関係情報であって規則で定めるもの   

21 子ども・子育て

支援法（平成24年

法律第65号）によ

る子どものための

教育・保育給付の

支給又は地域子ど

も・子育て支援事

業の実施に関する

事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定めるもの  
を 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの  

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定め

るもの 

障害者総合支援関係情報であって規則で定めるもの   

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの   

身体障害者手帳関係情報であって規則で定めるもの   

精神障害者保健福祉手帳関係情報であって規則で定める

もの 

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの   

」  
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「 

20 精神保健福祉法

による診察、入院

措置、費用の徴収、

退院等の請求又は

精神障害者保健福

祉手帳の交付に関

する事務であって

規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定めるもの   

障害者総合支援関係情報であって規則で定めるもの   

国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの   

後期高齢者医療給付関係情報であって規則で定めるもの   

身体障害者手帳関係情報であって規則で定めるもの  に、 

21 削除    

」  

「 

23 母子及び父子並

びに寡婦福祉法に

よる配偶者のない

者で現に児童を扶

養しているもの又

は寡婦についての

便宜の供与に関す

る事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定めるもの   

生活保護関係情報であって規則で定めるもの   

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの   

を 

24 母子及び父子並

びに寡婦福祉法に

よる給付金の支給

に関する事務であ

って規則で定める

もの 

地方税関係情報であって規則で定めるもの   

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの  

」  

「 

23 削除   に、 
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24 削除    

」  

「 

27 児童扶養手当法

による児童扶養手

当の支給に関する

事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定めるもの   

障害者総合支援関係情報であって規則で定めるもの   

特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの   

身体障害者手帳関係情報であって規則で定めるもの   

精神障害者保健福祉手帳関係情報であって規則で定める

もの 

障害児入所支援等関係情報であって規則で定めるもの  を 

28 母子及び父子並

びに寡婦福祉法に

よる資金の貸付け

に関する事務であ

って規則で定める

もの 

地方税関係情報であって規則で定めるもの   

生活保護関係情報であって規則で定めるもの   

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの   

」  

「 

27 児童扶養手当法

による児童扶養手

当の支給に関する

事務であって規則

で定めるもの 

精神障害者保健福祉手帳関係情報であって規則で定める

もの 

障害児入所支援等関係情報であって規則で定めるもの   

28 母子及び父子並

びに寡婦福祉法に

よる資金の貸付け

に関する事務であ

って規則で定める

もの 

生活保護関係情報であって規則で定めるもの  に 

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの   

」  
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改める。 

   附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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 静岡市健康福祉審議会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第20号 

   静岡市健康福祉審議会条例の一部を改正する条例 

 静岡市健康福祉審議会条例（平成19年静岡市条例第19号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項中「並びに」を削り、「処理する」を「処理し、並びに成年後見制度の利用の促

進に関する法律（平成28年法律第29号。以下「成年後見制度利用促進法」という。）第23条第２

項に規定する審議会その他の合議制の機関として同項の規定により成年後見制度の利用の促進

に関する基本的な事項を調査審議する」に改める。 

 第７条中第６項を第７項とし、第２項から第５項までを１項ずつ繰り下げ、第１項の次に次

の１項を加える。 

２ 前項の地域福祉専門分科会は、同項の規定によるもののほか、成年後見制度利用促進法第

23条第２項の規定により成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項を専門的に調査審

議する。 

   附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市地方独立行政法人静岡市立静岡病院評価委員会条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第21号 

   静岡市地方独立行政法人静岡市立静岡病院評価委員会条例の一部を改正する条例 

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

一部を次のように改正する。 

 第１条中「）第11条第３項」を「。以下「法」という。）第11条第２項第６号及び第４項」に、

「の組織」を「が処理すべき事項並びに委員会の組織」に改める。 

 第６条を第７条とし、第２条から第５条までを１条ずつ繰り下げ、第１条の次に次の１条を

加える。 

 （委員会が処理すべき事項） 

第２条 委員会は、法に定めるもののほか、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を処理する。 

（１）法第26条第１項の規定による中期計画の認可に関し意見を述べること。 

（２）法第28条第１項各号に定める業務の実績に関する評価（同条第４項に規定する評価を除

く。）に関し意見を述べること。 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項に関すること。 

   附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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 静岡市職員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第22号 

   静岡市職員定数条例の一部を改正する条例 

 静岡市職員定数条例（平成15年静岡市条例第26号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第252条の20第５項」を「第252条の20第６項」に改める。 

 第２条第２号を次のように改める。 

（２）市長の事務部局の職員 4,051人 

 第２条第５号を次のように改める。 

（５）教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 3,463人 

 第２条第８号を次のように改める。 

（８）消防職員 1,040人 

 第３条第２項中「並びに」を「及び」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第23号 

   静岡市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例 

 静岡市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に関する条例（平成15年静岡

市条例第44号）の一部を次のように改正する。 

 別表中 

「 

 その他の委員 日額 14,000円  

 を市場取引委員会の委員 日額 10,500円 

中央卸売市場開設運営協議会の委員 日額 10,500円 

                                        」 

「 

 その他の委員 日額 14,000円   に、

                                        」 

「 

精神保健指定医 診療１件につき9,200円  

を 

スポーツ推進委員 月額 5,500円  

法令又は条例の規定による委員等

（この表において別に定めるものを

除く。） 

日額 11,500円  

                                        」 

「 

法令又は条例の規定による附属機関

の委員（この表において別に定める 

日額 11,500円  
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ものを除く。）    に 

精神保健指定医 診療１件につき9,200円   

スポーツ推進委員 月額 5,500円   

                                        」 

改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の静岡市特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償に

関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給し、又は弁償すべき理由を生じた

報酬又は費用弁償について適用し、同日の前日までに支給し、又は弁償すべき理由を生じた

報酬又は費用弁償については、なお従前の例による。 
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静岡市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第24号 

静岡市手数料条例の一部を改正する条例 

静岡市手数料条例（平成15年静岡市条例第103号）の一部を次のように改正する。 

 別表第３中 

「 

介護老人保健施設変更許可申請 

（構造設備の変更を伴うものに限る。） 

１件につき 33,000円 
 を 

                                        」 

「 

介護老人保健施設変更許可申請（構造設備の変更を伴う

ものに限る。） 

１件につき 33,000円 

 に 
介護医療院開設許可申請 １件につき 63,000円 

（更新の場合は20,000円）

介護医療院変更許可申請（構造設備の変更を伴うものに

限る。） 

１件につき 33,000円 

                                        」 

改め、同表備考を削る。 

 別表第５中 

「 

一般廃棄物処理施設設置者の合併又は分割の認可申請 73,000円  を 

                                        」 

「 

一般廃棄物処理施設設置者の合併又は分割の認可申請 73,000円

２以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定申

請 

147,000円
 に、 
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２以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に

係る事項の変更認定申請 

134,000円

                                        」 

「 

使用済自動車の破砕業の事業の範囲の変更許可申請 75,000円  を 

                                        」 

「 

使用済自動車の破砕業の事業の範囲の変更許可申請 67,000円  に 

                                        」 

改める。 

 別表第８中 

「 

砂利の採取計画の認可申請 37,700円
 を 

砂利の採取計画の変更認可申請 17,000円

                                        」 

「 

砂利の採取計画の認可申請 33,900円
 に 

砂利の採取計画の変更認可申請 15,000円

                                        」 

改める。 

別表第９中 

「 

  準特定屋外タンク貯蔵所（岩盤タンクに

係る屋外タンク貯蔵所を除く。） 

530,000円

  特定屋外タンク貯

蔵所（浮き屋根を有

する特定屋外貯蔵

タンクのうち危険

物の規制に関する

規則（昭和34年総理

危険物の貯蔵最大

数量が1,000キロ

リ ッ ト ル 以 上

5,000キロリット

ル未満のもの 

830,000円

  危険物の貯蔵最大 1,010,000円
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  府令第55号。以下

「規則」という。）第

20条の４第２項第

３号に定める構造

を有しなければな

らない特定屋外タ

ンク貯蔵所（以下

「浮き屋根式特定

屋外タンク貯蔵所」

という。）、浮き蓋付

きの特定屋外貯蔵

タンクのうち規則

第22条の２第１号

ハに定める構造を

有しなければなら

ない特定屋外タン

ク貯蔵所（以下「浮

き蓋付特定屋外タ

ンク貯蔵所」とい

う。）及び岩盤タン

クに係る屋外タン

ク貯蔵所を除く。） 

数量が5,000キロ

リットル以上１万

キロリットル未満

のもの 

  危険物の貯蔵最大

数量が１万キロリ

ットル以上５万キ

ロリットル未満の

もの 

1,120,000円

  危険物の貯蔵最大

数量が５万キロリ

ットル以上10万キ

ロリットル未満の

もの 

1,420,000円

  危険物の貯蔵最大

数量が10万キロリ

ットル以上20万キ

ロリットル未満の

もの 

1,660,000円

  危険物の貯蔵最大

数量が20万キロリ

ットル以上30万キ

ロリットル未満の

もの 

3,880,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が30万キロリ

ットル以上40万キ

ロリットル未満の

もの 

5,100,000円

   危険物の貯蔵最大 6,290,000円
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   数量が40万キロリ

ットル以上のもの 

  浮き屋根式特定屋

外タンク貯蔵所及

び浮き蓋付特定屋

外タンク貯蔵所 

危険物の貯蔵最大

数量が1,000キロ

リ ッ ト ル 以 上

5,000キロリット

1,130,000円

   ル未満のもの 
 を 

   危険物の貯蔵最大 1,340,000円

   数量が5,000キロ

リットル以上１万

キロリットル未満

のもの 

   危険物の貯蔵最大

数量が１万キロリ

ットル以上５万キ

ロリットル未満の

もの 

1,500,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が５万キロリ

ットル以上10万キ

ロリットル未満の

もの 

1,830,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が10万キロリ

ットル以上20万キ

ロリットル未満の

もの 

2,140,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が20万キロリ

ットル以上30万キ

4,350,000円
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   ロリットル未満の

もの 

   危険物の貯蔵最大

数量が30万キロリ

ットル以上40万キ

ロリットル未満の

もの 

5,570,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ットル以上のもの

6,770,000円

  岩盤タンクに係る

屋外タンク貯蔵所 

危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ットル未満のもの 

5,750,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ットル以上50万キ

ロリットル未満の

もの 

7,250,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が50万キロリ

ットル以上のもの 

10,700,000円

                                        」 

「 

  準特定屋外タンク貯蔵所（岩盤タンクに

係る屋外タンク貯蔵所を除く。） 

570,000円

  特定屋外タンク貯

蔵所（浮き屋根を有

する特定屋外貯蔵

タンクのうち危険

物の規制に関する

危険物の貯蔵最大

数量が1,000キロ

リ ッ ト ル 以 上

5,000キロリット

ル未満のもの 

880,000円

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

65



  規則（昭和34年総理

府令第55号。以下

「規則」という。）第

20条の４第２項第

３号に定める構造

を有しなければな

らない特定屋外タ

ンク貯蔵所（以下

「浮き屋根式特定

屋外タンク貯蔵所」

という。）、浮き蓋付

きの特定屋外貯蔵

タンクのうち規則

第22条の２第１号

ハに定める構造を

有しなければなら

ない特定屋外タン

ク貯蔵所（以下「浮

き蓋付特定屋外タ

ンク貯蔵所」とい

う。）及び岩盤タン

クに係る屋外タン

ク貯蔵所を除く。） 

危険物の貯蔵最大

数量が5,000キロ

リットル以上１万

キロリットル未満

のもの 

1,070,000円

  危険物の貯蔵最大

数量が１万キロリ

ットル以上５万キ

ロリットル未満の

もの 

1,200,000円

  危険物の貯蔵最大

数量が５万キロリ

ットル以上10万キ

ロリットル未満の

もの 

1,520,000円

  危険物の貯蔵最大

数量が10万キロリ

ットル以上20万キ

ロリットル未満の

もの 

1,780,000円

  危険物の貯蔵最大

数量が20万キロリ

ットル以上30万キ

ロリットル未満の

もの 

4,070,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が30万キロリ

ットル以上40万キ

ロリットル未満の

もの 

5,340,000円
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   危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ットル以上のもの 

6,490,000円

  浮き屋根式特定屋

外タンク貯蔵所及

び浮き蓋付特定屋

外タンク貯蔵所 

危険物の貯蔵最大

数量が1,000キロ

リ ッ ト ル 以 上

5,000キロリット

ル未満のもの 

1,180,000円

 に、 
危険物の貯蔵最大

数量が5,000キロ

リットル以上１万

キロリットル未満

のもの 

1,410,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が１万キロリ

ットル以上５万キ

ロリットル未満の

もの 

1,580,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が５万キロリ

ットル以上10万キ

ロリットル未満の

もの 

1,940,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が10万キロリ

ットル以上20万キ

ロリットル未満の

もの 

2,260,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が20万キロリ

4,550,000円
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   ットル以上30万キ

ロリットル未満の

もの 

   危険物の貯蔵最大

数量が30万キロリ

ットル以上40万キ

ロリットル未満の

もの 

5,820,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ットル以上のもの 

7,070,000円

  岩盤タンクに係る

屋外タンク貯蔵所 

危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ットル未満のもの 

5,930,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ットル以上50万キ

ロリットル未満の

もの 

7,470,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が50万キロリ

ットル以上のもの 

10,900,000円

                                        」 

「 

  基礎・

地 盤

検査 

危険物の貯蔵最大

数量が1,000キロ

リ ッ ト ル 以 上

5,000キロリット

ル未満の特定屋外 

タンク貯蔵所 

410,000円
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   危険物の貯蔵最大

数量が5,000キロ

リットル以上１万

キロリットル未満

の特定屋外タンク

貯蔵所 

540,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が１万キロリ

ットル以上５万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所 

700,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が５万キロリ

ットル以上10万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所 

920,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が10万キロリ

ットル以上20万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所 

1,040,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が20万キロリ

ットル以上30万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所 

1,600,000円
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   危険物の貯蔵最大

数量が30万キロリ

ットル以上40万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所 

1,820,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ットル以上の特定

屋外タンク貯蔵所 

2,030,000円

  溶 接

部 検

査 

危険物の貯蔵最大

数量が1,000キロ

リ ッ ト ル 以 上

5,000キロリット

ル未満の特定屋外

タンク貯蔵所 

490,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が5,000キロ

リットル以上１万

キロリットル未満

の特定屋外タンク

貯蔵所 

630,000円  を 

   危険物の貯蔵最大

数量が１万キロリ

ットル以上５万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所 

990,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が５万キロリ

1,310,000円
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   ットル以上10万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所 

   危険物の貯蔵最大

数量が10万キロリ

ットル以上20万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所 

1,720,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が20万キロリ

ットル以上30万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所 

3,320,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が30万キロリ

ットル以上40万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所 

4,060,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ットル以上の特定

屋外タンク貯蔵所 

4,650,000円

  岩 盤

タ ン

ク 検

査 

危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ットル未満の屋外

タンク貯蔵所 

9,100,000円
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   危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ットル以上50万キ

ロリットル未満の

屋外タンク貯蔵所 

12,400,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が50万キロリ

ットル以上の屋外

タンク貯蔵所 

17,000,000円

                                        」 

「 

  基礎・

地 盤

検査 

危険物の貯蔵最大

数量が1,000キロ

リ ッ ト ル 以 上

5,000キロリット

ル未満の特定屋外

タンク貯蔵所 

420,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が5,000キロ

リットル以上１万

キロリットル未満

の特定屋外タンク

貯蔵所 

560,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が１万キロリ

ットル以上５万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所 

730,000円

   危険物の貯蔵最大 960,000円
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   数量が５万キロリ

ットル以上10万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所 

   危険物の貯蔵最大

数量が10万キロリ

ットル以上20万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所 

1,090,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が20万キロリ

ットル以上30万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所 

1,660,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が30万キロリ

ットル以上40万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所 

1,900,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ットル以上の特定

屋外タンク貯蔵所 

2,120,000円

  溶 接

部 検

査 

危険物の貯蔵最大

数量が1,000キロ

リ ッ ト ル 以 上

530,000円
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   5,000キロリット

ル未満の特定屋外

タンク貯蔵所 

   危険物の貯蔵最大

数量が5,000キロ

リットル以上１万

キロリットル未満

の特定屋外タンク

貯蔵所 

680,000円  に、

   危険物の貯蔵最大

数量が１万キロリ

ットル以上５万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所 

1,030,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が５万キロリ

ットル以上10万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所 

1,410,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が10万キロリ

ットル以上20万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所 

1,780,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が20万キロリ

ットル以上30万キ

3,430,000円
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   ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所 

   危険物の貯蔵最大

数量が30万キロリ

ットル以上40万キ

ロリットル未満の

特定屋外タンク貯

蔵所 

4,190,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ットル以上の特定

屋外タンク貯蔵所 

4,800,000円

  岩 盤

タ ン

ク 検

査 

危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ットル未満の屋外

タンク貯蔵所 

9,320,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ットル以上50万キ

ロリットル未満の

屋外タンク貯蔵所 

12,600,000円

   危険物の貯蔵最大

数量が50万キロリ

ットル以上の屋外

タンク貯蔵所 

17,300,000円

                                        」 

「 

法第14条の

３第１項及

特定屋外タンク貯蔵所（岩

盤タンクに係る特定屋外

危険物の貯蔵最大

数量が1,000キロ

310,000円
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び第２項の

規定に基づ

く特定屋外

タンク貯蔵

所又は移送

取扱所の保

安に関する

検査 

タンク貯蔵所を除く。） リ ッ ト ル 以 上

5,000キロリット

ル未満のもの 

 危険物の貯蔵最大

数量が5,000キロ

リットル以上１万

キロリットル未満

のもの 

430,000円

  危険物の貯蔵最大

数量が１万キロリ

ットル以上５万キ

ロリットル未満の

もの 

720,000円

  危険物の貯蔵最大

数量が５万キロリ

ットル以上10万キ

ロリットル未満の

もの 

960,000円

  危険物の貯蔵最大

数量が10万キロリ

ットル以上20万キ

ロリットル未満の

もの 

1,210,000円

  危険物の貯蔵最大

数量が20万キロリ

ットル以上30万キ

ロリットル未満の

もの 

2,950,000円  を

  危険物の貯蔵最大

数量が30万キロリ

3,620,000円
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  ットル以上40万キ

ロリットル未満の

もの 

  危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ットル以上のもの 

4,170,000円

 岩盤タンクに係る特定屋

外タンク貯蔵所 

危険物の貯蔵最大

数量が1,000キロ

リットル以上40万

キロリットル未満

のもの 

2,660,000円

  危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ットル以上50万キ

ロリットル未満の

もの 

3,190,000円

  危険物の貯蔵最大

数量が50万キロリ

ットル以上のもの 

4,790,000円

                                        」 

「 

法第14条の

３第１項及

び第２項の

規定に基づ

く特定屋外

タンク貯蔵

所又は移送

取扱所の保

安に関する 

特定屋外タンク貯蔵所（岩

盤タンクに係る特定屋外

タンク貯蔵所を除く。） 

危険物の貯蔵最大

数量が1,000キロ

リ ッ ト ル 以 上

5,000キロリット

ル未満のもの 

320,000円

 危険物の貯蔵最大

数量が5,000キロ

リットル以上１万

キロリットル未満

460,000円
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検査  のもの 

  危険物の貯蔵最大

数量が１万キロリ

ットル以上５万キ

ロリットル未満の

もの 

750,000円

  危険物の貯蔵最大

数量が５万キロリ

ットル以上10万キ

ロリットル未満の

もの 

1,020,000円

  危険物の貯蔵最大

数量が10万キロリ

ットル以上20万キ

ロリットル未満の

もの 

1,300,000円

  危険物の貯蔵最大

数量が20万キロリ

ットル以上30万キ

ロリットル未満の

もの 

3,150,000円 に、

  危険物の貯蔵最大

数量が30万キロリ

ットル以上40万キ

ロリットル未満の

もの 

3,870,000円

  危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ットル以上のもの 

4,460,000円

 岩盤タンクに係る特定屋 危険物の貯蔵最大 2,690,000円

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

78



 外タンク貯蔵所 数量が1,000キロ

リットル以上40万

キロリットル未満

のもの 

  危険物の貯蔵最大

数量が40万キロリ

ットル以上50万キ

ロリットル未満の

もの 

3,230,000円

  危険物の貯蔵最大

数量が50万キロリ

ットル以上のもの 

4,830,000円

                                        」 

「 

火薬類取締法施行令第16条第１項第１号の規定に基づく火薬

類取締法第35条第１項に規定する特定施設に係る保安検査又

は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 

41,000円

 を 

                                        」 

「 

火薬類取締法施行令第16条第１項第１号の規定に基づく火薬

類取締法第35条第１項に規定する特定施設に係る保安検査又

は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 

41,000円

高圧ガス保

安法（昭和26

年法律第204

号）第５条第

１項の規定

に基づく高

圧ガスの製

造の許可申 

高圧ガス保安法第５条第

１項第１号に該当する者

（移動式製造設備（高圧ガ

スの製造のための設備で

移動することができるよ

うに設計したものをいう。

以下同じ。）のみを使用し

て高圧ガスの製造をする

処理容積（圧縮、

液化その他の方法

で１日に処理する

ことができるガス

の容積をいう。以

下同じ。）が100立

方メートル以上

200立法メートル

31,000円
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請 者を除く。） 未満の設備 

  処理容積が200立

方メートル以上

1,000立方メート

ル未満の設備 

54,000円

  処理容積が1,000

立方メートル以上

5,000立方メート

ル未満の設備 

68,000円

  処理容積が5,000

立方メートル以上

２万5,000立方メ

ートル未満の設備 

86,000円

  処理容積が２万

5,000立方メート

ル以上10万立方メ

ートル未満の設備 

110,000円

  処理容積が10万立

方メートル以上50

万立方メートル未

満の設備 

140,000円

  処理容積が50万立

方メートル以上

100万立方メート

ル未満の設備 

220,000円

  処理容積が100万

立方メートル以上

1,000万立方メー

トル未満の設備 

340,000円

  処理容積が1,000 560,000円
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  万立方メートル以

上の設備 

 高圧ガス保安法第５条第

１項第１号に該当する者

であって移動式製造設備

のみを使用して高圧ガス

の製造をするもの 

処理容積が100立

方メートル以上

200立法メートル

未満の設備 

7,400円

処理容積が200立

方メートル以上

1,000立方メート

ル未満の設備 

11,000円

  処理容積が1,000

立方メートル以上

5,000立方メート

ル未満の設備 

13,000円

  処理容積が5,000

立方メートル以上

２万5,000立方メ

ートル未満の設備 

16,000円

  処理容積が２万

5,000立方メート

ル以上10万立方メ

ートル未満の設備 

21,000円

  処理容積が10万立

方メートル以上50

万立方メートル未

満の設備 

27,000円

  処理容積が50万立

方メートル以上

100万立方メート

ル未満の設備 

44,000円
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  処理容積が100万

立方メートル以上

500万立方メート

ル未満の設備 

60,000円

  処理容積が500万

立方メートル以上

1,000万立方メー

トル未満の設備 

75,000円

  処理容積が1,000

万立方メートル以

上の設備 

91,000円

 高圧ガス保安法第５条第

１項第２号に該当する者 

冷凍能力が20トン

以上100トン未満

の設備 

36,000円

  冷凍能力が100ト

ン以上300トン未

満の設備 

54,000円

  冷凍能力が300ト

ン以上1,000トン

未満の設備 

68,000円

  冷凍能力が1,000

トン以上3,000ト

ン未満の設備 

87,000円

  冷凍能力が3,000

トン以上の設備 

110,000円

高圧ガス保

安法第14条

第１項の規

定に基づく

高圧ガスの 

高圧ガス保安法第５条第

１項第１号に該当する同

項の許可を受けた者（移動

式製造設備のみを使用し

て高圧ガスの製造をする

変更後の処理容積

が変更前の処理容

積（当該変更が設

備の全部又は一部

を撤去し、当該撤

26,000円
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製造のため

の施設の位

置、構造若し

くは設備の

変更の工事

又は製造を

する高圧ガ

スの種類若

しくは製造

の方法の変

更の許可申

請 

者を除く。） 去する設備に代え

て新たに設備を設

置するものである

場合にあっては、

変更前の処理容積

から当該撤去する

設備に係る処理容

積を控除した容

積。以下同じ。）に

比して200立方メ

ートル未満増加す

る場合 

  変更後の処理容積

が変更前の処理容

積に比して200立

方メートル以上

1,000立方メート

ル未満増加する場

合 

39,000円

  変更後の処理容積

が変更前の処理容

積に比して1,000

立方メートル以上

5,000立方メート

ル未満増加する場

合 

57,000円

  変更後の処理容積

が変更前の処理容

積に比して5,000

立法メートル以上

61,000円
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  ２万5,000立方メ

ートル未満増加す

る場合 

  変更後の処理容積

が変更前の処理容

積に比して２万

5,000立方メート

ル以上10万立方メ

ートル未満増加す

る場合 

69,000円

  変更後の処理容積

が変更前の処理容

積に比して10万立

方メートル以上50

万立方メートル未

満増加する場合 

93,000円

  変更後の処理容積

が変更前の処理容

積に比して50万立

方メートル以上

100万立方メート

ル未満増加する場

合 

150,000円

  変更後の処理容積

が変更前の処理容

積に比して100万

立方メートル以上

1,000万立方メー

トル未満増加する

場合 

220,000円
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  変更後の処理容積

が変更前の処理容

積に比して1,000

万立方メートル以

上増加する場合 

370,000円

  その他の場合 16,000円

 高圧ガス保安法第５条第

１項第１号に該当する同

条第１項の許可を受けた

者であって移動式製造設

備のみを使用して高圧ガ

スの製造をするもの 

変更後の処理容積

が変更前の処理容

積に比して200立

方メートル未満増

加する場合 

5,100円

変更後の処理容積

が変更前の処理容

積に比して200立

方メートル以上

1,000立方メート

ル未満増加する場

合 

8,200円

  変更後の処理容積

が変更前の処理容

積に比して1,000

立方メートル以上

5,000立方メート

ル未満増加する場

合 

9,200円

  変更後の処理容積

が変更前の処理容

積に比して5,000

立方メートル以上

２万5,000立方メ

12,000円
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  ートル未満増加す

る場合 

  変更後の処理容積

が変更前の処理容

積に比して２万

5,000立方メート

ル以上10万立方メ

ートル未満増加す

る場合 

14,000円

  変更後の処理容積

が変更前の処理容

積に比して10万立

方メートル以上50

万立方メートル未

満増加する場合 

18,000円

  変更後の処理容積

が変更前の処理容

積に比して50万立

方メートル以上

100万立方メート

ル未満増加する場

合 

31,000円

  変更後の処理容積

が変更前の処理容

積に比して100万

立方メートル以上

500万立方メート

ル未満増加する場

合 

44,000円

  変更後の処理容積 53,000円
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  が変更前の処理容

積に比して500万

立方メートル以上

1,000万立方メー

トル未満増加する

場合 

  変更後の処理容積

が変更前の処理容

積に比して1,000

万立方メートル以

上増加する場合 

65,000円

  その他の場合 3,200円

 高圧ガス保安法第５条第

１項第２号に該当する同

項の許可を受けた者 

変更後の冷凍能力

が変更前の冷凍能

力（当該変更が設

備の全部又は一部

を撤去し、当該撤

去する設備に代え

て新たに設備を設

置するものである

場合にあっては、

変更前の冷凍能力

から当該撤去する

設備に係る冷凍能

力を控除した能

力。以下同じ。）に

比して100トン未

満増加する場合 

30,000円

  変更後の冷凍能力

が変更前の冷凍能 

38,000円
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  力に比して100ト

ン以上300トン未

満増加する場合 

  変更後の冷凍能力

が変更前の冷凍能

力に比して300ト

ン以上1,000トン

未満増加する場合 

55,000円

  変更後の冷凍能力

が変更前の冷凍能

力に比して1,000

トン以上3,000ト

ン未満増加する場

合 

62,000円

  変更後の冷凍能力

が変更前の冷凍能

力に比して3,000

トン以上増加する

場合 

69,000円

  その他の場合 16,000円

高圧ガス保安法第16条第１項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵

所の設置の許可申請 

25,000円

高圧ガス保

安法第19条

第１項の規

定に基づく

第１種貯蔵

所の位置、構

造又は設備

の変更の工 

変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比し

て増加する場合 

14,000円

その他の場合 11,000円
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事の許可申

請 

高圧ガス保安法第20条第１項の規定に基づく高圧ガスの製造

のための施設の完成検査 

当該施設に係る事

業所について適用

されるべき高圧ガ

ス保安法第５条第

１項の規定に基づ

く高圧ガスの製造

の許可申請の項に

掲げる区分に応じ、

それぞれ当該手数

料の額の４分の３

に相当する額（高圧

ガス保安法第５条

第１項の許可に係

る液化石油ガスの

製造のための施設

であって、液化石油

ガスの保安の確保

及び取引の適正化

に関する法律（昭和

42年法律第149号。

以下「液化石油ガス

法」という。）第37条

の３第１項の完成

検査を受け、液化石

油ガス法第37条の

技術上の基準に適

合していると認め

られたものの完成
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 検査にあっては、

 6,100円） 
 に 

高圧ガス保安法第20条第１項の規定に基づく第１種貯蔵所の 18,750円

完成検査 

高圧ガス保安法第20条第３項の規定に基づく高圧ガスの製造

のための施設の完成検査 

当該施設に係る事

業所について適用

されるべき高圧ガ

ス保安法第14条第

１項の規定に基づ

く高圧ガスの製造

のための施設の位

置、構造若しくは設

備の変更の工事又

は製造をする高圧

ガスの種類若しく

は製造の方法の変

更の許可申請の項

に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該手

数料の額の４分の

３に相当する額（高

圧ガス保安法第14

条第１項の許可に

係る液化石油ガス

の製造のための施

設であって、液化石

油ガス法第37条の

３第１項の完成検

査を受け、液化石油

ガス法第3 7条の
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 技術上の基準に適

合していると認め

られたものの完成

検査にあっては、

6,100円） 

高圧ガス保安法第20条第３項の規定に基づく第１種貯蔵所の 

完成検査 

高圧ガス保安法第

19条第１項の規定

に基づく第１種貯

蔵所の位置、構造又

は設備の変更の工

事の許可申請の項

に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該手

数料の額の４分の

３に相当する額 

高圧ガス保

安法第22条

第１項の規

定に基づく

輸入をした

高圧ガス及

びその容器

の検査 

容積300立方メートル未満（液化ガスにあって

は、質量３トン未満）の高圧ガスに係る検査 

13,000円

容積300立方メートル以上1,000立方メートル

未満（液化ガスにあっては、質量３トン以上10

トン未満）の高圧ガスに係る検査 

21,000円

容積1,000立方メートル以上（液化ガスにあっ

ては、質量10トン以上）の高圧ガスに係る検査

27,000円

高圧ガス保

安法第35条

第１項の規

定に基づく

特定施設の

保安検査 

高圧ガス保安法第５条第

１項第１号に該当する同

項の許可を受けた者（移動

式製造設備のみを使用し

て高圧ガスの製造をする

者を除く。） 

処理容積が100立

方メートル以上

200立法メートル

未満の設備 

33,000円

処理容積が200立

方メートル以上

60,000円
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1,000立方メート

ル未満の設備 

  処理容積が1,000

立方メートル以上

5,000立方メート

ル未満の設備 

75,000円

  処理容積が5,000

立方メートル以上

２万5,000立方メ

ートル未満の設備 

95,000円

  処理容積が２万

5,000立方メート

ル以上10万立方メ

ートル未満の設備 

120,000円

  処理容積が10万立

方メートル以上50

万立方メートル未

満の設備 

150,000円

  処理容積が50万立

方メートル以上

100万立方メート

ル未満の設備 

250,000円

  処理容積が100万

立方メートル以上

1,000万立方メー

トル未満の設備 

370,000円

  処理容積が1,000

万立方メートル以

上の設備 

610,000円
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 高圧ガス保安法第５条第

１項第１号に該当する同

項の許可を受けた者であ

って移動式製造設備のみ

を使用して高圧ガスの製

造をするもの 

処理容積が100立

方メートル以上

200立法メートル

未満の設備 

7,700円

 処理容積が200立

方メートル以上

1,000立方メート

ル未満の設備 

12,000円

  処理容積が1,000

立方メートル以上

5,000立方メート

ル未満の設備 

15,000円

  処理容積が5,000

立方メートル以上

２万5,000立方メ

ートル未満の設備 

20,000円

  処理容積が２万

5,000立方メート

ル以上10万立方メ

ートル未満の設備 

22,000円

  処理容積が10万立

方メートル以上50

万立方メートル未

満の設備 

31,000円

  処理容積が50万立

方メートル以上

100万立方メート

ル未満の設備 

47,000円

  処理容積が100万

立方メートル以上

64,000円
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  500万立方メート

ル未満の設備 

  処理容積が500万

立方メートル以上

1,000万立方メー

トル未満の設備 

80,000円

  処理容積が1,000

万立方メートル以

上の設備 

95,000円

 高圧ガス保安法第５条第

１項第２号に該当する同

項の許可を受けた者 

冷凍能力が20トン

以上100トン未満

の設備 

42,000円

冷凍能力が100ト

ン以上300トン未

満の設備 

60,000円

  冷凍能力が300ト

ン以上1,000トン

未満の設備 

76,000円

  冷凍能力が1,000

トン以上3,000ト

ン未満の設備 

95,000円

  冷凍能力が3,000

トン以上の設備 

120,000円

高圧ガス保

安法施行令

（平成９年

政令第20号）

第18条第２

項第３号の

規定に基づ 

温度零下50度以下の液化

ガスを充 するための容

器に係る容器検査又は容

器再検査 

内容積500リット

ル未満の容器 

6,600円

内容積500リット

ル以上1,000リッ

トル未満の容器 

16,000円

内容積1,000リッ

トル以上の容器 

16,000円に1,000リ

ットル又は1,000リ
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く高圧ガス 

保安法第44

条第１項に

規定する容

器検査又は

同令第18条

第２項第４

号の規定に

基づく同法

第49条第１

項に規定す

る容器再検

査 

  ットルに満たない

端数を増すごとに

1,600円を加えた額

繊維強化プラスチック複

合容器又は圧縮天然ガス

自動車燃料装置用容器（温

度零下50度以下の液化ガ

スを充 するための容器

を除く。）に係る容器検査

又は容器再検査 

内容積１リットル

未満の容器 

150円

内容積１リットル

以上５リットル未

満の容器 

160円

内容積５リットル

以上30リットル未

満の容器 

260円

 内容積30リットル

以上150リットル

未満の容器 

320円

  内容積150リット

ル以上の容器 

320円に10リットル

又は10リットルに

満たない端数を増

すごとに57円を加

えた額 

 高強度鋼容器（温度零下50

度以下の液化ガスを充 

するための容器、繊維強化

プラスチック複合容器又

は圧縮天然ガス自動車燃

料装置用容器を除く。）に

係る容器検査又は容器再

検査 

内容積１リットル

未満の容器 

140円

内容積１リットル

以上５リットル未

満の容器 

160円

内容積５リットル

以上30リットル未

満の容器 

210円

  内容積30リットル

以上の容器 

210円に10リットル

又は10リットルに
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   満たない端数を増

すごとに３円を加

えた額 

 その他の容器に係る容器

検査又は容器再検査 

内容積１リットル

未満の容器 

80円

  内容積１リットル

以上５リットル未

満の容器 

110円

  内容積５リットル

以上30リットル未

満の容器 

170円

  内容積30リットル

以上150リットル

未満の容器 

210円

  内容積150リット

ル以上500リット

ル未満の容器 

800円

  内容積500リット

ル以上1,000リッ

トル未満の容器 

7,100円

  内容積1,000リッ

トル以上の容器 

7,100円に1,000リ

ットル又は1,000リ

ットルに満たない

端数を増すごとに

380円を加えた額 

高圧ガス保安法施行令第18条第２項第３号の規定に基づく高

圧ガス保安法第54条第２項に規定する容器に充 する高圧ガ

スの種類又は圧力の変更に係る刻印等 

1,400円

高圧ガス保

安法施行令 

圧縮天然ガス自動車燃料

装置用容器、圧縮水素自動

内容積150リット

ル未満の容器 

24円
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第18条第２

項第６号の

規定に基づ

く高圧ガス

保安法第49

条の２第１

項に規定す

る附属品検

査又は同令

第18条第２

項第７号の

規定に基づ

く同法第49

条の４第１

項に規定す

る附属品再

検査 

車燃料装置用容器又は圧

縮水素運送自動車用容器

内容積150リット

ル以上の容器 

31円

に装置される附属品に係

る附属品検査又は附属品

再検査 

その他の容器に装置され

る附属品に係る附属品検

査又は附属品再検査 

内容積500リット

ル未満の容器 

21円

内容積500リット

ル以上1,000リッ

トル未満の容器 

540円

内容積1,000リッ

トル以上の容器

1,100円

高圧ガス保安法施行令第18条第２項第８号の規定に基づく高

圧ガス保安法第50条第３項に規定する容器検査所の登録又は

登録の更新申請 

16,000円

液化石油ガス法第３条第１項の規定に基づく液化石油ガス販

売事業に係る登録申請 

31,000円

液化石油ガス法第３条の２第３項の規定に基づく液化石油ガ

ス販売事業者登録簿の謄本の交付 

１通につき 630円  

液化石油ガス法第３条の２第３項の規定に基づく液化石油ガ

ス販売事業者登録簿の閲覧 

１回につき 460円  

液化石油ガス法第29条第１項の規定に基づく保安機関の認定

申請 

34,000円と6,900円

に新たに行う保安

業務区分の数を乗
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じて得た額との合

計額 

液化石油ガス法第32条第１項の規定に基づく保安機関の認定 14,000円と6,900円

の更新申請 に保安業務区分の

数を乗じて得た額

との合計額 

液化石油ガス法第33条第１項の規定に基づく保安機関の保安

業務に係る一般消費者等の数の増加の認可申請 

20,000円と6,900円

に保安業務区分の

数を乗じて得た額

との合計額 

液化石油ガ

ス法第35条

の６第１項

の規定に基

づく保安確

保機器の設

置及び管理

の方法の認

定申請 

当該申請を行う者が販売契約を締結している

一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 

55,000円

当該申請を行う者が販売契約を締結している

一般消費者等の数が1,000戸以上１万戸未満の

場合 

80,000円

当該申請を行う者が販売契約を締結している

一般消費者等の数が１万戸以上の場合 

110,000円

液化石油ガス法第36条第１項の規定に基づく貯蔵施設又は特

定供給設備の設置の許可申請 

21,000円に貯蔵施

設又は特定供給設

備の数を乗じて得

た額 

液化石油ガス法第37条の２第１項の規定に基づく貯蔵施設の

位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、

設備若しくは装置の変更の許可申請 

17,000円に変更に

係る貯蔵施設又は

特定供給設備の数

を乗じて得た額 

液化石油ガス法第37条の３第１項の規定に基づく液化石油ガ

ス法第36条第１項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の

完成検査 

31,000円に貯蔵施

設又は特定供給設

備（高圧ガス保安法
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 第20条第１項又は

第３項の規定に基

づき完成検査を受

 け、又は自ら行い、

同法第８条第１号

の技術上の基準に

適合していると認

められた液化石油

ガスに係る施設（以

下「完成検査合格施

設」という。）である

ものを除く。）の数

を乗じて得た額と

5,800円に完成検査

合格施設である貯

蔵施設又は特定供

給設備の数を乗じ

て得た額との合計

額 

液化石油ガス法第37条の３第１項の規定に基づく液化石油ガ

ス法第37条の２第１項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設

備の完成検査 

24,000円に変更に

係る貯蔵施設又は

特定供給設備（完成

検査合格施設であ

るものを除く。）の

数を乗じて得た額

と5,800円に完成検

査合格施設である

変更に係る貯蔵施

設又は特定供給設

備の数を乗じて得
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 た額との合計額  

液化石油ガス法第37条の４第１項の規定に基づく充 設備に

よる液化石油ガスの充 の許可申請 

28,000円に充 設

備の数を乗じて得 

た額 

液化石油ガス法第37条の４第３項において準用する液化石油

ガス法第37条の２第１項の規定に基づく充 設備の所在地、構

造、設備又は装置の変更の許可申請 

17,000円に変更に

係る充 設備の数

を乗じて得た額 

液化石油ガス法第37条の４第４項において準用する液化石油

ガス法第37条の３第１項の規定に基づく液化石油ガス法第37

条の４第１項の許可に係る充 設備の完成検査 

36,000円に充 設

備の数を乗じて得

た額 

液化石油ガス法第37条の４第４項において準用する液化石油

ガス法第37条の３第１項の規定に基づく液化石油ガス法第37

条の４第３項において準用する液化石油ガス法第37条の２第

１項の許可に係る充 設備の完成検査 

27,000円に変更に

係る充 設備の数

を乗じて得た額 

液化石油ガス法第37条の６第１項の規定に基づく充 設備の

保安検査 

27,000円に検査に

係る充 設備の数

を乗じて得た額 

                                        」 

改める。 

   附 則

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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 静岡市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第25号 

   静岡市介護保険条例の一部を改正する条例 

 静岡市介護保険条例（平成15年静岡市条例第108号）の一部を次のように改正する。 

 第14条第１項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に

改め、同項第１号中「31,600円」を「32,900円」に改め、同項第２号中「41,000円」を「42,800

円」に改め、同項第３号中「47,400円」を「49,400円」に改め、同項第４号中「56,800円」を

「59,300円」に改め、同項第５号中「63,200円」を「65,900円」に改め、同項第６号中「75,800

円」を「79,000円」に改め、同号ア中「合計所得金額（」の次に「租税特別措置法（昭和32年

法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の

３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合

計所得金額から政令第38条第４項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。」を加え、同

項第７号中「82,100円」を「85,600円」に改め、同号ア中「190万円」を「200万円」に改め、

同項第８号中「94,800円」を「98,800円」に改め、同号ア中「290万円」を「300万円」に改め、

同項第９号中「107,400円」を「112,000円」に改め、同項第10号中「126,400円」を「131,800

円」に改め、同項第11号中「142,200円」を「148,200円」に改め、同条第２項中「平成27年度

から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に、「28,400円」を「29,600円」に

改める。 

 附則第16項中「（昭和32年法律第26号）」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の静岡市介護保険条例第14条の規定は、平成30年度以後の年度分の

保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

101



 静岡市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第26号 

   静岡市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 静岡市後期高齢者医療に関する条例（平成20年静岡市条例第13号）の一部を次のように改正

する。 

 第３条第２号中「第55条第１項」の次に「（法第55条の２第２項において準用する場合を含

む。）」を加え、「同項」を「法第55条第１項」に改め、同条第３号中「第55条第２項第１号」の

次に「（法第55条の２第２項において準用する場合を含む。）」を加え、同条第４号中「法第55条

第２項第２号」の次に「（法第55条の２第２項において準用する場合を含む。）」を加え、「同号」

を「法第55条第２項第２号」に改め、同条に次の１号を加える。 

（５）法第55条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法（昭和33

年法律第192号）第116条の２第１項及び第２項の規定の適用を受け、これらの規定により

市内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者 

   附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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 静岡市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第27号 

   静岡市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 静岡市病院事業の設置等に関する条例（平成15年静岡市条例第172号）の一部を次のように 

改正する。 

 第３条第２号中「475床」を「463床」に改める。 

 第７条第２号中「てん補額」を「 補額」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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 静岡市都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第28号 

   静岡市都市公園条例の一部を改正する条例 

 静岡市都市公園条例（平成15年静岡市条例第231号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第２条の６」を「第２条の７」に改める。 

第２条の６中第４項を第５項とし、第１項から第３項までを１項ずつ繰り下げ、同条に第１

項として次の１項を加える。 

  法第５条の９第１項の規定により読み替えて適用する法第４条第１項ただし書に規定する

公募対象公園施設を設ける場合における同項ただし書の条例で定める範囲は、当該公募対象

公園施設に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として法第４条第１項本文の規定

により認められる建築面積を超えることができることとする。 

第２章中第２条の６の次に次の１条を加える。 

 （運動施設の敷地面積の基準） 

第２条の７ 政令第８条第１項の規定により条例で定める割合は、100分の50とする。 

   附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市駐車場条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第29号

   静岡市駐車場条例の一部を改正する条例 

 静岡市駐車場条例（平成15年静岡市条例第237号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表中 

「                                         

 静岡市清水駅東口駐車場 静岡市清水区島崎町219番地
を 

静岡市清水折戸駐車場 静岡市清水区折戸四丁目638番地の３

                                        」 

「 

 静岡市清水駅東口駐車場 静岡市清水区島崎町219番地 に 

                                        」 

改める。 

第３条第１項中「静岡市静岡駅北口地下駐車場（以下「静岡駅北口地下駐車場」という。）、

静岡市清水駅東口駐車場（以下「清水駅東口駐車場」という。）及び静岡市草薙駅前駐車場（以

下「草薙駅前駐車場」という。）」を「駐車場」に改め、同条第２項を削り、同条第３項中「前

２項」を「前項」に、「清水駅東口駐車場以外の駐車場」を「静岡市静岡駅北口地下駐車場（以

下「静岡駅北口駐車場」という。）及び静岡市草薙駅前駐車場（以下「草薙駅前駐車場」という。）」

に、「清水駅東口駐車場に」を「静岡市清水駅東口駐車場（以下「清水駅東口駐車場」という。）

に」に改め、同項を同条第２項とする。 

第４条号中「静岡駅北口地下駐車場、清水駅東口駐車場及び草薙駅前駐車場」を「駐車場」

に改める。 

第５条第２項を削り、同条第３項中「前２項」を「前項」に改め、同項を同条第２項とする。 

第７条中「とし、清水折戸駐車場の使用料は、無料」を削る。 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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 静岡市自家用有償旅客運送自動車条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第30号 

   静岡市自家用有償旅客運送自動車条例の一部を改正する条例 

 静岡市自家用有償旅客運送自動車条例（平成20年静岡市条例第14号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条中「、乗車定員及び」を「及び乗車定員並びに」に改め、同条の表を次のように改め

る。 

名称 台数及び乗車定員 区間 

路線 系統 起点 終点 

井川線  ３台（９人乗り） 静岡市葵区横沢 静岡市葵区田代 

両河内

線 

但沼系統 ３台（９人乗り）

及び１台（３人乗

り） 

静岡市清水区但沼町 静岡市清水区和田島 

大平系統 静岡市清水区和田島 静岡市清水区大平 

板井沢系統 静岡市清水区和田島 静岡市清水区中河内 

 第４条を削る。 

 第３条の見出しを「（運行日等）」に改め、同条中「運行時間」を「運行日、運行時間及び運

送方法」に、「午前７時から午後８時まで」を「別表第１に定めるとおり」に、「別表第１」を

「別表第２」に改め、同条に次の１項を加え、同条を第４条とする。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、気象の状況その他の理由により特に必要があると認め

るときは、有償自動車の運行を休止することができる。 

 第２条の次に次の１条を加える。 

 （旅客の運送方法） 

第３条 有償自動車による旅客の運送方法は、次に掲げる方法とする。 

（１）定時定路線運送 運送時刻及び路線を定めて旅客を運送する方法をいう。 

（２）デマンド運送 旅客の事前の予約に応じて、あらかじめ定めた運送時刻及び路線におい

て旅客を運送する方法をいう。 

 第５条第１項中「別表第１」を「別表第２」に改める。 

 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。 
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 第６条の見出し中「回数乗車券」を「回数乗車券等」に改め、同条第１項中「別表第２」を

「井川線にあっては別表第３」に改め、「回数乗車券を」の次に「、両河内線にあっては通学の

ために有償自動車を利用する小学校の児童又は中学校の生徒に限り別表第４に定める定期乗車

券を」を加え、同条第２項中「前条第１項」を「第５条第１項」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。 

 （デマンド運送の利用方法） 

第６条 デマンド運送を利用しようとする者は、当該利用に際し事前の予約をしなければなら

ない。 

２ 前項の規定による予約に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

名称 運行日 運行時間 運送方法 

路線 系統 

井川線  毎日 午前７時から午後８時まで 定時定路線運送 

両河内

線 

但沼系統 平日 午前６時から午後８時まで 

土曜日 午前７時から午後８時まで 

大平系統 平日 午前５時から午前７時まで 

午後５時から午後８時まで 

午前７時から午後５時まで デマンド運送 

土曜日 午前７時から午後８時まで 

板井沢系統 平日 午前５時から午前７時まで 定時定路線運送 

午後５時から午後８時まで 

午前７時から午後５時まで デマンド運送 

土曜日 午前７時から午後８時まで 

 備考 「平日」とは、次に掲げる日以外の日をいう。 

  （１）土曜日及び日曜日 

  （２）国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

  （３）12月29日から翌年１月３日までの日 

 別表第２中「第６条関係」を「第７条関係」に改め、同表を別表第３とし、別表第１の次に

次の１表を加える。 
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別表第２（第４条、第５条関係） 

 １ 井川線 

区分 降車する停留所 

横沢 富士見峠、大

日又は南ア

ルプスユネ

スコエコパ

ーク井川自

然の家 

井川駅前、西

山平、公民館

前、井川小中

学校入口、井

川小中学校

前、井川本

村、中野、南

アルプスユ

ネスコエコ

パーク井川

ビジターセ

ンター、診療

所、渡船場、

井川大橋、中

山、大島、北

小跡入口、田

代又は小河

内 

白樺荘 

乗

車

す

る

停

留

所 

横沢   500円 700円 1,200円

富士見峠、大日又は南

アルプスユネスコエコ

パーク井川自然の家 

500円 200円 500円 1,000円

井川駅前、西山平、公民

館前、井川小中学校入

口、井川小中学校前、井

川本村、中野、南アルプ

スユネスコエコパーク

700円 500円 200円 500円
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 井川ビジターセンタ

ー、診療所、渡船場、井

川大橋、中山、大島、北

小跡入口、田代又は小

河内 

白樺荘 1,200円 1,000円 500円

 備考 中学校の就学の始期に達していない者の運賃の額は、通常の運賃の額の２分の１の額

とする。 

 ２ 両河内線 

 （１）但沼系統 

区分 降車する停留所 

但沼車庫、長又、雨乞、清地、高瀬、和田島又

は和田島車庫 

乗車する

停留所 

但沼車庫、長又、雨乞、清地、

高瀬、和田島又は和田島車

庫 

200円 

 備考 

  １ 中学校の就学の始期に達していない者の運賃の額は、この表の運賃の額の２分の１の

額とする。 

  ２ 他の系統から乗り継ぐときの運賃の額は、この表の運賃の額から100円を減じた額と

する。 

 （２）大平系統 

区分 降車する停留所 降車する停留所（デ

マンド運送に限る。） 

 和田島車庫、茂の島

東、茂の島、大網口、

土、西河内小学校、宮

城、寺尾島、西里温泉 

前、下片瀬、片瀬、八

幡温泉前、河内局前、 

和田島小学校前、両河

内中学校前、和田島

南、交流館前、高山下、

高山上、椎の木島、鶏

足寺入口、前沢口、前

沢、大網、布沢下、布
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 河内、大島入口、岩下、

大平南、大平下、大平

中又は大平 

沢上、矢崎、葛沢、中

村、桧村、和田、西小

正門、川合野、上黒川、

貝伏、大石入口、大島、

大平上、大平宮下橋又

は大平奥 

乗車する

停留所 

和田島車庫、茂の島東、茂の

島、大網口、土、西河内小学

校、宮城、寺尾島、西里温泉

前、下片瀬、片瀬、八幡温泉

前、河内局前、河内、大島入

口、岩下、大平南、大平下、

大平中又は大平 

200円 200円

乗車する

停 留 所

（デマン

ド運送に

限る。） 

和田島小学校前、両河内中

学校前、和田島南、交流館

前、高山下、高山上、椎の木

島、鶏足寺入口、前沢口、前

沢、大網、布沢下、布沢上、

矢崎、葛沢、中村、桧村、和

田、西小正門、川合野、上黒

川、貝伏、大石入口、大島、

大平上、大平宮下橋又は大

平奥 

200円 200円

 備考 

  １ 中学校の就学の始期に達していない者の運賃の額は、この表の運賃の額の２分の１の

額とする。 

  ２ 他の系統から乗り継ぐときの運賃の額は、この表の運賃の額から100円を減じた額と

する。 

 （３）板井沢系統 

区分 降車する停留所 降車する停留所（デ
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  マンド運送に限る。） 

和田島車庫、和田島、

高瀬上、下田橋、小川、

桑又、桑原、遠呂島、

遠呂島上、中河内学校

前、木山野、中河内、

宮島、松葉又は板井沢 

水源地、小川本村、養

田寺入口、西の入、桑

又上、寶樹寺、木山野

上、公会堂下、公会堂

上、神沢原上、湯沢下、

湯沢上、樽下、樽中又

は樽上 

乗車する

停留所 

和田島車庫、和田島、高瀬

上、下田橋、小川、桑又、桑

原、遠呂島、遠呂島上、中河

内学校前、木山野、中河内、

宮島、松葉又は板井沢 

200円 200円

乗車する

停 留 所

（デマン

ド運送に

限る。） 

水源地、小川本村、養田寺入

口、西の入、桑又上、寶樹寺、

木山野上、公会堂下、公会堂

上、神沢原上、湯沢下、湯沢

上、樽下、樽中又は樽上 

200円 200円

 備考 

  １ 中学校の就学の始期に達していない者の運賃の額は、この表の運賃の額の２分の１の

額とする。 

  ２ 他の系統から乗り継ぐときの運賃の額は、この表の運賃の額から100円を減じた額と

する。 

 別表第３の次に次の１表を加える。 

別表第４（第７条関係） 

運賃の額 金額 

１箇月 ３箇月 ４箇月 ６箇月 

片道200円 6,200円 17,600円 23,500円 33,300円

片道300円 9,300円 26,400円 35,200円 50,000円

 備考 小学校の児童の金額は、この表の金額の２分の１の額とする。 
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   附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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 静岡市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第31号 

   静岡市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例の一部を改正する条 

   例 

 静岡市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例（平成15年静岡市条例第

248号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項第１号中「及び準住居地域」を「、準住居地域及び田園住居地域」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市道路占用料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第32号 

静岡市道路占用料条例の一部を改正する条例 

静岡市道路占用料条例（平成15年静岡市条例第249号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３項中「前２項」を「前３項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前

項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、占用の期間が１月未満のものについての占用料の額は、別表占

用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める

期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の108を乗じて得た額（その額が100円に満たない

場合にあっては、100円）とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、

同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の

単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の108を乗じて得た額（その額

が100円に満たない場合にあっては、100円）の合計額とする。 

別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

占用物件 占用料 

単位 金額 

法第32条第１項

第１号に掲げる

工作物 

第１種電柱 １本につき１年 780円

第２種電柱 1,200円

第３種電柱 1,600円

第１種電話柱 690円

第２種電話柱 1,100円

第３種電話柱 1,500円

その他の柱類 69円

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートルにつ

き１年 

７円

地下に設ける電線その他の線類 ４円
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路上に設ける変圧器 １個につき１年 680円

地下に設ける変圧器 占用面積１平方メー

トルにつき１年 

420円

変圧塔その他これに類するもの及

び公衆電話所 

１個につき１年 1,400円

郵便差出箱及び信書便差出箱 580円

広告塔 表示面積１平方メー

トルにつき１年 

6,900円

その他のもの 占用面積１平方メー

トルにつき１年 

1,400円

法第32条第１項

第２号に掲げる

物件 

外径が0.07メートル未満のもの 長さ１メートルにつ

き１年 

29円

外径が0.07メートル以上0.1メート

ル未満のもの 

42円

外径が0.1メートル以上0.15メート

ル未満のもの 

62円

外径が0.15メートル以上0.2メート

ル未満のもの 

83円

外径が0.2メートル以上0.3メート

ル未満のもの 

120円

外径が0.3メートル以上0.4メート

ル未満のもの 

170円

外径が0.4メートル以上0.7メート

ル未満のもの 

290円

外径が0.7メートル以上１メートル

未満のもの 

420円

外径が１メートル以上のもの 830円

法第32条第１項第３号及び第４号に掲げる施設 占用面積１平方メー

トルにつき１年 

1,400円

法第32条第１項

第５号に掲げる

施設 

地下街及び地下室 階数が１のも

の 

Ａに0.005を乗

じて得た額 

 階数が２のも Ａに0.008を乗
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  の じて得た額 

階数が３以上

のもの 

Ａに0.01を乗

じて得た額 

上空に設ける通路 3,500円

地下に設ける通路 2,100円

その他のもの 1,400円

法第32条第１項

第６号に掲げる

施設 

祭礼、縁日その他の催しに際し、一

時的に設けるもの 

占用面積１平方メー

トルにつき１日 

69円

その他のもの 占用面積１平方メー

トルにつき１月 

690円

道路法施行令

（昭和27年政令

第479号。以下

「政令」とい

う。）第７条第１

号に掲げる物件

看板（アーチである

ものを除く。） 

一時的に設け

るもの 

表示面積１平方メー

トルにつき１月 

690円

その他のもの 表示面積１平方メー

トルにつき１年 

6,900円

標識 １本につき１年 1,100円

旗ざお 祭礼、縁日その

他の催しに際

し、一時的に設

けるもの 

１本につき１日 69円

その他のもの １本につき１月 690円

幕（政令第７条第４

号に掲げる工事用

施設であるものを

除く。） 

祭礼、縁日その

他の催しに際

し、一時的に設

けるもの 

表示面積１平方メー

トルにつき１日 

69円

その他のもの 表示面積１平方メー

トルにつき１月 

690円

アーチ 車道を横断す

るもの 

１基につき１月 6,900円

その他のもの 3,500円

政令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平方メー 1,400円
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政令第７条第３号に掲げる施設 トルにつき１年 Ａに0.034を乗

じて得た額 

政令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同条第５

号に掲げる工事用材料 

占用面積１平方メー

トルにつき１月 

690円

政令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び同条第７

号に掲げる施設 

140円

政令第７条第８

号に掲げる施設

トンネルの上又は高架道路の路面

下に設けるもの 

占用面積１平方メー

トルにつき１年 

Ａに0.017を乗

じて得た額 

上空に設けるもの Ａに0.024を乗

じて得た額 

地下（トンネルの

上 の 地 下 を 除

く。）に設けるも

の 

階数が１のもの Ａに0.005を乗

じて得た額 

階数が２のもの Ａに0.008を乗

じて得た額 

階数が３以上の

もの 

Ａに0.01を乗

じて得た額 

その他のもの Ａに0.034を乗

じて得た額 

政令第７条第９

号に掲げる施設

建築物 Ａに0.017を乗

じて得た額 

その他のもの Ａに0.012を乗

じて得た額 

政令第７条第10

号に掲げる施設

及び自動車駐車

場 

建築物 Ａに0.024を乗

じて得た額 

その他のもの Ａに0.012を乗

じて得た額 

政令第７条第12号に掲げる器具 Ａに0.034を乗

じて得た額 

政令第７条第13

号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道

若しくは自動車専用道（高架のもの 

Ａに0.017を乗

じて得た額 
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 に限る。）の路面下に設けるもの 

上空に設けるもの Ａに0.024を乗

じて得た額 

その他のもの Ａに0.034を乗

じて得た額 

別表備考６中「１平方メートル若しくは１メートル」を「0.01平方メートル若しくは0.01メ

ートル」に、「１平方メートル又は１メートルとして」を「その全面積若しくは全長又はその端

数の面積若しくは長さを切り捨てて」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の静岡市道路占用料条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の占用期間に係る占用料から適用し、施

行日の前日までの占用期間に係る占用料については、なお従前の例による。

（占用料の額の特例） 

３ 改正後の条例第２条及び別表の規定にかかわらず、施行日の前日までに既に道路法（昭和

27年法律第180号）第32条第１項又は第３項の許可を受けて道路を占用していた者が施行日以

後においても引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合（施行日以後に占用期

間の更新を受ける場合を含む。）における当該占用物件に係る各年度の占用料の額は、当該占

用物件に係る改正後の条例別表占用料の欄に定める金額（改正後の条例第２条第２項の規定

により算定した占用料の額を含む。）が調整占用料額（次の表の左欄に掲げる年度の区分に応

じ、同表の右欄に定める金額をいう。以下同じ。）を超えるときは、当該調整占用料額により

算定した額とする。 

平成30年度 改正前の静岡市道路占用料条例別表占用料の欄に定める金

額に1.1を乗じて得た金額 

平成31年度以降 前年度の調整占用料額に1.1を乗じて得た金額 
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静岡市営住宅条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第33号 

   静岡市営住宅条例の一部を改正する条例 

 静岡市営住宅条例（平成15年静岡市条例第253号）の一部を次のように改正する。 

第11条第１項ただし書中「場合」の次に「（次条第１項ただし書の規定の適用を受ける場合を

除く。）」を、「による」の次に「報告の」を加える。 

 第12条第１項に次のただし書を加える。 

  ただし、入居者が公営住宅法施行規則（昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。）

第８条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び法第34条の規定に

よる報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。 

第12条第２項中「申告」の次に「（前項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっては、省令

第９条の規定による方法）」を加える。 

 第28条中「第８条第２項」の次に「（第12条第１項ただし書の規定の適用を受ける場合にあっ

ては、政令第８条第３項において読み替えて準用する同条第２項）」を加える。 

第32条第１項中「第11条」を「第12条」に改める。 

   附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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 静岡市立学校給食センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第34号 

   静岡市立学校給食センター条例の一部を改正する条例 

 静岡市立学校給食センター条例（平成15年静岡市条例第266号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表中 

「 

静岡市立中吉田学校給食センター 静岡市駿河区中吉田７番67号  を 

                                        」 

「 

静岡市立門屋学校給食センター 静岡市葵区門屋199番地  に 

                                        」 

改める。 

   附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市文化財資料館条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第35号 

静岡市文化財資料館条例の一部を改正する条例 

静岡市文化財資料館条例（平成15年静岡市条例第282号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「特別展示室兼会議室」の次に「（以下「特別展示室兼会議室」という。）」を

加え、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、「受けた者」の次に「（以下「利用者」とい

う。）」を加え、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 教育委員会は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付けることができる。 

第12条を第16条とし、第11条を第15条とし、第10条を第14条とし、同条の前に次の１条を加

える。 

（原状回復の義務） 

第13条 利用者は、特別展示室兼会議室の利用が終わったとき、又は第11条の規定により利用

の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。 

第９条の見出し中「入館等」を「入館」に改め、同条中「入館若しくは利用」を「資料館へ

の入館」に、「退館を命じ、又は利用の許可を取り消す」を「又は資料館からの退館を命ずる」

に改め、同条第３号中「必要がある」を「その利用を不適当」に改め、同条を第12条とする。 

第８条の次に次の３条を加える。 

（利用の不許可） 

第９条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別展示室兼会議室の利用を

許可しないことができる。 

（１）公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

（２）静岡市暴力団排除条例（平成25年静岡市条例第11号）第２条第１号の暴力団の利益にな

ると認めるとき。 

（３）資料館の管理上支障があると認めるとき。 

（４）前３号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。 

（利用目的の変更等の禁止） 

第10条 利用者は、利用の目的を教育委員会の許可を受けないで変更し、又は利用の権利を他
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人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（利用の許可の取消し等） 

第11条 教育委員会は、利用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するとき

は、特別展示室兼会議室の利用の許可の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の

許可を取り消すことができる。 

（１）この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。 

（２）第６条第２項の規定による条件に違反したとき。 

（３）第９条各号に掲げる事由が生じたとき。 

（４）前３号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要があると認めるとき。 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例をここに公布

する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第36号 

静岡市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 趣旨、基本方針等（第１条―第３条） 

第２章 人員に関する基準（第４条） 

第３章 施設及び設備に関する基準（第５条・第６条） 

第４章 運営に関する基準（第７条―第42条） 

第５章 ユニット型介護医療院の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準 

第１節 この章の趣旨及び基本方針（第43条・第44条） 

第２節 施設及び設備に関する基準（第45条） 

第３節 運営に関する基準（第46条―第54条） 

附則 

第１章 趣旨、基本方針等 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第111条第１項

から第３項までの規定に基づき、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

を定めるものとする。 

（基本方針） 

第２条 介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づい

て、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並び

に日常生活上の世話を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるようにするものでなければならない。 

２ 介護医療院は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護医療院サ

ービスの提供に努めなければならない。 

３ 介護医療院は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を
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行い、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、居宅介護支援事業者（居宅介護支援事業を行う

者をいう。以下同じ。）、居宅サービス事業者（居宅サービス事業を行う者をいう。第44条第

２項において同じ。）、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供

する者との密接な連携に努めなければならない。 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）療養床 療養室のうち、入所者１人当たりの寝台又はこれに代わる設備の部分をいう。 

（２）Ⅰ型療養床 療養床のうち、主として長期にわたり療養が必要である者であって、重篤

な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等を入所させるためのものをい

う。 

（３）Ⅱ型療養床 療養床のうち、Ⅰ型療養床以外のものをいう。 

第２章 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第４条 法第111条第２項の規定により介護医療院に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及

び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。 

（１）医師 常勤換算方法で、介護医療院の入所者のうちⅠ型療養床の利用者（以下この項及

び第６項において「Ⅰ型入所者」という。）の数を48で除した数に、介護医療院の入所者の

うちⅡ型療養床の利用者（以下この項及び第６項において「Ⅱ型入所者」という。）の数を

100で除した数を加えて得た数以上（その数が３に満たないときは３とし、その数に１に満

たない端数が生じたときは、その端数は１として計算する。）（第27条第３項の規定により

介護医療院に宿直を行う医師を置かない場合にあっては、入所者の数を100で除した数以

上（その数に１に満たない端数が生じたときは、その端数は１として計算する。）とする。） 

（２）薬剤師 常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を150で除した数に、Ⅱ型入所者の数を300で

除した数を加えて得た数以上 

（３）看護師又は准看護師（第12条及び第52条において「看護職員」という。） 常勤換算方法

で、介護医療院の入所者の数を６で除した数以上 

（４）介護職員 常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を５で除した数に、Ⅱ型入所者の数を６で

除した数を加えて得た数以上 

（５）理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 介護医療院の実情に応じた適当数 

（６）栄養士 入所定員100以上の介護医療院にあっては、１以上 
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（７）介護支援専門員 １以上（入所者の数が100又はその端数を増すごとに１を標準とする。） 

（８）診療放射線技師 介護医療院の実情に応じた適当数 

（９）調理員、事務員その他の従業者 介護医療院の実情に応じた適当数 

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に許可を受ける場合は、推定

数による。 

３ 第１項の常勤換算方法は、当該介護医療院の従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当

該介護医療院において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の

員数に換算する方法をいう。 

４ 介護医療院の従業者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する者でなければならない。た

だし、介護医療院（ユニット型介護医療院（第43条に規定するユニット型介護医療院をいう。

以下この項において同じ。）を除く。以下この項において同じ。）にユニット型介護医療院を

併設する場合の介護医療院及びユニット型介護医療院の介護職員を除き、入所者の処遇に支

障がない場合には、この限りでない。 

５ 介護医療院の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。

ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護医療院の他の職務に従事することが

できるものとし、介護支援専門員が次項に規定する医療機関併設型介護医療院の職務に従事

する場合であって、当該医療機関併設型介護医療院の入所者の処遇に支障がない場合には、

当該医療機関併設型介護医療院に併設される病院又は診療所の職務に従事することができる。 

６ 第１項第１号の規定にかかわらず、医療機関併設型介護医療院（病院又は診療所に併設さ

れ、入所者の療養生活の支援を目的とする介護医療院をいう。次項及び第45条第２項第４号

において同じ。）の医師の員数の基準は、常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を48で除した数に、

Ⅱ型入所者の数を100で除した数を加えて得た数以上とする。 

７ 第１項第１号、第２号、第４号、第５号及び第７号並びに前項の規定にかかわらず、併設

型小規模介護医療院（医療機関併設型介護医療院のうち、入所定員が19人以下のものをいう。

以下この項及び第５条第２項において同じ。）の医師、薬剤師、介護職員、理学療法士、作業

療法士若しくは言語聴覚士又は介護支援専門員の員数の基準は、次のとおりとする。 

（１）医師、薬剤師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士 併設される医療機関が

病院の場合にあっては当該病院の医師、薬剤師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語

聴覚士により、併設される医療機関が診療所の場合にあっては当該診療所の医師により当

該併設型小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かな

いことができること。 
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（２）介護職員 常勤換算方法で、当該併設型小規模介護医療院の入所者の数を６で除した数

以上 

（３）介護支援専門員 当該併設型小規模介護医療院の実情に応じた適当数 

第３章 施設及び設備に関する基準 

（条例で定める施設） 

第５条 介護医療院は、次に掲げる施設を有しなければならない。 

（１）療養室 

（２）診察室 

（３）処置室 

（４）機能訓練室 

（５）談話室 

（６）食堂 

（７）浴室 

（８）レクリエーション・ルーム 

（９）洗面所 

（10）便所 

（11）サービス・ステーション 

（12）調理室 

（13）洗濯室又は洗濯場 

（14）汚物処理室 

２ 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。 

（１）療養室 

ア 一の療養室の定員は、４人以下とすること。 

イ 入所者１人当たりの床面積は、８平方メートル以上とすること。 

ウ 地階に設けてはならないこと。 

エ １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 

オ 入所者のプライバシーの確保に配慮した療養床を備えること。 

カ 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 

キ ナース・コールを設けること。 

（２）診察室 

ア 診察室は、次に掲げる施設を有すること。 
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（ア）医師が診察を行う施設 

（イ）喀痰
かくたん

、血液、尿、糞
ふん

便等ついて通常行われる臨床検査を行うことができる施設（以

下この号及び第45条第２項第２号において「臨床検査施設」という。） 

（ウ）調剤を行う施設 

イ ア（イ）の規定にかかわらず、臨床検査施設は、人体から排出され、又は採取された

検体の微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査

及び生化学的検査（以下「検体検査」という。）の業務を委託する場合にあっては、当該

検体検査に係る設備を設けないことができる。 

（３）処置室 

ア 処置室は、次に掲げる施設を有すること。 

（ア）入所者に対する処置が適切に行われる広さを有する施設 

（イ）診察の用に供するエックス線装置（定格出力の管電圧（波高値とする。）が10キロボ

ルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが１メガ電子ボルト未満のものに限る。

第45条第２項第３号ア（イ）において「エックス線装置」という。） 

イ ア（ア）に規定する施設にあっては、前号ア（ア）に規定する施設と兼用することが

できる。 

（４）機能訓練室 内法による測定で40平方メートル以上の面積を有し、必要な器械及び器具

を備えること。ただし、併設型小規模介護医療院にあっては、機能訓練を行うために十分

な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。 

（５）談話室 入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。 

（６）食堂 内法による測定で、入所者１人当たり１平方メートル以上の面積を有すること。 

（７）浴室 

ア 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

イ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。 

（８）レクリエーション・ルーム レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な

設備を備えること。 

（９）洗面所 身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。 

（10）便所 身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。 

３ 第１項各号に掲げる施設は、専ら当該介護医療院の用に供するものでなければならない。

ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。 

（構造設備の基準） 

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

127



第６条 介護医療院の構造設備の基準は、次のとおりとする。 

（１）介護医療院の建物（入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。以下同じ。）

は、耐火建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第９号の２に規定する耐火建

築物をいう。以下この条及び第45条において同じ。）とすること。ただし、次のいずれかの

要件を満たす２階建て又は平屋建ての介護医療院の建物にあっては、準耐火建築物（建築

基準法第２条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。以下この条及び第45条において

同じ。）とすることができる。 

ア 療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設（以下この項及び第45条第４項に

おいて「療養室等」という。）を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

イ 療養室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす

こと。 

（ア）当該介護医療院の所在地を管轄する消防署長と相談の上、第32条の規定による計画

に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 

（イ）第32条の規定による訓練については、同条の計画に従い、昼間及び夜間において行

うこと。 

（ウ）火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携

体制を整備すること。 

（２）療養室等が２階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１

以上設けること。 

（３）療養室等が３階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を２以上設け

ること。ただし、前号の直通階段を建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第123条第

１項の規定による避難階段としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数

に算入することができる。 

（４）診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防

止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、医療法施行規（昭

和23年厚生省令第50号）第30条、第30条の４、第30条の13、第30条の14、第30条の16、第

30条の17、第30条の18（第１項第４号から第６号までを除く。）第30条の19、第30条の20第

２項、第30条の21、第30条の22、第30条の23第１項、第30条の25、第30条の26第３項から

第５項まで及び第30条の27の規定を準用する。この場合において、同令第30条の18第１項

中「いずれか及び第４号から第６号までに掲げる措置」とあるのは、「いずれか」と読み替

えるものとする。 
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（５）階段には、手すりを設けること。 

（６）廊下の構造は、次のとおりとすること。 

ア 幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とする

こと。 

イ 手すりを設けること。 

ウ 常夜灯を設けること。 

（７）入所者に対する介護医療院サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。 

（８）消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有す

る者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての介護医療院の

建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又

は準耐火建築物とすることを要しない。 

（１）スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災

が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制

に配慮した構造であること。 

（２）非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な

消火活動が可能なものであること。 

（３）避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円

滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員する

こと等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

第４章 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 介護医療院は、介護医療院サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又

はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申

込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、

当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。 

２ 介護医療院は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による

文書の交付に代えて、第５項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を

得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）

により提供することができる。この場合において、当該介護医療院は、当該文書を交付した

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

129



ものとみなす。 

（１）電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 介護医療院の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算

機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルに記録する方法 

イ 介護医療院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定す

る重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申

込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録

する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合に

あっては、介護医療院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録す

る方法） 

（２）磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実

に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を

記録したものを交付する方法 

３ 前項各号に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することに

よる文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、介護医療院の使用に係る電子計算機と、入所

申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織

をいう。 

５ 介護医療院は、第２項の規定により第１項に規定する重要事項を提供しようとするときは、

あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類

及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

（１）第２項各号に揚げる方法のうち介護医療院が使用するもの 

（２）ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た介護医療院は、当該入所申込者又はその家族から文書又は電

磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者

又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならな

い。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この

限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第８条 介護医療院は、正当な理由がなく介護医療院サービスの提供を拒んではならない。 
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（サービス提供困難時の対応） 

第９条 介護医療院は、入所申込者の病状等を勘案し、入所申込者に対し自ら必要なサービス

を提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所を紹介する等の適切な

措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第10条 介護医療院は、介護医療院サービスの提供を求められた場合には、その者の提示する

被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめ

るものとする。 

２ 介護医療院は、前項の被保険者証に法第73条第２項に規定する認定審査会意見が記載され

ているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護医療院サービスを提供するように努め

なければならない。 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第11条 介護医療院は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護

認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、当該申請が行われていない場合は、入所

申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならな

い。 

２ 介護医療院は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の

有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

（入退所） 

第12条 介護医療院は、その心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし療養上の管

理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他医療等が必要であると認められ

る者を対象に、介護医療院サービスを提供するものとする。 

２ 介護医療院は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場

合には、長期にわたる療養及び医学的管理の下における介護の必要性を勘案し、介護医療院

サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなけ

ればならない。 

３ 介護医療院は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する

照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等（法第８条第24項

に規定する指定居宅サービス等をいう。第28条において同じ。）の利用状況等の把握に努めな

ければならない。 

４ 介護医療院は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が
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居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を

記録しなければならない。 

５ 前項の規定による検討に当たっては、医師、薬剤師、看護職員、介護職員、介護支援専門

員等の従業者の間で協議しなければならない。 

６ 介護医療院は、入所者の退所に際しては、入所者又はその家族に対し、適切な指導を行う

とともに、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情

報の提供に努めるほか、退所後の主治の医師に対する情報の提供その他保健医療サービス又

は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第13条 介護医療院は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類

及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、入所者の被保険者証に記載しなければならな

い。 

２ 介護医療院は、介護医療院サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容

等を記録しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第14条 介護医療院は、法定代理受領サービス（法第48条第４項の規定により施設介護サービ

ス費（同条第１項に規定する施設介護サービス費をいう。以下この項及び第46条第１項にお

いて同じ。）が入所者に代わり当該介護医療院に支払われる場合の当該施設介護サービス費

に係る介護医療院サービスをいう。以下同じ。）に該当する介護医療院サービスを提供した際

には、入所者から利用料（施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

以下同じ。）の一部として、当該介護医療院サービスについて法第48条第２項に規定する厚生

労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該介護医療院サービスに要

した費用の額を超えるときは、当該現に介護医療院サービスに要した費用の額とする。次項

及び第46条において「施設サービス費用基準額」という。）から当該介護医療院に支払われる

施設介護サービス費の額を控除して得られた額の支払を受けるものとする。 

２ 介護医療院は、法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスを提供した際に入

所者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生

じないようにしなければならない。 

３ 介護医療院は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けること

ができる。 

（１）食事の提供に要する費用（法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費
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が入所者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額（同条第４

項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院に支払わ

れた場合は、同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

（２）居住に要する費用（法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が入所

者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同条第４項の

規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院に支払われ

た場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。） 

（３）介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（平成30年厚生労働省令第５

号。以下「省令」という。）第14条第３項第３号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基

づき入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

（４）省令第14条第３項第４号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定す

る特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

（５）理美容代 

（６）前各号に掲げるもののほか、介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち、日常

生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当

と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、省令第14条第４項の規定により厚生

労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 介護医療院は、第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらか

じめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説

明を行い、入所者の同意を得なければならない。ただし、同項第１号から第４号までに掲げ

る費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第15条 介護医療院は、法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスに係る費用の

支払を受けた場合は、提供した介護医療院サービスの内容、費用の額その他必要と認められ

る事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。 

（介護医療院サービスの取扱方針） 

第16条 介護医療院は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防

止に資するよう、その者の心身の状況等を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行わなけれ

ばならない。 

２ 介護医療院サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよ
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う配慮して行われなければならない。 

３ 介護医療院の従業者は、介護医療院サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入

所者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を

行わなければならない。 

４ 介護医療院は、介護医療院サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動

を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

５ 介護医療院は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 介護医療院は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す

ること。 

７ 介護医療院は、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 

（施設サービス計画の作成） 

第17条 介護医療院の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担

当させるものとする。 

２ 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下この条及び第28条におい

て「計画担当介護支援専門員」という。）は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者

の日常生活全般を支援する観点から、地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利

用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

３ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、

入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱

える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上

で解決すべき課題を把握しなければならない。 

４ 計画担当介護支援専門員は、前項の規定による解決すべき課題の把握（次項及び第９項に

おいて「アセスメント」という。）に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなけれ
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ばならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその

家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

５ 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望、入所者についてのアセスメントの結果及び医

師の治療の方針に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対

する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、介護医療院サービスの目標及

びその達成時期、介護医療院サービスの内容、介護医療院サービスを提供する上での留意事

項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。 

６ 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議（入所者に対する介護医療院サービスの

提供に当たる他の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集して行う会議をい

う。第11項において同じ。）の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の

原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。 

７ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族

に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。 

８ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画

を入所者に交付しなければならない。 

９ 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の

把握（入所者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い、必要に応じて施設サービス

計画の変更を行うものとする。 

10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握（第２号において「モニタリ

ング」という。）に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこ

ととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。 

（１）定期的に入所者に面接すること。 

（２）定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担

当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門

的な見地からの意見を求めるものとする。 

（１）入所者が法第28条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

（２）入所者が法第29条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

12 第２項から第８項までの規定は、第９項に規定する施設サービス計画の変更について準用

する。 

（診療の方針） 
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第18条 医師の診療の方針は、次に掲げるところによるものとする。 

（１）診療は、一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して、的確な診

断を基とし、療養上妥当適切に行う。 

（２）診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、入所者の心身の状況を観察し、要介護

者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげることができるよう

適切な指導を行う。 

（３）常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者

又はその家族に対し、適切な指導を行う。 

（４）検査、投薬、注射、処置等は、入所者の病状に照らして妥当適切に行う。 

（５）特殊な療法、新しい療法等については、省令第18条第５号の規定により厚生労働大臣が

定めるもののほか行ってはならない。 

（６）省令第18条第６号に規定する厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用

し、又は処方してはならない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第２条第17項に規定する治験に係る診療にお

いて、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては、この限りでない。 

（必要な医療の提供が困難な場合等の措置等） 

第19条 介護医療院の医師は、入所者の病状からみて当該介護医療院において自ら必要な医療

を提供することが困難であると認めたときは、協力病院その他適当な病院若しくは診療所へ

の入院のための措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じ

なければならない。 

２ 介護医療院の医師は、不必要に入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診

療所に通院させてはならない。 

３ 介護医療院の医師は、入所者のために往診を求め、又は入所者を病院若しくは診療所に通

院させる場合には、当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診療状況

に関する情報の提供を行わなければならない。 

４ 介護医療院の医師は、入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者が通院した

病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の提供を受

けるものとし、その情報により適切な診療を行わなければならない。 

（機能訓練） 

第20条 介護医療院は、入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるた

め、理学療法、作業療法その他適切なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。      
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（看護及び医学的管理の下における介護） 

第21条 看護及び医学的管理の下における介護は、入所者の自立の支援と日常生活の充実に資

するよう、入所者の病状及び心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならな

い。 

２ 介護医療院は、１週間に２回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清拭しな

ければならない。 

３ 介護医療院は、入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に応じ、適切な方法

により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 介護医療院は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければな

らない。 

５ 介護医療院は、褥
じょく

瘡
そう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するた

めの体制を整備しなければならない。 

６ 介護医療院は、前各項に定めるほか、入所者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活

上の世話を適切に行わなければならない。 

７ 介護医療院は、その入所者に対して、入所者の負担により、当該介護医療院の従業者以外

の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（食事の提供） 

第22条 入所者の食事は、栄養並びに入所者の身体の状況、病状及び嗜
し

好を考慮したものとす

るとともに、適切な時間に行われなければならない。 

２ 入所者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう

努めなければならない。 

（相談及び援助） 

第23条 介護医療院は、常に入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把

握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その

他の援助を行わなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第24条 介護医療院は、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとす

る。 

２ 介護医療院は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等

の機会を確保するよう努めなければならない。 

（入所者に関する市町村への通知） 
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第25条 介護医療院は、介護医療院サービスを受けている入所者が次のいずれかに該当する場

合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

（１）正当な理由なしに介護医療院サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介

護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

（２）偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

（管理者による管理） 

第26条 介護医療院の管理者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する常勤の者でなければな

らない。ただし、当該介護医療院の管理上支障のない場合は、同一敷地内にある他の事業所

若しくは施設等又はサテライト型特定施設（静岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年静岡市条例第24号）第130条第４項に規定

するサテライト型特定施設をいう。）若しくはサテライト型居住施設（同条例第151条第４項

に規定するサテライト型居住施設をいう。）の職務に従事することができるものとする。      

（管理者の責務） 

第27条 介護医療院の管理者は、当該介護医療院の従業者の管理、業務の実施状況の把握その

他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 介護医療院の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う

ものとする。 

３ 介護医療院の管理者は、介護医療院に医師を宿直させなければならない。ただし、当該介

護医療院の入所者に対するサービスの提供に支障がない場合にあっては、この限りでない。     

（計画担当介護支援専門員の責務） 

第28条 計画担当介護支援専門員は、第17条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うも

のとする。 

（１）入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、そ

の者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。 

（２）入所者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において

日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録するこ

と。 

（３）入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事

業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密

接に連携すること。 

（４）第38条第２項の規定による苦情の内容等の記録を行うこと。 
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（５）第40条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を行

うこと。 

（運営規程） 

第29条 介護医療院は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程（第35条にお

いて「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

（１）施設の目的及び運営の方針 

（２）従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３）入所定員（Ⅰ型療養床に係る入所定員の数、Ⅱ型療養床に係る入所定員の数及びその合

計数をいう。） 

（４）入所者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

（５）施設の利用に当たっての留意事項 

（６）非常災害対策 

（７）前各号に揚げるもののほか、施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第30条 介護医療院は、入所者に対し、適切な介護医療院サービスを提供できるよう、従業者

の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 介護医療院は、当該介護医療院の従業者によって介護医療院サービスを提供しなければな

らない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 介護医療院は、従業者に対し、その資質の向上のために、その研修の機会を確保しなけれ

ばならない。 

（定員の遵守） 

第31条 介護医療院は、入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、

災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（非常災害対策） 

第32条 介護医療院は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報

及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出

その他必要な訓練を行わなければならない。 

（衛生管理等） 

第33条 介護医療院は、入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水につい

て、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の

管理を適正に行わなければならない。 
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２ 介護医療院は、当該介護医療院において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよ

うに、次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）当該介護医療院における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討

する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護職員そ

の他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）当該介護医療院における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備

すること。 

（３）当該介護医療院において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及

びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。 

（４）前３号に掲げるもののほか、省令第33条第２項第４号に規定する厚生労働大臣が定める

感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 

３ 介護医療院の管理者が、次に掲げる業務を委託する場合については、医療法施行規則第９

条の８、第９条の９、第９条の12、第９条の13、別表第１の２及び別表第１の３の規定を準

用する。この場合において、同令第９条の８第１項中「法第15条の２の規定による人体から

排出され」とあるのは「人体から排出され」と、同条第２項中「法第15条の２の規定による

検体検査」とあるのは「検体検査」と、同令第９条の９第１項中「法第15条の２の規定によ

る医療機器又は医学的処置若しくは手術」とあるのは「医療機器又は医学的処置」と、同令

第９条の12中「法第15条の２の規定による第９条の７に定める医療機器」とあるのは「医薬

品医療機器等法第２条第８項に規定する特定保守管理医療機器」と、同令第９条の13中「法

第15条の２の規定による医療」とあるのは「医療」と読み替えるものとする。 

（１）第５条第２項第２号イ及び第45条第２項第２号イに規定する検体検査の業務 

（２）医療機器又は医学的処置の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務 

（３）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第２条第８項に規

定する特定保守管理医療機器の保守点検の業務 

（４）医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務（高圧ガス保安法（昭和26年法律第

204号）の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを

除く。） 

（協力病院） 

第34条 介護医療院は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院を定めて

おかなければならない。 

２ 介護医療院は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 
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 （掲示） 

第35条 介護医療院は、当該介護医療院の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の

体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しな

ければならない。 

（秘密保持等） 

第36条 介護医療院の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族

の秘密を漏らしてはならない。 

２ 介護医療院は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又は

その家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 介護医療院は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、

あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第37条 介護医療院は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該介

護医療院を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 介護医療院は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該介護医療院からの退所者を

紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情処理） 

第38条 介護医療院は、提供した介護医療院サービスに関する入所者及びその家族からの苦情

に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置

を講じなければならない。 

２ 介護医療院は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければな

らない。 

３ 介護医療院は、提供した介護医療院サービスに関し、法第23条の規定による市町村が行う

文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会

に応じ、入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導

又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 介護医療院は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告し

なければならない。 

５ 介護医療院は、提供した介護医療院サービスに関する入所者からの苦情に関して連合会（国

民健康保険法（昭和33年法律第192号）第45条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をい

う。以下この項及び次項において同じ。）が行う法第176条第１項第３号の規定による調査に
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協力するとともに、連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又

は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 介護医療院は、連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を連合会に報告し

なければならない。 

（地域との連携等） 

第39条 介護医療院は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及

び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

２ 介護医療院は、その運営に当たっては、提供した介護医療院サービスに関する入所者から

の苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施す

る事業に協力するよう努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第40条 介護医療院は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置を講じなけ

ればならない。 

（１）事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための

指針を整備すること。 

（２）事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告

され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 

（３）事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービスの提供により事故が発生した場合は、

速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならな

い。 

３ 介護医療院は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければな

らない。 

４ 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービスの提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第41条 介護医療院は、介護医療院サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなけ

ればならない。 

（記録の整備） 

第42条 介護医療院は、従業者、施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を整備しておか

なければならない。 
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２ 介護医療院は、入所者に対する介護医療院サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備

し、その完結の日から２年間保存しなければならない。 

（１）施設サービス計画 

（２）第12条第４項の規定による居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて

の検討の内容等の記録 

（３）第13条第２項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録 

（４）第16条第５項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由の記録 

（５）第25条の規定による市町村への通知に係る記録 

（６）第38条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

（７）第40条第３項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

第５章 ユニット型介護医療院の基本方針並びに施設、設備及び運営に関する基準 

第１節 この章の趣旨及び基本方針 

（この章の趣旨） 

第43条 第２条、第３章及び前章の規定にかかわらず、ユニット型介護医療院（施設の全部に

おいて少数の療養室及び当該療養室に近接して設けられる共同生活室（当該療養室の入居者

が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。第45条及び第49条において同じ。）によ

り一体的に構成される場所（以下「ユニット」という。）ごとに入居者の日常生活が営まれ、

これに対する支援が行われる介護医療院をいう。以下同じ。）の基本方針並びに施設、設備及

び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。 

（基本方針） 

第44条 ユニット型介護医療院は、長期にわたり療養が必要である入居者一人一人の意思及び

人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連

続したものとなるよう配慮しながら、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及

び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、各ユニットにおい

てその入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければな

らない。 

２ ユニット型介護医療院は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅

介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

第２節 施設及び設備に関する基準 
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（条例で定める施設） 

第45条 ユニット型介護医療院は、次に掲げる施設を有しなければならない。 

（１）ユニット 

（２）診察室 

（３）処置室 

（４）機能訓練室 

（５）浴室 

（６）サービス・ステーション 

（７）調理室 

（８）洗濯室又は洗濯場 

（９）汚物処理室 

２ 前項各号に掲げる施設の基準は、次のとおりとする。 

（１）ユニット 

ア 療養室 

（ア）一の療養室の定員は、１人とすること。ただし、入居者への介護医療院サービスの

提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 

（イ）療養室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近

接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居者の定員は、おおむね10人

以下としなければならない。 

（ウ）一の療養室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。 

ａ 10.65平方メートル以上とすること。ただし、（ア）ただし書の場合にあっては、

21.3平方メートル以上とすること。 

ｂ  ユニットに属さない療養室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断

の確保を前提にした上で、療養室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が

生じていても差し支えない。 

（エ）地階に設けてはならないこと。 

（オ）１以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 

（カ）入居者のプライバシーの確保に配慮した療養床を設けること。 

（キ）ナース・コールを設けること。 

イ 共同生活室 

（ア）共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交
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流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 

（イ）一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの

入居者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

（ウ）必要な設備及び備品を備えること。 

ウ 洗面設備 

（ア）療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

（イ）身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

（ウ）便所 療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

（２）診察室 

ア 診察室は、次に掲げる施設を有すること。 

（ア）医師が診察を行う施設  

（イ）臨床検査施設 

（ウ）調剤を行う施設 

イ ア（イ）の規定にかかわらず、検体検査の業務を委託する場合にあっては、当該検体

検査に係る設備を設けないことができる。 

（３）処置室 

ア 処置室は、次に掲げる施設を有すること。 

（ア）入居者に対する処置が適切に行われる広さを有する施設  

（イ）診察の用に供するエックス線装置  

イ ア（ア）の規定する施設にあっては、前号ア（ア）の規定する施設と兼用することが

できる。 

（４）機能訓練室 内法による測定で40平方メートル以上の面積を有し、必要な器械及び器具

を備えること。ただし、ユニット型併設型小規模介護医療院（ユニットごとに入所者の日

常生活が営まれ、これに対する支援が行われる医療機関併設型介護医療院のうち、入居定

員が19人以下のものをいう。）にあっては、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要

な器械及び器具を備えること。 

（５）浴室 

ア 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

イ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること。 

３ 前項第４号及び第５号に掲げる設備は、専ら当該ユニット型介護医療院の用に供するもの

でなければならない。ただし、入居者に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合
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は、この限りでない。 

４ 前３項に規定するもののほか、ユニット型介護医療院の設備構造の基準は、次に定めると

ころによる。 

（１）ユニット型介護医療院の建物（入居者の療養生活のために使用しない附属の建物を除く。

以下この号及び次項において同じ。）は、耐火建築物とすること。ただし、次のいずれかの

要件を満たす２階建て又は平屋建てのユニット型介護医療院の建物にあっては、準耐火建

築物とすることができる。 

ア 療養室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

イ 療養室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす

こと。 

（ア）当該ユニット型介護医療院の所在地を所管する消防署長と相談の上、第54条におい

て準用する第32条の計画に入居者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項

を定めること。 

（イ）第54条において準用する第32条の規定による訓練については、同条の計画に従い、

昼間及び夜間において行うこと。 

（ウ）火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携

体制を整備すること。 

（２）療養室等が２階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１

以上設けること。 

（３）療養室等が３階以上の階にある場合は、避難に支障がないように避難階段を２以上設け

ること。ただし、前号の直通階段を建築基準法施行令第123条第１項の規定による避難階段

としての構造とする場合は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 

（４）診察の用に供する電気、光線、熱、蒸気又はガスに関する構造設備については、危害防

止上必要な方法を講ずることとし、放射線に関する構造設備については、医療法施行規則

第30条、第30条の４、第30条の13、第30条の14、第30条の16、第30条の17、第30条の18（第

１項第４号から第６号までを除く。）、第30条の19、第30条の20第２項、第30条の21、第30

条の22、第30条の23第１項、第30条の25、第30条の26第３項から第５項まで及び第30条の

27の規定を準用する。この場合において、同令第30条の18第１項中「いずれか及び第４号

から第６号までに掲げる措置」とあるのは、「いずれか」と読み替えるものとする。 

（５）階段には、手すりを設けること。 

（６）廊下の構造は、次のとおりとすること。 
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ア 幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2.7メートル以上とする

こと。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に

支障が生じないと認められる場合には、1.5メートル以上（中廊下にあっては、1.8メー

トル以上）として差し支えない。 

イ 手すりを設けること。 

ウ 常夜灯を設けること。 

（７）入居者に対する介護医療院サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備えること。 

（８）消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

５ 前項第１号の規定にかかわらず、市長が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有す

る者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型介

護医療院の建物であって、火災に係る入居者の安全性が確保されていると認めたときは、耐

火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 

（１）スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火

災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の

抑制に配慮した構造であること。 

（２）非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑

な消火活動が可能なものであること。 

（３）避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、

円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増

員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。 

第３節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第46条 ユニット型介護医療院は、法定代理受領サービスに該当する介護医療院サービスを提

供した際には、入居者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット

型介護医療院に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものと

する。 

２ ユニット型介護医療院は、法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスを提供

した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理

な差額が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型介護医療院は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を

受けることができる。 
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（１）食事の提供に要する費用（法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費

が入居者に支給された場合は、同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額（同条第４

項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護医

療院に支払われた場合は、同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

（２）居住に要する費用（法第51条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費が入居

者に支給された場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同条第４項の

規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護医療院

に支払われた場合は、同条第２項第２号に規定する居住費の負担限度額）を限度とする。） 

（３）省令第46条第３項第３号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定

する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

（４）省令第46条第３項第４号に規定する厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定

する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

（５）理美容代 

（６）前各号に掲げるもののほか、介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち、日常

生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入居者に負担させることが適

当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については、省令第46条第４項の規定により厚生

労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ ユニット型介護医療院は、第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たって

は、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を

交付して説明を行い、入居者の同意を得なければならない。ただし、同項第１号から第４号

までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。 

（介護医療院サービスの取扱方針） 

第47条 介護医療院サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生

活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に

基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生

活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 介護医療院サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営む

ことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 介護医療院サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。 

４ 介護医療院サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要
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介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、

適切に行われなければならない。 

５ ユニット型介護医療院の従業者は、介護医療院サービスの提供に当たって、入居者又はそ

の家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければな

らない。 

６ ユニット型介護医療院は、介護医療院サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の

入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っ

てはならない。 

７ ユニット型介護医療院は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入

居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

８ ユニット型介護医療院は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す

ること。 

９ ユニット型介護医療院は、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行い、常に

その改善を図らなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第48条 看護及び医学的管理の下における介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的

関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況、病状、そ

の置かれている環境等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。 

２ ユニット型介護医療院は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況、

病状、その置かれている環境等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しな

ければならない。 

３ ユニット型介護医療院は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むこと

ができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、

やむを得ない場合には、清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型介護医療院は、入居者の心身の状況、病状、その置かれている環境等に応じて、

適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 
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５ ユニット型介護医療院は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立

を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型介護医療院は、褥
じょく

瘡
そう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を

予防するための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型介護医療院は、前各項に定めるほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日

常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８ ユニット型介護医療院は、その入居者に対して、入居者の負担により、当該ユニット型介

護医療院の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第49条 ユニット型介護医療院は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜
し

好を考慮した食事を

提供しなければならない。 

２ ユニット型介護医療院は、入居者の心身の状況、症状、その置かれている環境等に応じて、

適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型介護医療院は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとと

もに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必

要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型介護医療院は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思

を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第50条 ユニット型介護医療院は、入居者の嗜
し

好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機

会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型介護医療院は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族

との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第51条 ユニット型介護医療院は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を

定めておかなければならない。 

（１）施設の目的及び運営の方針 

（２）従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３）入居定員（Ⅰ型療養床に係る入居定員の数、Ⅱ型療養床に係る入居定員の数及びその合

計数をいう。） 

（４）ユニットの数及びユニットごとの入居定員 

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

150



（５）入居者に対する介護医療院サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

（６）施設の利用に当たっての留意事項 

（７）非常災害対策 

（８）前各号にあげるもののほか、施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第52条 ユニット型介護医療院は、入居者に対し、適切な介護医療院サービスを提供すること

ができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ること

ができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次に定める職員配置

を行わなければならない。 

（１）昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。 

（２）夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜間及

び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

（３）ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型介護医療院は、当該ユニット型介護医療院の従業者によって介護医療院サービ

スを提供しなければならない。ただし、入居者に対する介護医療院サービスの提供に直接影

響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

４ ユニット型介護医療院は、従業者に対し、その資質の向上のために、その研修の機会を確

保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第53条 ユニット型介護医療院は、ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を超えて入居さ

せてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りで

ない。 

（準用） 

第54条 第７条から第13条まで、第15条、第17条から第20条まで、第23条、第25条から第28条

まで及び第32条から第42条までの規定は、ユニット型介護医療院について準用する。この場

合において、第７条第１項中「第29条に規定する運営規程」とあるのは「第51条に規定する

重要事項に関する規程」と、第27条第２項中「この章」とあるのは「第５章第３節」と、第

42条第２項第４号中「第16条第５項」とあるのは「第47条第７項」と読み替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 医療法（昭和23年法律第205号）第７条第２項第４号に規定する療養病床等を有する病院又

は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年

３月31日までの間に転換（当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床数を減少させるとと

もに、当該病院等の施設を介護医療院、軽費老人ホーム（老人福祉法（昭和38年法律第133号）

第20条の６に規定する軽費老人ホームをいう。）その他の要介護者、要支援者その他の者を入

所又は入居させるための施設の用に供することをいう。以下同じ。）を行って介護医療院（ユ

ニット型介護医療院を除く。）を開設する場合における当該転換に係る療養室については、第

５条第２項第１号イの規定にかかわらず、新築、増築又は全面的な改修の工事が終了するま

での間は、入所者１人当たりの床面積は、6.4平方メートル以上とする。 

３ 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は

当該診療所の病床を平成36年３月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合に

おける当該介護医療院の建物については、第６条第１項第１号及び第45条第４項第１号の規

定は、適用しない。 

４ 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は

当該診療所の病床を平成36年３月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合に

おける当該介護医療院の屋内の直通階段及びエレベーターについての第６条第１項及び第45

条第４項第２号の規定の適用については、第６条第１項第２号及び第45条第４項第２号中「屋

内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段

を２以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は２階以上の各階にお

ける療養室の床面積の合計がそれぞれ50平方メートル（主要構造部が耐火構造であるか、又

は不燃材料（建築基準法第２条第９号に規定する不燃材料をいう。）で造られている建築物に

あっては、100平方メートル）以下のものについては、屋内の直通階段を１とすることができ

る」とする。 

５ 療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は

当該診療所の病床を平成36年３月31日までの間に転換を行って介護医療院を開設する場合に

おける当該介護医療院の療養室に隣接する廊下については、第６条第１号第６号ア及び第45

条第４項第６号アの規定にかかわらず、幅は1.2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、

1.6メートル以上とする。 

６ 平成18年７月１日から平成30年３月31日までの間に、療養病床等を有する病院又は病床を
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有する診療所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の転換を行って介護

老人保健施設（以下「介護療養型老人保健施設」という。）を開設した場合であって、平成36

年３月31日までの間に当該介護療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介

護医療院を開設した場合において、当該介護医療院の建物（基本的な設備が完成しているも

のを含み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）について

の第５条第２項及び第45条第２項の適用については、第５条第２項第２号ア中「という。）」

とあるのは「という。）。ただし、近隣の場所にある医療機関との連携により入所者に対する

介護医療院サービスの提供に支障がない場合にあっては、置かないことができる。」と、「調

剤を行う施設」とあるのは「調剤を行う施設。ただし、近隣の場所にある薬局と連携するこ

とにより入所者に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合にあっては、置かない

ことができる。」と、同項第３号中「という。）」とあるのは「という。）。ただし、近隣の場所

にある医療機関との連携により入所者に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合

にあっては、置かないことができる。」と、第45条第２項第２号ア中「臨床検査施設」とある

のは「臨床検査施設。ただし、近隣の場所にある医療機関との連携により入所者に対する介

護医療院サービスの提供に支障がない場合にあっては、置かないことができる。」と、「調剤

を行う施設」とあるのは「調剤を行う施設。ただし、近隣の場所にある薬局と連携すること

により入居者に対する介護医療院サービスの提供に支障がない場合にあっては、置かないこ

とができる。」と、同項第３号中「エックス線装置」とあるのは「エックス線装置。ただし、

近隣の場所にある医療機関との連携により入居者に対する介護医療院サービスの提供に支障

がない場合にあっては、置かないことができる。」とする。 

７ 介護療養型老人保健施設を開設した場合であって、平成36年３月31日までの間に当該介護

療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護療養院（ユニット型介護療養

院を除く。）を開設した場合における当該介護医療院に係る療養室については、第５条第２項

第１号イの規定にかかわらず、新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は、

入所者１人当たりの床面積は、6.4平方メートル以上とする。 

８ 介護療養型老人保健施設を開設した場合であって、平成36年３月31日までの間に当該介護

療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設した場合におけ

る当該介護医療院の建物については、第６条第１項第１号及び第45条第４項第１号の規定は、

適用しない。 

９ 介護療養型老人保健施設を開設した場合であって、平成36年３月31日までの間に当該介護

療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設した場合におけ
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る当該介護医療院の屋内の直通階段及びエレベーターについての第６条第１項及び第45条第

４項第２号の規定の適用については、第６条第１項第２号及び第45条第４項第２号中「屋内

の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上設けること」とあるのは、「屋内の直通階段を

２以上設けること。ただし、エレベーターが設置されているもの又は２階以上の各階におけ

る療養室の床面積の合計がそれぞれ50平方メートル（主要構造部が耐火構造であるか、又は

不燃材料（建築基準法第２条第９号に規定する不燃材料をいう。）で造られている建築物にあ

っては、100平方メートル）以下のものについては、屋内の直通階段を１とすることができる」

とする。 

10 介護療養型老人保健施設を開設した場合であって、平成36年３月31日までの間に当該介護

療養型老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに、介護医療院を開設した場合におけ

る当該介護医療院の療養室に隣接する廊下については、第６条第１項第６号ア及び第45条第

４項第６号アの規定にかかわらず、幅は、1.2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、

1.6メートル以上とする。 
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 静岡市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例をここに公布

する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第37号 

   静岡市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成18年法律第77号。以下「法」という。）第３条第１項及び第３項の規定に基づき、幼

保連携型認定こども園以外の認定こども園（以下「認定こども園」という。）の認定の要件を

定めるものとする。 

 （認定こども園の種類及び要件） 

第２条 認定こども園は、次の各号に掲げる認定こども園の種類の区分に応じ、当該各号に定

める要件を満たさなければならない。 

（１）幼稚園型認定こども園 次のいずれかに該当する施設であること。 

  ア 幼稚園教育要領（平成29年文部科学省告示第62号）に従って編成された教育課程に基

づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子ど

ものうち保育を必要としている子どもに該当するものに対する教育を行う幼稚園 

  イ 法第３条第３項の連携施設（以下「連携施設」という。）であって、次のいずれかに該

当するもの 

  （ア）当該連携施設を構成する保育機能施設において、満３歳以上の子どもに対し学校教

育法（昭和22年法律第26号）第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、

かつ、当該保育を実施するに当たり当該連携施設を構成する幼稚園との密接な連携協

力体制が確保されていること。 

  （イ）当該連携施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該連携施

設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うこと。 

（２）保育所型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を

必要とする子ども以外の満３歳以上の子どもを保育し、かつ、満３歳以上の子どもに対し

学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所であること。 
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（３）地方裁量型認定こども園 保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育

を必要とする子ども以外の満３歳以上の子どもを保育し、かつ、満３歳以上の子どもに対

し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育機能施設であるこ

と。 

 （職員の配置等） 

第３条 認定こども園に置く職員（子どもの教育及び保育に従事する者をいう。以下同じ。）の

数は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。 

（１）次の表の左欄に掲げる子どもの区分に応じ、同表の右欄に定める割合によって算定した

人数を合計した人数以上であること。 

満１歳未満の子ども おおむね３人につき１人 

満１歳以上満３歳未満の子ども おおむね６人につき１人 

満３歳以上満４歳未満の子ども おおむね20人につき１人 

満４歳以上の子ども おおむね30人につき１人 

（２）当該認定こども園の開園時間を通じて常時２人以上であること。 

２ 前項の規定により職員を置くほか、認定こども園に、認定こども園の長を置かなければな

らない。この場合において、当該認定こども園の長は、当該認定こども園である施設又は当

該認定こども園である連携施設を構成する施設の長と兼任することを妨げない。 

３ 前２項の規定により職員及び長を置くほか、認定こども園には、調理員を置かなければな

らない。ただし、第８条ただし書の規定により調理室を設置しない認定こども園又は調理業

務の全部を委託して行う認定こども園にあっては、この限りでない。 

 （学級の編成） 

第４条 認定こども園は、満３歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に１日に４時間程度利

用するもの（以下「教育時間相当利用児」という。）及び保育所と同様に１日に８時間程度利

用するもの（以下「教育及び保育時間相当利用児」という。）に共通の４時間程度の利用時間

（以下「共通利用時間」という。）については、満３歳以上の子どもについて学級を編成し、

各学級につき１人以上の職員に担当させなければならない。 

２ 前項の場合において、１学級の子どもの数は、35人以下としなければならない。 

 （職員の資格等） 

第５条 満３歳未満の子どもの保育に従事する職員は、保育士の資格を有する者でなければな

らない。 

２ 満３歳以上の子どもの教育及び保育に従事する職員は、幼稚園教諭免許状所持者（幼稚園
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教諭の普通免許状（教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第４条第２項に規定する普通免

許状をいう。以下同じ。）を有する者をいう。以下同じ。）又は保育士の資格を有する者でな

ければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、満３歳以上の子どもであって教育及び保育時間相当利用児であ

るものの保育に従事する職員は、保育士の資格を有する者でなければならない。ただし、幼

稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、保育士の資格を有する職員を

従事させることが困難であると認められるときは、幼稚園教諭免許状所持者である職員で適

当と認められるものを従事させることができる。 

４ 第２項の規定にかかわらず、前条第１項の規定により学級を担当する職員（以下「学級担

任」という。）は、幼稚園教諭免許状所持者でなければならない。ただし、保育所型認定こど

も園又は地方裁量型認定こども園にあっては、幼稚園教諭免許状所持者である職員を学級担

任とすることが困難であると認められるときは、保育士の資格を有する職員で適当と認めら

れるものを学級担任とすることができる。 

５ 前３項の規定によるほか、認定こども園は、幼稚園教諭免許状所持者で、かつ、保育士の

資格を有する者であるものを満３歳以上の子どもの教育及び保育に従事する職員とするよう

努めるものとする。 

６ 認定こども園の長は、当該認定こども園が子どもに対する教育及び保育並びに地域におけ

る子育て支援を総合的に提供できるよう、当該認定こども園の管理及び運営を行う能力を有

する者でなければならない。 

 （資質の向上） 

第６条 認定こども園は、当該認定こども園の長及び職員について、研修計画を作成し、当該

計画に基づいて研修を実施することにより、教育及び保育に関する資質の向上を図らなけれ

ばならない。 

 （建物等の設置） 

第７条 連携施設は、これを構成する幼稚園及び保育機能施設の用に供される建物及びその附

属設備（以下「建物等」という。）を、同一の、又は隣接する敷地内に設置しなければならな

い。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。 

（１）子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。 

（２）建物等の間の移動について子どもの安全が確保されていること。 

 （設置すべき設備等） 

第８条 認定こども園には、保育室又は遊戯室、屋外遊技場及び調理室を設置しなければなら
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ない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、調理室を設置することを要しない。 

（１）第12条第２項の規定により、認定こども園の子どもに対して提供する食事の全部を当該 

認定こども園の調理室以外の場所で調理し、当該認定こども園に搬入する方法（調理業務

の受託者が当該調理室以外の場所で調理し、当該認定こども園に搬入する方法を含む。以

下同じ。）により提供する場合であって、当該認定こども園において行うことが必要な調理

のための加熱、保存等のための機器を備えているとき。 

（２）幼稚園型認定こども園の子どもに対する食事の提供について、当該幼稚園型認定こども

園内で調理する方法により行う子どもの数が20人に満たない場合であって、当該食事の提

供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えているとき。 

第９条 満２歳未満の子どもの保育を行う認定こども園には、前条の規定により設置する設備

のほか、乳児室又はほふく室を設置しなければならない。 

 （園舎及び屋内設備の面積） 

第10条 認定こども園の園舎の面積（満３歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満２

歳以上満３歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の設備の面積及び満２

歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の設備の面積を除く。）は、次の

表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積以上としなければならな

い。ただし、既存の施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受け

る場合であって、次項の設備（満２歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、次項の設

備及び第３項の設備）が次項本文（満２歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、次項

本文及び第３項）の規定による面積以上であるときは、この限りでない。 

学級数 面積（平方メートル） 

１学級 180 

２学級以上 320＋100×（学級数－２） 

２ 第８条の保育室又は遊戯室の面積は、1.98平方メートルに保育を行う満２歳以上の子ども

の数を乗じて得た面積以上としなければならない。ただし、満３歳以上の子どもについては、

既存の施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であっ

て、その園舎の面積（満３歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満２歳以上満３歳

未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の設備の面積及び満２歳未満の子ど

もの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設設備の面積を除く。）が前項本文の規定

による面積以上であるときは、この限りでない。 

３ 前条の乳児室又はほふく室の面積は、乳児室にあっては1.65平方メートルに保育を行う満
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２歳未満の子どもの数を乗じて得た面積以上とし、ほふく室にあっては3.3平方メートルに保

育を行う満２歳未満の子どもの数を乗じて得た面積以上としなければならない。 

 （屋外遊技場の面積等） 

第11条 第８条の屋外遊技場の面積は、次に掲げる面積以上としなければならない。ただし、

既存の施設が保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であっ

てその屋外遊技場の面積が第１号の面積以上であるときにあっては第２号の面積以上と、既

存の施設が幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって

その屋外遊技場の面積が第２号の面積以上であるときにあっては第１号の面積以上とするこ

とを要しない。 

（１）3.3平方メートルに保育を行う満２歳以上の子どもの数を乗じて得た面積 

（２）次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積に前号の面積（保

育を行う満２歳以上満３歳未満の子どもに限る。）を加えた面積 

学級数 面積（平方メートル） 

２学級以下 330＋30×（学級数－１） 

３学級以上 400＋80×（学級数－３） 

２ 保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園にあっては、屋外遊技場を次に掲げる

要件を満たす当該認定こども園の付近にある適当な場所に代えることができる。 

（１）子どもが安全に利用できる場所であること。 

（２）利用時間を日常的に確保できる場所であること。 

（３）子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所にあること。 

（４）前項の規定による面積以上の面積を有する場所であること。 

 （食事の提供等） 

第12条 認定こども園は、当該認定こども園の子どもに対し、当該認定こども園の調理室（第

８条第２号の調理設備を含む。）で調理した食事（調理業務の受託者が当該調理室で調理した

食事を含む。）を提供しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、

この限りでない。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、満３歳以上の子どもの食事にあっては、当該認定こども園

の調理室以外の場所で調理し、当該認定こども園に搬入する方法により提供することができ

る。 

３ 前２項の規定により食事を提供する場合においては、次に掲げる要件を満たさなければな

らない。 
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（１）認定こども園において、食事の提供に関して必要な注意義務を果たし得る体制が確保さ

れていること。 

（２）栄養士による食事の内容に関する助言を受けられる体制が確保されていること。 

（３）子どもの年齢、発達の段階及び健康状態に応じ、適切な食事を提供すること。 

（４）調理業務を委託する場合にあっては、調理業務を適切に行う能力を有する者を調理業務

の受託者とすること。 

（５）調理業務を委託する場合にあっては、調理業務の受託者との契約において、認定こども

園が食事の内容について関与することができる体制が確保されていること。 

 （開園日数、保育時間及び開園時間） 

第13条 認定こども園における保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、１日

につき８時間を原則とし、子どもの保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して認定こ

ども園の長が定めなければならない。 

２ 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子どもに対する教育及び保育

を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況等の地域の実情に応じて定めなければならな

い。 

 （情報開示） 

第14条 認定こども園は、保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、情報開示に努めなけ

ればならない。 

（入園する子どもの選考） 

第15条 認定こども園は、障害のある子ども、家庭において必要な養育を受けられないおそれ

のある子どもその他の教育及び保育に当たって特別な配慮が必要な子どもの利用が排除され

ることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行わなければならない。 

 （安全の確保等） 

第16条 認定こども園は、災害及び犯罪に対する対策その他子どもの安全を確保するための措

置並びに衛生管理その他子どもの健康を保持するための措置を講じなければならない。 

２ 認定こども園は、当該認定こども園において事故が発生した場合に備え、保険への加入を

通じて、補償を行うための体制を確保しておかなければならない。 

 （評価及び結果公表） 

第17条 認定こども園は、自ら行う評価、外部の者による評価等において子どもの視点に立っ

た評価を行い、その結果の公表等を通じて教育及び保育の質の向上に努めなければならない。 

 （認定こども園である旨の表示） 
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第18条 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども

園である旨の表示をしなければならない。 

 （教育及び保育の内容） 

第19条 認定こども園において提供する教育及び保育の内容は、次に掲げる要件を満たさなけ

ればならない。 

（１）法第６条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成26年内閣府・

文部科学省・厚生労働省告示第１号）を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保

育指針（平成29年厚生労働省告示第117号）に基づいたものであること。 

（２）集団生活の経験年数が異なる子どもがいることその他の認定こども園に固有の事情に配

慮したものであること。 

（３）認定こども園において食育に関する計画を作成し、当該計画に基づいた食育の推進が図

られるものであること。 

（４）教育及び保育を一体的に提供するための全体的な計画及び当該計画に基づいた指導計画

を作成し、これらの計画に沿ったものであること。 

（５）小学校の教育との連携が図られているものであること。 

 （苦情処理） 

第20条 認定こども園は、苦情の処理に係る責任者の配置その他の必要な体制を整備すること

により、その業務に関する苦情を迅速かつ適切に処理しなければならない。 

２ 認定こども園は、その業務に関して受けた苦情の内容及びその処理の結果について公表し

なければならない。ただし、入園している子ども、その保護者等の正当な利益を害するおそ

れがあるときは、この限りでない。 

 （子育て支援事業） 

第21条 認定こども園は、子育て支援事業のうち、当該認定こども園の所在する地域における

教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるもの

を、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行わなければならない。 

２ 前項の規定による子育て支援事業の実施に当たっては、市と十分な連携を図るとともに、

実施計画を定めなければならない。 

 （保育機能施設が満たすべき基準） 

第22条 認定こども園である保育機能施設及び認定こども園である連携施設を構成する保育機

能施設は、この条例に定めるもののほか、保育機能施設の設備及び運営に関して市長が別に

定める基準を満たさなければならない。 
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 （実地の調査） 

第23条 認定こども園の設置者は、市長が法第30条第１項又は第２項の規定に基づく報告に係

る事項について必要な調査を行う場合には、当該調査に協力しなければならない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成32年３月31日までの間は、第３条第１項の規定にかかわらず、平成27年４月１日前か

ら存する認定こども園の職員配置については、次によるものとする。 

（１）次の表の左欄に掲げる子どもの区分ごとに、同表の右欄に掲げる割合によって算定した

人数を合計した人数以上であること。 

満１歳未満の子ども おおむね３人につき１人 

満１歳以上満３歳未満の子ども おおむね６人につき１人 

満３歳以上の教育時間相当利用児 おおむね35人につき１人 

満３歳以上満４歳未満の教育及び保育時間相当利用児 おおむね20人につき１人 

満４歳以上の教育及び保育時間相当利用児 おおむね30人につき１人 

（２）当該認定こども園の開園時間を通じて、常時２人以上であること。 

 （当該認定こども園の職員資格に関する特例） 

３ 認定こども園に在籍する子どもの登園又は降園の時間帯その他の認定こども園に在籍する

子どもが少数である時間帯において、第３条第１項により認定こども園に置かなければなら

ない職員の数が１人となる場合には、当分の間、第５条第１項、第２項及び第３項の規定に

かかわらず、第３条第１項により認定こども園に置くものとされる職員のうち１人は、市長

が幼稚園教諭免許状所持者又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認

める者とすることができる。 

４ 第５条第１項及び第３項（ただし書の規定を適用する場合を除く。）の規定により置かなけ

ればならない保育士の資格を有する者については、当分の間、幼稚園教諭、小学校教諭又は

養護教諭の普通免許状を有する者（現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として

従事している者を除く。次項及び附則第７項において同じ。）をもって代えることができる。 

５ 第５条第２項により置かなければならない幼稚園教諭免許状所持者又は保育士の資格を有

する者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代

えることができる。この場合において、当該者は、補助者として従事する場合を除き、教育
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課程に基づく教育に従事してはならない。 

６ １日につき８時間を超えて開所する認定こども園において、開所時間を通じて必要となる

職員の総数が、利用する子どもの数に応じて置かなければならないとされる職員の数を超え

る場合における第５条第１項、第２項及び第３項により置かなければならない幼稚園教諭免

許状所持者又は保育士の資格を有する者については、当分の間、開所時間を通じて必要とな

る職員の総数から、利用する子どもの数に応じて置かなければならないとされる職員の数を

差し引いて得た数の範囲内で、市長が幼稚園教諭免許所持者又は保育士の資格を有する者と

同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、

当該者は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。 

７ 次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の右欄に掲げる者を

もって代える場合においては、同表の右欄に掲げる者の総数は、第３条第１項の規定により

認定こども園に置くものとされる職員の３分の１を超えてはならない。 

附則第４項 第５条第１項及び第３項（ただし書の

規定を適用する場合を除く。）の規定に

より置かなければならない保育士の資

格を有する者 

幼稚園教諭、小学校教諭又

は養護教諭の普通免許状を

有する者 

附則第５項 第５条第２項の規定により置かなけれ

ばならない幼稚園教諭免許状所持者又

は保育士の資格を有する者 

小学校教諭又は養護教諭の

普通免許状を有する者 

附則第６項 第５条第１項、第２項及び第３項の規

定により置かなければならない幼稚園

教諭免許状所持者又は保育士の資格を

有する者 

市長が幼稚園教諭免許状所

持者又は保育士の資格を有

する者と同等の知識及び経

験を有すると認める者 
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 静岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第38号 

   静岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

 静岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25

年静岡市条例第23号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第５節 基準該当居宅サービスに関する基準（第42条―第46条）」を
「第５節 共生

 第６節 基準

型居宅サービスに関する基準（第41条の２・第41条の３）
に、「第５節 削除」を「第５節 共

該当居宅サービスに関する基準（第42条―第46条）  」

生型居宅サービスに関する基準（第113条―第130条）」に、「第６節 基準該当居宅サービスに 

関する基準（第181条―第187条）」を
「第６節 共生型居宅サービスに関する基準（第180条の

 第７節 基準該当居宅サービスに関する基準（第181条

２・第180条の３） 
に改める。 

―第187条）   」

 第１条中「第74条第１項」を「第72条の２第１項各号並びに第74条第１項」に改める。 

 第２条中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

（７）共生型居宅サービス 法第72条の２第１項の申請に係る法第41条第１項本文の指定を受

けた者による指定居宅サービスをいう。 

 第10条中「居宅介護支援事業者」の次に「（法第８条第24項に規定する居宅介護支援事業を行

う者をいう。以下同じ。）」を加える。 

 第14条第１項中「提供する者」の次に「（以下「居宅介護支援事業者等」という。）」を加える。 

 第28条第３項第２号の次に次の１号を加える。 

（２）の２ 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服

薬状況、口腔
くう

機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を

行うこと。 
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 第35条の次に次の１条を加える。 

 （不当な働きかけの禁止） 

第35条の２ 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画の作成又は変更に関し、指定居宅介護

支援事業所（指定居宅介護支援等基準条例第３条第１項に規定する指定居宅介護支援事業所

をいう。第164条第２項において同じ。）の介護支援専門員又は居宅要介護被保険者（法第41

条第１項に規定する居宅要介護被保険者をいう。）に対して、利用者に必要のないサービスを

位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。 

 第２章中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

    第５節 共生型居宅サービスに関する基準 

 （共生型訪問介護の基準） 

第41条の２ 訪問介護に係る共生型居宅サービス（以下この条及び次条において「共生型訪問

介護」という。）の事業を行う指定居宅介護事業者（静岡市指定障害福祉サービスの事業等の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年静岡市条例第12号。以下「指定障

害福祉サービス等基準条例」という。）第５条第１項に規定する指定居宅介護事業者をいう。）

及び重度訪問介護（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17

年法律第123号。以下この条及び第180条の２において「障害者総合支援法」という。）第５条

第３項に規定する重度訪問介護をいう。第１号において同じ。）に係る指定障害福祉サービス

（障害者総合支援法第29条第１項に規定する指定障害福祉サービスをいう。第１号において

同じ。）の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

（１）指定居宅介護事業所（指定障害福祉サービス等基準条例第５条第１項に規定する指定居

宅介護事業所をいう。）又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が

当該事業を行う事業所（以下この号においてこれらを「指定居宅介護事業所等」という。）

の従業者の員数が、当該指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護（指定障害福祉サ

ービス等基準条例第４条第１項に規定する指定居宅介護をいう。）又は重度訪問介護（以下

この号においてこれらを「指定居宅介護等」という。）の利用者の数を指定居宅介護等の利

用者及び共生型訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介

護事業所等として必要とされる数以上であること。 

（２）共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定訪問介護事業所

その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 （準用） 

第41条の３ 第４条、第５条（第１項を除く。）及び第６条並びに前節の規定は、共生型訪問介
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護の事業について準用する。この場合において、第５条第２項中「利用者（」とあるのは「利

用者（共生型訪問介護の利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サー

ビスの利用者をいい、」と、「指定訪問介護又は」とあるのは「共生型訪問介護及び指定居宅

介護若しくは重度訪問介護に係る指定障害福祉サービス又は」と読み替えるものとする。 

 第58条中「及び第31条」を「、第31条から第35条まで及び第36条」に改める。 

 第62条中「第36条まで」を「第35条まで、第36条」に改める。 

 第64条第５項中「第191条第10項」を「第191条第14項」に改める。 

 第68条第１項中「居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者」を「居宅介護支援事業者等」に改める。 

 第78条中「第31条」の次に「から第35条まで、第36条」を加える。 

 第80条第１項中「は、」を「が」に、「、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この章において「理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士」という。）を置かなければならない」を「置くべき従業者の員数は、次のとおりとする」

に改め、同項に次の各号を加える。 

（１）医師 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な１以上の数 

（２）理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 １以上 

 第80条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次

の１項を加える。 

２ 前項第１号の医師は、常勤でなければならない。 

 第81条の見出し中「の要件」を削り、同条第１項中「又は介護老人保健施設」を「、介護老

人保健施設又は介護医療院」に改める。 

 第89条中「、看護職員（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、

看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。以下この章において同じ。）」

を削る。 

 第90条第１項第１号イ中「、看護職員」を削り、同項第３号を削る。 

 第91条第１項中「、薬局又は指定訪問看護ステーション等」を「又は薬局」に改める。 

 第94条第１項第１号中「居宅介護支援事業者等」を「居宅介護支援事業者」に改め、同条第

３項を削る。 

 第95条中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

（５）通常の事業の実施地域 

 第104条第４号中「第５条の２」を「第５条の２第１項」に改める。 
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 第112条中「第33条から」の次に「第35条まで、第36条から」を加える。 

 第７章第５節を次のように改める。 

    第５節 共生型居宅サービスに関する基準 

 （共生型通所介護の基準） 

第113条 通所介護に係る共生型居宅サービス（以下この条及び次条において「共生型通所介護」

という。）の事業を行う指定生活介護事業者（指定障害福祉サービス等基準条例第79条第１項

に規定する指定生活介護事業者をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事業者（指定障害福祉

サービス等基準条例第142条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。）、指

定自立訓練（生活訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準条例第152条第１項に規定する

指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。）、指定児童発達支援事業者（静岡市指定通所支援

の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年静岡市条例第16号。以

下「指定通所支援基準条例」という。）第５条第１項に規定する指定児童発達支援事業者をい

い、主として重症心身障害児（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第２項に規定する

重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。）を通わせる事業所において指定児童発達

支援（指定通所支援基準条例第４条に規定する指定児童発達支援をいう。第１号において同

じ。）を提供する事業者を除く。）及び指定放課後等デイサービス事業者（指定通所支援基準

条例第72条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障

害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス（指定通所支援基準条例第71条に

規定する指定放課後等デイサービスをいう。第１号において同じ。）を提供する事業者を除

く。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

（１）指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準条例第79条第１項に規定する指定生

活介護事業所をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事業所（指定障害福祉サービス等基準

条例142条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業所をいう。）、指定自立訓練（生

活訓練）事業所（指定障害福祉サービス等基準条例152条第１項に規定する指定自立訓練

（生活訓練）事業所をいう。）、指定児童発達支援事業所（指定通所支援基準条例第５条第

１項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。）又は指定放課後等デイサービス事業所

（指定通所支援基準条例第72条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をい

う。）（以下この号においてこれらを「指定生活介護事業所等」という。）の従業者の員数が、

当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護（指定障害福祉サービス等基準条例第

78条に規定する指定生活介護をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サービス

等基準条例第141条に規定する指定自立訓練（機能訓練）をいう。）、指定自立訓練（生活訓
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練）（指定障害福祉サービス等基準条例第151条に規定する指定自立訓練（生活訓練）をい

う。）、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス（以下この号においてこれらを「指

定生活介護等」という。）の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型通所介護の利

用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされ

る数以上であること。 

（２）共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護事業所

その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 （準用） 

第114条 第８条から第17条まで、第19条、第21条、第26条、第27条、第33条から第35条まで、

第36条から第38条まで、第40条、第55条、第98条、第100条及び第101条第４項並びに前節（第

112条を除く。）の規定は、共生型通所介護の事業について準用する。この場合において、第

８条第１項中「第29条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程（第106条に規定する運営

規程をいう。第33条において同じ。）」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提

供に当たる従業者（以下「共生型通所介護従業者」という。）」と、第27条及び第33条中「訪

問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と、第101条第４項中「前項ただし書の場

合（指定通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外

のサービスを提供する場合に限る。）」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介護

事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、

第104条第２号、第105条第５項及び第107条第３項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型

通所介護従業者」と、第111条第２項第２号中「次条において準用する第19条第２項」とある

のは「第19条第２項」と、同項第３号中「次条において準用する第26条」とあるのは「第26

条」と、同項第４号中「次条において準用する第37条第２項」とあるのは「第37条第２項」

と読み替えるものとする。 

第115条から第130条まで 削除 

 第134条中「第36条まで」を「第35条まで、第36条」に改める。 

 第137条第１項中「介護老人保健施設」の次に「又は介護医療院」を加える。 

 第141条第１項中「作業療法士」の次に「若しくは言語聴覚士」を加える。 

 第147条第４項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

 第152条第２項中「居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者」を「居宅介護支援事業者等」に改める。 

 第164条第２項中「（指定居宅介護支援等基準条例第３条第１項に規定する指定居宅介護支援
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事業所をいう。）」を削る。 

 第167条中「第33条から」の次に「第35条まで、第36条から」を加える。 

 第187条中「第36条まで」を「第35条まで、第36条」に改め、「静養室等」と」の次に「、第

166条第２項第２号中「次条において準用する第19条第２項」とあるのは「第19条第２項」と、

同項第４号中「次条において準用する第26条」とあるのは「第26条」と、同項第５号中「次条

において準用する第37条第２項」とあるのは「第37条第２項」と、同項第６号中「次条におい

て準用する第39条第２項」とあるのは「第39条第２項」と」を加える。 

 第９章中第６節を第７節とし、第５節の次に次の１節を加える。 

    第６節 共生型居宅サービスに関する基準 

 （共生型短期入所生活介護の基準） 

第180条の２ 短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス（以下この条及び次条において「共

生型短期入所生活介護」という。）の事業を行う指定短期入所事業者（指定障害福祉サービス

等基準条例第102条第１項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設（障害

者総合支援法第29条第１項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この条において同じ。）

が指定短期入所（指定障害福祉サービス等基準条例第98条に規定する指定短期入所をいう。

以下この条において同じ。）の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業

所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利

用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所（以下この条におい

て「指定短期入所事業所」という。）において指定短期入所を提供する事業者に限る。）が当

該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

（１）指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型短期入所生活

介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が9.9平方メートル以上であること。 

（２）指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入

所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計

数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であるこ

と。 

（３）共生型短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入

所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 （準用） 

第180条の３ 第９条から第13条まで、第15条、第16条、第19条、第21条、第26条、第33条から

第35条まで、第36条から第40条まで、第55条、第107条、第109条、第110条、第146条及び第
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148条並びに第４節（第167条を除く。）の規定は、共生型短期入所生活介護の事業について準

用する。この場合において、第33条中「運営規程」とあるのは「運営規程（第163条に規定す

る運営規程をいう。第151条第１項において同じ。）」と、「訪問介護員等」とあるのは「共生

型短期入所生活介護の提供に当たる従業者（以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。）」

と、第107条第３項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と、

第151条第１項中「第163条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程」と、同項、第154条

第３項、第155条第１項及び第162条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期

入所生活介護従業者」と、第166条第２項第２号中「次条において準用する第19条第２項」と

あるのは「第19条第２項」と、同項第４号中「次条において準用する第26条」とあるのは「第

26条」と、同項第５号中「次条において準用する第37条第２項」とあるのは「第37条第２項」

と、同項第６号中「次条において準用する第39条第２項」とあるのは「第39条第２項」と読

み替えるものとする。 

 第189条第１項に次の１号を加える。 

（５）介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定短期入所療養介護

事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄

養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に

規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 

 第190条第１項第４号イ中「食堂及び浴室」を「浴室」に改め、同項に次の１号を加える。 

（５）介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護医療院と

して必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院（静岡市介護医療院の人員、施設

及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成30年静岡市条例第36号）第43条に規

定するユニット型介護医療院をいう。第206条及び第214条において同じ。）に関するものを

除く。）を有することとする。 

 第191条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加える。 

 第201条に次の１号を加える。 

（４）介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護医療院の

入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 

 第206条第１項に次の１号を加える。 

（５）介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介

護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院に関するものに限る。）

を有することとする。 
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 第214条に次の１号を加える。 

（３）ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては、利用

者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定

員を超えることとなる利用者数 

 第217条第８項中「のうち１人以上、及び介護職員のうち」を「及び介護職員のうちそれぞれ」

に改める。 

 第225条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す

ること。 

 第236条中「第33条から」の次に「第35条まで、第36条から」を加える。 

 第237条中「をいう」の次に「。以下同じ」を加える。 

 第247条中「第33条から」の次に「第35条まで、第36条から」を加える。 

 第254条第１号中「利用料」の次に「、指定居宅サービス等省令第199条第１号に規定する全

国平均貸与価格」を加え、同条に次の１号を加える。 

（６）指定福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異なる複数

の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。 

 第255条第４項中「利用者」の次に「及び当該利用者に係る介護支援専門員」を加える。 

 第262条中「第34条」の次に「、第35条、第36条」を加える。 

 第264条中「から第36条まで」を「、第35条、第36条」に改める。 

 第275条中「第34条」の次に「、第35条、第36条」を、「あるのは「利用者」と」の次に「、

第32条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と」を加える。 

 附則第20項を附則第23項とし、附則第19項の次に次の３項を加える。 

20 第217条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者

が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年３月31日までの間に転換（当該

病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設

を介護医療院、軽費老人ホーム（老人福祉法第20条の６に規定する軽費老人ホームをいう。）
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その他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供す

ることをいう。次項及び附則第22項において同じ。）を行って指定特定施設入居者生活介護

（外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。）の事業を行う医療機関併設型

指定特定施設（介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される

指定特定施設をいう。以下同じ。）の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数

の基準は、次のとおりとする。 

（１）機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診

療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定特定施設の

利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。 

（２）生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当

数 

21 第239条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者

が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行っ

て外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定特定施

設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、当該医療機関併設型指定特定施設の実

情に応じた適当数とする。 

22 第219条及び第241条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療

所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に

転換を行って指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定特定施設

においては、併設される介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所の施

設を利用することにより、当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われ

ると認められるときは、当該医療機関併設型指定特定施設に浴室、便所及び食堂を設けない

ことができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。ただし、第254条第１号の改正規定は、平成

30年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に介護保険法第41条第１項に規定する指定居宅サービスを行ってい

る事業所において行われる改正前の静岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例（以下「旧居宅サービス等基準条例」という。）第89条に規定する
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指定居宅療養管理指導のうち、看護職員（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するも

のを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。）が行う

ものについては、旧居宅サービス等基準条例第89条から第91条まで及び第94条第３項の規定

は、平成30年９月30日までの間、なおその効力を有する。 
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 静岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第39号 

   静岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

 静岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例（平成27年静岡

市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３項中「居宅サービス事業者」を「指定居宅サービス事業者（法第41条第１項に規

定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。）等」に改め、同条第４項中「介護保険施

設」の次に「、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律

第123号）第51条の17第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者」を加える。 

 第３条第１項中「（以下次条第２項を除き、単に「介護支援専門員」という。）」を削る。 

 第４条第２項中「介護支援専門員」を「介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第

140条の66第１号イ（３）に規定する主任介護支援専門員」に改める。 

 第５条第２項中「である」を「であり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介す

るよう求めることができる」に改め、同条第７項を同条第８項とし、同条第６項中「、第３

項」を「、第４項」に改め、同項第１号中「第３項各号」を「第４項各号」に改め、同項を同

条第７項とし、同条第５項中「第３項第１号」を「第４項第１号」に改め、同項を同条第６項

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

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者

又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、

当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求め

なければならない。 

第14条第９号ただし書中「やむを得ない」を「利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）の

心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師（以下この条において「主治の医師等」とい

う。）の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない」に改め、同条第13号の次に

次の１号を加える。 
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（13）の２ 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受

けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔
くう

機能その他の利用者の心身

又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師若

しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。 

 第14条第14号中「前号」を「第13号」に改め、同条第18号の次に次の１号を加える。 

（18）の２ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営に関する基準（平成11年厚生省令第38号）第13条第18号の２に規定する厚生労働大臣が

定める回数以上の訪問介護（同号に規定する厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この

号において同じ。）を位置付ける場合にあっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅

サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町

村に届け出なければならない。 

第14条第19号中「主治の医師又は歯科医師（以下「主治の医師等」という。）」を「主治の医

師等」に改め、同号の次に次の１号を加える。 

（19）の２ 前号の場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、

当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。ただし、第14条第18号の次に１号を加える

改正規定は、平成30年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成33年３月31日までの間は、この条例による改正後の静岡市指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準を定める条例第４条第２項の規定にかかわらず、介護支援専門

員（介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）第140条の66第１号イ（３）に規定す

る主任介護支援専門員を除く。）を静岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準を定める条例第４条第１項に規定する管理者とすることができる。 
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 静岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第40号 

   静岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

 静岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成25年静岡市条例第24号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基 

準」を
「第５節 共生型地域密着型サービスに関する基準（第59条の20の２・第59条の20の３）

第６節 指定療養通所介護の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準」

に改める。 

 第１条中「いう。）」の次に「第78条の２の２第１項各号並びに」を加える。 

 第２条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

（６）共生型地域密着型サービス 法第78条の２の２第１項の申請に係る法第42条の２第１項

本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスをいう。 

 第６条第２項中「３年以上」を「１年以上（指定地域密着型サービス省令第３条の４第２項

に規定する特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、

３年以上）」に改め、同条第５項中「、午後６時から翌日午前８時までの間において」を削り、

同項に次の１号を加える。 

（12）介護医療院 

 第６条第７項中「午後６時から翌日午前８時までの間は、」を削り、同条第８項中「、午後６

時から翌日午前８時までの間は」を削り、同条第12項中「第191条第10項」を「第191条第14項」

に改める。 

 第32条第３項中「午後６時から翌日午前８時までの間に行われる」を削る。 

 第39条第１項中「３月」を「６月」に改め、同条第４項中「場合には」の次に「、正当な理

由がある場合を除き」を加え、「行うよう努めなければ」を「行わなければ」に改める。 

 第47条第２項中「３年以上」を「１年以上（指定地域密着型サービス省令第６条第２項に規

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

176



定する特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、３年

以上）」に改める。 

 第59条の９第６号中「第５条の２」を「第５条の２第１項」に改める。 

 第59条の25中「９人」を「18人」に改める。 

 第59条の38中「第34条中」の次に「「運営規程」とあるのは「第59条の34に規定する重要事

項に関する規程」と、」を加える。 

 第３章の２中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

    第５節 共生型地域密着サービスに関する基準 

（共生型地域密着型通所介護の基準） 

第59条の20の２ 地域密着型通所介護に係る共生型地域密着型サービス（以下この条及び次条

において「共生型地域密着型通所介護」という。）の事業を行う指定生活介護事業者（静岡市

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年

静岡市条例第12号。以下「指定障害福祉サービス等基準条例」という。）第79条第１項に規定

する指定生活介護事業者をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事業者（指定障害福祉サービ

ス等基準条例第142条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業者をいう。）、指定自立

訓練（生活訓練）事業者（指定障害福祉サービス等基準条例第152条第１項に規定する指定自

立訓練（生活訓練）事業者をいう。）、指定児童発達支援事業者（静岡市指定通所支援の事業

等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年静岡市条例第16号。以下「指

定通所支援基準条例」という。）第５条第１項に規定する指定児童発達支援事業者をいい、主

として重症心身障害児（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第２項に規定する重症心

身障害児をいう。以下この条において同じ。）を通わせる事業所において指定児童発達支援（指

定通所支援基準条例第４条に規定する指定児童発達支援をいう。第１号において同じ。）を提

供する事業者を除く。）及び指定放課後等デイサービス事業者（指定通所支援基準条例第72

条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい、主として重症心身障害児を通

わせる事業所において指定放課後等デイサービス（指定通所支援基準条例第71条に規定する

指定放課後等デイサービスをいう。第１号において同じ。）を提供する事業者を除く。）が当

該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

（１）指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準条例第79条第１項に規定する指定生

活介護事業所をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）事業所（指定障害福祉サービス等基準

条例第142条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業所をいう。）、指定自立訓練（生

活訓練）事業所（指定障害福祉サービス等基準条例第152条第１項に規定する指定自立訓練
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（生活訓練）事業所をいう。）、指定児童発達支援事業所（指定通所支援基準条例第５条第

１項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。）又は指定放課後等デイサービス事業所

（指定通所支援基準条例第72条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をい

う。）（以下この号においてこれらを「指定生活介護事業所等」という。）の従業者の員数が、

当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護（指定障害福祉サービス等基準条例第

78条に規定する指定生活介護をいう。）、指定自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サービス

等基準条例第141条に規定する指定自立訓練（機能訓練）をいう。）、指定自立訓練（生活訓

練）（指定障害福祉サービス等基準条例第151条に規定する指定自立訓練（生活訓練）をい

う。）、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス（以下この号においてこれらを「指

定生活介護等」という。）の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型地域密着型通

所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として

必要とされる数以上であること。 

（２）共生型地域密着通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定地域密

着通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第59条の20の３ 第９条から第13条まで、第15条から第18条まで、第20条、第22条、第28条、

第34条から第38条まで、第41条、第53条、第59条の２、第59条の４及び第59条の５第４項並

びに前節（第59条の20を除く。）の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用す

る。この場合において、第９条第１項中「第31条に規定する運営規程」とあるのは「運営規

程（第59条の12に規定する運営規程をいう。第34条において同じ。）」と、「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の提供に当たる従業者（以

下「共生型地域密着型通所介護従業者」という。）」と、第34条中「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護従業者」とあるのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第59条の５第４項

中「前項ただし書の場合（指定地域密着型通所介護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、

夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）」とあるの

は「共生型地域密着型通所介護事業者が共生型地域密着型通所介護事業所の設備を利用し、

夜間及び深夜に共生型地域密着型通所介護以外のサービスを提供する場合」と、第59条の９

第４号、第59条の10第５項及び第59条の13第３項中「指定地域密着型通所介護従業者」とあ

るのは「共生型地域密着型通所介護従業者」と、第59条の19第２項第２号中「次条において

準用する第20条第２項」とあるのは「第20条第２項」と、同項第３号中「次条において準用

する第28条」とあるのは「第28条」と、同項第４号中「次条において準用する第38条第２項」
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とあるのは「第38条第２項」と読み替えるものとする。 

 第61条第１項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を、「特定施設」の次に「をい

う。以下この条において同じ。）」を加え、「））の事業」を「）の事業」に改める。 

 第65条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニット型指定地域密着型介

護老人福祉施設（第178条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下

この項において同じ。）を除く。）」を、「３人以下」の次に「とし、ユニット型指定地域密着型

介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

の入居者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が１日当たり12人以

下となる数」を加え、同条第２項中「第82条第７項」の次に「及び第191条第８項」を加える。 

 第82条第１項中「、（第７項」を「（第７項」に、「及び当該本体事業所」を「並びに当該本体

事業所」に改め、「他の同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」の次

に「及び第191条第８項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」を加

え、同条第６項の表中「又は指定介護療養型医療施設」を「、指定介護療養型医療施設」に改

め、「限る。）」の次に「又は介護医療院」を加え、同条第７項中「（以下」の次に「この章にお

いて」を加える。 

 第83条第３項、第84条、第103条第３項、第111条第２項及び第112条中「介護老人保健施設」

の次に「、介護医療院」を加える。 

 第117条中第７項を第８項とし、第６項の次に次の１項を加える。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる

措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

すること。 

 第125条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

 第130条第４項中「のうち１人以上、及び介護職員のうち」を「及び介護職員のうちそれぞれ」

に改め、「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加え、同条第７項第１号中「若

しくは作業療法士」を「、作業療法士若しくは言語聴覚士」に改め、同項に次の１号を加える。 

（３）介護医療院 介護支援専門員 

 第138条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 
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６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次

に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す

ること。 

第151条第３項ただし書中「この条」を「この項」に、「）及び」を「）に」に改め、「第25

号」の次に「。以下「指定介護老人福祉施設基準条例」という。」を、「ユニット型指定介護老

人福祉施設をいう」の次に「。以下この項において同じ」を、「）を併設する場合」の次に「の

指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職

員（指定介護老人福祉施設基準条例第51条第２項の規定に基づき配置される看護職員に限る。）」

を加え、「及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合」を「にユニット型

指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合の指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニ

ット型指定地域密着型介護老人福祉施設」に改め、同条第４項中「介護老人保健施設」の次に

「若しくは介護医療院」を加え、同条第８項第２号中「若しくは作業療法士」を「、作業療法

士若しくは言語聴覚士」に改め、同項に次の１号を加える。 

（４）介護医療院 栄養士又は介護支援専門員 

 第153条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加える。 

 第157条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置

を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す

ること。 

 第165条の次に次の１条を加える。 

（緊急時等の対応） 

第165条の２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合の
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ため、あらかじめ、第151条第１項第１号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等におけ

る対応方法を定めておかなければならない。 

 第168条中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

（６）緊急時等における対応方法 

 第182条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に

掲げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す

ること。 

 第186条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

（７）緊急時等における対応方法 

 第191条第１項中「指定看護小規模多機能型居宅介護（」の次に「第82条第７項に規定する」

を加え、「又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」を「及び指定地域密

着型介護予防サービス基準条例第44条第７項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所（第６項において「サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所」という。）の登録者、第８項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所の登録者並びに同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所にあっては当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規

定する本体事業所、当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所及び当該本体事業所に係る第82条第７項に規定するサテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第６項中「指定看護小規模多機能型居宅介護（」

の次に「第82条第７項に規定する」を加え、「勘案し」を「勘案し、その処遇に支障がない場合

に、当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定看護小規模多機能型居宅介護及び第８

項に規定する本体事業所である指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、当該本体

事業所に係る同項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の

心身の状況を勘案し」に改め、同条第７項に次の１号を加える。 

（５）介護医療院 
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 第191条中第10項を第14項とし、同項の前に次の１項を加える。 

13 第11項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所につい

ては、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門

員に代えて、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の厚生労働大臣が

定める研修を修了している者（第199条において「研修修了者」という。）を置くことができ

る。 

 第191条中第９項を第12項とし、第８項を第11項とし、第７項の次に次の３項を加える。 

８ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（利用

者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応し、利用

者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にある指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について３年

以上の経験を有する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者により設置される当該指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所であって、当

該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定看護小規模多機能型居宅介護の提供

に係る支援を行うもの（以下この章において「本体事業所」という。）との密接な連携の下に

運営され、利用者に対し適切な看護サービスを提供できる体制にあるものをいう。以下同じ。）

に置くべき訪問サービスの提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者については、本

体事業所の職員により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の

処遇が適切に行われると認められるときは、２人以上とすることができる。 

９ 第１項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所につい

ては、夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う看護小規模多機能

型居宅介護従業者により当該サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の登録者

の処遇が適切に行われると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行

う看護小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。 

10 第４項の規定にかかわらず、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所につい

ては、看護職員の員数は常勤換算方法で１以上とする。 

第192条第２項中「前項」を「第１項」に改め、「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」

を加え、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がな

い場合は、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、本体事業所の
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管理者をもって充てることができる。 

 第193条中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

第194条第１項中「29人」の次に「（サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては、18人）」を加え、同条第２項第１号中「、登録定員に応じて、」を「登録定員に応じ

て」に改め、「利用定員」の次に、「、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

あっては12人」を加え、同項第２号中「９人」の次に「（サテライト型指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては、６人）」を加える。 

 第195条第２項第２号に次のように加える。 

オ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が診療所である場合であって、当該指定看護

小規模多機能型居宅介護の利用者へのサービスの提供に支障がない場合には、当該診療

所が有する病床については、宿泊室を兼用することができる。 

第199条第１項中「介護支援専門員」の次に「（第191条第13項の規定により介護支援専門員を

配置していないサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、研修修了者。

以下この条において同じ。）」を加える。 

第202条中「の活動状況」と」の次に「、第87条中「第82条第12項」とあるのは「第191条第

13項」と」を加える。 

 附則第５項から第７項までの規定中「平成30年３月31日」を「平成36年３月31日」に改める。 

 附則に次の２項を加える。 

11 第130条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、

当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年３月31日までの間に転換（当該病院

の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設を介

護医療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居さ

せるための施設の用に供することをいう。次項において同じ。）を行って指定地域密着型特定

施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定地域密着型特定施設（介護老人保健施

設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定地域密着型特定施設をいう。

以下この項及び次項において同じ。）の生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の員

数の基準は、次のとおりとする。 

（１）機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診

療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定地域密着型

特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができるこ

と。 

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

183



（２）生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の実情に

応じた適当数 

12 第132条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、

当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年３月31日までの間に転換を行って指

定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定地域密着型特

定施設においては、併設される介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診療

所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設の利用者の処

遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定地域密着型特定施設に浴

室、便所及び食堂を設けないことができる。 

附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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 静岡市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第41号 

   静岡市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 静岡市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年静

岡市条例第25号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第４項ただし書中「）及び」を「）に」に、「又は指定介護老人福祉施設及び」を「の

指定介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員（第51条

第２項の規定に基づき配置される看護職員に限る。）又は指定介護老人福祉施設に」に改め、 

「ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう」の次に「。以下この項において同じ」

を、「）を併設する場合」の次に「の指定介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設」を加え、「第51条第２項」を「指定地域密着型サービス基準条例第187条第２項」

に改める。 

 第７条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加える。 

 第14条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなけ 

ればならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す

ること。 

 第23条の次に次の１条を加える。 

 （緊急時等の対応） 

第23条の２ 指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を行っている 

ときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第３条第１ 
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項第１号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなけれ 

ばならない。 

 第27条中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

（６）緊急時等における対応方法 

 第46条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

８ ユニット型指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置 

を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す

ること。 

 第50条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

（７）緊急時等における対応方法 

 附則第５項から第７項までの規定中「平成30年３月31日」を「平成36年３月31日」に改める。 

   附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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 静岡市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第42号 

   静岡市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 静岡市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成

25年静岡市条例第26号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第４項ただし書中「）及び」を「以下この項において同じ。）に」に改め、「併設する

場合」の次に「の介護老人保健施設及びユニット型介護老人保健施設」を加え、同条第６項中

「以外の介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加え、同項中第３号を第４号と

し、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

（２）介護医療院 医師、栄養士又は介護支援専門員 

 第３条第７項及び第４条第１項ただし書中「病院又は」を「介護医療院又は病院若しくは」

に改める。 

 第15条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも 

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す 

ること。 

第44条第１項ただし書中「病院又は」を「介護医療院又は病院若しくは」に改める。 

第46条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

８ ユニット型介護老人保健施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも 
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に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す 

ること。 

 附則第２項中「平成30年３月31日」を「平成36年３月31日」に改め、「次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める基準に適合するものとする」を「新築、増築又は全面的な改築の工

事が終了するまでの間、入所者１人当たりの床面積は、6.4平方メートル以上であること」に改

め、同項各号を削る。 

附則第３項から第９項までの規定中「平成30年３月31日」を「平成36年３月31日」に改める。 

附則第10項中「平成30年３月31日」を「平成36年３月31日」に、「第５条第５項ア」を「第５

条第１項第５号ア」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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 静岡市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第43号 

   静岡市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

 静岡市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年

静岡市条例第27号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第７項ただし書中「）及び」を「以下この項において同じ。）に」に改め、「場合の」

の次に「指定介護療養型医療施設及びユニット型指定介護療養型医療施設の」を加える。 

 第16条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す

ること。 

 第47条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

８ ユニット型指定介護療養型医療施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも 

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す 

ること。 

附則第３項及び第４項中「平成30年３月31日」を「平成36年３月31日」に改める。 

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

189



附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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 静岡市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第44号 

   静岡市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

 静岡市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成25年静岡市条例

第28号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第７節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第165条－第171条）」を 

「第７節 共生型介護予防サービスに関する基準（第164条の２・第164条の３）
に改める。 

 第８節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第165条－第171条）   」

 第１条中「第54条第１項第２号」の次に「、第115条の２の２第１項各号」を加える。 

 第２条中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

（７）共生型介護予防サービス 法第115条の２の２第１項の申請に係る法第53条第１項本文

の指定を受けた者による指定介護予防サービスをいう。 

第79条第１項中「は、」を「が」に、「、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当た

る理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下この章において「理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士」という。）を置かなければならない」を「置くべき従業者の員数は、次のとおり

とする」に改め、同項に次の各号を加える。 

（１）医師 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な１以上の

数 

（２）理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 １以上 

第79条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次

の１項を加える。 

２ 前項第１号の医師は、常勤でなければならない。 
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第80条第１項中「又は介護老人保健施設」を「、介護老人保健施設又は介護医療院」に改め

る。 

第87条中「、看護職員（歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う

保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。以下この章におい

て同じ。）」を削る。 

 第88条第１項第１号イ中「、看護職員」を削り、同項第３号を削る。 

 第89条第１項中「、薬局又は指定訪問看護ステーション等」を「又は薬局」に改める。 

 第91条中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

（５）通常事業の実施地域 

 第95条第３項を削る。 

 第118条第１項ただし書中「介護老人保健施設」の次に「又は介護医療院」を加える。 

第129条第４項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を、「もの（以下」の次に「こ

の節及び次節において」を加える。 

 第９章中第７節を第８節とし、第６節の次に次の１節を加える。 

    第７節 共生型介護予防サービスに関する基準 

 （共生型介護予防短期入所生活介護の基準） 

第164条の２ 介護予防短期入所生活介護に係る共生型介護予防サービス（以下この条及び次

条において「共生型介護予防短期入所生活介護」という。）の事業を行う指定短期入所事業者

（静岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成25年静岡市条例第12号。以下「指定障害福祉サービス等基準条例」という。）第102条第１

項に規定する指定短期入所事業者をいい、指定障害者支援施設（障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する指定障

害者支援施設をいう。以下この条において同じ。）が指定短期入所（指定障害福祉サービス等

基準条例第98条に規定する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。）の事業を行う事

業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部

又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合におい

て、当該事業を行う事業所（以下この条において「指定短期入所事業所」という。）において

指定短期入所を提供する事業者に限る。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおり

とする。 

（１）指定短期入所事業所の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型介護予防短期

入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が9.9平方メートル以上であること。 
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（２）指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入

所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の

数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上

であること。 

（３）共生型介護予防短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指

定介護予防短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けている

こと。 

 （準用） 

第164条の３ 第50条の３から第50条の７まで、第50条の９、第50条の10、第50条の13、第51条

の２、第51条の３、第53条、第54条の４から第54条の11、第120条の２、第120条の４、第128

条及び第130条並びに第４節（第142条を除く。）及び第５節の規定は、共生型介護予防短期入

所生活介護の事業について準用する。この場合において、第54条の４中「第54条」とあるの

は「第138条」と、「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生

活介護の提供に当たる従業者（以下「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」という。）」

と、第120条の２第３項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「共生型介

護予防短期入所生活介護従業者」と、第133条第１項及び第137条中「介護予防短期入所生活

介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第141条第２項第２

号中「次条において準用する第50条の13第２項」とあるのは「第50条の13第２項」と、同項

第４号中「次条において準用する第51条の３」とあるのは「第51条の３」と、同項第５号中

「次条において準用する第54条の８第２項」とあるのは「第54条の８第２項」と、同項第６

号中「次条において準用する第54条の10第２項」とあるのは「第54条の10第２項」と読み替

えるものとする。 

 第173条第１項に次の１号を加える。 

（５）介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防

短期入所療養介護に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療

法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合に

おける法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上と

する。 

 第174条第１項第４号イ中「食堂及び浴室」を「浴室」に改め、同項に次の１号を加える。 

（５）介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護

医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院（静岡市介護医療院の人
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員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成30年静岡市条例第36号）第

43条に規定するユニット型介護医療院をいう。第191条及び第195条において同じ。）に関す

るものを除く。）を有することとする。 

 第175条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加える。 

 第179条に次の１号を加える。 

（４）介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者を当該介護

医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利

用者数 

 第191条第１項に次の１号を加える。 

（５）介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、法に規

定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院に関するもの

に限る。）を有することとする。 

 第195条に次の１号を加える。 

（３）ユニット型介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあって

は、利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療

養室の定員を超えることとなる利用者数 

第203条第８項中「のうち１人以上、及び介護職員のうち」を「及び介護職員のうちそれぞれ」

に改める。 

 第211条の次に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に

掲げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す

ること。 

 第225条中「をいう」の次に「。以下同じ」を加える。 

第250条第１号中「利用料」の次に「、指定介護予防サービス等省令第278条第１号に規定す

る全国平均貸与価格」を加え、同条に次の１号を加える。 

（７）指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、同一種目における機能又は価格帯の異

なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。 
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 第251条第４項中「利用者」の次に「及び当該利用者に係る介護支援専門員」を加える。 

 附則第16項を附則第19項とし、附則第15項の次に次の３項を加える。 

16 第203条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者

が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年３月31日までの間に転換（当該

病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに、当該病院等の施設

を介護医療院、軽費老人ホーム（老人福祉法第20条の６に規定する軽費老人ホームをいう。）

その他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供す

ることをいう。次項及び附則第18項において同じ。）を行って指定介護予防特定施設入居者生

活介護（外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を除く。）の事業を行う医

療機関併設型指定介護予防特定施設（介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しく

は診療所に併設される指定介護予防特定施設をいう。以下同じ。）の生活相談員、機能訓練指

導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次のとおりとする。 

（１）機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若しくは診

療所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定介護予防特

定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。 

（２）生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の実情に応

じた適当数 

17 第227条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者

が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年３月31日までの間に転換を行っ

て外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指

定介護予防特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は、当該医療機関併設型

指定介護予防特定施設の実情に応じた適当数とする。 

18 第205条及び第229条の規定にかかわらず、療養病床等を有する病院又は病床を有する診療

所の開設者が、当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年３月31日までの間に

転換を行って指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療機関併設型指定

介護予防特定施設においては、併設される介護老人保健施設若しくは介護医療院又は病院若

しくは診療所の施設を利用することにより、当該医療機関併設型指定介護予防特定施設の利

用者の処遇が適切に行われると認められるときは、当該医療機関併設型指定介護予防特定施

設に浴室、便所及び食堂を設けないことができる。 

   附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。ただし、第250条第１号の改正規定は、平成

30年10月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項に規定する指定

介護予防サービスを行っている事業所において行われる改正前の静岡市指定介護予防サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例（以下「旧介護予防サービス等基準条例」とい

う。）第87条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導のうち、看護職員（歯科衛生士が行う

居宅療養管理指導に担当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護

師又は准看護師をいう。）が行うものについては、旧介護予防サービス等基準条例第87条から

第89条まで及び第95条第３項の規定は、平成30年９月30日までの間、なおその効力を有する。 
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 静岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第45号 

   静岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 静岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成27年静岡市条例第６号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第４項中「介護保険施設」の次に「、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成17年法律第123号）第51条の17第１項第１号に規定する指定特定相談支援

事業者」を加える。 

 第５条第２項中「である」を「であり、利用者は複数の指定介護予防サービス事業者（法第

53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。）等を紹介するよう求め

ることができる」に改め、同条第７項を同条第８項とし、同条第６項中「、第３項」を「、第

４項」に改め、同項第１号中「第３項各号」を「第４項各号」に改め、同項を同条第７項とし、

同条第５項中「第３項第１号」を「第４項第１号」に改め、同項を同条第６項とし、同条中第

４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者

又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、

担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。 

 第31条第９号中「ために」の次に「、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、」を加え、

同条第14号の次に次の１号を加える。 

（14）の２ 担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受け

たときその他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔
くう

機能その他の利用者の心身又

は生活の状況に係る情報のうち必要と認められるものを、利用者の同意を得て主治の医師

若しくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとする。 
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 第31条第21号中「以下」を「次号及び第22号において」に改め、同号の次に次の１号を加え

る。 

（21）の２ 前号の場合において、担当職員は、介護予防サービス計画を作成した際には、当

該介護予防サービス計画を主治の医師等に交付しなければならない。 

   附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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 静岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第46号 

   静岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

 静岡市指定密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護

予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成25

年静岡市条例第29号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「第５条の２」を「第５条の２第１項」に改める。 

 第５条第１項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

 第９条第１項中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「（ユニット型指定地域密着型介

護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準条例第178条に規定するユニット型指定地域密着

型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）を除く。）」を、「３人以下」の次に「と

し、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においてはユニットごとに当該ユニット型指

定地域密着型介護老人福祉施設の入居者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

の利用者の数の合計が１日当たり12人以下となる数」を加える。 

 第44条第６項の表中「又は指定介護療養型医療施設」を「、指定介護療養型医療施設」に改

め、「限る。）」の次に「又は介護医療院」を加える。 

 第45条第３項、第46条、第60条第３項、第72条第２項及び第73条中「介護老人保健施設」の

次に「、介護医療院」を加える。 

 第78条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次

に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護従業者その他の従業員に周知徹底を図ること。 
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（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護従業者その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

すること。 

 第83条第３項中「介護老人保健施設」の次に「、介護医療院」を加える。 

   附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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 静岡市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第47号 

   静岡市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 静岡市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年静岡市条例第７

号）の一部を次のように改正する。 

 第12条第６項中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加え、同条第12項中

第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

（２）介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者 

 第16条に次の１項を加える。 

６ 養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、支援員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）支援員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する

こと。 

   附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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 静岡市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第48号 

   静岡市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 静岡市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年静岡市条例第22

号）の一部を次のように改正する。 

 第11条第12項中「の介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加え、同項第１号

中「介護老人保健施設」の次に「又は介護医療院」を加える。 

 第17条に次の１項を加える。 

５ 軽費老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す

ること。 

   附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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 静岡市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第49号 

   静岡市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例 

 静岡市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年静岡市条例

第21号）の一部を次のように改正する。 

 第６条ただし書中「及びユニット型特別養護老人ホームを併設する場合、特別養護老人ホー

ム及び」を「にユニット型特別養護老人ホームを併設する場合の特別養護老人ホーム及びユニ

ット型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員（第40条第２項（第52条において準用する

場合を含む。）の規定に基づき配置される看護職員に限る。以下この条において同じ。）、特別養

護老人ホームに」に、「、地域密着型特別養護老人ホーム」を「の特別養護老人ホーム及びユニ

ット型地域密着型特別養護老人ホームの介護職員及び看護職員、地域密着型特別養護老人ホー

ム」に、「及びユニット型特別養護老人ホームを併設する場合又は」を「にユニット型特別養護

老人ホームを併設する場合の地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型特別養護老人ホー

ムの介護職員及び看護職員又は」に、「及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームを併設す

る場合」を「にユニット型地域密着型特別養護老人ホームを併設する場合の地域密着型特別養

護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホーム」に改め、「（第40条第２項の規定

に基づき配置される看護職員に限る。）」を削る。 

 第７条中第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

（６）緊急時等における対応方法 

 第11条第７項及び第12条中「介護老人保健施設」の次に「若しくは介護医療院」を加える。 

 第15条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 
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（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す

ること。 

 第22条の次に次の１条を加える。 

 （緊急時等の対応） 

第22条の２ 特別養護老人ホームは、現に処遇を行っているときに入所者の病状の急変が生じ

た場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第11条第１項第２号に掲げる医師との連携方

法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。 

 第34条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

（７）緊急時等における対応方法 

 第36条中第８項を第９項とし、第７項の次に次の１項を加える。 

８ ユニット型特別養護老人ホームは、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を

講じなければならない。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するととも

に、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す

ること。 

 第45条第９項中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

（３）介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者 

 附則第４項から第６項までの規定中「平成30年３月31日」を「平成36年３月31日」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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 静岡市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第50号 

   静岡市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 静岡市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年静岡市条例第８号）

の一部を次のように改正する。 

 第66条の３第４項中「看護師」を「看護職員（保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。

以下この条及び第66条の17において同じ。）」に改め、同条第８項及び第12項中「看護師」を「看

護職員」に改める。 

 第66条の17第７項及び第９項中「看護師」を「看護職員」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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 静岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第51号 

   静岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

 静岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成25年静岡市条例第12号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第44条―第48条）」を 

「第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第43条の２―第43条の４） 
に、 

 第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第44条―第48条）   」

「第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第95条―第97条）」を 

「第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第94条の２―第94条の５） 
に、 

 第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第95条―第97条）   」

「第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第110条・第111条）」を 

「第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第109条の２―第109条の４）
に、 

 第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第110条・第111条）   」

「第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第149条―第150条）」を 

「第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第148条の２―第148条の４）
に、 

 第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第149条―第150条）   」

「第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第159条―第160条）」を 

「第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第158条の２―第158条の４）
に、 

 第６節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第159条―第160条）   」

「第167条」を「第166条の２」に、「第13章 共同生活援助」を 

「第13章 就労定着支援 

  第１節 基本方針（第193条の２）  

  第２節 人員に関する基準（第193の３・第193条の４）  

  第３節 設備に関する基準（第193条の５）  
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  第４節 運営に関する基準（第193条の６―第193条の12） 

 第14章 自立生活援助 に、 

  第１節 基本方針（第193条の13）  

  第２節 人員に関する基準（第193条の14・第193条の15）  

  第３節 設備に関する基準（第193条の16）  

  第４節 運営に関する基準（第193条の17―第193条の20）  

 第15章 共同生活援助                 」

「第５節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営

に関する基準」を 

「第５節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営

  第１款 この節の趣旨及び基本方針（第200条の２・第200条の３）  

  第２款 人員に関する基準（第200条の４・第200条の５）  

  第３款 設備に関する基準（第200条の６）  

  第４款 運営に関する基準（第200条の７―第200条の11）  

 第６節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営

に関する基準 

に、「第200条の２・第200条の３」を「第200条の12・第200条の13」に、「第 

に関する基準」

200条の４・第200条の５」を「第200条の14・第200条の15」に、「第200条の６」を「第200条の

16」に、「第200条の７―第200条の12」を「第200条の17―第200条の22」に、「第14章」を「第

16章」に、「第15章」を「第17章」に、「第16章」を「第18章」に改める。 

第１条中「第30条第１項第２号イ」の次に「、第41条の２第１項各号」を加える。 

第２条第３号中「第５条第21項」を「第５条第23項」に改め、同条第16号中「第55条」を「第

61条」に、「第65条」を「第71条」に改め、「指定放課後等デイサービスの事業」の次に「、指

定通所支援基準条例第80条の２に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業」を加え、「第72

条」を「第81条」に改め、同号を同条第17号とし、同条第15号を同条第16号とし、同条第14号

の次に次の１号を加える。 

（15）共生型障害福祉サービス 法第41条の２第１項の申請に係る法第29条第１項の指定を受
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けた者による指定障害福祉サービスをいう。 

 第３条第１項中「第13章」を「第15章」に改める。 

 第５条第１項中「第200条の２及び第200条の10第２項」を「第200条の12及び第200条の20第

２項」に改める。 

 第48条中「前節」を「第４節」に改める。 

 第２章中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

    第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準 

 （共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準） 

第43条の２ 居宅介護に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型居宅介護」という。）の事

業を行う指定訪問介護事業者（静岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例（平成25年静岡市条例第23号。以下「指定居宅サービス等基準条例」

という。）第５条第１項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。）が当該事業に関

して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

（１）指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第５条第１項に規定する指定訪問介

護事業所をいう。以下同じ。）の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定

訪問介護（指定居宅サービス等基準条例第４条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。）

の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型居宅介護の利用者の数の合計数であ

るとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。 

（２）共生型居宅介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定居宅介護事業所

その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 （共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準） 

第43条の３ 重度訪問介護に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型重度訪問介護」とい

う。）の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりと

する。 

（１）指定訪問介護事業所の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介

護の利用者の数を指定訪問介護の利用者の数及び共生型重度訪問介護の利用者の数の合

計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であ

ること。 

（２）共生型重度訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定重度訪問介

護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 （準用） 
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第43条の４ 第４条（第３項及び第４項を除く。）、第５条第２項及び第３項、第６条並びに前

節（第43条を除く。）の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業について準用

する。 

 第79条第１項第２号中「第16章」を「第18章」に改める。 

 第86条の次に次の１条を加える。 

 （職場への定着のための支援の実施） 

第86条の２ 指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指定生活介

護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、

障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から６月

以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。 

 第95条第１号中「指定通所介護事業者（静岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例（平成25年静岡市条例第23号。以下「指定居宅サービス等基準

条例」という。）第99条第１項に規定する指定通所介護事業者をいう。）又は指定地域密着型通

所介護事業者（静岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成25年静岡市条例第24号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。）第

59条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。）（以下これらを「指定通所

介護事業者等」という。）」を「指定通所介護事業者等」に、「指定通所介護（指定居宅サービス

等基準条例第98条に規定する指定通所介護をいう。）又は指定地域密着型通所介護（指定地域密

着型サービス基準条例第59条の２に規定する指定地域密着型通所介護をいう。）（以下これらを

「指定通所介護等」という。）」を「指定通所介護等」に改め、同条第２号中「指定通所介護事

業所（指定居宅サービス等基準条例第99条第１項に規定する指定通所介護事業所をいう。）又は

指定地域密着型通所介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第59条の３第１項に規定す

る指定地域密着型通所介護事業所をいう。）（以下これらを「指定通所介護事業所等」という。）」

を「指定通所介護事業所等」に改め、「（指定居宅サービス等基準条例第101条第２項第１号又は

指定地域密着型サービス基準条例第59条の５第２項第１号に規定する食堂及び機能訓練室をい

う。以下同じ。）」を削る。 

第96条中「指定小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第82条第

１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。）又は指定看護小規模多

機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第191条第１項に規定する指定看護

小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下」を「指定小規模多機能型居宅介護事業者等（指

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。以下この条、第110条、第149条の２及び第
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159条の２において」に、「指定小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第

81条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。）又は指定看護小規模多機能型

居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第190条に規定する指定看護小規模多機能型居宅

介護をいう。以下」を「指定小規模多機能型居宅介護等（指定介護予防小規模多機能型居宅介

護を除く。以下この条、第110条、第149条の２及び第159条の２において」に、「指定地域密着

型サービス基準条例第82条第１項又は第191条第１項に規定する通いサービスをいう。以下」を

「指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条第１項に規定する通いサービスを除く。以

下この条、第110条、第149条の２及び第159条の２において」に、「指定小規模多機能型居宅介

護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第82条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅

介護事業所をいう。）又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基

準条例第191条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）（以下「指定

小規模多機能型居宅介護事業所等」という」を「指定小規模多機能型居宅介護事業所等（指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第110条、第149条の２及び第159

条の２において同じ」に改め、同条第１号中「指定地域密着型サービス基準条例第82条第１項

又は第191条第１項に規定する登録者をいう。以下」を「指定地域密着型介護予防サービス基準

条例第44条第１項に規定する登録者を除く。第110条、第149条の２及び第159条の２において」

に、「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第82

条第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下」を「サテ

ライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等（サテライト型指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所を除く。以下この条、第110条、第149条の２及び第159条の２において」に改め、

同条第２号中「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「サテライト型指定小規

模多機能型居宅介護事業所等」に改め、同条第３号中「指定地域密着型サービス基準条例第86

条第２項第１号又は第195条第２項第１号に規定する居間及び食堂をいう。以下」を「指定地域

密着型介護予防サービス基準条例第48条第２項第１号に規定する居間及び食堂を除く。第110

条、第149条の２及び第159条の２において」に改める。 

 第４章中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

    第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準 

 （共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準） 

第94条の２ 生活介護に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型生活介護」という。）の事

業を行う指定児童発達支援事業者（指定通所支援基準条例第５条第１項に規定する指定児童

発達支援事業者をいう。）又は指定放課後等デイサービス事業者（指定通所支援基準条例第72
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条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいう。）が当該事業に関して満たす

べき基準は、次のとおりとする。 

（１）指定児童発達支援事業所（指定通所支援基準条例第５条第１項に規定する指定児童発達

支援事業所をいう。第201条において同じ。）又は指定放課後等デイサービス事業所（指定

通所支援基準条例第72条第１項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。第201

条において同じ。）（以下これらを「指定児童発達支援事業所等」という。）の従業者の員数

が当該指定児童発達支援事業所等が提供する指定児童発達支援（指定通所支援基準条例第

４条に規定する指定児童発達支援をいう。）又は指定放課後等デイサービス（指定通所支援

基準条例第71条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。）（以下これらを「指定児童

発達支援等」という。）を受ける障害児の数を指定児童発達支援等を受ける障害児の数及び

共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定児童発達支援事

業所等として必要とされる数以上であること。 

（２）共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所

その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 （共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準） 

第94条の３ 共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者（指定居宅サービス等基準条例

第99条第１項に規定する指定通所介護事業者をいう。）又は指定地域密着型通所介護事業者

（静岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成25年静岡市条例第24号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。）第59条の３第

１項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。）（以下これらを「指定通所介護事業

者等」という。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

（１）指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第99条第１項に規定する指定通所介

護事業所をいう。）又は指定地域密着型通所介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例

第59条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。）（以下これらを「指

定通所介護事業所等」という。）の食堂及び機能訓練室（指定居宅サービス等基準条例第101

条第２項第１号又は指定地域密着型サービス基準条例第59条の５第２項第１号に規定する

食堂及び機能訓練室をいう。以下同じ。）の面積を、指定通所介護（指定居宅サービス等基

準条例第98条に規定する指定通所介護をいう。）又は指定地域密着型通所介護（指定地域密

着型サービス基準条例第59条の２に規定する指定地域密着型通所介護をいう。）（以下これ

らを「指定通所介護等」という。）の利用者の数と共生型生活介護の利用者の数の合計数で

除して得た面積が３平方メートル以上であること。 
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（２）指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通

所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型生活介護の利用者の数の

合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上で

あること。 

（３）共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所

その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 （共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準） 

第94条の４ 共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着

型サービス基準条例第82条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）、

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第191条第１項

に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）又は指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業者（静岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例（平成25年静岡市条例第29号。以下「指定地域密着型介護予防サービス

基準条例」という。）第44条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を

いう。以下同じ。）（以下これらを「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。）が当該

事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

（１）指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第82条第１項に

規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）、指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所（指定地域密着型サービス基準条例第191条第１項に規定する指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所をいう。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域

密着型介護予防サービス基準条例第44条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所をいう。以下同じ。）（以下これらを「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」

という。）の登録定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者（指定地域密着

型サービス基準条例第82条第１項若しくは第191条第１項又は指定地域密着型介護予防サ

ービス基準条例第44条第１項に規定する登録者をいう。以下同じ。）の数と共生型生活介護、

共生型自立訓練（機能訓練）（第148条の２に規定する共生型自立訓練（機能訓練）をいう。）

若しくは共生型自立訓練（生活訓練）（第158条の２に規定する共生型自立訓練（生活訓練）

をいう。）又は共生型児童発達支援（指定通所支援基準条例第54条の２に規定する共生型児

童発達支援をいう。）若しくは共生型放課後等デイサービス（指定通所支援基準条例第77条

の２に規定する共生型放課後等デイサービスをいう。）（以下これらを「共生型通いサービ
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ス」という。）を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた

障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条、第148条の３及び第158条の３

において同じ。）を29人（サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着

型サービス基準条例第82条第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事

業所をいう。）、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サ

ービス基準条例第191条第８項に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所をいう。）又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域

密着型介護予防サービス基準条例第44条第７項に規定するサテライト型指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所をいう。第96条において同じ。）（以下これらを「サテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。）にあっては、18人）以下とすること。 

（２）指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護（指定地

域密着型サービス基準条例第81条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。）、指定

看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第190条に規定する指定

看護小規模多機能型居宅介護をいう。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地

域密着型介護予防サービス基準条例第43条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介

護をいう。以下同じ。）（以下これらを「指定小規模多機能型居宅介護等」という。）のうち

通いサービス（指定地域密着型サービス基準条例第82条第１項若しくは第191条第１項又

は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条第１項に規定する通いサービスをいう。

以下同じ。）の利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用

者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限

をいう。以下この条、第148条の３及び第158条の３において同じ。）を登録定員の２分の１

から15人（登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録

定員に応じて次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所

等にあっては12人）までの範囲内とすること。 

登録定員 利用定員 

26人又は27人 16人 

28人 17人 

29人 18人 

（３）指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂（指定地域密着型サービス基準条

例第86条第２項第１号若しくは第195条第２項第１号又は指定地域密着型介護予防サービ

ス基準条例第48条第２項第１号に規定する居間及び食堂をいう。以下同じ。）は、機能を十
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分に発揮しうる適当な広さを有すること。 

（４）指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型

通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域

密着型サービス基準条例第82条若しくは第191条又は指定地域密着型介護予防サービス基

準条例第44条に規定する基準を満たしていること。 

 （５）共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所

その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 （準用） 

第94条の５ 第９条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第36条から

第41条まで、第51条、第58条から第61条まで、第67条、第69条から第71条まで、第74条から

第76条まで、第78条、第80条及び前節（第94条を除く。）の規定は、共生型生活介護の事業に

ついて準用する。 

第99条第１項第２号中「又は第200条の４第１項」を「、第200条の２に規定する日中サービ

ス支援型指定共同生活援助事業者又は第200条の14第１項」に改め、同号ア中「又は第200条の

２」を「、第200条の２に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助又は第200条の12」に、

「又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所（第200条の４第１項」を「、日中サービス

支援型指定共同生活援助事業所（第200条の４第１項に規定する日中サービス支援型指定共同

生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。）又は外部サービス利用型指定共同生活援助

事業所（第200条の14第１項」に改め、同条第２項第２号中「指定自立訓練（生活訓練）事業者

等」の次に「（第200条の２に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業者を除く。）」

を加え、同号ア中「指定自立訓練（生活訓練）等」の次に「（第200条の２に規定する日中サー

ビス支援型指定共同生活援助を除く。）」を加え、「当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等の利

用者の数及び」を「当該指定自立訓練（生活訓練）事業所等（日中サービス支援型指定共同生

活援助事業所を除く。以下このアにおいて同じ。）の利用者の数及び」に改め、同条第３項第１

号中「第195条第１項に規定する指定共同生活援助事業所」を「指定共同生活援助事業所、日中

サービス支援型指定共同生活援助事業所」に改め、「第200条の４第１項に規定する」を削り、

同号ア中「第200条の２」の次に「に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助、第200条

の12」を加える。 

第108条第２号中「第200条の４第１項」を「第200条の14第１項」に改める。 

 第110条第１号中「指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介
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護事業者」を「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」に、「指定小規模多機能型居宅介護又は

指定看護小規模多機能型居宅介護」を「指定小規模多機能型居宅介護等」に改め、同条第２号

中「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「サテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所等」に改める。 

 第５章中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

    第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準 

 （共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基準） 

第109条の２ 短期入所に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型短期入所」という。）の

事業を行う指定短期入所生活介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第147条第１項に規

定する指定短期入所生活介護事業者をいう。）又は指定介護予防短期入所生活介護事業者（静

岡市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例（平成25年静岡市条例

第28号。以下「指定介護予防居宅サービス等基準条例」という。）第129条第１項に規定する

指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次の

とおりとする。 

（１）指定短期入所生活介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第147条第１項に規定する指

定短期入所生活介護事業所をいう。）又は指定介護予防短期入所生活介護事業所（指定介護

予防居宅サービス等基準条例第129条第１項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事

業所をいう。）（以下これらを「指定短期入所生活介護事業所等」という。）の居室の面積を、

指定短期入所生活介護（指定居宅サービス等基準条例第146条に規定する指定短期入所生

活介護をいう。）又は指定介護予防短期入所生活介護（指定介護予防居宅サービス等基準条

例第128条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。）（以下これらを「指定短期入

所生活介護等」という。）の利用者の数と共生型短期入所の利用者の数の合計数で除して得

た面積が10.65平方メートル以上であること。 

（２）指定短期入所生活介護事業所等の従業者の員数が、当該指定短期入所生活介護事業所等

が提供する指定短期入所生活介護等の利用者の数を指定短期入所生活介護等の利用者の数

及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所生

活介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

（３）共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所

その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 （共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準） 
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第109条の３ 共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業

に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

（１）指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室（指定地域密着型サービス基準条例第86条

第２項第２号ウ若しくは第195条第２項第２号ウ又は指定地域密着型介護予防サービス基

準条例第48条第２項第２号ウに規定する個室をいう。以下この号において同じ。）以外の宿

泊室を設ける場合は、当該個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービス（指定地域密着型サー

ビス基準条例第82条第５項若しくは第191条第６項又は指定地域密着型介護予防サービス

基準条例第44条第５項に規定する宿泊サービスをいう。次号において同じ。）の利用定員か

ら個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね7.43平方メートル以上であ

ること。 

（２）指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所等が提供する宿泊サービスの利用者の数を宿泊サービスの利用者の数及び共生

型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所等として必要とされる数以上であること。 

（３）共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所

その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 （準用） 

第109条の４ 第９条、第11条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第

29条、第36条から第42条まで、第51条、第61条、第67条、第69条から第71条まで、第74条、

第75条、第88条、第91条から第93条まで、第98条及び前節（第108条及び第109条を除く。）の

規定は、共生型短期入所の事業について準用する。 

第113条第４項中「専任かつ」を削る。 

 第119条第１項中「サービス利用計画」を「重度障害者等包括支援計画」に改める。 

 第120条の見出し中「サービス利用計画」を「重度障害者等包括支援計画」に改め、同条第１

項中「重度障害者等包括支援サービス利用計画（以下この章において「サービス利用計画」と

いう。）」を「重度障害者等包括支援計画」に改め、同条第２項を削り、同条第３項中「サービ

ス利用計画」を「重度障害者等包括支援計画」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項中

「サービス利用計画」を「重度障害者等包括支援計画」に改め、同項を同条第３項とし、同条

第５項中「から第３項まで」を「及び第２項」に、「サービス利用計画」を「重度障害者等包括

支援計画」に改め、同項を同条第４項とする。 

 第141条中「、支援省令第６条の７第１号に規定する者に対して」を削る。 
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 第148条中「第87条」を「第86条の２」に改める。 

 第149条の２中「指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者」を「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」に、「指定小規模多機能型居宅介護又は指

定看護小規模多機能型居宅介護」を「指定小規模多機能型居宅介護等」に改め、同条第１号及

び第２号中「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「サテライト型指定小規模

多機能型居宅介護事業所等」に改める。 

 第８章中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

    第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準 

 （共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所介護事業者等の基準） 

第148条の２ 自立訓練（機能訓練）に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型自立訓練（機

能訓練）」という。）の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準

は、次のとおりとする。 

（１）指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と

共生型自立訓練（機能訓練）の利用者の数の合計数で除して得た面積が３平方メートル以

上であること。 

（２）指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通

所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練（機能訓練）の

利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とさ

れる数以上であること。 

（３）共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自

立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 （共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準） 

第148条の３ 共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等

が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

（１）指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を29人（サテライト型指定小規模多機

能型居宅介護事業所等にあっては、18人）以下とすること。 

（２）指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通い

サービスの利用定員を登録定員の２分の１から15人（登録定員が25人を超える指定小規模

多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人）までの範囲内とすること。 
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登録定員 利用定員 

26人又は27人 16人 

28人 17人 

29人 18人 

（３）指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当

な広さを有すること。 

（４）指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共

生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定

地域密着型サービス基準条例第82条若しくは第191条又は指定地域密着型介護予防サービ

ス基準条例第44条に規定する基準を満たしていること。 

（５）共生型自立訓練（機能訓練）の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自

立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 （準用） 

第148条の４ 第９条から第20条まで、第22条、第23条、第28条、第36条から第41条まで、第51

条、第58条から第61条まで、第67条、第69条から第71条まで、第74条から第76条まで、第80

条、第86条の２から第93条まで、第141条及び前節（第148条を除く。）の規定は、共生型自立

訓練（機能訓練）の事業について準用する。 

 第151条中「、支援省令第６条の７第２号に規定する者に対して」を削る。 

 第158条中「第87条」を「第86条の２」に改める。 

 第159条の２中「指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護

事業者」を「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」に、「指定小規模多機能型居宅介護又は指

定看護小規模多機能型居宅介護」を「指定小規模多機能型居宅介護等」に改め、同条第１号及

び第２号中「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」を「サテライト型指定小規模

多機能型居宅介護事業所等」に改める。 

 第９章中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

    第５節 共生型障害福祉サービスに関する基準 

 （共生型自立訓練（生活訓練）の事業を行う指定通所介護事業者等の基準） 

第158条の２ 自立訓練（生活訓練）に係る共生型障害福祉サービス（以下「共生型自立訓練（生

活訓練）」という。）の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準

は、次のとおりとする。 
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（１）指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と

共生型自立訓練（生活訓練）の利用者の数の合計数で除して得た面積が３平方メートル以

上であること。 

（２）指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通

所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型自立訓練（生活訓練）の

利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とさ

れる数以上であること。 

（３）共生型自立訓練（生活訓練）の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自

立訓練（生活訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 （共生型自立訓練（生活訓練）の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準） 

第158条の３ 共生型自立訓練（生活訓練）の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等

が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

（１）指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を29人（サテライト型指定小規模多機

能型居宅介護事業所等にあっては、18人）以下とすること。 

（２）指定小規模多機能型居宅介護事業所等が行う指定小規模多機能型居宅介護等のうち通い

サービスの利用定員を登録定員の２分の１から15人（登録定員が25人を超える指定小規模

多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人）までの範囲内とすること。 

登録定員 利用定員 

26人又は27人 16人 

28人 17人 

29人 18人 

（３）指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当

な広さを有すること。 

（４）指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共

生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定

地域密着型サービス基準条例第82条若しくは第191条又は指定地域密着型介護予防サービ

ス基準条例第44条に規定する基準を満たしていること。 

（５）共生型自立訓練（生活訓練）の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自

立訓練（生活訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 
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 （準用） 

第158条の４ 第９条から第18条まで、第20条、第23条、第28条、第36条から第41条まで、第51

条、第58条から第61条まで、第67条、第69条から第71条まで、第74条、第75条、第80条、第

86条の２から第93条まで、第146条、第147条、第151条及び前節（第155条及び第158条を除く。）

の規定は、共生型自立訓練（生活訓練）の事業について準用する。 

 第10章第４節中第167条の前に次の１条を加える。 

 （通勤のための訓練の実施） 

第166条の２ 指定就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができ

るよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。 

 第171条中「第85条」の次に「、第86条、第87条」を加え、「この条」を「この項」に改める。 

 第16章を第18章とし、第15章を第17章とする。 

 第201条第１項中「（指定通所支援基準条例第５条に規定する指定児童発達支援事業所をい

う。）」及び「（指定通所支援基準条例第66条に規定する指定放課後等デイサービス事業所をい

う。）」を削る。 

 第14章を第16章とする。 

 第198条第３項中「、利用者」を「、当該利用者」に改め、「家事等」の次に「（指定共同生活

援助として提供される介護又は家事等を除く。）」を加える。 

 第200条の12中「第200条の12」を「第200条の22」に改め、同条を第200条の22とし、第200条

の８から第200条の11までを10条ずつ繰り下げる。 

 第200条の７第１項中「第200条の９」を「第200条の19」とし、同条を第200条の17とし、第

200条の３から第200条の６までを10条ずつ繰り下げる。 

  第200条の２中「前節」を「第４節」に、「第200条の12」を「第200条の22」に、「第200条の

４第１項」を「第200条の14第１項」に改め、同条を第200条の12とする。 

 第13章中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

    第５節 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及

び運営に関する基準 

     第１款 この節の趣旨及び基本方針 

 （この節の趣旨） 

第200条の２ 第１節から前節までの規定にかかわらず、日中サービス支援型指定共同生活援

助（指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従

業者により、常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われる入浴、
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排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助をいう。以下同じ。）の事業を行う者（以下「日

中サービス支援型指定共同生活援助事業者」という。）の基本方針並びに人員、設備及び運営

に関する基準については、この節に定めるところによる。 

 （基本方針） 

第200条の３ 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、常時の支援体制を確保するこ

とにより、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常

生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置

かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の

日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

     第２款 人員に関する基準 

 （従業者の員数） 

第200条の４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が当該事業を行う事業所（以下「日

中サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は、次

のとおりとする。 

（１）世話人 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活

援助の提供に当たる世話人の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、

常勤換算方法で、利用者の数を５で除した数以上 

（２）生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同

生活援助の提供に当たる生活支援員の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業

所ごとに、常勤換算方法で、次のアからエまでに掲げる数の合計数以上 

  ア 区分省令第１条第４号に規定する区分３に該当する利用者の数を９で除した数 

  イ 区分省令第１条第５号に規定する区分４に該当する利用者の数を６で除した数 

  ウ 区分省令第１条第６号に規定する区分５に該当する利用者の数を４で除した数 

  エ 区分省令第１条第７号に規定する区分６に該当する利用者の数を2.5で除した数 

（３）サービス管理責任者 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、ア又はイに

掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数 

  ア 利用者の数が30以下 １以上 

  イ 利用者の数が31以上 １に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに１

を加えて得た数以上 

２ 前項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者のほか、共同生活住居ごと

に、夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の夜間支援従事者（夜間及び深夜の時間帯に勤務
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（宿直勤務を除く。）を行う世話人又は生活支援員をいう。）を置くものとする。 

３ 第１項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推

定数による。 

４ 第１項及び第２項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者は、専ら日中

サービス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、

利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

５ 第１項及び第２項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者のうち、１人

以上は、常勤でなければならない。 

 （準用） 

第200条の５ 第196条の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用す

る。 

     第３款 設備に関する基準 

 （設備） 

第200条の６ 日中サービス支援型指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅

地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所

施設又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。 

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は、１以上の共同生活住居を有するものとし、

当該共同生活住居の入居定員の合計は、４人以上とする。 

３ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければ

ならない。 

４ 共同生活住居は、その入居定員を２人以上10人以下とする。ただし、構造上、共同生活住

居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場合は、１つの建物に複数の

共同生活住居を設けることができるものとする。この場合において、１つの建物の入居定員

の合計は20人以下とする。 

５ 既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を２人以

上20人（市長が特に必要があると認めるときは30人）以下とすることができる。 

６ 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、市長が特に必要

があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を２人以上

30人以下（ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。）とす

ることができる。 

７ 共同生活住居は、１以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設け
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なければならない。 

８ ユニットの入居定員は、２人以上10人以下とする。 

９ ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を

設けることとし、その基準は、次のとおりとする。 

（１）一の居室の定員は、１人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められ

る場合は、２人とすることができる。 

（２）一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。 

     第４款 運営に関する基準 

 （実施主体） 

第200条の７ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当該日中サービス支援型指定

共同生活援助と同時に第98条に規定する指定短期入所（第99条第１項に規定する併設事業所

又は同条第３項に規定する単独型事業所に係るものに限る。）を行うものとする。 

 （介護及び家事等） 

第200条の８ 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、当該利用者の自立の支援及び日常

生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。 

２ 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うように努めなけれ

ばならない。 

３ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常時１人以上の従業者を介護又は家事等

に従事させなければならない。 

４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担

により、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は

家事等（日中サービス支援型指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。）を

受けさせてはならない。 

 （社会生活上の便宜の供与等） 

第200条の９ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況

又はその置かれている環境等に応じて、利用者の意向に基づき、社会生活上必要な支援を適

切に行わなければならない。 

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者について、特定相談支援事業を行

う者又は他の障害福祉サービスの事業を行う者等との連絡調整に努めなければならない。 

３ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政

機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者
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の同意を得て代わって行わなければならない。 

４ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るととも

に、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

 （協議の場の設置等） 

第200条の10 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同

生活援助の提供に当たっては、法第89条の３第１項に規定する協議会その他市長がこれに準

ずるものとして特に認めるもの（以下「協議会等」という。）に対して定期的に日中サービス

支援型指定共同生活援助の事業の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるととも

に、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

２ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等につい

ての記録を整備しなければならない。 

 （準用） 

第200条の11 第９条、第11条、第12条、第14条から第17条まで、第20条、第23条、第28条、第

36条から第41条まで、第54条、第59条、第61条、第67条、第71条、第74条から第76条まで、

第89条、第91条、第93条、第156条の２、第197条の２から第197条の６まで及び第198条の３

から第199条の４までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用

する。この場合において、第９条第１項中「第31条」とあるのは「第200条の11において準用

する第198条の３」と、第20条第２項中「次条第１項」とあるのは「第200条の11において準

用する第197条の４第１項」と、第23条第２項中「第21条第２項」とあるのは「第200条の11

において準用する第197条の４第２項」と、第59条中「療養介護計画」とあるのは「日中サー

ビス支援型共同生活援助計画」と、第76条第２項第１号中「第59条」とあるのは「第200条の

11において読み替えて準用する第59条」と、「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援

型共同生活援助計画」と、同項第２号中「第54条第１項」とあるのは「第200条の11において

準用する第54条第１項」と、同項第３号中「第66条」とあるのは「第200条の11において準用

する第89条」と、同項第４号中「第74条第２項」とあるのは「第200条の11において準用する

第74条第２項」と、同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第200条の11」と、第93条

中「前条の協力医療機関」とあるのは「第200条の11において準用する第199条の４第１項の

協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第156条の２第１項中「支給決定障害

者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス省令第170条の２第１項に規

定する厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な

日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。）」と、同条第２項中「支給決
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定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び指定障害福祉サービス省令第170条の２第２

項に規定する厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは「支給決定障害者（入居前の体

験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限る。）」と読み替えるものと

する。 

 第13章を第15章とし、第12章の次に次の２章を加える。 

   第13章 就労定着支援 

    第１節 基本方針 

第193条の２ 就労定着支援に係る指定障害福祉サービス（以下「指定就労定着支援」という。）

の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労に向けた

支援として支援省令第６条の10の２に規定するものを受けて通常の事業所に新たに雇用され

た障害者に対して、支援省令第６条の10の３に規定する期間にわたり、当該通常の事業所で

の就労の継続を図るために必要な当該通常の事業所の事業主、障害福祉サービス事業者等、

医療機関その他の者との連絡調整その他の支援を適切かつ効果的に行うものでなければなら

ない。 

    第２節 人員に関する基準 

 （従業者の員数） 

第193条の３ 指定就労定着支援の事業を行う者（以下「指定就労定着支援事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定就労定着支援事業所」という。）に置くべき就労定着支

援員の数は、指定就労定着支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を40で除した数

以上とする。 

２ 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに、当該指定就労定着支援の事

業の利用者の数（当該指定就労定着支援事業者が、生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓

練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型（以下これらを「生

活介護等」という。）に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定就

労定着支援の事業と生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所におい

て一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定就

労定着支援の事業及び生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業の利用者の合計数。以

下この条において同じ。）に応じて、次に掲げる員数を、サービス管理責任者として置くこと

とする。 

（１）利用者の数が60以下 １以上 

（２）利用者の数が61以上 １に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに１を
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加えて得た数以上 

３ 前２項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推

定数による。 

４ 第１項に規定する就労定着支援員及び第２項に規定するサービス管理責任者は、専ら当該

指定就労定着支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に

支障がない場合は、この限りでない。 

５ 第２項に規定するサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならない。 

 （準用） 

第193条の４ 第51条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。 

    第３節 設備に関する基準 

 （設備及び備品等） 

第193条の５ 指定就労定着支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとと

もに、指定就労定着支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

    第４節 運営に関する基準 

 （サービス管理責任者の責務） 

第193条の６ サービス管理責任者は、第193条の12において準用する第59条に規定する業務の

ほか、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１）利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等

により、その者の心身の状況、当該指定就労定着支援事業所以外における指定障害福祉サ

ービス等の利用状況等を把握すること。 

（２）利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が地域において自立し

た日常生活又は社会生活を継続して営むことができるよう必要な支援を行うこと。 

（３）他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

 （実施主体） 

第193条の７ 指定就労定着支援事業者は、過去３年間において平均１人以上、通常の事業所に

新たに障害者を雇用させている生活介護等に係る指定障害福祉サービス事業者でなければな

らない。 

 （職場への定着のための支援の実施） 

第193条の８ 指定就労定着支援事業者は、利用者の職場への定着及び就労の継続を図るため、

新たに障害者を雇用した通常の事業所の事業主、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関

等との連絡調整及び連携を行うとともに、利用者やその家族等に対して、当該雇用に伴い生

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

226



じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言その他の必

要な支援を提供しなければならない。 

２ 指定就労定着支援事業者は、利用者に対して前項の支援を提供するに当たっては、１月に

１回以上、当該利用者との対面により行うとともに、１月に１回以上、当該利用者を雇用し

た通常の事業所の事業主を訪問することにより当該利用者の職場での状況を把握するよう努

めなければならない。 

 （サービス利用中に離職する者への支援） 

第193条の９ 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援の提供期間中に雇用された通常

の事業所を離職する利用者であって、当該離職後も他の通常の事業所への就職等を希望する

ものに対し、指定特定相談支援事業者その他の関係者と連携し、他の指定障害福祉サービス

事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。 

 （運営規程） 

第193条の10 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに、次に掲げる事業の

運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

（１）事業の目的及び運営の方針 

（２）従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３）営業日及び営業時間 

（４）指定就労定着支援の提供方法及び内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及

びその額 

（５）通常の事業の実施地域 

（６）事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類 

（７）虐待の防止のための措置に関する事項 

（８）前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項 

 （記録の整備） 

第193条の11 指定就労定着支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。 

２ 指定就労定着支援事業者は、利用者に対する指定就労定着支援の提供に関する次に掲げる

記録を整備し、当該指定就労定着支援を提供した日から５年間保存しなければならない。 

（１）次条において準用する第19条第１項に規定する提供した指定就労定着支援に係る必要な

記録事項 

（２）次条において読み替えて準用する第59条第１項に規定する就労定着支援計画 
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（３）次条において準用する第29条に規定する市町村への通知に係る記録 

（４）次条において準用する第39条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

（５）次条において準用する第40条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置

についての記録 

 （準用） 

第193条の12 第９条から第23条まで、第29条、第33条から第41条まで、第58条、第59条、第61

条及び第67条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。この場合において、第

９条第１項中「第31条」とあるのは「第193条の10」と、第20条第２項中「次条第１項」とあ

るのは「第193条の12において準用する次条第１項」と、第23条第２項中「第21条第２項」と

あるのは「第193条の12において準用する第21条第２項」と、第58条第１項中「次条第１項」

とあるのは「第193条の12において準用する次条第１項」と、「療養介護計画」とあるのは「就

労定着支援計画」と、第59条中「療養介護計画」とあるのは「就労定着支援計画」と読み替

えるものとする。 

  第14章 自立生活援助 

    第１節 基本方針 

第193条の13 自立生活援助に係る指定障害福祉サービス（以下「指定自立生活援助」という。）

の事業は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

定期的な巡回又は随時の通報を受けて行う訪問、当該利用者からの相談対応等により、当該

利用者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言その他の必要な支援が、保健、医療、福

祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の

特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的に行われるものでな

ければならない。 

    第２節 人員に関する基準 

 （従業者の員数） 

第193条の14 指定自立生活援助の事業を行う者（以下「指定自立生活援助事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定自立生活援助事業所」という。）に置くべき従業者及び

その員数は、次のとおりとする。 

（１）地域生活支援員 指定自立生活援助事業所ごとに、１以上 

（２）サービス管理責任者 指定自立生活援助事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用者の数の

区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数 

  ア 利用者の数が30以下 １以上 
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  イ 利用者の数が31以上 １に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに１

を加えて得た数以上 

２ 前項第１号に規定する地域生活支援員の員数の標準は、利用者の数が25又はその端数を増

すごとに１とする。 

３ 第１項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推

定数による。 

４ 第１項に規定する指定自立生活援助の従業者は、専ら当該指定自立生活援助事業所の職務

に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りで

ない。 

 （準用） 

第193条の15 第51条の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。 

    第３節 設備に関する基準 

 （準用） 

第193条の16 第193条の５の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。 

    第４節 運営に関する基準 

 （実施主体） 

第193条の17 指定自立生活援助事業者は、指定障害福祉サービス事業者（居宅介護、重度訪問

介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練又は共同生活援助の事業を行う者に限る。）、指

定障害者支援施設又は指定相談支援事業者（法第51条の22第１項に規定する指定相談支援事

業者をいう。）でなければならない。 

 （定期的な訪問による支援） 

第193条の18 指定自立生活援助事業者は、おおむね週に１回以上、利用者の居宅を訪問するこ

とにより、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の把

握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等、医療機

関等との連絡調整その他の障害者が地域における自立した日常生活又は社会生活を営むため

に必要な援助を行わなければならない。 

 （随時の通報による支援等） 

第193条の19 指定自立生活援助事業者は、利用者からの通報があった場合には、速やかに当該

利用者の居宅への訪問等による状況把握を行わなければならない。 

２ 指定自立生活援助事業者は、前項の状況把握を踏まえ、当該利用者の家族、当該利用者が

利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関等との連絡調整その他
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の必要な措置を適切に講じなければならない。 

３ 指定自立生活援助事業者は、利用者の心身の状況及び障害の特性に応じ、適切な方法によ

り、当該利用者との常時の連絡体制を確保しなければならない。 

 （準用） 

第193条の20 第９条から第23条まで、第29条、第33条から第41条まで、第58条、第59条、第61

条、第67条、第193条の６、第193条の10及び第193条の11の規定は、指定自立生活援助の事業

について準用する。この場合において、第９条第１項中「第31条」とあるのは「第193条の20

において準用する第193条の10」と、第20条第２項中「次条第１項」とあるのは「第193条の

20において準用する次条第１項」と、第59条中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助

計画」と、同条第８項中「６月」とあるのは「３月」と読み替えるものとする。 

 附則第４項及び附則第８項中「第200条の６」を「第200条の16」に改める。 

 附則第９項の前の見出し中「指定共同生活援助事業所」の次に「又は日中サービス支援型指

定共同生活援助事業所」を加え、同項中「第198条第３項」の次に「及び第200条の８第４項」

を、「指定共同生活援助事業所」の次に「又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」を

加え、「平成30年３月31日」を「平成33年３月31日」に改める。 

 附則第10項中「第198条第３項」の次に「及び第200条の８第４項」を、「指定共同生活援助事

業所」の次に「又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」を加え、「平成30年３月31日」

を「平成33年３月31日」に改める。 

 附則第11項中「エ」の次に「まで及び第200条の４第１項第２号イからエ」を加える。 

 附則第12項、第18項及び第19項中「第200条の６」を「第200条の16」に改める。 

 附則第23項中「第200条の12」を「第200条の22」に改める。 

 附則第25項中「法第89条の３第１項に規定する協議会その他市長がこれに準ずるものとして

特に認めるもの（以下「協議会等」という。）」を「協議会等」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

（静岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の一部改正） 

２ 静岡市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例（平成26年静岡市条例第43号）の一部を次のように改正する。 

附則第３項中「第200条の２」を「第200条の12」に改める。 
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 附則第４項中「第200条の４」を「第200条の14」に改める。 

 附則第５項中「第200条の10第４項」を「第200条の20第４項」に改める。 
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 静岡市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第52号 

   静岡市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

 静岡市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年静岡市条

例第13号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３号中「規定する児童発達支援をいう。以下同じ」を「規定する児童発達支援をい

う」に、「医療型児童発達支援をいう。以下同じ」を「医療型児童発達支援をいう」に、「放課

後等デイサービスをいう。以下同じ」を「放課後等デイサービスをいう。）の事業、居宅訪問型

児童発達支援（同条第５項に規定する居宅訪問型児童発達支援をいう」に、「同条第５項」を「同

条第６項」に、「保育所等訪問支援をいう。以下同じ」を「保育所等訪問支援をいう」に改める。 

 第44条の次に次の１条を加える。 

 （職場への定着のための支援の実施） 

第44条の２ 生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該生活介護事業者

が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就

業・生活支援センター等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から６月以上、職

業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。 

 第51条中「、支援省令第６条の７第１号に規定する者に対して」を削る。 

 第55条中「第45条」を「第44条の２」に改める。 

 第56条中「、支援省令第６条の７第２号に規定する者に対して」を削る。 

 第60条中「第45条」を「第44条の２」に改める。 

 第64条の次に次の１条を加える。 

 （通勤のための訓練の実施） 

第64条の２ 就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、

通勤のための訓練を実施しなければならない。 
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 第69条中「第43条」の次に「、第44条、第45条」を加える。 

   附 則 

 この条例は、平成30年４月１日から施行する。 
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 静岡市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第53号 

   静岡市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 静岡市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年静

岡市条例第14号）の一部を次のように改正する。 

 第５条を次のように改める。 

第５条 削除 

 第９条を次のように改める。 

第９条 削除 

 附則第７項中「児童福祉法」の次に「（昭和22年法律第164号）」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に指定を受けている改正前の静岡市指定障害者支援施設等の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例第５条及び第９条に規定する指定障害者支援施設等

に係る人員及び設備に関する基準については、この条例による改正後の静岡市指定障害者支

援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第４条及び第８条の規定にかかわ

らず、平成33年３月31日までの間は、なお従前の例による。 
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 静岡市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第54号 

静岡市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 静岡市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年静

岡市条例第16号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第５節 基準該当通所支援に関する基準（第55条―第60条の２）」を
「第５節 共生

 第６節 基準

型障害児通所支援に関する基準（第54条の２―第54条の５）
に、

「 第５節 基準該当通所支

該当通所支援に関する基準（第55条―第60条の２）    」  第５章 保育所等訪問支援

援に関する基準（第78条―第80条）

                」
を

「 第５節 共生型障害児通所支援に関する基準（第76

  第６節 基準該当通所支援に関する基準（第78条―

 第５章 居宅訪問型児童発達支援 

  第１節 基本方針（第80条の２） 

  第２節 人員に関する基準（第80条の３・第80条の

  第３節 設備に関する基準（第80条の５） 

  第４節 運営に関する基準（第80条の６―第80条の

 第６章 保育所等訪問支援 

条の２）

に、「第６章 多機能型事業所に関する特例（第89条―第91条）」を「第７章 多機能

第80条）

４） 

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

235



９）  

    」 

型事業所に関する特例（第89条―第91条）」に改める。 

第１条中「並びに第21条の５の18第１項」を「、第21条の５の17第１項各号並びに第21条の

５の19第１項」に改める。 

 第２条第１号中「第６条の２の２第８項」を「第６条の２の２第９項」に改め、同条第５号

中「第21条の５の28第１項」を「第21条の５の29第１項」に改め、同条第10号中「21条の５の

28第３項」を「第21条の５の29第３項」に改め、同条第12号中「指定放課後等デイサービスの

事業」の次に「、第80条の２に規定する指定居宅訪問型児童発達支援の事業」を加え、同号を

同条第13号とし、同条第11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）共生型通所支援 法第21条の５の17第１項の申請に係る法第21条の５の３第１項の指定

を受けた者による指定通所支援をいう。 

 第３条第３項中「第20条、第49条及び第72条において」を「以下」に改める。 

 第５条第１項第１号を次のように改める。 

（１）児童指導員（静岡市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年

静岡市条例第８号）第28条第６項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。）、保育士又は

学校教育法（昭和22年法律第26号）の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業し

た者、同法第90条第２項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による12

年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了

した者を含む。）若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であ

って２年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの（以下「障害福祉サービス経験

者」という。） 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指

定児童発達支援の提供に当たる児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数

が、ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数以上 

  ア 障害児の数が10までのもの ２以上 

  イ 障害児の数が10を超えるもの ２に、障害児の数が10を超えて５又はその端数を増す

ごとに１を加えて得た数以上 

 第５条第１項第２号中「（平成24年静岡市条例第８号）」を削り、同条第２項中「指導員又は

保育士」を「児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者」に改め、同条第３項に次のた

だし書を加える。 

  ただし、指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに
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必要な機能訓練を行わない時間帯については、第４号の機能訓練担当職員を置かないことが

できる。 

 第５条第３項第２号中「看護師」を「看護職員（保健師、助産師、看護師又は准看護師をい

う。以下同じ。）」に改め、同項第３号中「（静岡市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を

定める条例第28条第６項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。）」を削り、同条第５項中「指

導員又は保育士」を「児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者」に改め、同条中第６

項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 第１項第１号の児童指導員、保育士及び障害福祉サービス経験者の半数以上は、児童指導

員又は保育士でなければならない。 

 第６条第４項第１号中「看護師」を「看護職員」に改める。 

 第26条に次の２項を加える。 

４ 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支援の質の評

価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、自ら評価を行うとともに、当該

指定児童発達支援事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らな

ければならない。 

（１）当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、

障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況 

（２）従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況 

（３）指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況 

（４）関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況 

（５）当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提

供、助言その他の援助の実施状況 

（６）緊急時等における対応方法及び非常災害対策 

（７）指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況 

５ 指定児童発達支援事業者は、おおむね１年に１回以上、前項の評価及び改善の内容をイン

ターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 

 第48条第１項中「行うよう努めなければ」を「行わなければ」に改める。 

 第49条第１項中「第５条第16項」を「第５条第18項」に改める。 

 第50条第３項中「第21条の５の21第１項」を「第21条の５の22第１項」に改める。 

 第51条第２項中「（昭和22年法律第26号）」を削る。 

 第55条第１項第１号中「指導員又は保育士基準該当児童発達支援」を「児童指導員、保育士
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又は障害福祉サービス経験者 基準該当児童発達支援」に、「指導員又は保育士の」を「児童指

導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 第１項第１号の児童指導員、保育士及び障害福祉サービス経験者の半数以上は、児童指導

員又は保育士でなければならない。 

 第58条中「前節」を「第４節」に改める。 

 第59条中「（指定障害福祉サービス等基準条例第79条第１項に規定する指定生活介護事業者を

いう。）」、「（指定障害福祉サービス等基準条例第78条に規定する指定生活介護をいう。以下同

じ。）」及び「（指定障害福祉サービス等基準条例第79条第１項に規定する指定生活介護事業所を

いう。以下同じ。）」を削る。 

 第60条中「指定通所介護事業者（静岡市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例（平成25年静岡市条例第23号。以下「指定居宅サービス等基準条例」

という。）第99条第１項に規定する指定通所介護事業者をいう。）又は指定地域密着型通所介護

事業者（静岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成25年静岡市条例第24号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。）第59条の

３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。）」を「指定通所介護事業者等」に、

「指定通所介護（指定居宅サービス等基準条例第98条に規定する指定通所介護をいう。）又は指

定地域密着型通所介護（指定地域密着型サービス基準条例第59条の２に規定する指定地域密着

型通所介護をいう。）（以下これらを「指定通所介護等」という。）」を「指定通所介護等」に、

「指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第99条第１項に規定する指定通所介護事

業所をいう。）又は指定地域密着型通所介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第59条の

３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。）（以下これらを「指定通所介護事

業所等」という。）」を「指定通所介護事業所等」に改め、同条第１号中「（指定居宅サービス等

基準条例第101条第２項第１号又は指定地域密着型サービス基準条例第59条の５第２項第１号

に規定する食堂及び機能訓練室をいう。）」を削る。 

 第60条の２中「指定小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第82

条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）又は指定看護小規模多機能型

居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第191条第１項に規定する指定看護小規模多

機能型居宅介護事業者をいう。）」を「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」に、「指定小規模

多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第81条に規定する指定小規模多機能型居

宅介護をいう。）又は指定看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第190

条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。）」を「指定小規模多機能型居宅介護等」
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に、「指定地域密着型サービス基準条例第82条第１項又は第191条第１項に規定する通いサービ

スをいう。以下」を「指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条第１項に規定する通い

サービスを除く。以下この条において」に、「指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密

着型サービス基準条例第82条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）又

は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第191条第１項に

規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）（以下「指定小規模多機能型居宅介

護事業所等」という。）」を「指定小規模多機能型居宅介護事業所等（指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所を除く。以下この条において同じ。）」に改め、同条第１号中「（指定地域密

着型サービス基準条例第82条第７項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所をいう。以下同じ。）」を「又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改

め、同条第２号中「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所」の次に「又はサテライ

ト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」を加え、同条第３号中「発揮しうる」を「発揮

し得る」に改める。 

 第２章中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

    第５節 共生型障害児通所支援に関する基準 

 （共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準） 

第54条の２ 児童発達支援に係る共生型通所支援（以下「共生型児童発達支援」という。）の事

業を行う指定生活介護事業者（指定障害福祉サービス等基準条例第79条第１項に規定する指

定生活介護事業者をいう。第59条において同じ。）が当該事業に関して満たすべき基準は、次

のとおりとする。 

（１）指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準条例第79条第１項に規定する指定生

活介護事業所をいう。以下同じ。）の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する

指定生活介護（指定障害福祉サービス等基準条例第78条に規定する指定生活介護をいう。

以下同じ。）の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障

害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる

数以上であること。 

（２）共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入

所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 （共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準） 

第54条の３ 共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者（静岡市指定居宅サービス

等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年静岡市条例第23号。以
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下「指定居宅サービス等基準条例」という。）第99条第１項に規定する指定通所介護事業者を

いう。）又は指定地域密着型通所介護事業者（静岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年静岡市条例第24号。以下「指定地域密着

型サービス基準条例」という。）第59条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業者

をいう。）（第60条においてこれらを「指定通所介護事業者等」という。）が当該事業に関して

満たすべき基準は、次のとおりとする。 

（１）指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第99条第１項に規定する指定通所介

護事業所をいう。）又は指定地域密着型通所介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例

第59条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。）（以下これらを「指

定通所介護事業所等」という。）の食堂及び機能訓練室（指定居宅サービス等基準条例第101

条第２項第１号又は指定地域密着型サービス基準条例第59条の５第２項第１号に規定する

食堂及び機能訓練室をいう。第60条第１号において同じ。）の面積を、指定通所介護（指定

居宅サービス等基準条例第98条に規定する指定通所介護をいう。）又は指定地域密着型通所

介護（指定地域密着型サービス基準条例第59条の２に規定する指定地域密着型通所介護を

いう。）（以下これらを「指定通所介護等」という。）の利用者の数と共生型児童発達支援を

受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が３平方メートル以上であること。 

（２）指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通

所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障

害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされ

る数以上であること。 

（３）共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入

所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 （共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準） 

第54条の４ 共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域

密着型サービス基準条例第82条第１項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をい

う。）、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第191条第

１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）（第60条の２においてこれ

らを「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。）又は指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業者（静岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例（平成25年静岡市条例第29号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条
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例」という。）第44条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。）

が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。 

（１）指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第82条第１項に

規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。）、指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所（指定地域密着型サービス基準条例第191条第１項に規定する指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所をいう。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密

着型介護予防サービス基準条例第44条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所をいう。第60条の２において同じ。）（以下これらを「指定小規模多機能型居宅

介護事業所等」という。）の登録定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者

（指定地域密着型サービス基準条例第82条第１項若しくは第191条第１項又は指定地域密

着型介護予防サービス基準条例第44条第１項に規定する登録者をいう。）の数と共生型生活

介護（指定障害福祉サービス等基準条例第94条の２に規定する共生型生活介護をいう。）、

共生型自立訓練（機能訓練）（指定障害福祉サービス等基準条例第148条の２に規定する共

生型自立訓練（機能訓練）をいう。）若しくは共生型自立訓練（生活訓練）（指定障害福祉

サービス等基準条例第158条の２に規定する共生型自立訓練（生活訓練）をいう。）又は共

生型児童発達支援若しくは共生型放課後等デイサービス（第77条の２に規定する共生型放

課後等デイサービスをいう。）（以下これらを「共生型通いサービス」という。）を利用する

ために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の

合計数の上限をいう。以下この条において同じ。）を29人（サテライト型指定小規模多機能

型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第82条第７項に規定するサテライト

型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第60条の２において同じ。）、サテライト型

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第191条第８項

に規定するサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第60条の２にお

いて同じ。）又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着

型介護予防サービス基準条例第44条第７項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所をいう。）（以下これらを「サテライト型指定小規模多機能型居宅介

護事業所等」という。）にあっては、18人）以下とすること。 

（２）指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護（指定地

域密着型サービス基準条例第81条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。）、指定

看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第190条に規定する指定看

護小規模多機能型居宅介護をいう。）（第60条の２においてこれらを「指定小規模多機能型
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居宅介護等」という。）又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型介護予

防サービス基準条例第43条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。）のう

ち通いサービス（指定地域密着型サービス基準条例第82条第１項若しくは第191条第１項又

は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条第１項に規定する通いサービスをいう。

以下同じ。）の利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用

者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の１日当たりの上限

をいう。）を登録定員の２分の１から15人（登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居

宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定める利用定員、サテライト型指定

小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人）までの範囲内とすること。 

登録定員 利用定員 

26人又は27人 16人 

28人 17人 

29人 18人 

（３）指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂（指定地域密着型サービス基準条

例第86条第２項第１号若しくは第195条第２項第１号又は指定地域密着型介護予防サービ

ス基準条例第48条第２項第１号に規定する居間及び食堂をいう。）は、機能を十分に発揮し

得る適当な広さを有すること。 

（４）指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型

通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域

密着型サービス基準条例第82条若しくは第191条又は指定地域密着型介護予防サービス基

準条例第44条に規定する基準を満たしていること。 

（５）共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入

所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

 （準用） 

第54条の５ 第４条、第７条、第８条及び前節（第11条を除く。）の規定は、共生型児童発達支

援の事業について準用する。 

 第62条第１項第４号中「看護師」を「看護職員」に改める。 

 第69条の次に次の１条を加える。 

 （情報の提供等） 

第69条の２ 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を利用しようとする
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障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定医療型児童発達支援事業者が

実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２ 指定医療型児童発達支援事業者は、当該指定医療型児童発達支援事業者について広告をす

る場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

 第70条中「第26条」の次に「（第４項及び第５項を除く。）」を加え、「、第48条第１項」を削

り、「第27条」を「第26条第１項、第27条及び第54条第２項第２号」に改める。 

 第72条第１項第１号中「学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した

者、同法第90条第２項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による12年の学

校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含

む。）若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって２年以上障

害福祉サービスに係る業務に従事したもの（以下「障害福祉サービス経験者」という。）」を「障

害福祉サービス経験者」に改め、同条第３項に次のただし書を加える。 

  ただし、指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を

営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第４号の機能訓練担当職員を置かな

いことができる。 

 第72条第３項第２号中「看護師」を「看護職員」に改める。 

 第76条の２を削る。 

 第77条中「、第49条、第50条」を「から第50条まで」に、「第27条」を「第25条第２項中「第

23条第２項」とあるのは「第76条第２項」と、第26条第１項、第27条及び第54条第２項第２号」

に改める。 

 第80条中「、第49条、第50条」を「から第50条まで」に、「、第76条」を「及び第76条」に改

め、「及び第76条の２」を削る。 

 第４章中第５節を第６節とし、第４節の次に次の１節を加える。 

    第５節 共生型障害児通所支援に関する基準 

 （準用） 

第77条の２ 第７条、第８条、第12条から第22条まで、第24条から第30条まで、第32条、第34

条から第45条まで、第47条から第50条まで、第51条第１項、第52条から第54条の４まで、第

71条及び第76条の規定は、共生型放課後等デイサービス（放課後等デイサービスに係る共生

型通所支援をいう。）の事業について準用する。 

 第89条中「第72条第１項、第２項及び第４項」の次に「、第80条の３第１項」を、「同条第４

項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と」の次に「、第80条の３第
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１項中「事業所（以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。）」とあるのは「多機能

型事業所」と」を加える。 

 第６章を第７章とする。 

 第５章第３節及び第４節を次のように改める。 

    第３節 設備に関する基準 

 （準用） 

第84条 第80条の５の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。 

    第４節 運営に関する基準 

第85条から第87条まで 削除 

 （準用） 

第88条 第12条から第22条まで、第24条、第25条、第26条（第４項及び第５項を除く。）、第27

条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第41条、第43条から第45条ま

で、第47条、第49条、第50条、第51条第１項、第52条から第54条まで、第69条の２及び第80

条の６から第80条の８までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この

場合において、第12条第１項中「第37条」とあるのは「第88条において準用する第80条の８」

と、第16条中「いう。第37条第６号及び第51条第２項において同じ。」とあるのは「いう。」

と、第22条第２項中「次条」とあるのは「第88条において準用する第80条の７」と、第25条

第２項中「第23条第２項」とあるのは「第88条において準用する第80条の７第２項」と、第

26条第１項、第27条及び第54条第２項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等

訪問支援計画」と、第43条中「従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「従

業者の勤務の体制」と読み替えるものとする。 

 第５章を第６章とし、第４章の次に次の１章を加える。 

   第５章 居宅訪問型児童発達支援 

    第１節 基本方針 

第80条の２ 居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定居宅訪問型児童発達支

援」という。）の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並び

に生活能力の向上を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置

かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。 

    第２節 人員に関する基準 

 （従業者の員数） 

第80条の３ 指定居宅訪問型児童発達支援の事業を行う者（以下「指定居宅訪問型児童発達支

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

244



援事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」

という。）に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

（１）訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数 

（２）児童発達支援管理責任者 １以上 

２ 前項第１号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若し

くは保育士の資格を取得後又は児童指導員若しくは心理指導担当職員（学校教育法の規定に

よる大学の学部で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者

であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると

認められる者をいう。）として配置された日以後、障害児について、入浴、排せつ、食事その

他の介護を行い、及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務又は

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓

練その他の支援（以下「訓練等」という。）を行い、及び当該障害児の訓練等を行う者に対し

て訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務に３年以上従事し

た者でなければならない。 

３ 第１項第２号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち１人以上は、専ら当該指定居宅訪問

型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。 

 （準用） 

第80条の４ 第７条の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場

合において、同条中「ただし、」とあるのは、「ただし、第80条の３第１項第１号に掲げる訪

問支援員及び同項第２号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、」と読

み替えるものとする。 

    第３節 設備に関する基準 

 （設備） 

第80条の５ 指定居宅訪問型児童発達支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを

有する専用の区画を設けるほか、指定居宅訪問型児童発達支援の提供に必要な設備及び備品

等を備えなければならない。 

２ 前項に規定する設備及び備品等は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援の事業の用に供

するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。 

    第４節 運営に関する基準 

 （身分を証する書類の携行） 

第80条の６ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、
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初回訪問時及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族から求められたと

きは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

 （通所利用者負担額の受領） 

第80条の７ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援を提供した

際は、通所給付決定保護者から当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る通所利用者負担額の

支払を受けるものとする。 

２ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅訪問型児童発達

支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る指

定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、通所給付決定保

護者の選定により通常の事業の実施地域（当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所が通常時

に指定居宅訪問型児童発達支援を提供する地域をいう。次条第５号において同じ。）以外の地

域において指定居宅訪問型児童発達支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払

を通所給付決定保護者から受けることができる。 

４ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前３項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費

用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならな

い。 

５ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、第３項の交通費については、あらかじめ、通所給

付決定保護者に対し、その額について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければ

ならない。 

 （運営規程） 

第80条の８ 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業所ごと

に、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければなら

ない。 

（１）事業の目的及び運営の方針 

（２）従業者の職種、員数及び職務の内容 

（３）営業日及び営業時間 

（４）指定居宅訪問型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類

及びその額 

（５）通常の事業の実施地域 

（６）サービスの利用に当たっての留意事項 
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（７）緊急時等における対応方法 

（８）虐待の防止のための措置に関する事項 

（９）前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項 

 （準用） 

第80条の９ 第12条から第22条まで、第24条、第25条、第26条（第４項及び第５項を除く。）、

第27条から第30条まで、第32条、第34条から第36条まで、第38条、第41条から第45条まで、

第47条、第49条、第50条、第51条第１項、第52条から第54条まで及び第69条の２の規定は、

指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第12条第１項中

「第37条」とあるのは「第80条の８」と、第16条中「いう。第37条第６号及び第51条第２項

において同じ。」とあるのは「いう。」と、第22条第２項中「次条」とあるのは「第80条の７」

と、第25条第２項中「第23条第２項」とあるのは「第80条の７第２項」と、第26条第１項、

第27条及び第54条第２項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支

援計画」と読み替えるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に指定を受けている改正前の静岡市指定通所支援の事業等の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「改正前条例」という。）第５条（第３項を除

く。）に規定する指定児童発達支援事業者に係る人員に関する基準については、この条例によ

る改正後の静岡市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（以

下「改正後条例」という。）第５条（第３項を除く。）の規定にかかわらず、平成31年３月31

日までの間は、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に改正前条例第55条に規定する基準該当児童発達支援に関する基準

を満たしている基準該当児童発達支援事業者に係る基準該当通所支援に関する基準について

は、改正後条例第55条の規定にかかわらず、平成31年３月31日までの間は、なお従前の例に

よる。 
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静岡市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第55号 

   静岡市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 静岡市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年静

岡市条例第17号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項第２号中「看護師」を「看護職員（保健師、助産師、看護師又は准看護師をい

う。）」に改め、同条第４項を削る。 

 第５条第６項を削る。 

 第46条第１項中「第５条第16項」を「第５条第18項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に指定を受けている改正前の静岡市指定障害児入所施設等の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例第４条第４項及び第５条第６項に規定する指定福祉

型障害児入所施設に係る人員及び設備に関する基準については、この条例による改正後の静

岡市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第４条及び第５

条の規定にかかわらず、平成33年３月31日までの間は、なお従前の例による。 
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 静岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第56号 

   静岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

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

 第１条中「行う国民健康保険」の次に「の事務」を加える。 

 第２条の見出しを「（協議会）」に改め、同条第３項中「前２項」を「前３項」に改め、同項

を同条第４項とし、同条第２項を同条第３項とし、同条第１項中「法第11条第１項の規定に基

づく静岡市国民健康保険運営協議会（以下「協議会」という。）」を「国民健康保険法施行令（昭

和33年政令第362号。以下「政令」という。）第３条第５項の規定により条例で定める協議会」

に改め、同項を同条第２項とし、同項の前に次の１項を加える。 

  法第11条第２項の規定に基づく市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、静

 岡市国民健康保険運営協議会（以下「協議会」という。）とする。 

第６条第１項中「第72条の４」を「第72条の５第１項」に改める。 

第８条第１項中「被保険者である世帯主及びその」を「世帯主の」に、「国民健康保険法施行

令（昭和33年政令第362号。以下「政令」という。）第29条の７第１項」を「政令第29条の７第

１項第１号」に、「同項に規定する後期高齢者支援金等賦課額」を「同項第２号に規定する後期

高齢者支援金等賦課額」に、「同項に規定する介護納付金賦課被保険者」を「同項第３号に規定

する介護納付金賦課被保険者」に、「同項に規定する介護納付金賦課額」を「同号に規定する介

護納付金賦課額」に改める。 

 第11条第１号中「100分の5.49」を「100分の5.42」に改める。 

 第14条中「54万円」を「58万円」に改める。 

 第23条第１項第２号中「27万円」を「27万5,000円」に改め、同項第３号中「49万円」を「50

万円」に改め、同条第３項第２号中「27万円」を「27万5,000円」に改め、同項第３号中「49

万円」を「50万円」に改める。 

 第23条の２第３項中「届出は、」を「届出に当たり」に、「を提示して行わなければ」を「の

提示を求められたときは、これを提示しなければ」に改める。 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の静岡市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保

険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

250



 静岡市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第57号 

   静岡市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 静岡市消防団員等公務災害補償条例（平成15年静岡市条例第289号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条中「同法第36条」を「これらの規定を同法第36条第８項」に、「及び第36条」を「及び

第36条第８項」に改める。 

 第５条第３項中「、第１号」の次に「又は第３号から第６号までのいずれか」を加え、「333

円を」を「１人につき217円を」に、「267円（非常勤消防団員等に第１号に該当する者がない場

合には、そのうち１人については333円）を、第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養

親族については１人につき217円（非常勤消防団員等に第１号に該当する者及び第２号に該当

する扶養親族がない場合には、そのうち１人については300円）」を「333円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の静岡市消防団員等公務災害補償条例第５条第３項の規定は、この

条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた静岡市消防団員等公務災害補償条例第５条第

１項に規定する損害補償（以下「損害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じ

た同日以後の期間に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定

する障害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」とい

う。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）

及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお

従前の例による。 
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 静岡市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成30年３月31日 

静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市条例第58号 

   静岡市税条例の一部を改正する条例 

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

第58条第７項中「第10条の２の10」を「第10条の２の12」に改める。 

附則第22条の見出し中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度ま

で」に改め、同条第６号中「にあっては、」を「には」に改める。 

附則第23条の見出し中「平成28年度又は平成29年度」を「平成31年度又は平成32年度」に改

め、同条第１項中「平成28年度分又は平成29年度分」を「平成31年度分又は平成32年度分」に

改め、同条第２項中「平成28年度適用土地」を「平成31年度適用土地」に、「平成28年度類似適

用土地」を「平成31年度類似適用土地」に、「平成29年度分」を「平成32年度分」に改める。 

附則第24条の前の見出し及び同条第１項から第３項までの規定中「平成27年度から平成29年

度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改め、同条第４項中「平成27年度から平成29

年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に、「当該課税標準額」を「前年度分の固定資

産税の課税標準額」に改め、同条第５項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度

から平成32年度まで」に改める。 

附則第25条中「平成27年法律第２号）附則第18条第１項」を「平成30年法律第３号）附則第

22条第１項」に、「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改

める。 

附則第27条（見出しを含む。）及び第28条の２中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成

30年度から平成32年度まで」に改める。 

附則第33条第１項中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」

に改め、同条第２項中「平成30年３月31日」を「平成33年３月31日」に、「、「令第54条の38」

を「、「令第54条の38第１項」に改める。 

附則第36条の前の見出し及び同条中「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から

平成32年度まで」に改める。 

附則第37条中「平成27年法律第２号）附則第18条第１項」を「平成30年法律第３号）附則第
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22条第１項」に、「平成27年度から平成29年度まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改

める。 

附則第38条（見出しを含む。）並びに第39条第２項及び第３項中「平成27年度から平成29年度

まで」を「平成30年度から平成32年度まで」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

２ この条例による改正後の静岡市税条例（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関

する部分は、平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成29年度分までの固

定資産税については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

３ 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成30年度以後の年度分の都市計画税につい

て適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 
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 規  則  

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

254



静岡市規則第４号 

 静岡市児童福祉法等施行細則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月16日 

静岡市長 田 辺 信 宏      

   静岡市児童福祉法等施行細則の一部を改正する規則 

 静岡市児童福祉法等施行細則（平成15年静岡市規則第110号）の一部を次のように改正する。 

 様式第５号の２の14（表面）中 

「 

一般・重症  疾病名   を

」   

「 

一般・重症 

 疾

病

名 

 に

」   

改める。 

 様式第５号の２の15を次のように改める。 
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【様式は掲載省略】
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附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に改正前の静岡市児童福祉法等施行細則（以下「旧規則」という。）

の様式により提出されている文書は、この規則による改正後の静岡市児童福祉法等施行細則

の相当様式により提出された文書とみなす。 

３ この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整し

て使用することができる。 
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静岡市規則第５号 

 静岡市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月16日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市事務分掌規則の一部を改正する規則 

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

 目次中「第４条の３」を「第５条」に、
「第１款 総務局関係出先機関 

第１款の２ 企画局関係出先機関」
を「第１款 総

務局関係出先機関」に改める。 

 第３条第１号の表を次のように改める。 

総室名 課名 係名 

総務課 総務・総合調整係 文書・事務管理係 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 

職員厚生課 安全衛生推進係 福利係 

危機管理総

室 

危機管理課 総務係 政策係 対策係 防災施設係 

 第３条第５号の表を次のように改める。 

課名 係、室又は館名 

観光・国際交流課 調整係 観光企画係 東海道歴史街道係 観光施設係
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 ＭＩＣＥ・国際係 

歴史文化課 駿府城エリア活性化係 歴史文化施設企画係 文化施

設整備室 

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 

まちは劇場推進課 まちは劇場推進係 イベント推進第１係 イベント推

進第２係 

文化振興課 文化交流係 施設管理係 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

校総体推進室 

 第３条第７号の表を次のように改める。 

本部又は部

名 

課名 係、センター、診療所又は室名 

地域包括ケ

ア推進本部 

 在宅医療・介護連携推進係 地域支え合い推進係 

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 歯科保健推進係 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 健診・保

健指導係 後期高齢者医療係 井川診療所 

福祉債権収納

対策課 

収納企画係 国保収納第１係 国保収納第２係 国保

収納第３係 

保健衛生医 保健医療課 保健医療係 医療事業係 清水病院経営支援室 
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療部   

 第３条第８号の表中 

「 

課名 係、室、センター又は園名 
  を 

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 

                                        」 

「 

課名 係、センター又は園名 
  に 

子ども未来課 調整係 企画係 子育て支援推進係 児童クラブ係 

                                        」 

改め、同条第９号の表中 

「 

部名 課名 係名 

  を 

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 

                                        」 

「 

本部又は部

名 

課名 係名 

  に 

海洋文化都

市推進本部 

商工部 産業政策課 調整係 企画係 新産業係 中小企業支援係 

産業振興課 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 

                                        」 

改め、同条第10号の表中 
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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 
  を 

                                        」 

「 

市街地整備課 管理係 再開発係 区画整理指導係 静岡駅周辺整

備係 
に、

                                        」 

「 

設備課 施設保全係 葵・駿河設備係 清水施設係   を 

                                        」 

「 

設備課 施設保全係 電気設備係 機械設備係   に 

                                        」 

改め、同条第11号の表中 

「 

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 
  を 

                                        」 

「 

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 工事第４係 
  に 

                                        」 

改める。 

 第４条中「危機管理総室及び地域包括ケア推進本部」を「地域包括ケア推進本部及び海洋文

化都市推進本部」に改め、同条行政管理課の所掌事務を総務課の所掌事務とし、同所掌事務中

（24）を（25）とし、（20）から（23）までを（21）から（24）までとし、（19）を削り、（18）

を（20）とし、（４）から（17）までを（６）から（19）までとし、（３）の次に次のように加

える。 

（４）情報公開及び個人情報の保護に関すること。 
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（５）情報公開・個人情報保護審議会に関すること。 

 第４条政策法務課の所掌事務（９）から（11）までを削る。 

 第４条広報課の所掌事務（６）中「シティプロモーション東京本部」を「東京事務所」に改

める。 

 第４条ＩＣＴ推進課の所掌事務に次のように加える。 

（５）社会保障・税番号制度に係る総合調整に関すること。 

 第４条危機管理総室の所掌事務を次のように改める。 

   危機管理総室 

    危機管理課 

（１）防災その他の危機管理（以下危機管理課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）オフロードバイク隊に関すること。 

（19）所管に係る事務についての区役所地域総務課との総合調整に関すること。

 第４条企画課の所掌事務（26）を削る。 
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 第４条納税課の所掌事務（１）中「以下」の次に「納税課及び滞納対策課の所掌事務並びに

第６条の２第４項において」を加える。 

 第４条男女参画・多文化共生課の所掌事務（８）を削る。 

 第４条ＭＩＣＥ・国際課の所掌事務を削る。 

 第４条観光交流課の所掌事務を観光・国際交流課の所掌事務とし、同所掌事務（７）中「イ

ベントの推進」を「静岡市国際交流協会との連絡調整」に改め、同所掌事務中（７）を（11）

とし、同所掌事務（６）中「公益財団法人静岡観光コンベンション協会」を「公益財団法人す

るが企画観光局」に改め、同所掌事務中（６）を（10）とし、（５）の次に次のように加える。 

（６）国際会議、企業報奨旅行等の誘致及び誘客の推進に関すること。 

（７）国際化の推進に係る企画及び調整に関すること。 

（８）国際交流及び国際協力に関すること。 

（９）姉妹都市に関すること。 

 第４条文化財課の所掌事務の次に次のように加える。 

    まちは劇場推進課 

（１）文化に係る政策の企画及び調査に関すること（芸術文化による交流人口の増加に関する

ことに限る。）。 

（２）文化事業の実施に関すること（芸術文化による交流人口の増加に関することに限る。）。 

（３）文化団体の育成指導に関すること（芸術文化による交流人口の増加に関することに限る。）。 

（４）市民文化活動の促進に関すること（芸術文化による交流人口の増加に関することに限る。）。 

（５）イベントによる交流人口の増加の推進に関すること。 

 第４条文化振興課の所掌事務（１）及び（３）から（５）までの規定中「関すること」の次

に「（まちは劇場推進課の所管に属するものを除く。）」を加える。 

 第４条地域包括ケア推進本部の所掌事務中（11）を（12）とし、（８）から（10）までを（９）

から（11）までとし、（７）の次に次のように加える。 

（８）地域包括支援センターの統括及び総合調整に関すること。 

 第４条保険年金管理課の所掌事務中（９）から（11）までを削り、（12）を（９）とし、同所

掌事務の次に次のように加える。 

    福祉債権収納対策課 

（１）国民健康保険料（税）及び後期高齢者医療保険料並びにこれらに係る督促手数料、延滞

金及び加算金（以下福祉債権収納対策課の所掌事務において「徴収金」という。）の収納事

務に係る企画に関すること。 
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（２）徴収金の徴収に関すること。 

（３）徴収金の督促及び滞納処分に関すること。 

（４）徴収金の嘱託及び受託に関すること。 

（５）徴収金の収入整理に関すること。 

（６）徴収金の納付相談に関すること。 

（７）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。）。 

（８）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。 

（９）国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者証に関すること。 

 第４条保健医療課の所掌事務中（21）を（22）とし、（15）から（20）までを（16）から（21）

までとし、（14）の次に次のように加える。 

（15）静岡市立清水病院の経営支援に関すること。 

 第４条商工部の所掌事務の前に次のように加える。 

   海洋文化都市推進本部 

（１）清水港周辺地区に係る政策の企画及び調整に関すること。 

（２）貿易の振興に関すること。 

（３）港湾の利用の促進に関すること。 

（４）港湾関連施設に関すること。 

（５）臨港地区の開発に関すること。 

（６）港湾区域に係る漂流物に関すること。 

（７）公有水面の埋立て（清水港に限る。）に関すること。 

（８）友好港に関すること。 

（９）港湾の整備に関すること。 

（10）清水港振興会に関すること。 

（11）清水港海づり公園代替施設建設基金に関すること。 

（12）海洋分野に係る産業クラスターの形成の推進に関すること。 

（13）海洋文化施設の整備に関すること。 

 第４条産業振興課の所掌事務（12）を削る。 

 第４条清水港振興課の所掌事務を削る。 

 第４条農業政策課の所掌事務（12）中「六次産業化」を「６次産業化」に改める。 
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 第４条市街地整備課の所掌事務中（３）を削り、（４）を（３）とし、（５）を（４）とする。 

 第４条清水駅周辺整備課の所掌事務中（１）を削り、（２）を（１）とし、（３）を削り、（４）

を（２）とする。 

 第４条建築指導課の所掌事務（５）中「策定」を「推進」に改め、同所掌事務（15）中「マ

ンションの建替えの円滑化等に関する法律」を「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」

に改め、同所掌事務（22）中「平成７年静岡県条例第91号」を「平成７年静岡県条例第47号」

に改める。 

 第４条の２第３号及び第４号中「総務局行政管理課」を「総務局総務課」に改める。 

 第４条の３及び第３章第１節第１款の２の款名を削る。 

 第５条第１項中「企画局」を「総務局」に改め、同条第３項中第３号を第４号とし、第２号

の次に次の１号を加える。

（３）首都圏におけるシティプロモーションの推進に関すること。 

 第10条第３項中「リハビリテーション係」を「総務係」に、「相談診療係」を「こころの健康

推進係」に改め、同条第４項第１号中「もの」を「事務」に改める。 

 第13条の３第３項中「相談・判定係」を「判定係」に改める。 

 第22条第１項中「及び危機管理総室次長」を削り、「及び地域包括ケア推進本部次長」を「、

地域包括ケア推進本部次長及び次長補佐を、海洋文化都市推進本部に海洋文化都市推進本部長、

海洋文化都市推進本部次長及び次長補佐」に改め、同条第２項中「、シティプロモーション東

京本部にシティプロモーション東京本部長を」を削り、「こころの健康センター所長」の次に「及

び事務長」を加え、同条第３項中「シティプロモーション東京本部にシティプロモーション東

京本部次長を、危機管理総室、地域包括ケア推進本部及び公営競技事務所に次長補佐を、東京

事務所に次長」を「東京事務所に次長を、公営競技事務所に次長補佐」に改め、「、こころの健

康センター」を削り、「中央卸売市場に場長補佐」を「こころの健康センターに事務長補佐を、

中央卸売市場に市場長補佐」に改め、同条第４項中「地域包括ケア推進本部長」の次に「、海

洋文化都市推進本部長」を加え、「、シティプロモーション東京本部長、危機管理総室次長」を

削り、「こころの健康センター所長」の次に「及び事務長」を、「児童相談所長」の次に「、海

洋文化都市推進本部次長」を加え、「シティプロモーション東京本部次長、次長補佐、次長、所

長補佐、園長補佐、場長補佐」を「次長、次長補佐、所長補佐、事務長補佐、園長補佐、市場

長補佐」に、「及び係長」を「並びに係長」に改め、同条第５項中「地域包括ケア推進本部長」

の次に「、海洋文化都市推進本部長」を加え、「、シティプロモーション東京本部長、危機管理

総室次長」を削り、「こころの健康センター所長」の次に「及び事務長」を、「児童相談所長」
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の次に「、海洋文化都市推進本部次長」を加え、「シティプロモーション東京本部次長、次長補

佐、次長、所長補佐、園長補佐、場長補佐」を「次長、次長補佐、所長補佐、事務長補佐、園

長補佐、市場長補佐」に、「及び係長」を「並びに係長」に改め、「危機管理総室、地域包括ケ

ア推進本部」の次に「、海洋文化都市推進本部」を加え、「課、シティプロモーション東京本部」

を「課」に改める。 

 第23条第１項中「、副参事」を削り、同条第２項中「、総務局に戦略広報監」を「総務局に

戦略広報監を、芸術文化及びイベントによる交流人口の増加の推進に関する事務を処理するた

め観光交流文化局にまちは劇場推進監」に改め、同条第３項中「戦略広報監」の次に「、まち

は劇場推進監」を加え、「、副参事」を削り、同条第４項中「戦略広報監」の次に「、まちは劇

場推進監」を加え、「、副参事」を削る。 

 第28条第１項中「危機管理総室長」を「海洋文化都市推進本部長」に改め、同条第２項中「危

機管理総室長」を「海洋文化都市推進本部長」に改め、「、副参事」を削り、同条第３項中「、

副参事」を削る。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第６号 

 静岡市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月16日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則 

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

 第２条第１号の表中 

「 

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  を 

                                        」  

「 

保険年金課 保険第１係 保険第２係 国民年金係  に 

                                        」  

改め、同条第２号の表中 

「 

地域総務課 総務・地域振興係 地域防災係 区民生活係 

 を 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 

                                        」  

「 

地域総務課 総務係 地域振興係 地域防災係 区民生活係 

 に 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 保険第１係 保険第２係 国民年金係 

                                        」  

改め、同条第３号の表中 

「 

保険年金課 保険係 保険収納係 国民年金係  を 

                                        」  
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「 

保険年金課 保険係 国民年金係  に 

                                        」  

改める。 

 第３条第２号の表中 

「 

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  を 

                                        」  

「 

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 生

活福祉第３係 生活福祉第４係 
 に 

                                        」  

改め、同条第３号の表中 

「 

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  を 

                                        」  

「 

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 生

活福祉第３係 生活福祉第４係 
 に 

                                        」  

改める。 

 第４条地域総務課の所掌事務（46）中「補助金及び」を削る。 

 第４条保険年金課の所掌事務（１）中「（市長が定めるものを除く。）」を削る。 

 第４条井川支所、長田支所及び蒲原支所の所掌事務中（６）を削り、（７）を（６）とし、（８）

から（11）までを（７）から（10）までとし、同所掌事務（12）中「補助金及び」を削り、同

所掌事務中（12）を（11）とし、（13）から（36）までを（12）から（35）までとする。 

 第５条第２項及び第３項並びに第６条第２項中「、副参事」を削る。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第７号 

 静岡市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月16日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則 

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

 第３条第２号の表及び第３号の表中 

「 

生活支援課 地域福祉係 生活福祉第１係 生活福祉第２係  を 

                                        」  

「 

生活支援課 地域福祉係 生活福祉第１係 生活福祉第２係 生活福祉第３係

生活福祉第４係 
 に 

                                        」  

改める。 

 第５条第２項から第４項まで及び第６条第２項中「、副参事」を削る。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第８号 

 静岡市保健所事務分掌規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月16日 

                         静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市保健所事務分掌規則の一部を改正する規則 

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

 第３条の表中 

「 

保健予防課 医療援護係 結核・感染症係 予防接種係  を 

                                        」  

「 

保健予防課 医療援護係 難病支援係 結核・感染症係 予防接種係  に 

                                        」  

改める。 

 第４条保健予防課の所掌事務（３）中「難病患者の保健」を「難病」に改める。 

 第４条精神保健福祉課の所掌事務中（９）を（10）とし、（８）の次に次のように加える。 

（９）自殺対策に関すること。 

 第４条保健所清水支所の所掌事務（２）中「難病患者の保健」を「難病」に改める。 

 第５条第２項及び第３項並びに第６条第２項中「、副参事」を削る。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第９号 

 静岡市児童相談所事務分掌規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月16日 

                         静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市児童相談所事務分掌規則の一部を改正する規則 

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

 第３条第２項中「相談・判定係」を
「相談係 

判定係」
に改める。

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第10号 

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

  平成30年３月16日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市こころの健康センター事務分掌規則の一部を改正する規則 

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

に改正する。 

 第３条第１項中「及び所長補佐」を「、事務長及び事務長補佐」に改め、同条第２項中「リ

ハビリテーション係」を「総務係」に、「相談診療係」を「こころの健康推進係」に改め、同条

第３項中「、副参事」を削り、同条第４項及び第５項中「参事、所長補佐、副参事」を「事務

長、参事、事務長補佐」に改める。 

 第４条第２項中「所長補佐」を「事務長、事務長補佐」に改め、同条第３項中「、副参事」

を削る。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第11号 

 静岡市消防局の組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月16日 

静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市消防局の組織等に関する規則の一部を改正する規則 

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

する。 

 第２条の表中 

「 

消防部 消防総務課 総務係 職員係 企画係 広域運営係 を

                                        」 

「 

消防部 消防総務課 総務係 人事係 人材育成係 企画係 広域運営係 に

                                        」 

改める。 

 第３条予防課の所掌事務中（14）を（16）とし、（13）の次に次のように加える。 

（14）高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）に関すること。 

（15）液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42年法律第149号）に関

すること。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第12号 

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

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市職員の初任給調整手当に関する規則の一部を改正する規則 

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

に改正する。 

 別表を次のように改める。 

別表（第５条関係） 

期間の区分 月額 

１年未満 308,300円

１年以上２年未満 308,300円

２年以上３年未満 308,300円

３年以上４年未満 308,300円

４年以上５年未満 308,300円

５年以上６年未満 308,300円

６年以上７年未満 308,300円

７年以上８年未満 308,300円

８年以上９年未満 308,300円

９年以上10年未満 308,300円

10年以上11年未満 308,300円

11年以上12年未満 308,300円

12年以上13年未満 308,300円

13年以上14年未満 308,300円

14年以上15年未満 308,300円

15年以上16年未満 308,300円

16年以上17年未満 

17年以上18年未満 

305,000円

301,700円
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18年以上19年未満 298,400円

19年以上20年未満 295,100円

20年以上21年未満 291,800円

21年以上22年未満 278,000円

22年以上23年未満 264,000円

23年以上24年未満 250,500円

24年以上25年未満 236,600円

25年以上26年未満 222,900円

26年以上27年未満 205,300円

27年以上28年未満 188,200円

28年以上29年未満 170,900円

29年以上30年未満 153,300円

30年以上31年未満 135,300円

31年以上32年未満 117,000円

32年以上33年未満 99,100円

33年以上34年未満 73,100円

34年以上35年未満 48,800円

   附 則 

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

関する規則別表の規定は、平成29年４月１日から適用する。 
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静岡市規則第13号 

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

  平成30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

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

部を次のように改正する。 

  第22条第１号中「100分の170」を「100分の190」に、「100分の210」を「100分の230」に改

め、同条第２号中「100分の80」を「100分の90」に、「100分の100」を「100分の110」に改め

る。 

 別表第１中 

 「 

職の職

制上の

段階等

による

職員の

区分

８級、７級及

び６級の職

務にある者 

３級の職務に

ある者のうち

局長、局次長、

部長、病院長、

病院参与、副病

院長、診療部

長、室長、所長、

看護専門学校

長、保健所長、

担当部長、理事

及び参与であ

るもの 

４級の職務に

ある者のうち

局長、局次長、

部長、担当部

長、理事、参

与、薬剤部長、

医療技術部長

及び病院技監

であるもの 

５級の職務に

ある者のうち

副病院長、看

護部長、病院

技監、看護専

門学校長及び

看護専門学校

副校長である

もの 

 100分の

20 

を

                                        」 

 「 

職の職

制上の

８級、７級及

び６級の職

３級の職務に

ある者のうち

４級の職務に

ある者のうち

５級の職務に

ある者 

 100分の

20 

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

276



段階等

による

職員の

区分 

務にある者 局長、局次長、

部長、病院長、

病院参与、副病

院長、診療部

長、室長、所長、

看護専門学校

長、保健所長、

担当部長、理事

及び参与であ

るもの 

局長、局次長、

部長、担当部

長、理事、参

与、薬剤部長、

医療技術部長

及び病院技監

であるもの 

に

                                        」 

 改める。 

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

  第22条第１号中「100分の190」を「100分の180」に、「100分の230」を「100分の220」に改

め、同条第２号中「100分の90」を「100分の85」に、「100分の110」を「100分の105」に改め

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成30年４月１日から施行する。 

 （適用） 

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

規定は平成29年６月１日から、同規則第22条の規定は平成29年12月１日から適用する。 
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静岡市規則第14号 

 静岡市職員退職手当支給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30年３月20日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市職員退職手当支給条例施行規則の一部を改正する規則 

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

正する。 

 第12条の６の次に次の１条を加える。 

 （条例第17条の２第10項第２号に規定する市規則で定める者） 

第12条の７ 条例第17条の２第10項第２号アに規定する市規則で定める者は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める者とする。 

（１）雇用保険法（昭和49年法律第116号）第24条の２第１項第１号に掲げる者に相当する者 退

職職員（退職した条例第２条に規定する職員（条例第３条第２項の規定により職員とみな

される者を含む。）をいう。以下同じ。）であって、同法第24条の２第１項第１号に掲げる

者に該当するもの 

（２）雇用保険法第24条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その

者を同法第４条第１項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又

は事業を同法第５条第１項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の２第１項第

２号に掲げる者に該当するもの 

（３）雇用保険法第24条の２第１項第３号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その

者を同法第４条第１項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた市の事務又

は事業を同法第５条第１項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の２第１項第

３号に掲げる者に該当するもの 

２ 条例第17条の２第10項第２号イに規定する市規則で定める者は、前項第２号に定める者と

する。 

 様式第５号から様式第12号まで、様式第14号及び様式第15号中「静岡市退職手当支給条例」

を「静岡市職員退職手当支給条例」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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静岡市規則第15号 

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

  平成30年３月27日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市会計管理者の補助組織に関する規則の一部を改正する規則 

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

に改正する。 

 第２条第３項中第１号及び第２号中「、中央卸売市場、」を「並びに」に改める。 

 第５条第１項から第３項までの規定中「、副参事」を削る。 

   附 則 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第16号 

静岡市職員互助会規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

平成30年３月27日 

静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市職員互助会規則の一部を改正する規則 

静岡市職員互助会規則（平成15年静岡市規則第31号）の一部を次のように改正する。 

第10条中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８号から第12号までを１号ずつ繰り上げる。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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静岡市規則第17号 

静岡市職員職名規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月27日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市職員職名規則の一部を改正する規則 

 静岡市職員職名規則（平成15年静岡市規則第17号）の一部を次のように改正する。 

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

る。 

 （栄養士の特例） 

２ 平成30年３月31日から引き続き本市の栄養士である者に係る別表の規定の適用について

は、同表栄養士の項中「管理栄養士」とあるのは「管理栄養士又は栄養士」と読み替えるも

のとする。 

 別表中 

「    

 調理員 こども園又は待機児童園において主として給食業務に従事する職

員の職務 
 を 

   」 

「    

 調理員 こども園又は待機児童園において主として給食調理業務に従事す

る職員の職務 
 に、 

   」 

「    

 栄養士 栄養士の免許を有し、栄養管理又は改善に従事する職員の職務  を 

   」 

「    

 栄養士 管理栄養士の免許を有し、栄養管理又は改善に従事する職員の職

務 
 に 

 調理栄養士 栄養士の免許を有し、こども園、待機児童園等において給食調理業
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  務、栄養管理又は改善に従事する職員の職務  

   」 

改める。 

   附 則 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第18号 

静岡市子ども・子育て支援法等施行細則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市子ども・子育て支援法等施行細則の一部を改正する規則 

静岡市子ども・子育て支援法等施行細則（平成27年静岡市規則第71号）の一部を次のように

改正する。 

 様式第７号を次のように改める。 
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 様式第９号を次のように改める。
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 様式第14号を次のように改める。 
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附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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静岡市規則第19号 

 静岡市消防団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30年３月30日 

                 静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市消防団の組織等に関する規則の一部を改正する規則 

 静岡市消防団の組織等に関する規則（平成20年静岡市規則第29号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第１静岡地区本部に属する分団の表静岡第19分団の項中「静岡市葵区北78番地の２」を

「静岡市葵区有永町24番７号」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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静岡市規則第20号 

静岡市議会政務活動費の交付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30年３月30日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

 静岡市議会政務活動費の交付に関する規則の一部を改正する規則 

静岡市議会政務活動費の交付に関する規則（平成15年静岡市規則第10号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第10条中「14日」を「60日」に改める。 

   附 則 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第21号 

 静岡市自家用有償旅客運送自動車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30年３月30日 

                 静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市自家用有償旅客運送自動車条例施行規則の一部を改正する規則 

 静岡市自家用有償旅客運送自動車条例施行規則（平成20年静岡市規則第28号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条中「第３条本文」を「第４条第１項本文」に改め、「場合」の次に「及び条例第６条第

２項の規定によりデマンド運送の利用の予約に関し必要な事項を定めた場合」を加える。 

 第４条第１項中「前項に規定する」を削り、「静岡市自家用有償旅客運送自動車利用者カード」

を「自家用有償旅客運送自動車利用者カード」に改め、同条第２項中「静岡市自家用有償旅客

運送自動車利用者カード交付申請書」を「自家用有償旅客運送自動車利用者カード交付申請書」

に改め、同条第４項中「忘失し」を「亡失し」に、「静岡市自家用有償旅客運送自動車利用者カ

ード再交付申請書」を「自家用有償旅客運送自動車利用者カード再交付申請書」に改める。 

 第６条を第７条とし、第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。 

（定期乗車券の交付等） 

第５条 条例第７条第１項に規定する定期乗車券（以下「定期乗車券」という。）は、様式第

４号によるものとする。 

２ 定期乗車券の交付を受けようとする児童又は生徒の保護者は、自家用有償旅客運送自動車 

定期乗車券交付申請書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めた 

ときは、当該申請に係る児童又は生徒に定期乗車券を交付するものとする。 

４ 定期乗車券の交付を受けた者は、定期乗車券を亡失し、又は損傷したときは、当該定期乗

車券の交付を受けた者の保護者が自家用有償旅客運送自動車定期乗車券再交付申請書（様式

第６号）を市長に提出することにより、定期乗車券の再交付を受けることができる。 

５ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童又は生徒の定期乗車券の利用を 

停止することができる。 

（１）偽りその他不正の手段により定期乗車券の交付を受けたとき。 

（２）前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。 
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 様式第１号（表）中「静岡市自家用有償旅客運送自動車利用者カード」を「自家用有償旅客

運送自動車利用者カード」に改める。 

 様式第２号中「静岡市自家用有償旅客運送自動車利用者カード交付申請書」を「自家用有償

旅客運送自動車利用者カード交付申請書」に、「静岡市自家用有償旅客運送自動車利用者カード

の」を「自家用有償旅客運送自動車利用者カードの」に改める。 

 様式第３号中「静岡市自家用有償旅客運送自動車利用者カード再交付申請書」を「自家用有

償旅客運送自動車利用者カード再交付申請書」に、「静岡市自家用有償旅客運送自動車利用者カ

ードの」を「自家用有償旅客運送自動車利用者カードの」に改め、同様式の次に次の３様式を

加える。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行 

する。 

 （施行前の準備） 

２ この規則の施行の日以後の静岡市自家用有償旅客運送自動車の利用に係る自家用有償旅客 

運送自動車定期乗車券の交付の申請、交付その他の行為は、この規則の施行前においても、

この規則による改正後の静岡市自家用有償旅客運送自動車条例施行規則第５条の規定の例に

より行うことができる。 
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静岡市規則第22号 

 静岡市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

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

うに改正する。 

 第24条第１項第２号ただし書中「又は」を「若しくは」に改め、「疾患」の次に「又は妊娠、

分娩及び産じょくに係る疾患」を加える。 

 別表第２の11中「小学校就学」を「中学校就学」に改める。 

   附 則 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第23号 

 静岡市立看護専門学校学則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市立看護専門学校学則の一部を改正する規則 

 静岡市立看護専門学校学則（平成15年静岡市規則第163号）の一部を次のように改正する。 

 第９条に次の１号を加える。 

（５）前各号に掲げるもののほか、校長が特に必要があると認める書類 

 第10条の見出しを「（入学試験等）」に改め、同条第３項中「試験」を「選考」に改める。 

 第20条第３項中「の基礎分野の項の科目の欄に掲げる科目」を「に掲げる授業科目のうち第

30条第１項第７号の単位認定委員会が指定するもの」に改める。 

 別表第２静岡市立清水看護専門学校教育課程１卒業必修科目の表中 

「 

統合

分野

在宅看護論 

看護の統合と実践

臨地実習 

在宅看護の方法Ⅰ（在宅に

おける看護実践の方法） 

１ 30   

 を

                                        」 

「 

統合

分野

在宅看護論 

看護の統合と実践

臨地実習 

在宅看護論概論 １ 30   

 に在宅看護の方法Ⅰ（在宅に

おける看護実践の方法） 

１ 30  

                                        」 

改める。 

 様式第１号（表）中 

「 

ふりがな

本 籍

 性

別 
男・女 

選択

科目

 ※受験番号 
を

                                        」 
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「 

ふりがな

本 籍

 性

別 
男・女 

※受験番号 
に

                                        」 

改める。 

 様式第２号（表）中 

「 

一般入学試験 学科試験 
  年  月  日（  ）

受付     時   分 

選択科目 
を

                                        」 

「 

一般入学試験 学科試験 
  年  月  日（  ） 

受付     時   分 
に

                                        」 

改める。 

 様式第11号中「本校」の次に「職業実践専門課程（平成28年文部科学省告示第15号）」を加え

る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の静岡市立看護専門学校学則様式第11号の規定は、平成28年４月１

日以後に入学した者について適用し、同日前に入学した者については、なお従前の例による。 

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

298



静岡市規則第24号 

静岡市消防団員等公務災害補償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30年３月30日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則 

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

うに改正する。 

別表第４常時介護を要する状態の項中「10万5,130円」を「10万5,290円」に、「５万7,110円」

を「５万7,190円」に改め、同表随時介護を要する状態の項中「５万2,570円」を「５万2,650円」

に、「２万8,560円」を「２万8,600円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の静岡市消防団員等公務災害補償条例施行規則別表第４の規定は、

平成30年４月１日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護

補償の額については、なお従前の例による。 
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静岡市規則第25号 

 静岡市化製場等に関する法律等の施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30年３月30日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市化製場等に関する法律等の施行に関する規則の一部を改正する規則 

 静岡市化製場等に関する法律等の施行に関する規則（平成15年静岡市規則第146号）の一部を

次のように改正する。 

 第７条第４号中「第13条第１項」を「第20条第１項」に改め、同条第５号中「準住居地域」

の次に「、田園住居地域」を加える。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第26号 

 静岡市精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費支給認定判定会規則を廃止する規則をこ

こに制定する。 

  平成30年３月30日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費支給認定判定会規則を廃止する規則 

 静岡市精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費支給認定判定会規則（平成16年静岡市規

則第97号）は、廃止する。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第27号

 静岡市会計管理者等事務専決規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

 平成30年３月30日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市会計管理者等事務専決規則の一部を改正する規則 

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

る。 

 別表第１静岡会計課及び清水会計課に関する事項中 

「 

（19）負担金、補助及び交付金   

を 

ア 心身障害者扶養共済掛金、国民健康保険

給付金、介護納付金、老人保健拠出金、後

期高齢者支援金等拠出金、介護保険給付金、

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。以下

「改正前の老人保健法」という。)による医

療に係るもの及び後期高齢者医療広域連合

納付金 

    〇 

イ その他 3,000万円未満 1,000万円未満 

     」 

「 

（19）負担金、補助及び交付金    

ア 心身障害者扶養共済掛金、国民健康保険

給付金、国民健康保険事業費納付金、介護

納付金、老人保健拠出金、後期高齢者支援

金等拠出金、介護保険給付金、健康保険法

等の一部を改正する法律(平成18年法律第

    〇  

に 
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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。以下「改正前の

老人保健法」という。)による医療に係るも

の及び後期高齢者医療広域連合納付金 

イ その他 3,000万円未満 1,000万円未満  

                                        」 

改める。 

別表第２中 

「 

（19）負担金、補助及び交付金  

を 

ア 心身障害者扶養共済掛金、国民健康保険給付金、介護納付金、

老人保健拠出金、後期高齢者支援金等拠出金、介護保険給付金、

改正前の老人保健法による医療に係るもの及び後期高齢者医

療広域連合納付金 

   〇 

イ その他 1,000万円未満 

                                        」 

「 

（19）負担金、補助及び交付金  

に 

ア 心身障害者扶養共済掛金、国民健康保険給付金、国民健康保

険事業費納付金、介護納付金、老人保健拠出金、後期高齢者支

援金等拠出金、介護保険給付金、改正前の老人保健法による医

療に係るもの及び後期高齢者医療広域連合納付金 

   〇 

イ その他 1,000万円未満 

                                        」 

改める。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第28号 

 静岡市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市税条例施行規則の一部を改正する規則 

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

 様式第50号（その２）の次に次の１様式を加える。
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   附 則 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第29号 

 静岡市地域包括支援センター運営協議会部会設置規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市地域包括支援センター運営協議会部会設置規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、静岡市附属機関設置条例（平成30年静岡市条例第17号）第８条第１項の

規定に基づき、静岡市地域包括支援センター運営協議会（以下「協議会」という。）の部会の

設置等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （部会） 

第２条 協議会の所掌事務について、必要な調査、研究等を行うため、協議会に次の各号に掲

げる部会を置き、当該各号に掲げる事項を所掌させる。 

（１）葵区地域包括支援センター運営部会 葵区の区域内における事項に関すること。 

（２）駿河区地域包括支援センター運営部会 駿河区の区域内における事項に関すること。 

（３）清水区地域包括支援センター運営部会 清水区の区域内における事項に関すること。 

２ 前項各号に掲げる部会は、協議会の委員及び臨時委員のうちから協議会の会長が指名する

者をもって組織する。 

３ 部会に部会長を置き、部会長は、協議会の会長が指名する者をもって充てる。 

４ 部会長は、部会の会議の議長となる。 

５ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめその指名する者が、そ

の職務を代理する。 

６ 部会の会議は、部会長が招集する。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第30号 

 静岡市在宅医療・介護連携協議会部会設置規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市在宅医療・介護連携協議会部会設置規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、静岡市附属機関設置条例（平成30年静岡市条例第17号）第８条第１項の

規定に基づき、静岡市在宅医療・介護連携協議会（以下「協議会」という。）の部会の設置等

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （部会） 

第２条 協議会の所掌事務について、必要な調査、研究等を行うため、協議会に次の各号に掲

げる部会を置き、当該各号に掲げる事項を所掌させる。 

（１）企画部会 在宅医療及び在宅介護の連携に係る事業の企画に関すること。 

（２）情報共有部会 在宅医療及び在宅介護の連携に係る情報の共有に関すること。 

（３）啓発研修部会 在宅医療及び在宅介護の連携に係る研修の実践に関すること。 

（４）地域支援部会 在宅医療及び在宅介護の連携に係る地域の活動に関すること。 

２ 前項各号に掲げる部会は、協議会の委員及び臨時委員のうちから協議会の会長が指名する

者をもって組織する。 

３ 部会に部会長を置き、部会長は、協議会の会長が指名する者をもって充てる。 

４ 部会長は、部会の会議の議長となる。 

５ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめその指名する者が、そ

の職務を代理する。 

６ 部会の会議は、部会長が招集する。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第31号 

静岡市立こども園園則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日  

静岡市長 田 辺 信 宏      

静岡市立こども園園則の一部を改正する規則 

 静岡市立こども園園則（平成27年静岡市規則第53号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「教育課程その他の教育及び保育の内容（第９条・第10条）」を「教育及び保育の内容

並びに子育ての支援等（第９条―第10条の２）」に、「第４章 保護者に対する子育ての支援（第

11条）」を「第４章 削除」に改める。 

 第３章の章名を次のように改める。 

   第３章 教育及び保育の内容並びに子育ての支援等 

 第９条の見出しを「（教育及び保育の内容並びに子育ての支援等）」に改め、同条第１項中「教

育課程その他の教育及び保育の内容に関する全体的な計画（以下「全体計画」を「教育及び保

育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画（以下「全体的な計画」に改め、「次条」

の次に「及び第10条の２」を加え、「平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第１号」を

「平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第１号」に改め、同条第２項及び第３項中「全

体計画」を「全体的な計画」に改め、同条第４項中「全体計画」を「全体的な計画」に、「教育

課程その他の教育及び保育の内容に関する全体的な計画作成届出書」を「教育及び保育の内容

並びに子育ての支援等に関する全体的な計画作成届出書」に改め、同項第１号中「教育課程の

概要」を「教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画の概要」に改め、

同条第５項中「教育課程（教育週数を含む。）」を「全体的な計画」に、「教育課程変更届出書」

を「教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画変更届出書」に改め、同

項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とする。 

 第10条の見出しを「（園外教育・保育活動）」に改め、同条第１項中「園外教育活動及び園外

保育活動」を「園外教育・保育活動」に改め、同条第２項中「園外教育活動又は園外保育活動」

を「園外教育・保育活動」に、「園外教育活動（園外保育活動）実施届出書」を「園外教育・保

育活動実施届出書」に改め、第３章中同条の次に次の１条を加える。 

 （保護者に対する子育ての支援） 

第10条の２ こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第
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一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援

することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、

その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施するこ

とが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものと

する。この場合においては、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとする。 

２ 園長は、保護者に対する子育ての支援の実施に当たっては、全体的な計画に登載してこれ

を実施しなければならない。 

 第４章を次のように改める。 

   第４章 削除 

第11条 削除 

様式第４号及び様式第５号を次のように改める。 
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 様式第７号中「教育課程変更届出書」を「教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関す

る全体的な計画変更届出書」に、「教育課程を」を「教育及び保育の内容並びに子育ての支援等

に関する全体的な計画を」に、 

「   教育課程の概要          部 

    休業日変更届出書         部   を 

    臨時休業日届出書         部 」 

「   休業日変更届出書         部 

    臨時休業日届出書         部 」 

 様式第８号を次のように改める。 

に改める。 
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   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第32号 

 静岡市公印規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市公印規則の一部を改正する規則 

 静岡市公印規則（平成15年静岡市規則第15号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第５項中「総務局行政管理課長（以下「行政管理課長」を「総務局総務課長（以下「総

務課長」に改め、同条第８項中「行政管理課長」を「総務課長」に改める。 

 第６条から第８条までの規定及び第11条から第14条までの規定中「行政管理課長」を「総務

課長」に改める。 

 別表第１中 

「 

市印 １ 隷書 正方形 方21 １ 行政管理課長 

を 

市印（契印） ２ 隷書 長方形 縦12 

横30 

１ 行政管理課長 

市長印 ３ 隷書 正方形 方24 ３ 行政管理課長、駿河

区役所地域総務課

長及び清水区役所

地域総務課長 

副市長印 ４ 隷書 正方形 方21 １ 行政管理課長 

」 

「 

市印 １ 隷書 正方形 方21 １ 総務課長 

に、 

市印（契印） ２ 隷書 長方形 縦12 

横30 

１ 総務課長 

市長印 ３ 隷書 正方形 方24 ３ 総務課長、駿河区役

所地域総務課長及

び清水区役所地域 
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      総務課長  

副市長印 ４ 隷書 正方形 方21 １ 総務課長  

」 

「 

こころの健康センター

所長印 

７ 隷書 正方形 方21 １ こころの健康セン

ター所長 
を 

」 

「 

こころの健康センター

所長印 

７ 隷書 正方形 方21 １ こころの健康セン

ターの事務長 
に、 

」 

「 

水防団長印 20 隷書 正方形 方21 １ 危機管理総室次長 を 

」 

「 

水防団長印 20 隷書 正方形 方21 １ 危機管理課長 に、 

」 

「 

行財政改革推進審議会

会長印 

24 隷書 正方形 方21 １ 行政管理課長 

を 
政策・施策外部評価委

員会委員長印 

23 隷書 正方形 方21 １ 行政管理課長 

」 
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「 

情報公開・個人情報保

護審議会会長印 

24 隷書 正方形 方21 １ 総務課長 

に、 
行財政改革推進審議会

会長印 

24 隷書 正方形 方21 １ 総務課長 

政策・施策外部評価委

員会委員長印 

23 隷書 正方形 方21 １ 総務課長 

」 

「 

個人情報保護審査会会

長印 

24 隷書 正方形 方21 １ コンプライアンス

推進課長 
を 

情報公開・個人情報保

護審議会会長印 

24 隷書 正方形 方21 １ 政策法務課長 

」 

「 

個人情報保護審査会会

長印 

24 隷書 正方形 方21 １ コンプライアンス

推進課長 
に、 

」 

「 

国民保護協議会会長印 24 隷書 正方形 方21 １ 危機管理総室次長 
を 

防災会議会長印 24 隷書 正方形 方18 １ 危機管理総室次長 

」 

「 

国民保護協議会会長印 24 隷書 正方形 方21 １ 危機管理課長 
に、 

防災会議会長印 24 隷書 正方形 方18 １ 危機管理課長 

」 

「 

精神医療審査会会長印 24 隷書 正方形 方21 １ こころの健康セン

ター所長 
を 

」 
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「 

精神医療審査会会長印 24 隷書 正方形 方21 １ こころの健康セン

ターの事務長 
に、 

」 

「 

土地利用審査会会長印 24 隷書 正方形 方18 １ 開発指導課長 

を 土地区画整理審議会会

長印 

25 隷書 正方形 方21 １ 市街地整備課長 

」 

「 

土地利用審査会会長印 24 隷書 正方形 方18 １ 開発指導課長 に、 

」 

「 

建築紛争調停委員会会

長印 

24 てん書 正方形 方18 １ 建築指導課長 
を 

」 

「 

建築紛争調停委員会会

長印 

24 てん書 正方形 方18 １ 建築指導課長 

に 
空家等対策審議会会長

印 

24 てん書 正方形 方18 １ 建築指導課長 

」 

改める。 

別表第２中 

「              

25
静岡都市計画

事 業 ○ ○ ○

土地区画整理

審 議 会 長 印

を 

           」   
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削る。 

別表第３の１市印の表を次のように改める。 

１ 市印 

名称 ひ

な

形

番

号 

書体 形状 寸法

（ミリ

メート

ル） 

個

数 

保管者 用途 

印刷専用市

印 

１ 隷書 正方形 方21 １ 総務課長 印刷公印用 

福祉債権収

納対策課専

用市印 

２ 隷書 だ円形 長径８

短径６ 

３ 福祉債権

収納対策

課長 

国民健康保険被保

険者の資格に関す

る事務用 

保険年金課

専用市印 

２ 隷書 だ円形 長径８ 

短径６ 

17 各区役所

保険年金

課長 

国民健康保険被保

険者の資格及び国

民健康保険の給付

に関する事務用 

支所専用市

印 

２ 隷書 だ円形 長径８ 

短径６ 

２ 蒲原支所

長 

国民健康保険被保

険者の資格及び国

民健康保険の給付

に関する事務用 

障害者支援

課専用市印 

２ 隷書 だ円形 長径８

短径６ 

12 各福祉事

務所障害

者支援課

長 

障害福祉制度にお

ける資格及び給付

に関する事務用 

子育て支援

課専用市印 

２ 隷書 だ円形 長径８ 

短径６ 

19 各福祉事

務所子育

て支援課

長 

子ども医療費、母子

家庭等医療費及び

児童扶養手当の受

給者の資格並びに

子どものための教

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

319



       育・保育給付を受け

る資格に関する事

務用

高齢介護課

専用市印 

２ 隷書 だ円形 長径８

短径６ 

11 各福祉事

務所高齢

介護課長 

介護保険被保険者

の資格及び介護保

険の給付に関する

事務用 

蒲原出張所

専用市印 

２ 隷書 だ円形 長径８ 

短径６ 

１ 蒲原出張

所長 

介護保険被保険者

の資格及び介護保

険の給付、障害福祉

制度における資格

及び給付並びに子

ども医療費、母子家

庭等医療費及び児

童扶養手当の受給

者の資格に関する

事務用 

別表第３の２市長印中 

「 

賞状等専用

市長印 

３ 隷書 正方形 方30 ３ 行政管理

課長、駿河

区役所地

域総務課

長及び清

水区役所

地域総務

課長 

賞状等専用市長印

印刷専用市

長印 

３ 隷書 正方形 方12 １ 行政管理

課長 

印刷専用市長印 

印刷専用市 ４ 隷書 円形 直径14 １ 行政管理 印刷専用市長印 
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長印      課長  を 

局専用市長

印 

31 隷書 正方形 方24 12 事務専決

規則第８

条第３項

の局筆頭

課長及び

消防総務

課長 

局の分掌事務（国、

地方公共団体等に

対する要請、要望、

請願及び陳情に関

する事務、２以上の

局に関連する事務

並びに行政管理課

長が特に必要と認

める事務並びに他

の専用公印の用途

に定められたもの

を除く。）用 

」 

「 

賞状等専用

市長印 

３ 隷書 正方形 方30 ３ 総務課長、

駿河区役

所地域総

務課長及

び清水区

役所地域

総務課長 

賞状等専用市長印 

に、 

印刷専用市

長印 

３ 隷書 正方形 方12 １ 総務課長 印刷専用市長印 

印刷専用市

長印 

４ 隷書 円形 直径14 １ 総務課長 印刷専用市長印 

局専用市長

印 

31 隷書 正方形 方24 12 事務専決

規則第８

条第３項

の局筆頭 

局の分掌事務（国、

地方公共団体等に

対する要請、要望、

請願及び陳情に関

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

321



      課長及び

消防総務

課長 

する事務、２以上の

局に関連する事務

並びに総務課長が

特に必要と認める

事務並びに他の専

用公印の用途に定

められたものを除

く。）用 

」 

「 

戸籍管理課

専用市長印 

５ 隷書 正方形 方21 １ 戸籍管理

課長 

住居表示、改葬の許

可並びに市営墓地

及び市営納骨堂の

利用に関する事務

並びに行政区画及

び住所変更証明用 を 

戸籍管理課

専用市長印 

５ 隷書 正方形 方21 ２ 戸籍管理

課長 

斎場の利用に関す

る事務用 

ごみ減量推

進課専用市

長印 

５ 隷書 正方形 方21 １ ごみ減量

推進課長 

一般廃棄物の減量

及びリサイクル施

策に関する事務用 

」 

「 

戸籍管理課

専用市長印 

５ 隷書 正方形 方21 １ 戸籍管理

課長 

住居表示、改葬の許

可並びに市営墓地、

市営納骨堂及び斎

場の利用に関する

事務並びに行政区

画及び住所変更証

明用 

に、 

」 
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「 

保険年金管

理課専用市

長印 

５ 隷書 正方形 方21 １ 保険年金

管理課長 

高額療養費の貸付

け、高額介護合算療

養費の支給、第三者

行為に係る損害賠

償請求、国民健康保

険の保険給付の返

納、国民健康保険井

川診療所の診療報

酬の請求、健康保険

法の一部を改正す

る法律（平成18年法

律第83号）第７条の

規定による改正前

の老人保健法によ

る医療に係る通知

及び認定並びに国

民健康保険料（税）、

介護保険料及び保

育所入所者負担金

の滞納処分に関す

る事務用 

を 

」 

「 

保険年金管

理課専用市

長印 

５ 隷書 正方形 方21 １ 保険年金

管理課長 

高額療養費の貸付

け、高額介護合算療

養費の支給、第三者

行為に係る損害賠

償請求、国民健康保

険の保険給付の返
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       納、国民健康保険井

川診療所の診療報

酬の請求並びに健

康保険法の一部を

改正する法律（平成

18年法律第83号）第

７条の規定による

改正前の老人保健

法による医療に係

る通知及び認定に

関する事務用 

に、 

福祉債権収

納対策課専

用市長印 

５ 隷書 正方形 方21 １ 福祉債権

収納対策

課長 

国民健康保険被保

険者の資格並びに

国民健康保険料

（税）、後期高齢者

医療保険料、介護保

険料及び保育所入

所者負担金の滞納

処分に関する事務

用 

」 

「 

こころの健

康センター

専用市長印 

５ 隷書 正方形 方21 １ こころの

健康セン

ター所長 

精神保健診療事業、

入院に係る報告、退

院等請求及び精神

障害者保健福祉手

帳に関する事務並

びに精神保健研修

の修了証書用 

を 

」 
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「 

こころの健

康センター

専用市長印 

５ 隷書 正方形 方21 １ こころの

健康セン

ターの事

務長 

精神保健診療事業、

入院に係る報告、退

院等請求及び精神

障害者保健福祉手

帳に関する事務並

びに精神保健研修

の修了証書用 

に、 

」 

「 

保健予防課

専用市長印 

５ 隷書 正方形 方21 １ 保健予防

課長 

小児慢性特定疾病

医療費の支給、指定

小児慢性特定疾病

医療機関及び指定

医の指定、難病患者

の保健、結核、自立

支援医療（育成医

療）並びに予防接種

に関する事務用 

を 

」 

「 

保健予防課

専用市長印 

５ 隷書 正方形 方21 １ 保健予防

課長 

小児慢性特定疾病

医療費の支給、指定

小児慢性特定疾病

及び指定難病に係

る医療機関及び指

定医の指定、難病患

者の保健、結核、自

立支援医療（育成医

療）並びに予防接種

に、 
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       に関する事務用  

」 

「 

子ども家庭

課専用市長

印 

５ 隷書 正方形 方21 １ 子ども家

庭課長 

子ども医療費及び

母子家庭等医療費

の助成、児童手当、

児童扶養手当及び

子ども手当の支給、

母子福祉資金及び

父子福祉資金並び

に寡婦福祉資金の

貸付け並びに母子

家庭及び父子家庭

並びに寡婦の援護

に関する事務用 

を 

」 

「 

子ども家庭

課専用市長

印 

５ 隷書 正方形 方21 １ 子ども家

庭課長 

子ども医療費、母子

家庭等医療費、不妊

治療費、里帰り等妊

婦健康診査費及び

里帰り等新生児等

聴覚スクリーニン

グ検査費の助成、児

童手当、児童扶養手

当及び子ども手当

の支給、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、母子

に、 
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       家庭及び父子家庭

並びに寡婦の援護

並びに産後ケア事

業及びママケアデ

イサービス事業の

利用承認に関する

事務用 

」 

「 

農業政策課

専用市長印 

５ 隷書 正方形 方21 １ 農業政策

課長 

都市農家支援事業

に関する事務用 

を 

農地整備課

専用市長印 

５ 隷書 正方形 方21 １ 農地整備

課長 

土地改良事業及び

災害復旧に係る工

事、農業集落排水事

業、土地改良事業等

補助金並びに登記

に関する事務用 

」 

「 

農業政策課

専用市長印 

５ 隷書 正方形 方21 １ 農業政課

長 

いきいき都市農業

推進事業に関する

事務用 

に、 

農地整備専

用市長印 

５ 隷書 正方形 方21 １ 農地整備

課長 

土地改良事業及び

災害復旧に係る工

事、農業集落排水事

業、土地改良事業等

補助金、多面的機能

発揮促進事業交付

金、道路、河川等の

境界明示、登記並び
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       に公文書の公開決

定に関する事務用 

」 

「 

道路保全課

専用市長印 

５ 隷書 正方形 方21 １ 道路保全

課長 

道路工事、建設業関

連業務委託、支障物

件の移転及び電線

類の地中化に関す

る事務用 

を 

」 

「 

道路保全課

専用市長印 

５ 隷書 正方形 方21 １ 道路保全

課長 

建設業関連業務委

託並びに道路の維

持管理及び計画に

関する事務用 

に、 

」 

「 

地域総務課

専用市長印 

14 隷書 正方形 方21 ３ 各区役所

地域総務

課長 

自主防災組織助成

事業、自治会・町内

会に係る補助、被災

者の援護、鳥獣飼養

登録、住居表示の維

持管理及び地縁に

よる団体に関する

事務並びに行政区

画及び住所変更証

明用 

を 

」 

「 

地域総務課 14 隷書 正方形 方21 ３ 各区役所 自主防災組織助成
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専用市長印      地域総務

課長 

事業、自治会・町内

会に係る補助、被災

者の援護、鳥獣飼養

登録、住居表示の維

持管理、地縁による

団体及び市営墓地

の利用（清水区役所

に限る。）に関する

事務並びに行政区

画及び住所変更証

明用 

 に、 

」 

「 

戸籍住民課

専用市長印 

３ 隷書 正方形 方６ 14 各区役所

戸籍住民

課長 

住民基本台帳に関

する事務用 

を 保険年金課

専用市長印 

14 隷書 正方形 方21 ３ 各区役所

保険年金

課長 

後期高齢者医療保

険料の徴収に関す

る事務及び郵便事

務用 

」 

「 

戸籍住民課

専用市長印 

３ 隷書 正方形 方６ 14 各区役所

戸籍住民

課長 

住民基本台帳に関

する事務用 に 

」 

改め、同表の３区長印の表中 

「 

印刷等専用

区長印 

15 隷書 正方形 方21 １ 行政管理

課長 

印刷公印及び電子

公印用 を 
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印刷等専用

区長印 

15 隷書 正方形 方12 １ 行政管理

課長 

印刷公印及び電子

公印用 

」 

「 

印刷等専用

区長印 

15 隷書 正方形 方21 １ 総務課長 印刷公印及び電子

公印用 
に、 

印刷等専用

区長印 

15 隷書 正方形 方12 １ 総務課長 印刷公印及び電子

公印用 

」 

「 

戸籍住民課

専用区長印 

15 隷書 正方形 方12 36 各区役所

戸籍住民

課長 

戸籍及び住民基本

台帳に関する事務

用 

を 

戸籍住民課

専用区長印 

15 隷書 正方形 方12 ２ 葵区役所

戸籍住民

課長及び

清水区役

所戸籍住

民課長 

年金受給者現況証

明用（自動認証機

用） 

」 

「 

戸籍住民課

専用区長印 

15 隷書 正方形 方12 36 各区役所

戸籍住民

課長 

戸籍及び住民基本

台帳に関する事務

用 

に、 

」 

「 

保険年金課

専用区長印 

16 隷書 正方形 方21 ３ 各区役所

保険年金

課長 

国民健康保険に係

る照会及び証明、国

民健康保険料（税）

の減免及び滞納処
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       分、短期被保険者証

並びに国民年金及

び特別障害給付金

に係る証明等に関

する事務用 

を 

」 

「 

保険年金課

専用区長印 

16 隷書 正方形 方21 ３ 各区役所

保険年金 

国民健康保険に係

る照会及び証明並

びに国民健康保険

料（税）の減免に関

する事務並びに国

民年金及び特別障

害給付金に係る証

明用 

に 

」 

改める。 

 様式第２号及び様式第６号から様式第９号までの規定中「行政管理課長」を「総務課長」に

改める。 

附 則 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第33号 

 静岡市立清水病院条例施行規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市立清水病院条例施行規則の一部を改正する規則 

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

 別表中 

「 

（15）１日人間

ドック料 

標準検診 

追加検診 

 婦人科検診 

 前立腺検診 

１回に

つき 

44,100円

１ 追加検診は、標準検診に

加えて実施する。 

２ 婦人科検診 

（１）乳がん検診を行った場

合は、6,970円を加算す

る。 

（２）子宮がん頚部検診を行

った場合は、4,750円を加

算する。 

（３）子宮がん頚部検診とＨ

ＰＶ検査を行った場合

は、10,260円を加算する。

（４）子宮がん体部検診を行

った場合は、14,040円を

加算する。 

３ 前立腺検診 

（１）ＰＳＡ検査を行った場

を 
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肺がん検診 19,440円

  合は、3,240円を加算す

る。 

（２）ＰＳＡ検査と触診を

行った場合は、4,320円を

加算する。 

（16）脳検診ド

ック料 

標準検診 １回に

つき 

57,240円

簡易検診 31,320円

」 

「 

（15）１日人間

ドック料 

標準健診 

追加検診 

 婦人科検診 

 前立腺検診 

１ 回 に

つき 

38,880円

１ 追加検診は、標準健診に

加えて実施する。 

２ 婦人科検診 

（１）乳がん検診を行った場

合は、5,940円を加算す

る。 

（２）子宮がん頚部検診を行

った場合は、3,780円を加

算する。 

（３）子宮がん頚部検診とＨ

ＰＶ検査を行った場合

は、9,180円を加算する。

（４）子宮がん体部検診を行

った場合は、7,020円を加

算する。 

３ 前立腺検診 

ＰＳＡ検査を行った場合 

は、3,240円を加算する。 

に 
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  肺がん検診  15,120円

（16）脳検診ド

ック料 

標準検診 １ 回 に

つき 

57,240円

」 

改める。 

   附 則 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第34号 

 平成30年度の組織の変更に伴う関係規則の整理に関する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

   平成30年度の組織の変更に伴う関係規則の整理に関する規則 

 （静岡市物品管理規則の一部改正） 

第１条 静岡市物品管理規則（平成15年静岡市規則第51号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項中「危機管理総室及び」を削り、「地域包括ケア推進本部」の次に「及び海洋

文化都市推進本部」を加え、「シティプロモーション東京本部、」を削る。 

 （静岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正） 

第２条 静岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成15年静岡市規則第38号）の一

部を次のように改正する。 

  第７条の２第３号中「及び副参事」を削る。 

（地方公営企業法第39条第２項の規定に基づき市長が定める職に関する規則の一部改正） 

第３条 地方公営企業法第39条第２項の規定に基づき市長が定める職に関する規則（平成15年

静岡市規則第263号）の一部を次のように改正する。 

  第５号中「副参事、」を削る。 

（静岡市公営企業に勤務する職員のうち市長の同意を得て任免する職員に関する規則の一部

改正） 

第４条 静岡市公営企業に勤務する職員のうち市長の同意を得て任免する職員に関する規則

（平成15年静岡市規則第264号）の一部を次のように改正する。 

  第５号中「副参事、」を削る。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第35号 

政治倫理の確立のための静岡市長の資産等の公開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30年３月30日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

   政治倫理の確立のための静岡市長の資産等の公開に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則 

 政治倫理の確立のための静岡市長の資産等の公開に関する条例施行規則（平成15年静岡市規

則第５号）の一部を次のように改正する。 

 様式第３号中 

「 

 株式等の事業・譲渡・雑所得   
 を 

上場株式等の配当所得   

                                        」 

「 

 一般株式等の事業・譲渡・雑所得

 に 上場株式等の事業・譲渡・雑所得

上場株式等の利子・配当所得   

                                        」 

改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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静岡市規則第36号 

 静岡市知的障害者福祉施設条例施行規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市知的障害者福祉施設条例施行規則の一部を改正する規則 

 静岡市知的障害者福祉施設条例施行規則（平成15年静岡市規則第117号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第１項中「から第５号まで」を「又は２号」に改め、同条第２項を削る。 

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

第２項を削る。 

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

に改め、同条第２項を削る。 

第６条中「別表第１」を「、別表」に改め、「、条例第７条第２項に規定する知的障害者短期

入所事業のサービスに係る利用料金の額との均衡を考慮して規則で定める額は別表第２に、そ

れぞれ」を削る。 

 第８条を削る。 

第９条中「静岡市知的障害者福祉施設指定管理者指定申請書（様式第９号」を「知的障害者

福祉施設指定管理者指定申請書（様式第４号」に改め、同条第１号及び第２号を次のように改

め、同条を第８条とし、第10条を第９条とし、第11条を第10条とする。 

 （１）知的障害者福祉施設事業計画書（様式第５号） 

 （２）知的障害者福祉施設事業計画に関する収支予算書（様式第６号） 

別表第１中 

「 

静岡市わらし

な学園 

知的障害者短期入

所事業 

一般利用者 １日につき 

2,000円 

１日につき 

425円 

低所得者等

利用者 

１日につき 

1,320円 

１日につき 

425円 

 知的障害者生活介  １日につき １日につき を
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 護事業及び知的障

害者施設入所支援

事業 

1,380円 380円 

静岡市清水う

なばら学園 

知的障害者生活介

護事業 

一般利用者 １回につき 

576円 

                                        」 

「 

静岡市清水う

なばら学園 

知的障害者生活

介護事業 

一般利用者 １回につき 

576円 
に

                                        」 

改め、同表を別表とする。 

 別表第２を削る。 

 様式第２号を削り、様式第３号を様式第２号とする。 

 様式第４号を削り、様式第５号を様式第３号とする。 

 様式第６号から様式第８号までを削る。 

様式第９号中「第９条関係」を「第８条関係」に、「静岡市知的障害者福祉施設指定管理者指

定申請書」を「知的障害者福祉施設指定管理者指定申請書」に、「第９条の」を「第８条の」に

改め、同様式を様式第４号とする。 

様式第10号中「第９条関係」を「第８条関係」に、「静岡市知的障害者福祉施設事業計画書」

を「知的障害者福祉施設事業計画書」に改め、同様式を様式第５号とする。 

様式第11号中「第９条関係」を「第８条関係」に、「静岡市知的障害者福祉施設事業計画に関

する収支予算書」を「知的障害者福祉施設事業計画に関する収支予算書」に改め、同様式を様

式第６号とする。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第37号 

 静岡市身体障害者福祉施設条例施行規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市身体障害者福祉施設条例施行規則の一部を改正する規則 

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

改正する。 

 別表中 

「 

低所得者等利用者 １日につき865

円

１日につき325

円 

を
静岡市清水

ひびきワー

ク

身体障害者生活介護

事業 

一般利用者 １回につき576

円

低所得者等利用者 １回につき237

円

」  

「 

低所得者等利用者 １日につき865

円

１日につき325

円 
に

」  

改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30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の前日までの静岡市清水ひびきワークにおけるサービスの利用に係る

特定費用の額については、なお従前の例による。 
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静岡市規則第38号 

 静岡市重度障害者生活訓練ホーム条例施行規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市重度障害者生活訓練ホーム条例施行規則の一部を改正する規則 

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

ように改正する。 

別表１特定費用の額の表中 

「 

低所得者等利用者 １回につき180円 

を
静岡市清水な

ぎさホーム 

身体障害者生活介護

事業及び知的障害者

生活介護事業 

一般利用者 １回につき576円 

低所得者等利用者 １回につき237円 

」  

「 

低所得者等利用者 １回につき180円 に

」  

改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30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の前日までの静岡市清水なぎさホームにおけるサービスの利用に係る

特定費用の額については、なお従前の例による。 
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静岡市規則第39号 

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

  平成30年３月30日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市こころの健康センター事務分掌規則の一部を改正する規則 

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

に改正する。 

 第５条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

（６）精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療費支給認定判定会に関すること。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第40号 

 静岡市保健所事務分掌規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市保健所事務分掌規則の一部を改正する規則 

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

 第４条保健予防課の所掌事務中（12）を（14）とし、（８）から（11）までを（10）から（13）

までとし、（10）の前に次のように加える。 

（９）予防接種健康被害調査委員会に関すること。 

 第４条保健予防課の所掌事務中（７）を（８）とし、（４）から（６）までを（５）から（７）

までとし、（３）の次に次のように加える。 

（４）難病患者在宅療養支援計画策定・評価委員会に関すること。 

 第４条生活衛生課の所掌事務中（19）を（22）とし、（18）を（21）とし、（17）の次に次の

ように加える。 

（18）診療用放射性同位元素（ＲＩ）審査委員会に関すること。 

（19）衛生検査所精度管理専門委員会に関すること。 

（20）医療安全推進協議会に関すること。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第41号 

 静岡市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市事務分掌規則の一部を改正する規則 

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

 第４条アセットマネジメント推進課の所掌事務に次のように加える。 

（７）新清水庁舎建設検討委員会に関すること。 

 第４条契約課の所掌事務中（８）を削り、（７）を（８）とし、（４）から（６）までを（５）

から（７）までとし、（３）の次に次のように加える。 

（４）入札監視委員会に関すること。 

 第４条市民自治推進課の所掌事務中（11）を（12）とし、（６）から（10）までを（７）から

（11）までとし、（５）の次に次のように加える。 

（６）協働パイロット事業審査委員会に関すること。 

 第４条男女参画・多文化共生課の所掌事務中（７）を（８）とし、（６）を（７）とし、（５）

の次に次のように加える。 

（６）女性活躍ブランド認定審査委員会に関すること。 

 第４条男女参画・多文化共生課の所掌事務に次のように加える。 

（９）多文化共生協議会に関すること。 

 第４条文化財課の所掌事務中（12）を（13）とし、（８）から（11）までを（９）から（12）

までとし、（７）の次に次のように加える。 

（８）三保松原保全活用計画推進専門委員会に関すること。 

 第４条文化財課の所掌事務に次のように加える。 

（14）史跡小島陣屋跡整備委員会及び史跡片山廃寺跡整備委員会に関すること。 

 第４条文化振興課の所掌事務に次のように加える。 

（11）芸術文化奨励賞審査委員会に関すること。 

（12）美術品等審査委員会に関すること。 

 第４条環境創造課の所掌事務中（13）を（15）とし、（12）の次に次のように加える。 

（13）生物多様性地域戦略専門家検討委員会に関すること。 
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（14）中央新幹線建設事業影響評価協議会に関すること。 

 第４条廃棄物対策課の所掌事務中（11）を（12）とし、（３）から（10）までを（４）から（11）

までとし、（２）の次に次のように加える。 

（３）廃棄物処理施設設置等に係る専門家会議に関すること。 

 第４条中
「保健福祉長寿局 

   地域包括ケア推進本部」
を
「保健福祉長寿局 

  地域包括ケア推進本部」
に改める。 

 第４条地域包括ケア推進本部の所掌事務中（12）を（16）とし、（９）から（11）までを（13）

から（15）までとし、（13）の前に次のように加える。 

（12）地域包括支援センター運営協議会に関すること。 

 第４条地域包括ケア推進本部の所掌事務中（８）を（11）とし、（７）を（10）とし、（６）

を（９）とし、（９）の前に次のように加える。 

（７）認知症対策推進協議会に関すること。 

（８）認知症初期集中支援チーム検討委員会に関すること。 

 第４条地域包括ケア推進本部の所掌事務中（５）を（６）とし、（４）の次に次のように加え

る。 

（５）在宅医療・介護連携協議会に関すること。 

 第４条障害者福祉課の所掌事務中（24）を（25）とし、（８）から（23）までを（９）から（24）

までとし、（７）の次に次のように加える。 

（８）障害者福祉施設等整備運営事業者選考委員会に関すること。 

 第４条高齢者福祉課の所掌事務（12）中「老人ホーム等入所判定委員会」を「老人ホーム入

所判定委員会」に改め、同所掌事務中（13）を（14）とし、（12）の次に次のように加える。 

（13）特別養護老人ホーム整備運営事業者選考委員会に関すること。 

 第４条青少年育成課の所掌事務中（10）を（11）とし、（９）を（10）とし、（８）の次に次

のように加える。 

（９）青少年育成センター運営委員会に関すること。 

 第４条子ども家庭課の所掌事務中（20）を（21）とし、（４）から（19）までを（５）から（20）

までとし、（３）の次に次のように加える。 

（４）児童虐待事例検証委員会に関すること。 

 第４条産業政策課の所掌事務中（14）を（16）とし、（６）から（13）までを（８）から（15）

までとし、（８）の前に次のように加える。 

（７）技能功労者選考委員会に関すること。 
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 第４条産業政策課の所掌事務中（５）を（６）とし、（４）を（５）とし、（３）の次に次の

ように加える。 

（４）ＣＳＲ企業表彰専門委員会に関すること。 

 第４条産業振興課の所掌事務に次のように加える。 

（12）中小企業技術表彰専門委員会に関すること。 

（13）伝統工芸技術秀士顕彰審査委員会に関すること。 

（14）地域産業振興ブランド認証専門委員会に関すること。 

 第４条商業労政課の所掌事務に次のように加える。 

（15）働き方改革に資する企業表彰選考委員会に関すること。 

 第４条農業政策課の所掌事務中（18）を（19）とし、（13）から（17）までを（14）から（18）

までとし、（12）の次に次のように加える。 

（13）農業振興協議会に関すること。 

 第４条農地利用課の所掌事務中（５）を（６）とし、（２）から（４）までを（３）から（５）

までとし、（１）の次に次のように加える。 

（２）農業振興地域整備促進協議会に関すること。 

 第４条中山間地振興課の所掌事務中（11）を（13）とし、（６）から（10）までを（８）から

（12）までとし、（８）の前に次のように加える。 

（７）森林整備計画策定委員会に関すること。 

 第４条中山間地振興課の所掌事務中（５）を（６）とし、（４）を（５）とし、（３）を（４）

とし、（２）の次に次のように加える。 

（３）オクシズ地域おこし計画推進協議会に関すること。 

 第４条交通政策課の所掌事務中（14）を（17）とし、（17）の前に次のように加える。 

（16）自転車等対策協議会に関すること。 

 第４条交通政策課の所掌事務中（13）を（15）とし、（７）から（12）までを（９）から（14）

までとし、（９）の前に次のように加える。 

（８）福祉有償運送及び公共交通空白地有償運送運営協議会に関すること。 

 第４条交通政策課の所掌事務中（６）を（７）とし、（５）を（６）とし、（４）の次に次の

ように加える。 

（５）交通政策協議会に関すること。 

 第４条建築指導課の所掌事務中（23）を（24）とし、（６）から（22）までを（７）から（23）

までとし、（５）の次に次のように加える。 

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

345



（６）空家等対策審議会に関すること。 

 第４条建設政策課の所掌事務中（11）を（12）とし、（３）から（10）までを（４）から（11）

までとし、（２）の次に次のように加える。 

（３）公共事業評価委員会に関すること。 

 第12条第２項に次の１号を加える。 

（２）静岡市立静岡看護専門学校関係者評価会議に関すること。 

 第13条第２項に次の１号を加える。 

（２）静岡市立清水看護専門学校関係者評価会議に関すること。 

 第13条の２第７項病院総務課の所掌事務中（５）を（６）とし、（４）の次に次のように加え

る。 

（５）静岡市立清水病院経営計画評価会議に関すること。 

 第13条の２第７項医事課の所掌事務に次のように加える。 

（９）静岡市立清水病院地域医療支援委員会に関すること。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第42号 

 静岡市清水産業・情報プラザ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30年３月30日 

静岡市長 田 辺 信 宏      

   静岡市清水産業・情報プラザ条例施行規則の一部を改正する規則 

 静岡市清水産業・情報プラザ条例施行規則（平成15年静岡市規則第179号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条第１項中「静岡市清水産業・情報プラザ利用許可申請書」を「清水産業・情報プラザ

利用許可申請書」に改め、同条第２項中「２月前」を「６月前」に、「前７日」を「の７日前」

に改める。 

 第３条中「静岡市清水産業・情報プラザ利用許可書」を「清水産業・情報プラザ利用許可書」

に改める。 

 第５条第１項中「静岡市清水産業・情報プラザ変更利用許可申請書」を「清水産業・情報プ

ラザ変更利用許可申請書」に改め、同条第２項中「静岡市清水産業・情報プラザ変更利用許可

書（様式第５号」を「清水産業・情報プラザ変更利用許可書（様式第４号」に改める。

 第６条中「静岡市清水産業・情報プラザ利用許可期間更新申請書（様式第４号」を「清水産

業・情報プラザ利用許可期間更新申請書（様式第５号」に改める。 

 第７条を次のように改める。 

（利用料金の承認手続等） 

第７条 指定管理者は、条例第14条第２項の利用料金（以下「利用料金」という。）について、

同条第３項に規定する市長の承認を受けようとするときは、清水産業・情報プラザ利用料金

承認申請書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、利用料金について承認をしたときは、清水産業・情報プラザ利用料金承認証（様

式第７号）を指定管理者に交付する。 

３ 前項の規定により利用料金の承認を受けた指定管理者は、当該承認に基づき利用料金を決

定しなければならない。 

４ 指定管理者は、前項の規定により利用料金を決定したときは、第２項に規定する承認証を

プラザを利用する者の見やすい場所に掲示するとともに、当該利用料金を市民に公表しなけ

ればならない。 
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５ 指定管理者は、毎月の利用料金の収納状況について、その翌月の10日までに市長に報告し

なければならない。 

第13条を第15条とし、第12条を第14条とする。 

第11条中「第17条」を「第15条」に、「よる」を「による」に、「静岡市清水産業・情報プラ

ザ指定管理者指定申請書」を「清水産業・情報プラザ指定管理者指定申請書」に改め、同条第

１号及び第２号を次のように改め、同条を第13条とし、第10条を第12条とし、第９条を第11条

とする。 

（１）清水産業・情報プラザ事業計画書（様式第10号） 

（２）清水産業・情報プラザ事業計画に関する収支予算書（様式第11号） 

第８条中「静岡市清水産業・情報プラザ利用許可取消申出書」を「清水産業・情報プラザ利

用許可取消申出書」に改め、同条を第10条とし、第７条の次に次の２条を加える。 

（利用料金の減額又は免除の基準等） 

第８条 条例第14条第４項に規定する規則で定める利用料金の減額又は免除の基準は、市長が

特別の理由があると認める場合とし、減額し、又は免除する利用料金の額は、市長が減額又

は免除の必要があると認める額とする。 

２ 指定管理者は、条例第14条第４項の規定により利用料金を減額し、又は免除したときは、

その内容を前条第５項の規定による報告に併せて市長に報告しなければならない。 

 （利用料金の還付の基準等） 

第９条 条例第14条第５項に規定する規則で定める利用料金を還付する場合は、次の各号に掲

げる場合とし、還付する利用料金の額は、当該各号に定める額とする。 

（１）利用者の責めに帰すことができない理由で利用できなかったとき 利用料金の全額 

（２）前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が還付の必要が

あると認める額 

２ 指定管理者は、条例第14条第５項の規定により利用料金を還付したときは、その内容を第

７条第５項の規定による報告に併せて市長に報告しなければならない。 

様式第１号中「静岡市清水産業・情報プラザ利用許可申請書」を「清水産業・情報プラザ利

用許可申請書」に、「あて先」を「宛先」に改める。 

様式第２号中「静岡市清水産業・情報プラザ利用許可書」を「清水産業・情報プラザ利用許

可書」に、「使用料」を「利用料金」に改める。 

様式第３号中「静岡市清水産業・情報プラザ変更利用許可申請書」を「清水産業・情報プラ

ザ変更利用許可申請書」に、「あて先」を「宛先」に改める。 
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様式第５号を削る。 

様式第４号中「静岡市清水産業・情報プラザ利用許可期間更新申請書」を「清水産業・情報

プラザ利用許可期間更新申請書」に、「あて先」を「宛先」に改め、同様式を様式第５号とし、

様式第３号の次に次の１様式を加える。

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

349



【様式は掲載省略】 
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様式第６号及び様式第７号を次のように改める。
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 様式第８号中「第８条関係」を「第10条関係」に、「静岡市清水産業・情報プラザ利用許可

取消申出書」を「清水産業・情報プラザ利用許可取消申出書」に、「あて先」を「宛先」に、

「第８条の」を「第10条の」に、 

「      

使用料    

を 利用取消しの申出    

 使用料の還付 受付印 

    」 

「      

利用料金    

に、 利用取消しの申出    

 利用料金の還付 受付印 

    」 

「静岡市清水産業・情報プラザ利用許可書」を「清水産業・情報プラザ利用許可書」に改める。 

様式第９号中「第11条関係」を「第13条関係」に、「静岡市清水産業・情報プラザ指定管理者

指定申請書」を「清水産業・情報プラザ指定管理者指定申請書」に、「あて先」を「宛先」に、

「第17条」を「第15条」に、「第11条の」を「第13条の」に改める。 

様式第10号中「第11条関係」を「第13条関係」に、「静岡市清水産業・情報プラザ事業計画書」

を「清水産業・情報プラザ事業計画書」に改める。 

様式第11号中「第11条関係」を「第13条関係」に、「静岡市清水産業・情報プラザ事業計画に

関する収支予算書」を「清水産業・情報プラザ事業計画に関する収支予算書」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第43号 

 静岡市産学交流センター条例施行規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

静岡市長 田 辺 信 宏      

   静岡市産学交流センター条例施行規則の一部を改正する規則 

 静岡市産学交流センター条例施行規則（平成16年静岡市規則第51号）の一部を次のように改

正する。 

 第１条の２第１項中「静岡市産学交流センター団体専用室利用団体承認申請書」を「産学交

流センター団体専用室利用団体承認申請書」に改め、同条第２項中「静岡市産学交流センター

団体専用室利用団体承認書」を「産学交流センター団体専用室利用団体承認書」に改める。 

第２条第１項中「第７条前段」を「第８条前段」に、「静岡市産学交流センター許可申請書」

を「産学交流センター許可申請書」に改め、同項に後段として次のように加える。 

この場合において、創業者育成室の利用の許可を受けようとするときは、事業計画書その

他指定管理者が必要と認める書類を添えなければならない。 

第２条第２項中「利用日前７日まで」を「利用日の７日前まで（創業者育成室にあっては、

市長が定める期日まで）」に改める。 

第３条中「静岡市産学交流センター利用許可書」を「産学交流センター利用許可書」に改め

る。 

 第５条第１項中「第７条後段」を「第８条後段」に、「静岡市産学交流センター変更利用許可

申請書」を「産学交流センター変更利用許可申請書」に改め、同条第２項中「静岡市産学交流

センター変更利用許可書」を「産学交流センター変更利用許可書」に改める。 

 第６条を次のように改める。 

 （創業者育成室の利用許可期間の更新の申請） 

第６条 条例第９条第２項の規定により創業者育成室の利用の許可の期間の更新を受けようと

する者は、当該期間が満了する日の３月前までに、産学交流センター利用許可期間更新申請

書（様式第５号）に事業成果報告書、事業計画書その他指定管理者が必要と認める書類を添

えて指定管理者に提出しなければならない。 

第12条を第15条とし、第11条を第14条とする。 

第10条中「静岡市産学交流センター指定管理者指定申請書（様式第８号」を「産学交流セン
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ター指定管理者指定申請書（様式第９号」に改め、同条第１号及び同条第２号を次のように改

め、同条を第13条とする。 

（１）産学交流センター事業計画書（様式第10号） 

（２）産学交流センター事業計画に関する収支予算書（様式第11号） 

第９条を第12条とし、第８条を第11条とする。 

第７条第１項を削り、同条第２項中「静岡市産学交流センター利用許可取消申出書（様式第

７号」を「産学交流センター利用許可取消申出書（様式第８号」に改め、同項を同条とし、同

条を第10条とし、第６条の次に次の３条を加える。 

（利用料金の承認手続等） 

第７条 指定管理者は、条例第19条第２項の利用料金（以下「利用料金」という。）について、

同条第３項に規定する市長の承認を受けようとするときは、産学交流センター利用料金承認

申請書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、利用料金について承認をしたときは、産学交流センター利用料金承認証（様式第

７号）を指定管理者に交付する。 

３ 前項の規定により利用料金の承認を受けた指定管理者は、当該承認に基づき利用料金を決

定しなければならない。 

４ 指定管理者は、前項の規定により利用料金を決定したときは、第２項に規定する承認証を

センターを利用する者の見やすい場所に掲示するとともに、当該利用料金を市民に公表しな

ければならない。 

５ 指定管理者は、毎月の利用料金の収納状況について、その翌月の10日までに市長に報告し

なければならない。 

（利用料金の減額又は免除の基準等） 

第８条 条例第19条第４項に規定する規則で定める利用料金の減額又は免除の基準は、市長が

特別の理由があると認める場合とし、減額し、又は免除する利用料金の額は、市長が減額又

は免除の必要があると認める額とする。 

２ 指定管理者は、条例第19条第４項の規定により利用料金を減額し、又は免除したときは、

その内容を前条第５項の規定による報告に併せて市長に報告しなければならない。 

（利用料金の還付の基準等） 

第９条 条例第19条第５項に規定する規則で定める利用料金を還付する場合は、次の各号に掲

げる場合とし、還付する利用料金の額は、当該各号に定める額とする。 

（１）利用者の責めに帰すことができない理由で利用できなかったとき 利用料金の全額 
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（２）前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が還付の必要が

あると認める額 

２ 指定管理者は、条例第19条第５項の規定により利用料金を還付したときは、その内容を第

７条第５項の規定による報告に併せて市長に報告しなければならない。 

 様式第１号中「静岡市産学交流センター団体専用室利用団体承認申請書」を「産学交流セン

ター団体専用室利用団体承認申請書」に、「あて先」を「宛先」に改める。 

 様式第１号の２中「静岡市産学交流センター団体専用室利用団体承認書」を「産学交流セン

ター団体専用室利用団体承認書」に改める。 

様式第１号の３中「静岡市産学交流センター利用許可申請書」を「産学交流センター利用許

可申請書」に、 

「   「   

 指定管理者   （宛先）指定管理者  

  名   称  を      名   称  に、 

  代表者氏名        様       代表者氏名          

  」   」 

「第７条」を「第８条」に、 

「          

利用施設

利用室名
利用時間 

利用 

予定 

人員 

施設使用料 

特殊器具等 

使用料計  を 
名称 

数量×使

用単位 
使用料 

         」 

「          

利用施設

利用室名
利用時間 

利用 

予定 

人員 

施設利用料金

特殊器具等 

利用料金計 に 
名称 

数量×使

用単位 
利用料金

         」 

改める。 

 様式第２号中「静岡市産学交流センター利用許可書」を「産学交流センター利用許可書」に、 

「          

 利用施設 利用時間 利用 施設使用料 特殊器具等 使用料計  
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利用室名
予定 

人員 
 名称 

数量×使

用単位 
使用料 

  を 

         」 

「          

利用施設

利用室名
利用時間 

利用 

予定 

人員 

施設利用料金

特殊器具等 

利用料金計 に 
名称 

数量×使

用単位 
利用料金

         」 

改める。 

様式第３号中「静岡市産学交流センター変更利用許可申請書」を「産学交流センター変更利

用許可申請書」に、 

「   「   

 指定管理者   （宛先）指定管理者  

  名   称  を      名   称  に、 

  代表者氏名        様       代表者氏名          

  」   」 

「第７条後段」を「第８条後段」に、 

「     

 使用料 円（Ａ） 円（Ｂ）
 を 

 使用料差額の納付額 （Ｂ）－（Ａ）＝                   円

    」 

「     

 利用料金 円（Ａ） 円（Ｂ）
 に、 

 利用料金差額の納付額 （Ｂ）－（Ａ）＝                   円

    」 

改める。 

様式第４号中「静岡市産学交流センター変更利用許可」を「産学交流センター変更利用許可」

に、 

「     

 使用料 円（Ａ） 円（Ｂ） を 
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 使用料差額の納付額 （Ｂ）－（Ａ）＝                   円

    」 

「     

 利用料金 円（Ａ） 円（Ｂ）
 に 

 利用料金差額の納付額 （Ｂ）－（Ａ）＝                   円

    」 

改める。 

様式第５号及び様式第６号を次のように改める。
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様式第10号中「第10条関係」を「第13条関係」に、「静岡市産学交流センター事業計画に関す

る収支予算書」を「産学交流センター事業計画に関する収支予算書」に改め、同様式を様式第

11号とする。 

 様式第９号中「第10条関係」を「第13条関係」に、「静岡市産学交流センター事業計画書」を

「産学交流センター事業計画書」に改め、同様式を様式第10号とする。 

 様式第８号中「第10条関係」を「第13条関係」に、「静岡市産学交流センター指定管理者指定

申請書」を「産学交流センター指定管理者指定申請書」に、「静岡市長 様」を「（宛先）静岡

市長」に、「第10条の」を「第13条の」に改め、同様式を様式第９号とする。 

様式第７号中「第７条関係」を「第10条関係」に、「静岡市産学交流センター利用許可取消申

出書」を「産学交流センター利用許可取消申出書」に、 

「   「   

    （宛先）指定管理者  

 静岡市長 様  を      名   称  に、 

      代表者氏名  

  」                   」 

「第７条第２項」を「第10条」に、 

「      

 利用施設 

利用室名 
利用時間 利用予定人員 使用料  を 

    」 

「      

 利用施設 

利用室名 
利用時間 利用予定人員 利用料金  に、 

    」 

「      

 規定使用料合計額   を 

    」 

「      

 規定利用料金合計額   に、 

    」 
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「      

 使用料の還付 受付印  を 

    」 

「      

 利用料金の還付 受付印  に、 

    」 

「静岡市産学交流センター利用許可書」を「産学交流センター利用許可書」に改め、同様式を

様式第８号とし、様式第６号の次に次の１様式を加える。
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附 則 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第44号 

 静岡市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

静岡市長 田 辺 信 宏      

静岡市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号。以下「法」

という。）、難病の患者に対する医療等に関する法律施行令（平成26年政令第358号。以下「政

令」という。）及び難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則（平成26年厚生労働省令

第121号。以下「省令」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（特定医療費の支給認定の申請書等） 

第２条 省令第12条第１項及び省令第33条第１項の申請書は、特定医療費（指定難病）支給認

定申請書（様式第１号）によるものとする。 

２ 指定難病の患者が法第７条第１項第２号に該当する場合又は指定難病の患者若しくはその

保護者が政令第１条第１項第２号ロに掲げる者に該当する場合は、前項の申請書に、特定医

療費（指定難病）負担上限月額管理票（様式第２号）又は医療費申告書（様式第３号）を添

付するものとする。 

３ 市長は、第１項の申請書の提出があった場合において、支給認定をしたときは、法第７条

第４項の規定により特定医療費（指定難病）受給者証（様式第４号）を交付するとともに、

書面により認定の結果を当該申請者に通知するものとする。 

４ 市長は、第１項の申請書の提出があった場合において、支給認定をしないときは、書面に

よりその旨を当該申請者に通知するものとする。 

（特定医療費受給者証の再交付の申請書） 

第３条 省令第27条第１項の申請書は、特定医療費（指定難病）受給者証再交付申請書（様式

第５号）によるものとする。 

（特定医療費支給認定の申請の変更届出書） 

第４条 省令第13条第２項の届出書は、特定医療費（指定難病）支給認定申請事項変更届出書

（様式第６号）によるものとする。 

（指定医の指定の申請書等） 
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第５条 省令第16条第１項の申請書は、次の各号に掲げる指定医の区分に応じ、当該各号に定

める様式によるものとする。 

（１）難病指定医 指定医指定（指定更新）申請書（難病指定医）（様式第７号） 

（２）協力難病指定医 指定医指定（指定更新）申請書（協力難病指定医）（様式第８号） 

２ 省令第17条第２項の規定による指定医の指定の更新を受けようとする者は、前項の規定に

よる申請書を市長に提出するものとする。 

３ 市長は、前２項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を書面によ

り当該申請書に通知するものとする。 

（指定医の申請内容の変更届出書） 

第６条 省令第19条の規定による届出は、指定医指定申請事項変更届出書（様式第９号）によ

るものとする。 

（指定医の指定の辞退） 

第７条 指定医は、省令第20条第１項の規定によりその指定を辞退しようとするときは、指定

医指定辞退申出書（様式第10号）により市長に申し出るものとする。 

（指定医療機関の指定の申請書） 

第８条 省令第35条第１項から第３項までの申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める様式によるものとする。 

（１）省令第35条第１項の申請書 指定医療機関指定（指定更新）申請書（病院又は診療所）

（様式第11号） 

（２）省令第35条第２項の申請書 指定医療機関指定（指定更新）申請書（薬局）（様式第12号） 

（３）省令第35条第３項の申請書 指定医療機関指定（指定更新）申請書（指定訪問看護事業

者等）（様式第13号） 

２ 法第15条第１項の規定による指定医療機関の指定の更新を受けようとする者は、前項の規

定による申請書を市長に提出するものとする。 

３ 市長は、前２項の申請書の提出があったときは、その結果を書面により当該申請書に通知

するものとする。 

（指定医療機関の申請事項等の変更届出書） 

第９条 法第19条の規定による届出は、次の各号に掲げる指定医療機関の区分に応じ、当該各

号に定める届出書によるものとする。 

（１）病院又は診療所 指定医療機関指定申請事項変更届出書（病院又は診療所）（様式第14号） 

（２）薬局 指定医療機関指定申請事項変更届出書（薬局）（様式第15号） 
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（３）指定訪問看護事業者等 指定医療機関指定申請事項変更届出書（指定訪問看護事業者等）

（様式第16号） 

（指定医療機関の業務休止等の届出書） 

第10条 省令第43条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届

出書によるものとする。 

（１）省令第43条第１号に掲げる場合 指定医療機関業務休止等届出書（様式第17号） 

（２）省令第43条第２号に掲げる場合 被処分届出書（様式第18号） 

（指定医療機関の指定辞退の申出書） 

第11条 省令第44条の規定による申出は、指定医療機関指定辞退申出書（様式第19号）による

ものとする。 

（特定医療費の請求書等） 

第12条 指定難病の患者は、特定医療費の支給を受けようとするとき（法第７条第７項の規定

の適用を受ける場合を除く。）は、特定医療費（指定難病）請求書（様式第20号）を市長に提

出するものとする。 

２ 前項の請求書には、特定医療費（指定難病）証明書（様式第21号）を添付するものとする。 

（委任） 

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。  

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

366



【様式は掲載省略】 

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

367



 静岡市規則第45号 

  静岡市医療法施行細則の一部を改正する規則をここに制定する。 

   平成30年３月30日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市医療法施行細則の一部を改正する規則 

 静岡市医療法施行細則（平成15年静岡市規則第135号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第19号を次のように改める。 

（19）削除 

 第２条第１項に次の１号を加える。 

（37）省令第９条の15の２の認定の申請 宿直医師免除認定申請書（様式第45号の２） 

 第３条第９号を次のように改める。 

（９）削除 

 第３条に次の１号を加える。 

（22）前条第37号の認定の申請 宿直医師免除認定書（様式第67号） 

 様式第28号を次のように改める。 

様式第28号 削除 

 様式第32号中「又は診療所」を「、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院」に改める。 

 様式第33号を次のように改める。 
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 様式第35号を次のように改める。 
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 様式第45号の次に次の１様式を加える。
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 様式第54号を次のように改める。 

様式第54号 削除 

 様式第66号の次に次の１様式を加える。
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   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第46号 

 静岡市建築基準法施行細則及び静岡市建築基準法等の規定に基づく公開による意見の聴取等

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30年３月30日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市建築基準法施行細則及び静岡市建築基準法等の規定に基づく公開による意見の聴

取等に関する規則の一部を改正する規則 

 （静岡市建築基準法施行細則の一部改正） 

第１条 静岡市建築基準法施行細則（平成15年静岡市規則第229号）の一部を次のように改正す

る。 

  第25条第３号中「第13項」を「第14項」に、同号の表中「第48条第14項ただし書」を「第

48条第15項ただし書」に改める。 

  第33条第４項中「第13項」を「第14項」に改める。 

 （静岡市建築基準法等の規定に基づく公開による意見の聴取等に関する規則の一部改正） 

第２条 静岡市建築基準法等の規定に基づく公開による意見の聴取等に関する規則（平成15年

静岡市規則第230号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第48条第14項」を「第48条第15項」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第47号 

 静岡市国民健康保険条例等施行規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市国民健康保険条例等施行規則の一部を改正する規則 

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

る。 

 第18条第２項及び第19条中「区長」を「市長」に改める。 

 様式第11号その１及び様式第11号その２中 

「

住
所

（電話  ）

生年

月日 
年 月 日 世帯主

と の

続 柄

   を 
個人

番号 

  」 

「

住
所

（電話  ）

生年

月日 
年 月 日

世帯主

と の

続 柄

   に 

  」 

改める。 

 様式第12号中 

「

被保険者証の記号番号  出産被保険者資格取得日 年 月 日  を 

  」 
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「

被保険者証の記号番号  
出産被保険者 

適用開始年月日 
年 月 日  に 

  」 

改める。 

 様式第13号中 

「

被保険者証 

の記号番号 
 資格取得日 年 月 日  を 

  」 

「

被保険者証 

の記号番号 

適用開始 

年 月 日 
年 月 日  に 

  」 

改める。 

 様式第23号から様式第27号まで及び様式第32号から様式第33号までの規定中「  区長」を

「静岡市長」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成30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国民健康保険条例等施行規則（以下「旧規則」と

いう。）の様式により提出されている文書は、この規則による改正後の静岡市国民健康保険条

例等施行規則の相当様式により提出された文書とみなす。 

３ この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して

使用することができる。 
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静岡市規則第48号 

 静岡市介護医療院の開設許可等に関する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

静岡市長 田 辺 信 宏      

   静岡市介護医療院の開設許可等に関する規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）の規定による

介護医療院の開設の許可等に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （書類の様式） 

第２条 次の各号に掲げる申請又は届出は、それぞれ当該各号に定める申請書又は届出書によ

る。 

（１）法第107条第１項（法第108条第４項において準用する場合を含む。）の許可の申請 介

護医療院開設許可（更新）申請書（様式第１号） 

（２）法第107条第２項の規定よる許可の申請 介護医療院開設許可事項変更許可申請書（様

式第２号） 

（３）法第109条第１項又は第２項の承認の申請 介護医療院管理者承認申請書（様式第３

号） 

（４）法第112条第１項第４号の許可の申請 介護医療院広告事項許可申請書（様式第４号） 

（５）法第113条第１項又は第２項の規定による届出 介護医療院開設許可事項変更（再開・

廃止・休止）届出書（様式第５号） 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。
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静岡市規則第49号 

 静岡市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30年３月30日 

                     静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

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

改正する。 

 別表第１中 

「  

  薬剤師 日額470円   を 

                                        」 

「 

  薬剤師 日額470円 

 （ただし、厚生労働省告示第108号に規定する団体の認定する

資格又はこれに準ずる資格として市長が特に認める資格を有

している職員で市長が認めた者 日額620円） 

  に 

                                        」 

改める。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第50号 

 静岡市職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則 

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

正する。 

 附則第２項中「当分の間」を「平成31年３月31日までの間」に改める。 

 別表第１中 

「 

 保健所長   を 

                                        」 

「 

 保健所長

海洋文化都市推進本部長
 に、 

                                        」 

「 

 戦略広報監   を 

                                        」 

「 

 戦略広報監

まちは劇場推進監
 に、 

                                        」 

「 

 課長 

シティプロモーション東京本部

長 

危機管理総室次長 

83,000円

 を 

                                        」 
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「 

 課長 83,000円   に、 

                                        」 

「 

 こころの健康センター所長   を 

                                        」 

「 

 こころの健康センター所長

こころの健康センター事務長
 に、 

                                        」 

「 

 児童相談所長   を 

                                        」 

「 

 児童相談所長

海洋文化都市推進本部次長
 に、 

                                        」 

「 

 副参事 

副技監 
 を 

消防署 署長（行政職７級の職務にある

者） 

103,200円

                                        」 

「 

 副技監 

 に、 消防署 署長（行政職７級の職務にある

者） 

106,400円

                                        」 

「 

議会事務局 事務局長 110,000円   を 

                                        」 
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「 

議会事務局 事務局長 131,100円
 に 

 事務局次長 110,000円

                                        」 

改め、 

「 

 副参事 51,000円   を 

                                        」 

削る。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第51号 

 静岡市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

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

のように改正する。 

 第２条第１項の表中「149,900円」の次に「、132,100円」を加える。 

 第３条第１項の表中「149,900円」の次に「、132,100円」を加え、「51,500円」を「51,000円」

に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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静岡市規則第52号 

 静岡市消防局長事務専決規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市消防局長事務専決規則の一部を改正する規則 

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

 第２条第11号及び第12号を次のように改める。 

（11）高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）の規定に基づく許可、届出、命令、検査、勧告、

公表、一時禁止、制限、刻印等、登録、報告、質問、収去及び指示に関すること。 

（12）液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42年法律第149号）の規

定に基づく登録、届出、命令、認定、認可、報告、許可、検査、質問、収去及び要請に関

すること。 

 第２条中第13号から第15号までを削り、第16号を第13号とし、第17号から第21号までを３号

ずつ繰り上げる。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

387



静岡市規則第53号 

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

定する。 

  平成30年３月30日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

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

 市長の権限の一部の事務の委任及び補助執行に関する規則（平成15年静岡市規則第13号）の

一部を次のように改正する。 

 第５条第５号中「賦課及び徴収」を「賦課」に、「、減免基準及び徴収猶予基準」を「及び減

免基準」に改める。 

 第８条第21号中クを削り、ケをクとし、コからソまでをケからセまでとし、タを削り、チを

ソとし、ツからヌまでをタからナまでとし、ナの次に次のように加える。 

  ニ 法第27条の２第１項の規定による勧告に関すること。 

  ヌ 法第27条の２第２項の規定による措置命令に関すること。 

 第８条第21号中ヨをラとし、ネからユまでをノからヨまでとし、ノの前に次のように加える。 

  ネ 法第27条の２第３項の規定による公表に関すること。 

 第８条第21号に次のように加える。 

  リ 医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第９条の15の２の規定による認定に関す

ること。 

 第10条第２項第７号中「学事課長」を「児童生徒支援課長」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第54号

 静岡市契約規則の一部を改正する規則をここに制定する。

  平成30年３月30日

                   静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市契約規則の一部を改正する規則

 静岡市契約規則（平成15年静岡市規則第47号）の一部を次のように改正する。 

 第40条第３項中「検収員が代金の支払に係る支出命令書の検収欄に署名し、又は記名押印す

る」を「契約人の給付の完了を表す納品書その他の書類の余白に検収員が署名又は記名押印の

上で検収の旨を表示する」に改める。 

    附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第55号 

 静岡市公文書管理規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                  静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市公文書管理規則の一部を改正する規則 

静岡市公文書管理規則（平成15年静岡市規則第14号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第６号中「課等の長」の次に「（こころの健康センターにあっては、事務長）」を加え、

同条第７号中「総務局行政管理課長」を「総務局総務課長」に改める。 

 第11条中「総務局行政管理課」を「総務局総務課」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第56号 

 静岡市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30年３月30日 

                   静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市事務専決規則の一部を改正する規則 

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

 第２条第６号中「及び地域包括ケア推進本部長」を「、地域包括ケア推進本部長及び海洋文

化都市推進本部長」に改め、同条第７号中「危機管理総室次長及び」を削り、「地域包括ケア推

進本部次長」の次に「及び海洋文化都市推進本部次長」を加え、「、シティプロモーション東京

本部長」を削り、「こころの健康センター所長」の次に「及び事務長」を加え、「及び土木事務

所長」を「並びに土木事務所長」に改め、同条第８号中「課長補佐及び所長補佐」を「次長補

佐及び課長補佐」に、「シティプロモーション東京本部次長、次長補佐、次長」を「次長、次長

補佐」に、「及び場長補佐」を「、事務長補佐及び市場長補佐」に改める。 

 第４条第１項第１号中「課長等」の次に「（こころの健康センター所長にあっては市長が定め

る事務に限り、こころの健康センターの事務長にあってはこころの健康センター所長の専決に

属する事務を除く。）」を加え、同項第３号中「戦略広報監」の次に「、まちは劇場推進監」を

加え、同項第４号中「議会事務局長」の次に「、議会事務局次長」を加え、同項第７号中「こ

ころの健康センター所長」の次に「（市長が定める事務に限る。）及び事務長（こころの健康セ

ンター所長の専決に属する事務を除く。）」を加える。 

 第５条第１項中「及び清水病院」を「、清水病院及び海洋文化都市推進本部」に改め、同条

第４項中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次の

１号を加える。 

（４）まちは劇場推進監 観光交流文化局次長の専決に属する事項のうち、観光交流文化局次

長が必要に応じ、市長の承認を得て指定するもの 

 第５条第５項第１号中「及び局次長等共通」を削り、同項中第２号を第３号とし、第１号の

次に次の１号を加える。 

（２）議会事務局次長 別表第１の専決事項中局次長等共通の専決事項（（１）一般に関する事

項３及び（３）財務に関する事項に限る。） 

 第８条第４項中「福祉総務課を」の次に「、経済局にあっては産業政策課を」を加え、同条
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第５項中「総務局行政管理課長」を「総務局総務課長」に改める。 

 第10条第１項の表中 

「 

部長等 専決事項に応じて市長が指定する担当部長又

は主務課長等（公営競技事務所、福祉事務所

長、保健所長、児童相談所長及びこころの健

康センター所長を含む。） 

 を 

                                        」 

「 

部長等 専決事項に応じて市長が指定する担当部長又

は主務課長等（公営競技事務所、保健所長、

児童相談所長及びこころの健康センター所長

を含む。） 

 に、

                                        」 

「 

戦略広報監 広報課長  を 

                                        」 

「 

戦略広報監 広報課長 
 に、

まちは劇場推進監 まちは劇場推進課長 

                                        」 

「 

課長等 課長補佐等（危機管理総室次長及び地域包括

ケア推進本部次長にあっては、次長補佐）又

は専決事項に応じて市長が指定する担当課長 

 を 

                                        」 

「 

課長等 課長補佐等又は専決事項に応じて市長が指定

する担当課長 
 に、

                                        」 
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「 

福祉事務所に置かれる課の課長及び

出張所の出張所長、保健所に置かれ

る課の課長及び保健所清水支所長、

児童相談所長並びにこころの健康セ

ンター所長 

課長補佐等又は専決事項に応じて市長が指定

する担当課長 

 を 

                                        」 

「 

福祉事務所に置かれる課の課長及び

出張所の出張所長、保健所に置かれ

る課の課長及び保健所清水支所長並

びに児童相談所長 

課長補佐等又は専決事項に応じて市長が指定

する担当課長 
 に 

                                        」 

改め、同条第４項の表中 

「 

議会事務局長 主務課長  を 

                                        」 

「 

議会事務局長 議会事務局次長 
 に 

議会事務局次長 主務課長 

                                        」 

改め、同条第８項の表中 

「 

こころの健康センター所長 所長補佐  を 

                                        」 

「 

こころの健康センター所長 事務長  に 

                                        」 

改める。 

 別表第１共通専決事項（２）人事に関する事項中「戦略広報監」の次に「、まちは劇場推進
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監」を加える。 

 別表第１共通専決事項（３）財務に関する事項イ支出に関する事項中「国民健康保険給付金」

の次に「、国民健康保険事業費納付金」を加える。 

 別表第２個別専決事項１本庁個別専決事項行政管理課に関する事項を総務課に関する事項と

する。 

 別表第２個別専決事項１本庁個別専決事項人事課に関する事項を次のように改める。 

 人事課に関する事項 

専決者

専決事項 

副市長 局長 局次長 課長 

１ 職員の任免（異動を含む。）

及び給料決定に関すること。 

課長等及び

課長に準ず

る者 

課長補佐及

びこれに準

ずる者 

係長以下及

び再任用職

員並びに非

常勤嘱託 

２ 職員の選考の実施に関する

こと。 

   ○ 

３ 職員の休職（地方公務員法

（昭和25年法律第261号）第28

条第２項第１号に該当するも

のに限る。）に関すること。 

 重要なもの ○  

４ 職員の修学部分休業、自己

啓発等休業及び配偶者同行休

業に関すること。 

 重要なもの ○  

５ 職員の育児休業、育児短時

間勤務及び部分休業に関する

こと。 

   ○ 

６ 職員の組合休暇、介護休暇

及び介護時間に関すること。 

   ○ 

７ 職員の記章、名札及び身分

証明書を交付すること。 

   ○ 

８ 職員の給与証明等の証明書    ○ 
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を交付すること。     

９ 職員の職務に専念する義務

の免除に関すること（人間ド

ックの受診及び献血の実施に

関するものを除く。）。 

   ○ 

10 地方公務員法第38条第１項

の営利企業等への従事制限の

解除に関すること。 

 重要なもの ○  

11 職員の休憩時間の短縮に関

すること。 

   ○ 

12 職員の深夜勤務、時間外勤

務等の制限に関すること。 

   ○ 

13 定例の給料その他の給与支

給に関すること。 

   ○ 

14 職員研修を実施すること。    ○ 

 別表第２個別専決事項１本庁個別専決事項保険年金管理課に関する事項中 

「 

６ 改正前の老人保健法によ

る医療の審査及び制限又は

医療費の支給に関すること。

    ○ 

７ 国民健康保険料（税）、介

護保険料及び保育所入所者

負担金並びにこれらに係る

督促手数料、延滞金及び加算

金の滞納処分に係る調査及

び検査を実施すること。 

    ○ 

８ 国民健康保険料（税）、介

護保険料及び保育所入所者

負担金並びにこれらに係る

督促手数料、延滞金及び加算

    ○  を 
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金の滞納処分、換価猶予及び

交付要求の決定をすること。

９ 証券等による徴収金に係

る納付（納入）の委託及び再

委託に関すること。 

    ○ 

10 繰上徴収に関すること。     ○  

                                        」 

「 

６ 改正前の老人保健法によ

る医療の審査及び制限又は

医療費の支給に関すること。

    ○ 

 に 

                                        」 

改め、同保険年金管理課に関する事項の次に次のように加える。 

 福祉債権収納対策課に関する事項 

専決者

専決事項 

副市長 局長 局次長 部長 課長 

１ 国民健康保険料（税）、後期

高齢者医療保険料、介護保険

料及び保育所入所者負担金並

びにこれらに係る督促手数

料、延滞金及び加算金の滞納

処分に係る調査及び検査を実

施すること。 

    ○ 

２ 国民健康保険料（税）、後期

高齢者医療保険料、介護保険

料及び保育所入所者負担金並

びにこれらに係る督促手数

料、延滞金及び加算金の滞納

処分、換価猶予及び交付要求

の決定をすること。 

    ○ 
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３ 国民健康保険料（税）及び

後期高齢者医療保険料並びに

これらに係る督促手数料、延

滞金及び加算金並びに国民健

康保険の一部負担金、国民健

康保険組合から請求のあった

保険料その他の徴収金の滞納

処分の執行を停止すること。 

   ○  

４ 証券等による徴収金に係る

納付（納入）の委託及び再委

託に関すること。 

    ○ 

５ 繰上徴収に関すること。     ○ 

６ 国民健康保険料（税）及び

後期高齢者医療保険料並びに

これらに係る督促手数料、延

滞金及び加算金並びに国民健

康保険の一部負担金に係る徴

収猶予の決定をすること。 

    ○ 

７ 国民健康保険料（税）及び

後期高齢者医療保険料に係る

督促手数料、延滞金及び加算

金の減額又は免除の決定をす

ること。 

    ○ 

８ 国民健康保険及び後期高齢

者医療の被保険者証に関する

こと。 

    ○ 

９ 国民健康保険料（税）及び

後期高齢者医療保険料並びに

これらに係る督促手数料、延

滞金及び加算金の徴収の嘱託

    ○ 
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に関すること。     

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

うに改める。 

 こころの健康センターに関する事項 

専決者

専決事項 

副市長 局長 局次長 部長 所長 事務長 

１ 精神障害者保健福祉手帳の

交付を決定すること。 

    ○  

２ 診療等の料金の減額若しく

は免除又は徴収猶予に関する

こと。 

     ○ 

 別表第２個別専決事項３区役所個別専決事項保険年金課に関する事項を次のように改める。 

 保険年金課に関する事項 

専決者

専決事項 

副市長 区長 副区長 課長 

１ 国民健康保険の一部負担金

の減額又は免除の決定をする

こと。 

   ○ 

２ 国民健康保険の給付の決定

に関すること。 

   ○ 

 別表第４保健予防課に関する事項中 

「 

９ 児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令

第11号）第７条の16の規定による指定医の

指定の取消しに関すること。 

○  

 を 

                                        」 

「 

９ 児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令

第11号）第７条の16の規定による指定医の

指定の取消しに関すること。 

○  
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10 難病の患者に対する医療等に関する法

律（平成26年法律第50号）第14条第１項の

規定による指定医療機関の指定に関する

こと。 

 ○  

 に 

11 難病の患者に対する医療等に関する法

律第22条第１項の規定による指定医療機

関の開設者に対する勧告に関すること。 

 ○ 

12 難病の患者に対する医療等に関する法

律第23条の規定による指定医療機関の指

定の取消し又は効力の停止に関すること。

○  

13 難病の患者に対する医療等に関する法

律施行規則（平成26年厚生労働省令第121

号）第15条第１項の規定による指定医の指

定に関すること。 

 ○ 

14 難病の患者に対する医療等に関する法

律施行規則第20条第２項及び第３項の規

定による指定医の指定の取消し又は効力

の停止に関すること。 

○  

                                        」 

改める。 

 別表第５保険年金課に関する事項を次のように改める。 

 保険年金課に関する事項 

専決者

専決事項 

副区長 課長 

１ 国民健康保険の被保険者の資格及び被保

険者証に関すること。 

 ○ 

２ 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。 

 ○ 

３ 国民健康保険料（税）の減額又は免除の決

定をすること。 

 ○ 
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   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第57号 

静岡市地方独立行政法人静岡市立静岡病院の業務運営等に関する規則の一部を改正する規則

をここに制定する。 

平成30年３月30日 

                   静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市地方独立行政法人静岡市立静岡病院の業務運営等に関する規則の一部を改正する

規則 

静岡市地方独立行政法人静岡市立静岡病院の業務運営等に関する規則（平成28年静岡市規則

第44号）の一部を次のように改正する。 

第６条及び第７条を削る。 

第５条第１項中「法第27条第１項に規定する」及び「（以下「年度計画」という。）」を削り、

同条を第７条とし、第４条を第６条とする。 

第３条中第１項中「（同項に規定する中期計画をいう。以下同じ。）」を削り、同条を第５条と

し、第２条を第４条とし、第１条の次に次の２条を加える。 

 （監査報告の作成） 

第２条 監事は、法第13条第４項の規定に基づき監査報告を作成し、及びその職務を適切に遂

行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めな

ければならない。この場合において、役員（監事を除く。第１号並びに第４項第５号及び第

６号において同じ。）は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければなら

ない。 

（１）法人の役員及び職員 

（２）前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者 

２ 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそ

れのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 

３ 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、法人の他の監事との意思疎通及び情報の

交換を図るよう努めなければならない。 

４ 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

（１）監事の監査の方法及びその内容 

（２）法人の業務が、法令等、中期計画（法第26条第１項に規定する中期計画をいう。以下同
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じ。）及び年度計画（法第27条第１項に規定する年度計画をいう。以下同じ。）に従い適正

に実施されているかどうかについての意見 

（３）財務諸表（利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。）が、法人の財政状態、運営

状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどう

かについての意見 

（４）利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び

決算報告書に関して必要な報告 

（５）法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業

務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見 

（６）法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があった

ときは、その事実 

（７）監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 

（８）監査報告を作成した日 

（監事の調査の対象となる書類） 

第３条 法第13条第６項第２号に規定する規則で定める書類は、この規則の規定に基づき市長

に提出する書類とする。 

第８条を次のように改める。 

（業務実績等報告書） 

第８条 法第28条第２項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の左欄に掲げる報告書の

区分に応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の右欄に掲げる事項を記載しなければなら

ない。 

１ 事業年

度におけ

る業務の

実績及び

当該実績

について

自ら評価

を行った

結果を明

当 該 事

業 年 度

に 係 る

年 度 計

画 に 定

め た 項

目 

（１）当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実

績は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければなら

ない。 

ア 中期計画及び年度計画の実施状況 

イ 当該事業年度における業務運営の状況 

ウ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当

該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業

年度以前の毎年度の当該指標の数値 

（２）当該項目が法第25条第２項第２号から第５号までに掲げ
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らかにし

た報告書 

   る事項に係るものである場合には、（１）に掲げる業務の

実績について法人が評価を行った結果。なお、当該評価を

行った結果は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなけ

ればならない。 

ア 評定及び当該評定を付した理由 

イ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及

び当該課題に対する改善方策 

ウ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施

が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実

施状況 

２ 中期目

標の期間

の終了時

に見込ま

れる中期

目標の期

間におけ

る業務の

実績及び

当該実績

について

自ら評価 

を行った

結果を明

らかにす

る報告書 

中 期 計

画 に 定

め た 項

目 

（１）中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間に

おける業務の実績。なお、当該業務の実績は、次に掲げる

事項を明らかにしたものでなければならない。 

ア 中期目標及び中期計画の実施状況 

イ 当該期間における業務運営の状況 

ウ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当

該期間における毎年度の当該指標の数値 

（２）当該項目が法第25条第２項第２号から第５号までに掲げ

る事項に係るものである場合には、（１）に掲げる業務の

実績について法人が評価を行った結果。なお、当該評価を

行った結果は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなけ

ればならない。 

ア 評定及び当該評定を付した理由 

イ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及

び当該課題に対する改善方策 

ウ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施

が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実

施状況 

３ 中期目

標の期間

中 期 計

画 に 定

（１）中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の

実績は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければ
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 における

業務の実

績及び当

該実績に

ついて自

ら評価を

行った結

果を明ら

かにする

報告書 

め た 項

目 

ならない。 

ア 中期目標及び中期計画の実施状況 

イ 当該期間における業務運営の状況 

ウ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当

該期間における毎年度の当該指標の数値 

 （２）当該項目が法第25条第２項第２号から第５号までに掲

げる事項に係るものである場合には、（１）に掲げる業務

の実績について法人が評価を行った結果。なお、当該評価

を行った結果は、次に掲げる事項を明らかにしたものでな

ければならない。 

ア 評定及び当該評定を付した理由 

イ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及

び当該課題に対する改善方策 

ウ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施

が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実

施状況 

第15条を第16条とし、第14条を第15条とする。 

第13条第１項中「第40条第６項」を「第40条第５項」とし、同条を第14条とし、第12条を第13

条とする。 

第11条中「第34条第４項」を「第34条第３項」に改め、同条を第12条とし、第10条の次に次

の１条を加える。 

（事業報告書の作成） 

第11条 法第34条第２項に規定する事業報告書は、次に掲げる事項を記載して作成するものと

する。 

（１）法人の名称、所在地、設立年月日、組織図、役員の状況その他法人に関する基礎的な情

報 

（２）病院の名称、所在地、理念、沿革、許可病床数、主な役割及び機能、診療科目、職員数

その他病院に関する基礎的な情報 

（３）財務諸表の概要 

（４）業務の実績に関する説明 

 本則に次の２条を加える。 
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（内部組織） 

第17条 法第56条の２第１号に規定する離職前５年間に在職していた当該一般地方独立行政法

人の内部組織として規則で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として市

長が定めるもの（次項において「現内部組織」という。）であって再就職者（離職後２年を経

過した者を除く。次項において同じ。）が離職前５年間に在職していたものとする。 

２ 直近７年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として市長が定めるもの

であって再就職者が離職前５年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織（当該

内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織）が行っている場合における

前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前５年間に当該現内部組織に在職してい

たものとみなす。 

（管理又は監督の地位） 

第18条 法第56条の２第２号に規定する管理又は監督の地位として規則で定めるものは、静岡

市職員の退職管理に関する規則（平成28年静岡市人事委員会規則第１号）第22条各号に掲げ

る職に相当するものとする。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第58号 

 静岡市介護保険条例等施行規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

静岡市長 田 辺 信 宏      

   静岡市介護保険条例等施行規則の一部を改正する規則 

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

 第45条の２中第23号及び第24号を削る。 

 第45条の３中第23号及び第24号を削る。 

 第45条の５の次に次の１条を加える。 

 （共生型居宅介護サービス事業者の特例に係る別段の申出） 

第45条の５の２ 省令第130条の５又は省令第140条の17の６に規定する申出書は、共生型指定

不要申出書（様式第49号の５の２）によるものとする。 

 第45条の７中「（整備省令前省令第140条の３第１項及び第140条の８第１項の規定による申

請にあっては、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律（平成26年法律第83号）附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとさ

れた法（以下「整備法前法」という。）第53条第１項本文の規定による指定）」及び「（整備省令

前省令第140条の３第３項及び第140条の８第３項の規定による申請にあっては、整備法前法第

53条第１項の規定による指定に係る指定の更新）」を削る。 

 第45条の10第４項第３号カ中「（整備法前法第53条第１項に規定する介護予防サービスを含

む。）」及び「（整備法前法第８条の２第１項に規定する介護予防サービスを含む。）」を削る。 

 第46条第２項を削り、同条第３項中「第１項各号」を「前項各号」に改め、同項を同条第２

項とし、同条第４項を同条第３項とする。 

 第47条第１項第２号の次に次の１号を加える。 

（２）の２ 利用者の推定数 

 第47条第２項中「から第４項まで」を「及び第３項」に改め、同項後段を次のように改める。 

  この場合において、同条第２項中「訪問介護」とあるのは「訪問入浴介護」と、「第８号」

とあるのは「第９号」と、同条第３項中「第１項第２号から第７号」とあるのは「第１項第

２号から第８号」と、「第９号及び第10号」とあるのは「第10号及び第11号」と読み替えるも

のとする。 
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 第47条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、当該登録を受けようとする者が条例第９条第１項の規

定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けている

場合において、既に市長に提出している前項第２号から第８号までに掲げる事項（法人の場

合にあっては、第10号及び第11号に掲げる事項を含む。）に変更がないときは、これらの事項

に係る書類の提出を省略させることができる。 

 第48条第２項中「から第４項まで」を「及び第３項」に改め、「「介護予防訪問介護」とある

のは、「介護予防通所介護」と読み替え、同条第３項中」を削る。 

 第49条第２項中「から第４項まで」を「及び第３項並びに第47条第２項」に改め、「の更新」

を削り、同項後段を次のように改める。 

  この場合において、第46条第２項中「訪問介護」とあるのは「短期入所生活介護」と、「第

８号」とあるのは「第10号」と、同条第３項中「第１項第２号から第７号」とあるのは「第

１項第２号から第９号」と、「第９号及び第10号」とあるのは「第11号及び第12号」と、第47

条第２項中「介護予防訪問入浴介護」とあるのは「介護予防短期入所生活介護」と、「前項第

２号から第８号」とあるのは「前項第２号から第９号」と、「第10号及び第11号」とあるのは

「第11号及び第12号」と読み替えるものとする。 

 第50条第２項中「から第４項まで」を「及び第３項並びに第47条第２項」に改め、「の更新」

を削り、同項後段を次のように改める。 

  この場合において、第46条第２項中「訪問介護」とあるのは「福祉用具貸与」と、「第８号」

とあるのは「第９号」と、同条第３項中「第１項第２号から第７号」とあるのは「第１項第

２号から第８号」と、「第９号及び第10号」とあるのは「第10号及び第11号」と、第47条第２

項中「介護予防訪問入浴介護」とあるのは「介護予防福祉用具貸与」と読み替えるものとす

る。 

 第51条第２項中「第46条第３項及び第４項」を「第46条第２項及び第３項」に改め、同項後

段を次のように改める。 

  この場合において、同条第２項中「訪問介護」とあるのは「居宅介護支援」と、「基準該当

居宅サービス等事業者」とあるのは「基準該当居宅介護支援等事業者」と、「第８号」とある

のは「第10号」と、同条第３項中「第１項第２号から第７号」とあるのは「第１項第２号か

ら第９号」と、「第９号及び第10号」とあるのは「第12号及び第13号」と読み替えるものとす

る。 

 第51条の２を次のように改める。 
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第51条の２ 削除 

 第51条の３第１項第２号の次に次の１号を加える。 

（２）の２ 利用者の推定数 

 第51条の３第２項中「から第４項まで」を「及び第３項並びに第47条第２項」に改め、「の更

新」を削り、同項後段を次のように改める。 

  この場合において、第46条第２項中「訪問介護」とあるのは「介護予防訪問入浴介護」と、

「第８号」とあるのは「第９号」と、同条第３項中「第１項第２号から第７号」とあるのは

「第１項第２号から第８号」と、「第９号及び第10号」とあるのは「第10号及び第11号」と、

第47条第２項中「介護予防訪問入浴介護」とあるのは「訪問入浴介護」と読み替えるものとす

る。 

 第51条の４を次のように改める。 

第51条の４ 削除 

 第51条の５第１項第２号中「指定介護予防サービス等基準条例第97条に規定する指定介護予

防通所介護事業所又は」を削り、同条第２項中「から第４項まで」を「及び第３項並びに第47

条第２項」に改め、「の更新」を削り、同項後段を次のように改める。 

  この場合において、第46条第２項中「訪問介護」とあるのは「介護予防短期入所生活介護」

と、「第８号」とあるのは「第10号」と、同条第３項中「第１項第２号から第７号」とあるの

は「第１項第２号から第９号」と、「第９号及び第10号」とあるのは「第11号及び第12号」と、

第47条第２項中「介護予防訪問入浴介護」とあるのは「短期入所生活介護」と、「前項第２号

から第８号」とあるのは「前項第２号から第９号」と、「第10号及び第11号」とあるのは「第

11号及び第12号」と読み替えるものとする。 

 第51条の６第２項中「から第４項まで」を「及び第３項並びに第47条第２項」に改め、「の更

新」を削り、同項後段を次のように改める。 

  この場合において、第46条第２項中「訪問介護」とあるのは「介護予防福祉用具貸与」と、

「第８号」とあるのは「第９号」と、同条第３項中「第１項第２号から第７号」とあるのは

「第１項第２号から第８号」と、「第９号及び第10号」とあるのは「第10号及び第11号」と、

第47条第２項中「介護予防訪問入浴介護」とあるのは「福祉用具貸与」と読み替えるものと

する。 

 第51条の７第２項中「第46条第３項及び第４項」を「第46条第２項及び第３項」に改め、同

項後段を次のように改める。 

  この場合において、同条第２項中「訪問介護」とあるのは「介護予防支援」と、「基準該当
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居宅サービス等事業者」とあるのは「基準該当居宅介護支援等事業者」と、「第８号」とある

のは「第10号」と、同条第３項中「第１項第２号から第７号」とあるのは「第１項第２号か

ら第９号」と、「第９号及び第10号」とあるのは「第12号及び第13号」と読み替えるものとす

る。 

 第52条の２第１項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を削り、第４号を第２号と

し、第５号を第３号とし、同条第３項中「同項第３号又は第４号」を「同項第２号」に改める。 

 第54条の３の次に次の１条を加える。 

 （共生型地域密着型サービス事業者の特例に係る別段の申出） 

第54条の３の２ 省令第131条の11の９又は省令第140条の28の２に規定する申出書は、共生型

指定不要申出書によるものとする。 

 様式第49号の２中 

「 

居
宅
サ
ー
ビ
ス

訪問介護    年 月 日    年 月 日

 を 

                                        」 

「 

居
宅
サ
ー
ビ
ス

訪問介護    年 月 日

 に、

                                        」 

「 

  通所介護   年 月 日   年 月 日  を 

                                        」 

「 

  通所介護   年 月 日  に 

                                        」 

改める。 

 様式第49号の５の次に次の様式を加える。 
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【様式は掲載省略】
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 様式第49号の６中 

「 

８   管理者の氏名及び住所等  

を

９   福祉用具貸与事業者に係る福祉用具の

保管及び消毒の方法 

10   運営規程 

11   協力病院・医療機関等に係る事項等 

12   連携する事業所・施設との関係等 

13   居宅サービス費・地域密着型サービス

費・施設サービス費・介護予防サービス

費・地域密着型介護予防サービス費の

請求に関する事項 

14   役員の氏名及び住所等 

15   介護支援専門員の氏名、登録番号 

                                        」 

「 

８   利用者の推定数  

に

９   管理者及びサービス提供責任者の氏名

及び住所等 

10   福祉用具貸与事業者に係る福祉用具の

保管及び消毒の方法 

11   運営規程 

12   協力病院・医療機関等に係る事項等 

13   連携する事業所・施設との関係等 

14   居宅サービス費・地域密着型サービス

費・施設サービス費・介護予防サービス

費・地域密着型介護予防サービス費の

請求に関する事項 

15   役員の氏名及び住所等 

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

411



16  介護支援専門員の氏名、登録番号 

                                        」 

改める。 

 様式第50号中 

「 

 介護予防訪問介護   年  月  日 年  月  日

を 介護予防訪問入浴介護   年  月  日 年  月  日

 介護予防通所介護   年  月  日 年  月  日

                                        」 

「 

 介護予防訪問入浴介護   年  月  日 年  月  日 に

                                        」 

改める。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第59号 

静岡市高圧ガス保安法施行細則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市高圧ガス保安法施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号。以下「法」という。）、高圧

ガス保安法施行令（平成９年政令第20号。第14条において「政令」という。）並びに容器

保安規則（昭和41年通商産業省令第50号）、冷凍保安規則（昭和41年通商産業省令第51

号）、液化石油ガス保安規則（昭和41年通商産業省令第52号）、一般高圧ガス保安規則

（昭和41年通商産業省令第53号）、コンビナート等保安規則（昭和61年通商産業省令第88

号）及び国際相互承認に係る容器保安規則（平成28年経済産業省令第82号）（第14条にお

いてこれらを「省令」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、法の例による。 

（高圧ガス製造許可証） 

第３条 市長は、法第５条第１項の許可をしたときは、高圧ガス製造許可証（様式第１号）

を申請者に交付するものとする。 

（高圧ガス製造施設等変更許可証） 

第４条 市長は、法第14条第１項の許可をしたときは、高圧ガス製造施設等変更許可証

（様式第２号）を申請者に交付するものとする。 

（第一種貯蔵所設置許可証） 

第５条 市長は、法第16条第１項の許可をしたときは、第一種貯蔵所設置許可証（様式第

３号）を申請者に交付するものとする。 

（第一種貯蔵所位置等変更許可証） 

第６条 市長は、法第19条第１項の許可をしたときは、第一種貯蔵所位置等変更許可証

（様式第４号）を申請者に交付するものとする。 

（完成検査不適合通知書） 

第７条 市長は、法第20条第１項又は第３項の完成検査において、高圧ガスの製造のため
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の施設又は第一種貯蔵所が法第８条第１号又は第16条第２項の技術上の基準に適合して

いないと認めるときは、完成検査不適合通知書（様式第５号）を申請者に交付するもの

とする。 

（輸入検査不合格通知書） 

第８条 市長は、法第22条第１項の輸入検査において、輸入をした高圧ガス及びその容器

が輸入検査技術基準に適合していないと認めるときは、輸入検査不合格通知書（様式第

６号）を申請者に交付するものとする。 

（保安検査不適合通知書） 

第９条 市長は、法第35条第１項の保安検査において、特定施設が法第８条第１号の技術

上の基準に適合していないと認めるときは、保安検査不適合通知書（様式第７号）を申

請者に交付するものとする。 

（特別充 許可証） 

第10条 市長は、法第48条第５項の規定による許可をしたときは、特別充 許可証（様式

第８号）を申請者に交付するものとする。 

（容器検査所の登録又は更新の不登録通知書） 

第11条 市長は、法第50条第３項の容器検査所の登録又はその更新の申請があった場合に

おいて、その容器検査所の検査設備が同項の技術上の基準に適合していないと認めると

きは、容器検査所（更新）不登録通知書（様式第９号）を申請者に交付するものとする。 

（不許可通知書） 

第12条 市長は、法第５条第１項、第14条第１項、第16条第１項、第19条第１項又は法第 

48条第５項の規定による許可の申請があった場合において、不許可としたときは、

高圧

高圧

第一

第一

特別

ガス製造

不許可通知書（様式第10号）を申請者に交付するものとする。 

ガス製造施設等変更

種貯蔵所設置

種貯蔵所位置等変更

充 

（収去証等） 
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第13条 市長は、法第62条第１項の規定により職員に高圧ガスを収去させるときは、高圧

ガス収去証（様式第11号）を関係者に交付するものとする。 

（許可申請等の取下げ） 

第14条 法の規定による許可又は登録の申請をした者は、その申請に対する市長の処分が

されるまでの間に当該申請を取り下げようとするときは、許可等申請取下申出書（様式

第12号）を市長に提出しなければならない。 

（申請書等の提出部数） 

第15条 法、政令、省令及びこの規則に規定する申請書、届出書等の提出部数は、正本１

部及び副本１部とする。 

附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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【様式は掲載省略】 
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静岡市規則第60号 

静岡市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則をここに制定する。 

平成30年３月30日 

静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42年法

律第149号。以下「法」という。）、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

施行令（昭和43年政令第14号。以下「政令」という。）及び液化石油ガスの保安の確保及び取

引の適正化に関する法律施行規則（平成９年通商産業省令第11号。以下「省令」という。）の

施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、法の例による。 

（液化石油ガス販売事業の登録等の通知） 

第３条 法第３条の２第２項の規定による通知は、液化石油ガス販売事業登録通知書（様式第

１号）によるものとする。 

２ 法第４条第２項の規定による通知は、液化石油ガス販売事業登録拒否通知書（様式第２号）

によるものとする。 

 （保安機関認定証） 

第４条 市長は、法第29条第１項の認定をしたときは、保安機関認定証（様式第３号）を申請

者に交付するものとする。 

（保安機関更新認定証） 

第５条 市長は、法第32条第１項の規定による認定の更新をしたときは、保安機関更新認定証

（様式第４号）を申請者に交付するものとする。 

（一般消費者等の数の増加認可証） 

第６条 市長は、法第33条第１項の認可をしたときは、一般消費者等の数の増加認可証（様式

第５号）を申請者に交付するものとする。 

 （保安業務規程（変更）認可証） 

第７条 市長は、法第35条第１項の規定による保安業務規程の認可又は変更の認可をしたとき
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は、保安業務規程（変更）認可証（様式第６号）を申請者に交付するものとする。 

 （液化石油ガス販売事業者認定証） 

第８条 市長は、法第35条の６第１項の認定をしたときは、液化石油ガス販売事業者認定証（様

式第７号）を申請者に交付するものとする。 

（貯蔵施設等設置許可証） 

第９条 市長は、法第36条第１項の許可をしたときは、貯蔵施設等設置許可証（様式第８号）

を申請者に交付するものとする。 

（貯蔵施設等変更許可証） 

第10条 市長は、法第37条の２第１項の許可をしたときは、貯蔵施設等変更許可証（様式第９

号）を申請者に交付するものとする。 

（充 設備許可証） 

第11条 市長は、法第37条の４第１項の許可をしたときは、充 設備許可証（様式第10号）を

申請者に交付するものとする。 

（充 設備変更許可証） 

第12条 市長は、法第37条の４第３項において読み替えて準用する法第37条の２第１項の許可

をしたときは、充 設備変更許可証（様式第11号）を申請者に交付するものとする。 

（充 設備使用休止（再開）届） 

第13条 省令第81条第１項ただし書の規定による届出は、充 設備使用休止届（様式第12号）

によるものとする。 

２ 前項の届出をした者は、充 設備の使用を再開しようとするときは、充 設備使用再開届

（様式第13号）により市長に届け出なければならない。 

 （収去証等） 

第14条 市長は、法第83条第１項又は第３項の規定により職員に液化石油ガスを収去させると

きは、液化石油ガス収去証（様式第14号）を関係者に交付するものとする。 

（不認定通知書） 

第15条 市長は、法第29条第１項、法第32条第１項又は法第35条の６第１項の規定による認定 

 保安機関  

の申請があった場合において、不認定としたときは、保安機関更新 不認定通知書

 液化石油ガス販売事業者

（様式第15号）を申請者に交付するものとする。 

（不認可通知書） 
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第16条 市長は、法第33条第１項又は法第35条第１項の規定による認可の申請があった場合に 

 一般消費者等の数の増加

おいて、不認可としたときは、保安業務規程 不認可通知書（様式第16号）を申請者

 保安業務規程変更  

に交付するものとする。 

（不許可通知書） 

第17条 市長は、法第36条第１項、法第37条の２第１項（法第37条の４第３項において読み替

えて準用する場合を含む。）、法第37条の４第１項の規定による許可の申請があった場合にお 

いて、不許可としたときは、

貯蔵施設等設置 

不許可通知書（様式第17号）を申請者に交付す
貯蔵施設等変更 

充 設備 

充 設備変更 

るものとする。 

（完成検査不適合通知書） 

第18条 市長は、法第37条の３第１項（法第37条の４第４項において読み替えて準用する場合

を含む。）の完成検査において、貯蔵施設、特定供給設備又は充 設備が法第37条又は第37条 

の４第２項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、
貯蔵施設等 

完成検査不適合
充 設備 

通知書（様式第18号）を申請者に交付するものとする。 

（保安検査不適合通知書） 

第19条 市長は、法第37条の６第１項の保安検査において、充 設備が法第37条の４第２項の

技術上の基準に適合していないと認めるときは、充 設備保安検査不適合通知書（様式第19

号）を申請者に交付するものとする。 

 （許可申請等の取下げ） 

第20条 法の規定による許可、認可、登録又は認定の申請をした者は、その申請に対する市長

の処分がされるまでの間に当該申請を取り下げようとするときは、許可等申請取下届（様式

第20号）を市長に提出しなければならない。 

 （申請書等の提出部数） 

第21条 法、政令、省令及びこの規則に規定する申請書、届出書等の提出部数は、正本１部及

び副本１部とする。 

附 則 
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 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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【様式は掲載省略】 
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静岡市規則第61号 

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

人番号の利用等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

   平成30年３月30日 

静岡市長 田 辺 信 宏 

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

く個人番号の利用等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

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

人番号の利用等に関する条例施行規則（平成28年静岡市規則第69号）の一部を次のように改正

する。 

 第６条の表中 

「 

３ 地方税法第34条第１項

第６号及び第４項並びに

第314条の２第１項第６号

及び第４項の障害者控除

の適用に関する事務 

納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶

養親族に係る身体障害者手帳交付等情報 

納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶

養親族に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報 

４ 地方税法第34条第１項

第10号若しくは第314条の

２第１項第10号の配偶者

控除、同法第34条第１項第

10号の２若しくは第314条

の２第１項第10号の２の

配偶者特別控除又は同法

第34条第１項第11号若し

くは第314条の２第１項第

11号の扶養控除の適用に

関する事務 

納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶

養親族に係る身体障害者手帳交付等情報

納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶

養親族に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報
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５ 地方税法第321条の７の

２第１項本文の規定によ

る公的年金等に係る所得

に係る個人の市民税の特

別徴収に関する事務 

納税義務者に係る介護保険法第135条の規定に基づ

く介護保険料の特別徴収に関する情報  を 

納税義務者に係る年金給付関係情報（国民年金法（昭

和34年法律第141号）による年金である給付の支給に

関する情報をいう。以下同じ。） 

６ 地方税法第323条の市民

税の減免に関する事務 

納税義務者に係る生活保護実施関係情報  

納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属す

る者に係る国民健康保険関係情報 

納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属す

る者に係る後期高齢者医療関係情報 

納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属す

る者に係る介護保険関係情報 

納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶

養親族に係る身体障害者手帳交付等情報 

納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶

養親族に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報 

７ 地方税法第367条の固定

資産税の減免に関する事

務 

納税義務者に係る生活保護実施関係情報  

                                        」  

「 

３ 地方税法第321条の７の

２第１項本文の規定によ

る公的年金等に係る所得

に係る個人の市民税の特

別徴収に関する事務 

納税義務者に係る介護保険法第135条の規定に基づ

く介護保険料の特別徴収に関する情報 

納税義務者に係る年金給付関係情報（国民年金法（昭

和34年法律第141号）による年金である給付の支給に

関する情報をいう。以下同じ。） 

４ 地方税法第323条の市民

税の減免に関する事務 

納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属す

る者に係る国民健康保険関係情報 

納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属す

る者に係る後期高齢者医療関係情報 

 に 
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 納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属す

る者に係る介護保険関係情報 

 納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶

養親族に係る身体障害者手帳交付等情報 

納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは扶

養親族に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報 

                                        」  

改める。 

 第７条の表を次のように改める。 

事務 特定個人情報 

１ 生活保護法第19条第１項

の規定による保護の実施に

関する事務 

生活保護法第６条第２項の要保護者又は同条第１項の

被保護者であった者（以下「要保護者等」という。）に

係る老人福祉措置関係情報（老人福祉法（昭和38年法律

第133号）第10条の４又は第11条の規定による措置の実

施に関する情報をいう。以下同じ。） 

要保護者等に係る身体障害者手帳交付等情報 

要保護者等に係る健康増進事業関係情報（健康増進法

（平成14年法律第103号）第17条第１項又は第19条の２

の健康増進事業の実施に関する情報をいう。以下同じ。）

要保護者等に係る感染症入院措置関係情報（感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10

年法律第114号）第19条第３項又は第20条第２項（これ

らの規定を同法第26条において読み替えて準用する場

合を含む。）の規定による入院の措置に関する情報をい

う。以下同じ。） 

要保護者等に係る感染症費用負担等関係情報（感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37

条第１項若しくは第37条の２第１項の規定による費用

の負担又は第42条第１項の規定による療養費の支給に

関する情報をいう。以下同じ。） 
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 要保護者等に係る精神保健費用徴収関係情報（精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律第31条の費用の徴収

に関する情報をいう。以下同じ。） 

要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報 

２ 生活保護法第24条第１項

の規定による保護の開始又

は同条第９項において準用

する同条第１項の規定によ

る保護の変更の申請に係る

審査に関する事務 

要保護者等に係る老人福祉措置関係情報 

要保護者等に係る身体障害者手帳交付等情報 

要保護者等に係る健康増進事業関係情報 

要保護者等に係る感染症入院措置関係情報 

要保護者等に係る感染症費用負担等関係情報 

要保護者等に係る精神保健費用徴収関係情報 

要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報 

３ 生活保護法第25条第１項

の規定による職権による保

護の開始又は同条第２項の

規定による職権による保護

の変更に関する事務 

要保護者等に係る老人福祉措置関係情報 

要保護者等に係る身体障害者手帳交付等情報 

要保護者等に係る健康増進事業関係情報 

要保護者等に係る感染症入院措置関係情報 

要保護者等に係る感染症費用負担等関係情報 

要保護者等に係る精神保健費用徴収関係情報 

要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報 

４ 生活保護法第26条の規定

による保護の停止又は廃止

に関する事務 

要保護者等に係る老人福祉措置関係情報 

要保護者等に係る身体障害者手帳交付等情報 

要保護者等に係る健康増進事業関係情報 

要保護者等に係る感染症入院措置関係情報 

要保護者等に係る感染症費用負担等関係情報 

要保護者等に係る精神保健費用徴収関係情報 

要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報 

５ 生活保護法第63条の規定

による保護に要する費用の

返還に関する事務 

要保護者等に係る老人福祉措置関係情報 

要保護者等に係る身体障害者手帳交付等情報 

要保護者等に係る感染症入院措置関係情報 

要保護者等に係る感染症費用負担等関係情報 

要保護者等に係る精神保健費用徴収関係情報 
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 要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報 

６ 生活保護法第77条第１項

又は第78条第１項から第３

項までの規定による徴収金

の徴収（同法第78条の２第

１項又は第２項の規定によ

る徴収金の徴収を含む。）に

関する事務 

要保護者等に係る老人福祉措置関係情報 

要保護者等に係る身体障害者手帳交付等情報 

要保護者等に係る感染症入院措置関係情報 

要保護者等に係る感染症費用負担等関係情報 

要保護者等に係る精神保健費用徴収関係情報 

要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報 

 第８条の表中 

「 

１ 生活保護法第19条第１

項の規定による保護の実

施に関する事務に準ずる

生活に困窮する外国人に

対する保護の実施に関す

る事務 

要保護者等に準ずる生活に困窮する外国人（以下「外

国人要保護者等」という。）に係る県民税又は市民税

に関する情報 

外国人要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実

施関係情報 

外国人要保護者等に係る障害者総合支援関係情報  

外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等関係情

報 

外国人要保護者等に係る老人福祉措置関係情報  

外国人要保護者等に係る介護給付等関係情報  

外国人要保護者等に係る国民健康保険給付関係情報  

外国人要保護者等に係る後期高齢者医療保険給付関

係情報 

外国人要保護者等に係る身体障害者手帳交付等情報  

外国人要保護者等に係る健康増進事業関係情報  

外国人要保護者等に係る母子保健養育医療給付等関

係情報 

外国人要保護者等に係る小児慢性特定疾病医療関係

情報 

 を 

外国人要保護者等に係る療育給付関係情報  

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

426



 外国人要保護者等に係る障害児入所給付費関係情報  

 外国人要保護者等に係る難病特定医療費関係情報  

外国人要保護者等に係る感染症入院措置関係情報  

外国人要保護者等に係る感染症費用負担等関係情報  

外国人要保護者等に係る精神保健入院措置決定等関

係情報 

外国人要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交

付等情報 

外国人要保護者等に係る母子等資金貸付け関係情報  

外国人要保護者等に係る母子等給付金関係情報  

外国人要保護者等に係る児童手当等関係情報  

外国人要保護者等に係る児童扶養手当関係情報  

                                        」  

「 

１ 生活保護法第19条第１

項の規定による保護の実

施に関する事務に準ずる

生活に困窮する外国人に

対する保護の実施に関す

る事務 

要保護者等に準ずる生活に困窮する外国人（以下「外

国人要保護者等」という。）に係る県民税（地方税法

第４条第２項第１号の道府県民税（個人に係るもの

に限る。）をいう。以下同じ。）又は市民税（同法第

５条第２項第１号の市町村民税（個人に係るものに

限る。）をいう。以下同じ。）に関する情報 

 外国人要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実

施関係情報（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第

14条第１項及び第３項の規定による支援給付の支給

の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永

住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正す

る法律（平成19年法律第127号。以下「平成19年改正

法」という。）附則第４条第１項の規定による支援給

付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

427



 の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の

一部を改正する法律（平成25年法律第106号。以下「平

成25年改正法」という。）附則第２条第１項の規定に

よりなお従前の例によるものとされた平成25年改正

法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（以下

「旧法」という。）第14条第１項の規定による支援給

付、平成25年改正法附則第２条第２項の規定により

なお従前の例によるものとされた旧法第14条第３項

の規定による支援給付及び平成25年改正法附則第２

条第３項の規定による支援給付の支給の実施、中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律第14条第４項（平成19年改正法附則第４条第

２項において準用する場合を含む。以下同じ。）並び

に平成25年改正法附則第２条第１項及び第２項の規

定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14

条第４項の規定によりその例によるものとされる生

活保護法第24条第１項の規定による開始若しくは同

条第９項の規定による変更、同法第25条第１項の規

定による職権による開始若しくは同条第２項の規定

による職権による変更又は同法第26条の規定による

停止若しくは廃止に関する情報をいう。以下同じ。）

 外国人要保護者等に係る障害者総合支援関係情報

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（平成17年法律第123号）第６条の規定

による自立支援給付の支給に関する情報をいう。以

下同じ。） 

 外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等関係情

報（特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和
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 39年法律第134号）第３条第１項の規定による特別児

童扶養手当の支給に関する情報をいう。以下同じ。）

 外国人要保護者等に係る老人福祉措置関係情報  

 外国人要保護者等に係る介護給付等関係情報（介護

保険法第18条第１号の介護給付、同条第２号の予防

給付又は同条第３号の市町村特別給付の支給に関す

る情報をいう。以下同じ。） 
 に 

 外国人要保護者等に係る国民健康保険給付関係情報

（国民健康保険法による保険給付の支給に関する情

報をいう。以下同じ。） 

 外国人要保護者等に係る後期高齢者医療保険給付関

係情報（高齢者の医療の確保に関する法律による保

険給付の支給に関する情報をいう。以下同じ。） 

 外国人要保護者等に係る身体障害者手帳交付等情報  

 外国人要保護者等に係る健康増進事業関係情報  

 外国人要保護者等に係る母子保健養育医療給付等関

係情報（母子保健法（昭和40年法律第141号）第20条

第１項の規定による養育医療の給付又は養育医療に

要する費用の支給に関する情報をいう。以下同じ。）

 外国人要保護者等に係る小児慢性特定疾病医療関係

情報（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第19条の

２第１項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支

給に関する情報をいう。以下同じ。） 

 外国人要保護者等に係る療育給付関係情報（児童福

祉法第20条第１項の規定による療育の給付の支給に

関する情報をいう。以下同じ。） 

 外国人要保護者等に係る障害児入所給付費関係情報

（児童福祉法第24条の２第１項の規定による障害児

入所給付費の支給に関する情報をいう。以下同じ。）

 外国人要保護者等に係る難病特定医療費関係情報
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（難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26

年法律第50号）第５条第１項の規定による特定医療

費の支給に関する情報をいう。以下同じ。） 

 外国人要保護者等に係る感染症入院措置関係情報  

 外国人要保護者等に係る感染症費用負担等関係情報  

 外国人要保護者等に係る精神保健費用徴収関係情報  

 外国人要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳交

付等情報 

 外国人要保護者等に係る母子等資金貸付け関係情報

（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第

129号）第13条第１項、第31条の６第１項若しくは第

32条第１項又は附則第３条若しくは第６条の規定に

よる資金の貸付けに関する情報をいう。以下同じ。）

 外国人要保護者等に係る母子等給付金関係情報（母

子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第１号（同法第

31条の10において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定による給付金の支給に関する情報をいう。以

下同じ。） 

 外国人要保護者等に係る児童手当等関係情報（児童

手当法（昭和46年法律第73号）第８条第１項（同法

附則第２条第３項において準用する場合を含む。）の

 規定による児童手当又は特例給付（同法附則第２条

第１項の給付をいう。）の支給に関する情報をいう。

以下同じ。） 

 外国人要保護者等に係る児童扶養手当関係情報（児

童扶養手当法（昭和36年法律第238号）第４条第１項

の規定による児童扶養手当の支給に関する情報をい

う。以下同じ。） 

                                        」  

改め、同表２の項から５の項までの規定中 
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「 

 外国人要保護者等に係る精神保健入院措置決定等関

係情報 
 を 

                                        」  

「 

 外国人要保護者等に係る精神保健費用徴収関係情報  に 

                                        」  

改める。 

 第９条の表を次のように改める。 

事務 特定個人情報 

１ 中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関

する法律第14条第１項及び

第３項の規定による支援給

付の支給の実施、平成19年

改正法附則第４条第１項の

規定による支援給付の支給

の実施並びに平成25年改正

法附則第２条第１項の規定

によりなお従前の例による

ものとされた旧法第14条第

１項の規定による支援給

付、平成25年改正法附則第

２条第２項の規定によりな

お従前の例によるものとさ

れた旧法第14条第３項の規

定による支援給付及び平成

25年改正法附則第２条第３

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律第14条第１項及び第３項の規定による支援給付、

平成19年改正法附則第４条第１項の規定による支援給

付並びに平成25年改正法附則第２条第１項の規定によ

りなお従前の例によるものとされた旧法第14条第１項

の規定による支援給付、平成25年改正法附則第２条第２

項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法

第14条第３項の規定による支援給付及び平成25年改正

法附則第２条第３項の規定による支援給付の支給を必

要とする状態にある者又は支給を受けていた者（以下

「要支援者等」という。）に係る老人福祉措置関係情報 

要支援者等に係る身体障害者手帳交付等情報 

要支援者等に係る健康増進事業関係情報 

要支援者等に係る感染症入院措置関係情報 

要支援者等に係る感染症費用負担等関係情報 

要支援者等に係る精神保健費用徴収関係情報 

要支援者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報 
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項の規定による支援給付の

支給の実施に関する事務 

２ 中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関

する法律第14条第４項（平

成19年改正法附則第４条第

２項において準用する場合

を含む。以下この表におい

て同じ。）並びに平成25年改

正法附則第２条第１項及び

第２項の規定によりなお従

前の例によるものとされた

旧法第14条第４項の規定に

よりその例によるものとさ

れる生活保護法第24条第１

項の規定による保護の開始

又は同条第９項において準

用する同条第１項の規定に

よる保護の変更の申請に係

る審査に関する事務 

要支援者等に係る老人福祉措置関係情報 

要支援者等に係る身体障害者手帳交付等情報 

要支援者等に係る健康増進事業関係情報 

要支援者等に係る感染症入院措置関係情報 

要支援者等に係る感染症費用負担等関係情報 

要支援者等に係る精神保健費用徴収関係情報 

要支援者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報 

３ 中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関

する法律第14条第４項並び

に平成25年改正法附則第２

条第１項及び第２項の規定

によりなお従前の例による

要支援者等に係る老人福祉措置関係情報 

要支援者等に係る身体障害者手帳交付等情報 

要支援者等に係る健康増進事業関係情報 

要支援者等に係る感染症入院措置関係情報 

要支援者等に係る感染症費用負担等関係情報 

要支援者等に係る精神保健費用徴収関係情報 

要支援者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報 
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ものとされた旧法第14条第

４項の規定によりその例に

よるものとされる生活保護

法第25条第１項の規定によ

る職権による保護の開始又

は同条第２項の規定による

職権による保護の変更に関

する事務 

４ 中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関

する法律第14条第４項並び

に平成25年改正法附則第２

条第１項及び第２項の規定

によりなお従前の例による

ものとされた旧法第14条第

４項の規定によりその例に

よるものとされる生活保護

法第26条の規定による保護

の停止又は廃止に関する事

務 

要支援者等に係る老人福祉措置関係情報 

要支援者等に係る身体障害者手帳交付等情報 

要支援者等に係る健康増進事業関係情報 

要支援者等に係る感染症入院措置関係情報 

要支援者等に係る感染症費用負担等関係情報 

要支援者等に係る精神保健費用徴収関係情報 

要支援者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報 

５ 中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関

する法律第14条第４項並び

に平成25年改正法附則第２

条第１項及び第２項の規定

によりなお従前の例による

要支援者等に係る老人福祉措置関係情報 

要支援者等に係る身体障害者手帳交付等情報 

要支援者等に係る感染症入院措置関係情報 

要支援者等に係る感染症費用負担等関係情報 

要支援者等に係る精神保健費用徴収関係情報 

要支援者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報 
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ものとされた旧法第14条第

４項の規定によりその例に

よるものとされる生活保護

法第63条の規定による保護

に要する費用の返還に関す

る事務 

６ 中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特

定配偶者の自立の支援に関

する法律第14条第４項並び

に平成25年改正法附則第２

条第１項及び第２項の規定

によりなお従前の例による

ものとされた旧法第14条第

４項の規定によりその例に

よるものとされる生活保護

法第77条第１項又は第78条

第１項及び第２項の規定に

よる徴収金の徴収（同法第

78条の２第１項の規定によ

る徴収金の徴収を含む。）に

関する事務 

要支援者等に係る老人福祉措置関係情報 

要支援者等に係る身体障害者手帳交付等情報 

要支援者等に係る感染症入院措置関係情報 

要支援者等に係る感染症費用負担等関係情報 

要支援者等に係る精神保健費用徴収関係情報 

要支援者等に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報 

 第10条の表中 

「 

１ 児童福祉法第21条の５

の３第１項の規定による

障害児通所給付費、同法第

21条の５の４第１項の規

定による特例障害児通所

当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同

一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報 

当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同

一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報 

当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同  を 
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給付費又は同法第21条の 一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付

５の12第１項の規定によ

る高額障害児通所給付費

の支給の申請に係る審査

に関する事務 

実施関係情報  

当該申請に係る障害児の保護者に係る障害者総合支

援関係情報 

                                        」  

「 

１ 児童福祉法第21条の５

の３第１項の規定による

障害児通所給付費、同法第

21条の５の４第１項の規

定による特例障害児通所

給付費又は同法第21条の

５の12第１項の規定によ

る高額障害児通所給付費

の支給の申請に係る審査

に関する事務 

当該申請に係る障害児の保護者に係る障害者総合支

援関係情報 

 に、 

                                        」  

「 

 当該変更に係る障害児の保護者に係る障害者総合支

援関係情報 
 を 

 当該変更に係る障害児に係る身体障害者手帳交付等

情報 

                                        」  

「 

 当該変更に係る障害児に係る身体障害者手帳交付等

情報 
 に、 

                                        」  

「 

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

435



 扶養義務者に係る生活保護実施関係情報  

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の

扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係

情報  を 

 当該サービスが提供される障害児の保護者に係る障

害者総合支援関係情報 

 当該サービスが提供される障害児に係る身体障害者

手帳交付等情報 

                                        」  

「 

当該サービスが提供される障害児に係る身体障害者

手帳交付等情報 
 に、 

                                        」  

「 

４ 児童福祉法第56条第２

項又は第３項の規定によ

る費用の徴収に関する事

務 

当該費用の徴収に係る障害児の保護者又は当該保護

者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情

報 
 を 

                                        」  

「 

４ 児童福祉法第56条第２

項の規定による費用の徴

収に関する事務 

当該費用の徴収に係る障害児の保護者又は当該保護

者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情

報 

 に 

                                        」  

改める。 

 第11条の表中 

「 

 当該サービスが提供される身体障害者又は当該措置

に係る身体障害者に係る障害者総合支援関係情報 
 を 

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

                                        」  

「 

 当該サービスが提供される身体障害者又は当該措置

に係る身体障害者に係る身体障害者手帳交付等情報 
 に、 

                                        」  

「 

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害

者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報 
 を 

当該費用の徴収に係る身体障害者に係る障害者総合

支援関係情報 

                                        」  

「 

 当該費用の徴収に係る身体障害者に係る障害者総合

支援関係情報 
 に 

                                        」  

改める。 

 第12条の表中 

「 

 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的

障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報 
 を 

 当該サービスが提供される知的障害者に係る障害者

総合支援関係情報 

                                        」  

「 

 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的

障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報 
 に、 

                                        」  

「 

 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶
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 養義務者に係る生活保護実施関係情報 
 を 

当該措置に係る知的障害者に係る障害者総合支援関

係情報 

                                        」  

「 

 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶

養義務者に係る生活保護実施関係情報 
 に、 

                                        」  

「 

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害

者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報 
 を 

当該費用の徴収に係る知的障害者に係る障害者総合

支援関係情報 

                                        」  

「 

 当該費用の徴収に係る知的障害者に係る障害者総合

支援関係情報 
 に 

                                        」  

改める。 

 第13条の表中 

「 

１ 障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援

するための法律第６条の

自立支援給付（自立支援医

療費を除く。）の支給の申

請に係る審査に関する事

務 

当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者

又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保

護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する

情報 

当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の

世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者

若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る

生活保護実施関係情報 

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の
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 世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者

若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る

中国残留邦人等支援給付実施関係情報 

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に

係る特別児童扶養手当等関係情報 

 当該申請を行う障害者に係る介護給付関係情報  

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に

係る国民健康保険給付関係情報 

 当該申請を行う障害者に係る後期高齢者医療保険給

付関係情報  を 

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に

係る身体障害者手帳交付等情報 

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に

係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報 

２ 障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援

するための法律第24条第

２項の規定による支給決

定の変更に関する事務 

当該変更に係る障害者若しくは当該障害者の配偶者

又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世

帯に属する者に係る市民税に関する情報 

当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の

世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保

護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関

係情報 

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の

世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保

護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等

支援給付実施関係情報 

 当該変更に係る障害者又は障害児に係る特別児童扶

養手当等関係情報 

 当該変更に係る障害者に係る介護給付等関係情報  

                                        」  
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「

１ 障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援

当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に 

係る特別児童扶養手当等関係情報 

するための法律第６条の

自立支援給付（自立支援

当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に

係る国民健康保険給付関係情報 

医療費を除く。）の支給の

申請に係る審査に関する

事務 

当該申請を行う障害者に係る後期高齢者医療保険給

付関係情報 

２ 障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援

するための法律第24条第

２項の規定による支給決

定の変更に関する事務 

当該変更に係る障害者若しくは当該障害者の配偶者

又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世

帯に属する者に係る市民税に関する情報  に、 

当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の

世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保

護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関

係情報 

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の

世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保

護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等

支援給付実施関係情報 

 当該変更に係る障害者又は障害児に係る特別児童扶

養手当等関係情報 

                                        」  

「 

 当該変更に係る障害者又は障害児に係る身体障害者

手帳交付等情報 

当該変更に係る障害者又は障害児に係る精神障害者 

保健福祉手帳交付等情報 

４ 障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援

するための法律第53条第

当該申請を行う障害者、障害児の保護者又は支給認

定基準世帯員（障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律施行令（平成18年政令第

 を 
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１項の規定による支給認

定の申請に係る審査に関

する事務 

10号）第29条第１項の支給認定基準世帯員をいう。

以下同じ。）に係る市民税に関する情報 

                                        」  

「 

４ 障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援

するための法律第53条第

１項の規定による支給認

定の申請に係る審査に関

する事務 

当該申請を行う障害者、障害児の保護者又は支給認

定基準世帯員（障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律施行令（平成18年政令第

10号）第29条第１項の支給認定基準世帯員をいう。

以下同じ。）に係る市民税に関する情報 

 に、 

                                        」  

「 

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に

係る身体障害者手帳交付等情報 

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に

係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報 

５ 障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援

するための法律第56条第

２項の規定による支給認

定の変更に関する事務 

当該変更に係る障害者、障害児の保護者又は支給認

定基準世帯員に係る市民税に関する情報 

 を 

                                        」  

「 

５ 障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援

するための法律第56条第

２項の規定による支給認

定の変更に関する事務 

当該変更に係る障害者、障害児の保護者又は支給認

定基準世帯員に係る市民税に関する情報 

 に 

                                        」  
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改める。 

 第14条の表中 

「 

１ 特別児童扶養手当等の

支給に関する法律第５条

の規定による特別児童扶

養手当の受給資格及びそ

の額の認定の請求に係る

審査に関する事務 

当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若

しくは扶養義務者に係る県民税に関する情報 

 を 
当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若

しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報 

                                        」  

「 

１ 特別児童扶養手当等の

支給に関する法律第５条

の規定による特別児童扶

養手当の受給資格及びそ

の額の認定の請求に係る

審査に関する事務 

当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若

しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報 

 に、 

                                        」  

「 

６ 特別児童扶養手当等の

支給に関する法律施行規

則（昭和39年厚生省令第38

号）第４条の規定による届

出の処理に関する事務 

当該届出を行う者又は当該者の配偶者（婚姻の届出

をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。以下この表及び次条の表２の項におい

て同じ。）若しくは扶養義務者に係る県民税に関する

情報 

 を 

当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養

義務者に係る生活保護実施関係情報 

                                        」  

「 

６ 特別児童扶養手当等の

支給に関する法律施行規

当該届出を行う者又は当該者の配偶者（婚姻の届出

をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ
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則（昭和39年厚生省令第38

号）第４条の規定による届

出の処理に関する事務 

る者を含む。次条の表２の項において同じ。）若しく

は扶養義務者に係る生活保護実施関係情報 

 に 

                                        」  

改める。 

 第15条の表中 

「 

１ 特別児童扶養手当等の

支給に関する法律第19条

（同法第26条の５におい

て準用する場合を含む。）

の規定による障害児福祉

手当又は特別障害者手当

の受給資格及びその額の

認定の請求に係る審査に

関する事務 

当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若

しくは扶養義務者に係る県民税に関する情報 

当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若

しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報 

 を 

                                        」  

「 

１ 特別児童扶養手当等の

支給に関する法律第19条

（同法第26条の５におい

て準用する場合を含む。）

の規定による障害児福祉

手当又は特別障害者手当

の受給資格及びその額の

認定の請求に係る審査に

関する事務 

当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者若

しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報 

 に、 

                                        」  

「 

２ 障害児福祉手当及び特 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養
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別障害者手当の支給に関

する省令（昭和50年厚生省

令第34号）第５条（同令第

16条において読み替えて

準用する場合を含む。）の

規定による届出の処理に

関する事務 

義務者に係る県民税に関する情報 

 を 

当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養

義務者に係る生活保護実施関係情報

                                        」  

「 

２ 障害児福祉手当及び特

別障害者手当の支給に関

する省令（昭和50年厚生省

令第34号）第５条（同令第

16条において読み替えて

準用する場合を含む。）の

規定による届出の処理に

関する事務 

当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養

義務者に係る生活保護実施関係情報 

 に、 

                                        」  

「 

３ 国民年金法等の一部を

改正する法律（昭和60年法

律第34号）附則第97条第１

項の規定によりなお従前

の例によることとされた

同法第７条の規定による

改正前の特別児童扶養手

当等の支給に関する法律

第35条の規定による届出

の処理に関する事務 

当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養 

義務者に係る県民税に関する情報 

 を 

当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養

義務者に係る生活保護実施関係情報 

                                        」  
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「 

３ 国民年金法等の一部を

改正する法律（昭和60年法

律第34号）附則第97条第１

項の規定によりなお従前

の例によることとされた

同法第７条の規定による

改正前の特別児童扶養手

当等の支給に関する法律

第35条の規定による届出

の処理に関する事務 

当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養

義務者に係る生活保護実施関係情報 

 に 

                                        」  

改める。 

 第16条の表中 

「 

 当該額の算定に係る障害者に係る母子家庭等医療費

助成関係情報（母子家庭等医療費助成規則第５条第

１項の規定による助成の交付、申請の受付並びに当

該申請に係る審査及び応答に関する情報をいう。以

下同じ。） 

 を 

                                        」  

「 

 当該額の算定に係る障害者に係る母子家庭等医療費

助成関係情報（母子家庭等医療費助成規則第５条第

１項の規定による助成の交付、申請の受付並びに当

該申請に係る審査及び応答に関する情報をいう。以

下同じ。） 

当該額の算定に係る障害者に係る児童福祉法第56条

第１項の規定による負担能力の認定又は同条第２項

の規定による費用の徴収に関する情報（同法第27条

 に、 
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 第１項第３号若しくは第２項又は第27条の２第１項

の措置に係る部分に限る。以下この表において同

じ。） 

                                        」  

「 

３ 静岡市重度心身障害者

医療費助成規則第８条第

１項の規定による助成金

の支給の申請に係る審査

に関する事務 

当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の

世帯に属する者に係る市民税に関する情報 

 を 

                                        」  

「 

 当該申請に係る障害者に係る児童福祉法第56条第１

項の規定による負担能力の認定又は同条第２項の規

定による費用の徴収に関する情報 

３ 静岡市重度心身障害者

医療費助成規則第８条第

１項の規定による助成金

の支給の申請に係る審査

に関する事務 

当該申請に係る障害者又は当該障害者と同一の世帯

に属する者に係る市民税に関する情報 
 に、 

                                        」  

「 

４ 静岡市重度心身障害者

医療費助成規則第10条第

１項の規定による受給者

証の更新に関する事務 

当該更新に係る障害者又は当該障害者と同一の世帯

に属する者に係る市民税に関する情報 
 を 

                                        」  

「 

 当該申請に係る障害者に係る児童福祉法第56条第１

項の規定による負担能力の認定又は同条第２項の規
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 定による費用の徴収に関する情報  

４ 静岡市重度心身障害者

医療費助成規則第10条第

１項の規定による受給者

証の更新に関する事務 

当該更新に係る障害者又は当該障害者と同一の世帯

に属する者に係る市民税に関する情報 

 に、 

                                        」  

「 

 当該更新に係る障害者に係る母子家庭等医療費助成

関係情報 
 を 

                                        」  

「 

 当該更新に係る障害者に係る母子家庭等医療費助成

関係情報 

 に、  当該更新に係る障害者に係る児童福祉法第56条第１

項の規定による負担能力の認定又は同条第２項の規

定による費用の徴収に関する情報 

                                        」  

「 

 当該届出に係る障害者に係る母子家庭等医療費助成

関係情報 
 を 

                                        」  

「 

 当該届出に係る障害者に係る母子家庭等医療費助成

関係情報 

 当該届出に係る障害者に係る児童福祉法第56条第１

項の規定による負担能力の認定又は同条第２項の規

定による費用の徴収に関する情報 

 に 

                                        」  

改める。 

 第17条の表を次のように改める。 
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事務 特定個人情報 

１ 老人福祉法第10条の４の

規定による福祉の措置の実

施に関する事務 

当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者（以下この表

において「第１号被措置者等」という。）に係る市民税

に関する情報 

第１号被措置者等に係る介護保険関係情報 

２ 老人福祉法第11条の規定

による福祉の措置の実施に

関する事務 

当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者（以下この表

において「第２号被措置者等」という。）に係る市民税

に関する情報 

第２号被措置者等に係る介護保険関係情報 

３ 老人福祉法第28条第１項

の規定による費用の徴収に

関する事務 

第１号被措置者等又は第２号被措置者等に係る市民税

に関する情報 

第１号被措置者等又は第２号被措置者等に係る介護保

険関係情報 

 第１号被措置者等又は第２号被措置者等に係る国民健

康保険関係情報 

 第１号被措置者等又は第２号被措置者等に係る後期高

齢者医療関係情報 

 第18条の表中 

「 

 当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報 

 当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

２ 介護保険法第27条第１

項の規定による要介護認

定、同法第28条第２項の規

定による要介護更新認定

又は同法第29条第１項の

規定による要介護状態区

分の変更の認定の申請に

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る市民税に関する情報 

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報  

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報 

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 
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係る審査に関する事務（第

２号被保険者に係るもの

に限る。） 

 を 

３ 介護保険法第32条第１

項の規定による要支援認

定、同法第33条第２項の規

定による要支援更新認定

又は同法第33条の２第１

項の規定による要支援状

態区分の変更の認定の申

請に係る審査に関する事

務（第２号被保険者に係る

ものに限る。） 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る市民税に関する情報 

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報  

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報 

                                        」  

「 

 当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

２ 介護保険法第27条第１

項の規定による要介護認

定、同法第28条第２項の規

定による要介護更新認定

又は同法第29条第１項の

規定による要介護状態区

分の変更の認定の申請に

係る審査に関する事務（第

２号被保険者に係るもの

に限る。） 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る市民税に関する情報 

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報  

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

 に、 

３ 介護保険法第32条第１

項の規定による要支援認

定、同法第33条第２項の規

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る市民税に関する情報 

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報  
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定による要支援更新認定

又は同法第33条の２第１

項の規定による要支援状

態区分の変更の認定の申

請に係る審査に関する事

務（第２号被保険者に係る

ものに限る。） 

                                        」  

「 

 当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報 

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

６ 介護保険法第50条の規

定による居宅介護サービ

ス費等の額の特例の申請

に係る審査に関する事務 

当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を

主として維持する者に係る市民税に関する情報 

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報  

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報 

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

７ 介護保険法第51条第１

項の規定による高額介護

サービス費の支給の申請

に係る審査に関する事務 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る市民税に関する情報 

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報  

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報 

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

８ 介護保険法第60条の規

定による介護予防サービ

ス費等の額の特例の申請

当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を

主として維持する者に係る市民税に関する情報 

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報  

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

450



に係る審査に関する事務 当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報 

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

９ 介護保険法第61条第１

項の規定による高額介護

予防サービス費の支給の

申請に係る審査に関する

事務 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る市民税に関する情報 

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報  

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報 

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

10 介護保険法第66条の規

定による保険料滞納者に

係る支払方法の変更に関

する事務 

当該保険料滞納者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る市民税に関する情報 

当該保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報  

当該保険料滞納者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報 

当該保険料滞納者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

11 介護保険法第68条の規

定による保険給付の支払

の一次差止めに関する事

務 

当該一次差止めに係る者又は当該者と同一の世帯に

属する者に係る市民税に関する情報 

当該一次差止めに係る者に係る生活保護実施関係情

報 

当該一次差止めに係る第２号被保険者に係る国民健

康保険料等であって、その納期限又は払込期限まで

に納付しなかったものに関する情報 

当該一次差止めに係る者に係る後期高齢者医療保険

料であって、その納期限又は払込期限までに納付し

なかったものに関する情報 

12 介護保険法第69条の規

定による保険料を徴収す

当該特例に係る者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る市民税に関する情報 
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る権利が消滅した場合の

保険給付の特例に関する

事務 

当該特例に係る者に係る生活保護実施関係情報  

当該特例に係る者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報 
 を 

当該特例に係る者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

13 介護保険法第129条第２

項の規定による保険料の

賦課に関する事務 

当該保険料を課せられる被保険者（以下この表にお

いて「賦課被保険者」という。）又は賦課被保険者と

同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報 

賦課被保険者に係る生活保護実施関係情報  

賦課被保険者に係る国民健康保険法の規定による被

保険者の資格に関する情報 

賦課被保険者に係る国民年金法等の一部を改正する

法律（昭和60年法律第34号）附則第32条第１項の規

定によりなお従前の例によるものとされた同法第１

条の規定による改正前の国民年金法による老齢福祉

年金の支給に関する情報 

賦課被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法

律の規定による被保険者の資格に関する情報 

14 介護保険法第142条の規

定による保険料の減免又

は徴収の猶予の申請に係

る審査に関する事務 

当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を

主として維持する者に係る市民税に関する情報 

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報  

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報 

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

15 介護保険法施行規則（平

成11年厚生省令第36号）第

27条第１項の規定による

被保険者証の再交付の申

請に係る審査に関する事

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る市民税に関する情報 

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報 

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報 
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務 当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

16 介護保険法施行規則第

32条の規定による被保険

者資格の喪失の届出の処

理に関する事務 

当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る市民税に関する情報 

当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報  

当該届出を行う者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報 

当該届出を行う者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

17 介護保険法施行規則第

83条の６（同令第97条の４

において準用する場合を

含む。）第１項の規定によ

る市町村の認定の申請に

係る審査に関する事務 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る市民税に関する情報 

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報  

当該申請を行う者に係る国民健康保険料等であっ

て、その納期限又は払込期限までに納付しなかった

ものに関する情報 

当該申請を行う者に係る後期高齢者医療保険料であ

って、その納期限又は払込期限までに納付しなかっ

たものに関する情報 

18 介護保険法施行法第13

条第３項の規定による施

設介護サービス費又は同

条第５項の規定による特

定入所者介護サービス費

の支給の申請に係る審査

に関する事務 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る市民税に関する情報 

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報  

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報 

                                        」  

「 

 当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

６ 介護保険法第50条の規 当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定によ
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定による居宅介護サービ

ス費等の額の特例の申請

に係る審査に関する事務 

る被保険者の資格に関する情報  

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

７ 介護保険法第51条第１

項の規定による高額介護

サービス費の支給の申請

に係る審査に関する事務 

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報 

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

８ 介護保険法第60条の規

定による介護予防サービ

ス費等の額の特例の申請

に係る審査に関する事務 

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報 

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

９ 介護保険法第61条第１

項の規定による高額介護

予防サービス費の支給の

申請に係る審査に関する

事務 

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報 

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

10 介護保険法第66条の規

定による保険料滞納者に

係る支払方法の変更に関

する事務 

当該保険料滞納者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報 

当該保険料滞納者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

11 介護保険法第68条の規

定による保険給付の支払

の一時差止めに関する事

務 

当該一時差止めに係る第２号被保険者に係る国民健

康保険料等であって、その納期限又は払込期限まで

に納付しなかったものに関する情報 

当該一時差止めに係る者に係る後期高齢者医療保険

料であって、その納期限又は払込期限までに納付し

なかったものに関する情報 

12 介護保険法第69条の規

定による保険料を徴収す

る権利が消滅した場合の

保険給付の特例に関する

当該特例に係る者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報 

当該特例に係る者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

 に、 
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事務  

13 介護保険法第129条第２

項の規定による保険料の

賦課に関する事務 

当該保険料を課せられる被保険者（以下この表にお

いて「賦課被保険者」という。）に係る国民健康保険

法の規定による被保険者の資格に関する情報 

賦課被保険者に係る国民年金法等の一部を改正する

法律（昭和60年法律第34号）附則第32条第１項の規

定によりなお従前の例によるものとされた同法第１

条の規定による改正前の国民年金法による老齢福祉

年金の支給に関する情報 

賦課被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法

律の規定による被保険者の資格に関する情報 

14 介護保険法第142条の規

定による保険料の減免又

は徴収の猶予の申請に係

る審査に関する事務 

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報 

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

15 介護保険法施行規則（平

成11年厚生省令第36号）第

27条第１項の規定による

被保険者証の再交付の申

請に係る審査に関する事

務 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る市民税に関する情報 

当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

16 介護保険法施行規則第

32条の規定による被保険

者資格の喪失の届出の処

理に関する事務 

当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る市民税に関する情報 

当該届出を行う者に係る高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者の資格に関する情報 

17 介護保険法施行規則第

83条の６（同令第97条の４

において準用する場合を

含む。）第１項の規定によ

る市町村の認定の申請に

当該申請を行う者に係る国民健康保険料等であっ

て、その納期限又は払込期限までに納付しなかった

ものに関する情報 

当該申請を行う者に係る後期高齢者医療保険料であ

って、その納期限又は払込期限までに納付しなかっ
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係る審査に関する事務 たものに関する情報  

18 介護保険法施行法（平成

９年法律第124号）第13条

第３項の規定による施設

介護サービス費又は同条

第５項の規定による特定

入所者介護サービス費の

支給の申請に係る審査に

関する事務 

当該申請を行う者に係る国民健康保険法の規定によ

る被保険者の資格に関する情報 

                                        」  

「 

21 健康保険法等の一部を

改正する法律附則第130条

の２第１項の規定により

なおその効力を有するも

のとされた同法第26条の

規定による改正前の介護

保険法第８条第26項の介

護療養型医療施設に係る

同法による保険給付の支

給に関する事務について

準用される17の項に規定

する事務 

当該支給の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に

属する者に係る市民税に関する情報 

 を 

当該支給の申請を行う者に係る生活保護実施関係情

報 

当該支給の申請を行う者に係る国民健康保険料等で

あって、その納期限又は払込期限までに納付しなか

ったものに関する情報 

                                        」  

「 

21 健康保険法等の一部を

改正する法律附則第130条

の２第１項の規定により

なおその効力を有するも

のとされた同法第26条の

当該支給の申請を行う者に係る国民健康保険料等で 

あって、その納期限又は払込期限までに納付しなか

ったものに関する情報  
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規定による改正前の介護

保険法第８条第26項の介

護療養型医療施設に係る

同法による保険給付の支

給に関する事務について

準用される17の項に規定

する事務 

 に 

                                        」  

改める。 

 第19条の表中 

「 

２ 国民健康保険法第42条

第１項の一部負担金の算

定に関する事務 

当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の

世帯に属する者に係る市民税に関する情報 
 を 

当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の

世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報 

                                        」  

「 

２ 国民健康保険法第42条

第１項の一部負担金の算

定に関する事務 

当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の 

世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報  に、 

                                        」  

「 

５ 国民健康保険法第57条

の２第１項の規定による

高額療養費の支給の申請

に係る審査に関する事務 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る市民税に関する情報 
 を 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る生活保護実施関係情報 

                                        」  

「 

５ 国民健康保険法第57条

の２第１項の規定による

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る生活保護実施関係情報  に、 
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高額療養費の支給の申請

に係る審査に関する事務 

                                        」  

「 

６ 国民健康保険法第57条

の３第１項の規定による

高額介護合算療養費の支

給の申請に係る審査に関

する事務 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る市民税に関する情報 

 を 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る生活保護実施関係情報 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報 

当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属

する者に係る介護保険法第18条第１号の介護給付又

は同条第２号の予防給付の支給に関する情報 

                                        」  

「 

６ 国民健康保険法第57条

の３第１項の規定による

高額介護合算療養費の支

給の申請に係る審査に関

する事務 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る生活保護実施関係情報 

 に、 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報 

                                        」  

「 

９ 国民健康保険法第76条

の規定による保険料の賦

課に関する事務 

当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯

に属する者に係る市民税に関する情報 

 を ９の２ 国民健康保険法第

76条の３第１項の特別徴

収の方法による保険料の

徴収に関する事務 

当該保険料の徴収に係る者に係る介護保険法第135

条の規定に基づく介護保険料の特別徴収に関する情

報 

                                        」  
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「 

９ 国民健康保険法第76条

の３第１項の特別徴収の

方法による保険料の徴収

に関する事務 

当該保険料の徴収に係る者に係る介護保険法第135

条の規定に基づく介護保険料の特別徴収に関する情

報 
 に、 

                                        」  

「 

12 国民健康保険法施行規

則第26条の３第１項の規

定による食事療養標準負

担額の減額に係る保険者

の認定の申請又は同令第

26条の５第２項（同令第26

条の７第２項において準

用する場合を含む。）の規

定による食事療養標準負

担額減額に関する特例の

申請に係る審査に関する

事務 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る市民税に関する情報 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る生活保護実施関係情報 

13 国民健康保険法施行規

則第27条の12の２第１項

は第４項の規定による特

定疾病給付対象療養に係

る保険者の認定の申出に

係る審査に関する事務 

当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する 

者に係る市民税に関する情報 

当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る生活保護実施関係情報 

 を 

14 国民健康保険法施行規

則第27条の13第１項の規

定による特定疾病に係る

保険者の認定の申請に係

る審査に関する事務 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る市民税に関する情報 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る生活保護実施関係情報 
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15 国民健康保険法施行規

則第27条の14の２第１項

の規定による保険者の認

定の申請に係る審査に関

する事務 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る市民税に関する情報 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る生活保護実施関係情報 

16 国民健康保険法施行規

則第27条の14の４第１項

の規定による保険者の認

定の申請に係る審査に関

する事務 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る市民税に関する情報 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る生活保護実施関係情報 

                                        」  

「 

12 国民健康保険法施行規

則第26条の３第１項の規

定による食事療養標準負

担額の減額に係る保険者

の認定の申請又は同令第

26条の５第２項（同令第26

条の７第２項において準

用する場合を含む。）の規

定による食事療養標準負

担額減額に関する特例の

申請に係る審査に関する

事務 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る生活保護実施関係情報 

13 国民健康保険法施行規

則第27条の12の２第１項

又は第４項の規定による

特定疾病給付対象療養に

係る保険者の認定の申出

に係る審査に関する事務 

当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る生活保護実施関係情報 

 に 
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14 国民健康保険法施行規

則第27条の13第１項の規

定による特定疾病に係る

保険者の認定の申請に係

る審査に関する事務 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る生活保護実施関係情報 

15 国民健康保険法施行規

則第27条の14の２第１項

の規定による保険者の認

定の申請に係る審査に関

する事務 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る生活保護実施関係情報 

16 国民健康保険法施行規

則第27条の14の４第１項

の規定による保険者の認

定の申請に係る審査に関

する事務 

当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する

者に係る生活保護実施関係情報 

                                        」  

改める。 

 第19条の２の表を次のように改める。 

事務 特定個人情報 

１ 国民年金の保険料の納付

に関する処分に係る申請、

届出その他の行為に係る審

査に関する事務 

当該申請、届出その他の行為に係る保険料の納付義務者

に係る県民税又は市民税に関する情報 

 第21条の表中 

「 

 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に

係る中国残留邦人等支援給付等実施関係情報 

２ 母子保健法第21条の４

第１項の規定による費用

の徴収に関する事務 

被措置未熟児の扶養義務者に係る市民税に関する情

報 
 を 

被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に
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 係る生活保護実施関係情報 

 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に

係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 

                                        」  

「 

 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に

係る中国残留邦人等支援給付等実施関係情報 
 に 

                                        」  

改める。 

 第22条の表中 

「 

１ 児童福祉法第６条の４

第１項の規定による里親

の認定の申請に係る審査

に関する事務 

当該申請を行う者に係る県民税又は市民税に関する

情報 
 を 

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報 

                                        」  

「 

１ 児童福祉法第６条の４

第１号の規定による養育

里親若しくは同条第２号

の規定による養子縁組里

親の登録又は同条第３号

の規定による里親の認定

の申請に係る審査に関す

る事務 

当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報 

 に、 

                                        」  

「 

２ 児童福祉法第19条の３

第３項の規定による医療

費支給認定の申請に係る

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等（児童福祉

法第６条の２第２項の小児慢性特定疾病児童等をい

う。以下この表において同じ。）又は医療費支給認定
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審査に関する事務 基準世帯員（児童福祉法施行令（昭和23年政令第74

号）第22条第１項第２号イの医療費支給認定基準世

帯員をいう。以下この表において同じ。）に係る市民

税に関する情報 

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報 

 を 

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付

実施関係情報 

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る障害児通所給付費等関係

情報 

                                        」  

「 

２ 児童福祉法第19条の３

第３項の規定による医療

費支給認定の申請に係る

審査に関する事務 

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等（児童福祉

法第６条の２第２項の小児慢性特定疾病児童等をい

う。以下この表において同じ。）又は医療費支給認定

基準世帯員（児童福祉法施行令（昭和23年政令第74

号）第22条第１項第２号イの医療費支給認定基準世

帯員をいう。以下この表において同じ。）に係る障害

児通所給付費等関係情報 

 に、 

                                        」  

「 

３ 児童福祉法第19条の５

第２項の規定による医療

費支給認定の変更の認定

に関する事務 

当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は

医療費支給認定基準世帯員に係る市民税に関する情

報 

当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は

医療費支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係

情報 
 を 

 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は
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 医療費支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支

援給付実施関係情報 

 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は

医療費支給認定基準世帯員に係る障害児通所給付費

等関係情報 

                                        」  

「 

３ 児童福祉法第19条の５

第２項の規定による医療

費支給認定の変更の認定

に関する事務 

当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は

医療費支給認定基準世帯員に係る障害児通所給付費

等関係情報 
 に、 

                                        」  

「 

５ 児童福祉法第24条の２

第１項の規定による障害

児入所給付費、同法第24条

の６第１項の規定による

高額障害児入所給付費又

は同法第24条の７第１項

の規定による特定入所障

害児食費等給付費の支給

の申請に係る審査に関す

る事務 

当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同

一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報 

 を 

当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同

一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報 

当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同

一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付

実施関係情報 

当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同

一の世帯に属する者に係る障害児通所給付費等関係

情報 

                                        」  

「 

５ 児童福祉法第24条の２

第１項の規定による障害

児入所給付費、同法第24条

の６第１項の規定による

高額障害児入所給付費

当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同

一の世帯に属する者に係る障害児通所給付費等関係

情報 

 に、 
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又は同法第24条の７第１

項の規定による特定入所

障害児食費等給付費の支

給の申請に係る審査に関

する事務 

                                        」  

「 

６ 児童福祉法第56条第２

項の規定による費用の徴

収に関する事務（同法第50

条第６号及び第６号の３

に係る部分に限る。） 

児童福祉法第22条第１項の助産施設における助産の

実施に係る妊産婦（以下この表において「助産妊産

婦」という。）若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯

に属する者又は児童福祉法第23条第１項の母子生活

支援施設における保護を受ける児童（以下この表に

おいて「保護児童」という。）若しくは当該保護児童

と同一の世帯に属する扶養義務者に係る市民税に関

する情報 

助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に

属する者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養

義務者に係る生活保護実施関係情報 

助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に

属する者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養

義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 

保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者

に係る障害児通所給付費等関係情報 

保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者

に係る障害者総合支援関係情報 

保護児童の扶養義務者に係る特別児童扶養手当等関

係情報 

保護児童と同一の世帯に属する者に係る介護給付等

関係情報 
 を 

７ 児童福祉法第56条第２ 児童福祉法第27条第１項第３号の規定による措置に
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項の規定による費用の徴

収に関する事務（同法第50

条第７号及び第７号の２

に係る部分に限る。） 

係る児童（以下この表において「措置児童」という。）

又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生

活保護実施関係情報 

措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者

に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 

措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者

に係る障害児通所給付費等関係情報 

措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者

に係る障害者総合支援関係情報 

措置児童の扶養義務者に係る特別児童扶養手当等関

係情報 

措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者

に係る身体障害者手帳交付等情報 

措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者

に係る精神障害者保健福祉手帳交付等情報 

８ 児童福祉法第56条第２

項の規定による費用の徴

収に関する事務（同法第50

条第７号の３に係る部分

に限る。） 

児童福祉法第33条の６の規定による日常生活上の援

助及び生活指導並びに就業の支援を受ける同法第６

条の３第１項の義務教育終了児童等（以下この表に

おいて「義務教育終了児童等」という。）に係る市民

税に関する情報 

義務教育終了児童等に係る生活保護実施関係情報  

                                        」  

「 

６ 児童福祉法第56条第２

項の規定による費用の徴

収に関する事務（同法第50

条第６号及び第６号の２

並びに第51条第３号に係

る部分に限る。） 

児童福祉法第23条第１項の母子生活支援施設におけ

る保護を受ける児童と同一の世帯に属する者に係る

介護給付等関係情報 

７ 児童福祉法第56条第２ 児童福祉法第27条第１項第３号の規定による措置に
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項の規定による費用の徴

収に関する事務（同法第50

条第７号及び第７号の２

に係る部分に限る。） 

係る児童又は当該児童と同一の世帯に属する者に係

る障害児通所給付費等関係情報 
 に、 

８ 児童福祉法第56条第２

項の規定による費用の徴

収に関する事務（同法第50

条第７号の３に係る部分

に限る。） 

児童福祉法第33条の６の規定による児童自立生活援

助を受ける同法第６条の３第１項の満20歳未満義務

教育終了児童等（以下この表において「義務教育終

了児童等」という。）に係る生活保護実施関係情報 

                                        」  

「 

10 児童福祉法施行規則第

７条の23第１項の規定に

よる医療受給者証の再交

付の申請に係る審査に関

する事務 

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る市民税に関する情報 

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報 

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付

実施関係情報 

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る障害児通所給付費等関係

情報 

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る障害者総合支援関係情報 

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る特別児童扶養手当等関係

情報 

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費 

支給認定基準世帯員に係る介護給付等関係情報 

 を 

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る国民健康保険給付関係情
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 報  

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る後期高齢者医療保険給付

関係情報 

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る身体障害者手帳交付等情

報 

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る精神障害者保健福祉手帳

交付等情報 

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る児童扶養手当関係情報 

                                        」  

「 

10 児童福祉法施行規則第

７条の23第1項の規定によ

る医療受給者証の再交付

の申請に係る審査に関す

る事務 

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る市民税に関する情報 

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報 

当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付

実施関係情報 

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る障害児通所給付費等関係

情報 

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る障害者総合支援関係情報 

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る特別児童扶養手当等関係

情報 

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費
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 支給認定基準世帯員に係る介護給付等関係情報 

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る国民健康保険給付関係情

報 

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る後期高齢者医療保険給付

関係情報 

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る身体障害者手帳交付等情

報 

 に 

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る精神障害者保健福祉手帳

交付等情報 

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費

支給認定基準世帯員に係る児童扶養手当関係情報 

11 児童福祉法施行規則第

25条の７第７項の規定に

よる申請内容の変更の届

出に係る審査に関する事

務 

当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同

一の世帯に属する者に係る障害児通所給付費等関係

情報 

当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同

一の世帯に属する者に係る障害者総合支援関係情報 

 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同

一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当等関係

情報 

 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同

一の世帯に属する者に係る介護給付等関係情報 

 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同

一の世帯に属する者に係る介護保険関係情報 

 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同

一の世帯に属する者に係る国民健康保険関係情報 

 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同
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 一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療関係情報  

                                        」  

改める。 

 第23条の表を次のように改める。 

事務 特定個人情報 

１ 難病の患者に対する医療

等に関する法律第５条第１

項の規定による特定医療費

の支給に関する事務 

当該支給に係る患者、その保護者（児童福祉法第６条の

保護者をいう。以下この表において同じ。）又は支給認

定基準世帯員（難病の患者に対する医療等に関する法律

施行令（平成26年政令第358号）第１条第１項第２号イ

の支給認定基準世帯員をいう。以下この表において同

じ。）に係る県民税又は市民税に関する情報 

 当該支給に係る患者又は支給認定基準世帯員に係る生

活保護実施関係情報 

 当該支給に係る患者又は支給認定基準世帯員に係る中

国残留邦人等支援給付実施関係情報 

 当該支給に係る患者又は支給認定基準世帯員に係る国

民健康保険給付関係情報 

 当該支給に係る患者又は支給認定基準世帯員に係る後

期高齢者医療関係情報 

２ 難病の患者に対する医療

等に関する法律第６条第１

項の規定による支給認定の

申請に係る審査に関する事

務 

当該申請を行う患者、その保護者又は支給認定基準世帯

員に係る県民税又は市民税に関する情報 

当該申請を行う患者又は支給認定基準世帯員に係る国

民健康保険給付関係情報 

当該申請を行う患者又は支給認定基準世帯員に係る後

期高齢者医療関係情報 

３ 難病の患者に対する医療

等に関する法律による医療

受給者証に関する事務 

当該医療受給者証に係る患者、その保護者又は支給認定

基準世帯員に係る県民税又は市民税に関する情報 

当該医療受給者証に係る患者又は支給認定基準世帯員

に係る生活保護実施関係情報 

当該医療受給者証に係る患者又は支給認定基準世帯員
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 に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 

 当該医療受給者証に係る患者又は支給認定基準世帯員

に係る国民健康保険給付関係情報 

 当該医療受給者証に係る患者又は支給認定基準世帯員

に係る後期高齢者医療関係情報 

４ 難病の患者に対する医療

等に関する法律第10条第２

項の規定による支給認定の

変更に関する事務 

当該変更に係る患者、その保護者又は支給認定基準世帯

員に係る県民税又は市民税に関する情報 

当該変更に係る患者又は支給認定基準世帯員に係る国

民健康保険給付関係情報 

当該変更に係る患者又は支給認定基準世帯員に係る後

期高齢者医療関係情報 

５ 難病の患者に対する医療

等に関する法律第11条第１

項の規定による支給認定の

取消しに関する事務 

当該取消しに係る患者、その保護者又は支給認定基準世

帯員に係る県民税又は市民税に関する情報 

当該取消しに係る患者又は支給認定基準世帯員に係る

生活保護実施関係情報 

当該取消しに係る患者又は支給認定基準世帯員に係る

中国残留邦人等支援給付実施関係情報 

当該取消しに係る患者又は支給認定基準世帯員に係る

国民健康保険給付関係情報 

当該取消しに係る患者又は支給認定基準世帯員に係る

後期高齢者医療関係情報 

６ 難病の患者に対する医療

等に関する法律第37条の規

定による資料の提供等の求

めに関する事務 

当該求めに係る患者、その保護者又は支給認定基準世帯

員に係る県民税又は市民税に関する情報 

当該求めに係る患者又は支給認定基準世帯員に係る生

活保護実施関係情報 

当該求めに係る患者又は支給認定基準世帯員に係る中

国残留邦人等支援給付実施関係情報 

当該求めに係る患者又は支給認定基準世帯員に係る国

民健康保険給付関係情報 

当該求めに係る患者又は支給認定基準世帯員に係る後
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 期高齢者医療関係情報 

７ 難病の患者に対する医療

等に関する法律施行規則

（平成26年厚生労働省令第

121号）第13条第１項の規定

による申請内容の変更の届

出の処理に関する事務 

当該届出に係る患者、その保護者又は支給認定基準世帯

員に係る県民税又は市民税に関する情報 

当該届出に係る患者又は支給認定基準世帯員に係る生

活保護実施関係情報 

当該届出に係る患者又は支給認定基準世帯員に係る中

国残留邦人等支援給付実施関係情報 

当該届出に係る患者又は支給認定基準世帯員に係る国

民健康保険給付関係情報 

当該届出に係る患者又は支給認定基準世帯員に係る後

期高齢者医療関係情報 

 第25条の表中 

「 

 当該費用の徴収に係る措置入院者又は当該措置入院

者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係

情報 
 を 

 当該費用の徴収に係る措置入院者又は当該措置入院

者と同一の世帯に属する者に係る障害者総合支援関

係情報 

                                        」  

「 

 当該費用の徴収に係る措置入院者又は当該措置入院

者と同一の世帯に属する者に係る障害者総合支援関

係情報 

 に 

                                        」  

改める。 

 第26条を次のように改める。 

第26条 削除 

 第28条及び第29条を次のように改める。 

第28条及び第29条 削除 
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 第31条の表を次のように改める。 

事務 特定個人情報 

１ 児童手当法第７条第１項

（同法第17条第１項（同法

附則第２条第３項において

準用する場合を含む。）及び

同法附則第２条第３項にお

いて適用し、又は準用する

場合を含む。）の規定による

児童手当又は特例給付（同

法附則第２条第１項の給付

をいう。以下この表におい

て同じ。）の受給資格及びそ

の額についての認定の請求

に係る審査に関する事務 

当該請求に係る一般受給資格者（児童手当法第７条第１

項の一般受給資格者をいう。以下この表において同じ。）

又は当該一般受給資格者の配偶者に係る市民税に関す

る情報 

当該請求に係る一般受給資格者に係る児童福祉法第56

条第１項の規定による負担能力の認定又は同条第２項

の規定による費用の徴収に関する情報（同法第27条第１

項第３号若しくは第２項又は第27条の２第１項の措置

に係る部分に限る。以下この表において同じ。） 

２ 児童手当法第９条第１項

（同法附則第２条第３項に

おいて準用する場合を含

む。）の規定による児童手当

若しくは特例給付の額の改

定の請求に係る審査に関す

る事務 

当該請求に係る一般受給資格者又は当該一般受給資格

者の配偶者に係る市民税に関する情報 

当該請求に係る一般受給資格者に係る児童福祉法第56

条第１項の規定による負担能力の認定又は同条第２項

の規定による費用の徴収に関する情報 

３ 児童手当法第26条（同条

第２項を除き、同法附則第

２条第３項において準用す

る場合を含む。）の規定によ

る届出の処理に関する事務 

当該届出に係る一般受給資格者又は当該一般受給資格

者の配偶者に係る市民税に関する情報 

当該届出に係る一般受給資格者に係る児童福祉法第56

条第１項の規定による負担能力の認定又は同条第２項

の規定による費用の徴収に関する情報 

 第32条の表を次のように改める。 

事務 特定個人情報 

１ 児童扶養手当法第６条の 当該請求に係る児童に係る精神障害者保健福祉手帳交

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

473



規定による児童扶養手当の

受給資格及びその額の認定

の請求に係る審査に関する

事務 

付等情報 

２ 児童扶養手当法第８条第

１項の規定による手当の額

の改定の請求に係る審査に

関する事務 

当該請求に係る児童に係る精神障害者保健福祉手帳交

付等情報 

３ 児童扶養手当法施行規則

（昭和36年厚生省令第51

号）第４条の規定による現

況の届出の処理に関する事

務 

当該届出に係る児童に係る精神障害者保健福祉手帳交

付等情報 

４ 児童扶養手当法施行規則

第４条の２の規定による障

害の状態の届出の処理に関

する事務 

当該届出に係る児童に係る精神障害者保健福祉手帳交

付等情報 

 第33条の表を次のように改める。 

事務 特定個人情報 

１ 母子及び父子並びに寡婦

福祉法第15条第２項（同法

第31条の６第５項において

準用する場合を含む。）の規

定による償還免除の申請に

係る審査に関する事務

当該償還免除の申請を行う者（母子及び父子並びに寡婦

福祉法施行令（昭和39年政令第224号）第21条の特例児

童扶養資金の貸付けを受けた者に限る。以下この表にお

いて同じ。）に係る生活保護実施関係情報 

当該償還免除の申請を行う者に係る児童扶養手当関係

情報 

２ 母子及び父子並びに寡婦

福祉法第32条第１項の規定

による資金の貸付けの申請

に係る審査に関する事務 

当該貸付けの申請を行う者（民法（明治29年法律第89号）

第877条の規定により現に扶養する子その他これに準ず

る者のない寡婦に限る。以下この表において同じ。）に

係る生活保護実施関係情報 

当該貸付けの申請を行う者に係る児童扶養手当関係情
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 報 

 第34条の表中 

「 

２ 静岡市母子家庭等医療

費助成規則第８条第１項

の規定による助成金の支

給の申請に係る審査に関

する事務 

当該申請を行う者、当該者が養育及び監護する児童

又は当該者と生計を同じくする同居の扶養義務者に

係る県民税又は市民税に関する情報  を 

                                        」  

「 

 当該申請を行う者又は当該者が養育及び監護する児

童に係る児童福祉法第56条第１項の規定による負担

能力の認定又は同条第２項の規定による費用の徴収

に関する情報（同法第27条第１項第３号若しくは第

２項又は第27条の２第１項の措置に係る部分に限

る。以下この表において同じ。）  に、 

２ 静岡市母子家庭等医療

費助成規則第８条第１項

の規定による助成金の支

給の申請に係る審査に関

する事務 

当該申請を行う者、当該者が養育及び監護する児童

又は当該者と生計を同じくする同居の扶養義務者に

係る県民税又は市民税に関する情報 

                                        」  

「 

３ 静岡市母子家庭等医療

費助成規則第11条第１項

又は第２項の規定による

届出の処理に関する事務 

当該届出を行う者、当該者が養育及び監護する児童

又は当該者と生計を同じくする同居の扶養義務者に

係る県民税又は市民税に関する情報 
 を 

                                        」  

「 

 当該申請を行う者又は当該者が養育及び監護する児
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 童に係る児童福祉法第56条第１項の規定による負担

能力の認定又は同条第２項の規定による費用の徴収

に関する情報 
 に、 

３ 静岡市母子家庭等医療

費助成規則第11条第１項

又は第２項の規定による

届出の処理に関する事務 

当該届出を行う者、当該者が養育及び監護する児童

又は当該者と生計を同じくする同居の扶養義務者に

係る県民税又は市民税に関する情報 

                                        」  

「 

 当該届出を行う者に係る児童扶養手当関係情報  を 

                                        」  

「 

 当該届出を行う者に係る児童扶養手当関係情報 

 に 

 当該届出を行う者又は当該者が養育及び監護する児

童に係る児童福祉法第56条第１項の規定による負担

能力の認定又は同条第２項の規定による費用の徴収

に関する情報 

                                        」  

改める。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第62号 

 静岡市児童福祉法等施行細則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

静岡市長 田 辺 信 宏      

   静岡市児童福祉法等施行細則の一部を改正する規則 

 静岡市児童福祉法等施行細則（平成15年静岡市規則第110号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「、児童福祉法施行規則」を「及び児童福祉法施行規則」に改め、「及び里親の認定

等に関する省令（平成14年厚生労働省令第115号。以下「里親省令」という。）」を削る。 

 第９条の４及び第９条の５を次のように改める。 

第９条の４及び第９条の５ 削除 

 第９条の７の次に次の１条を加える。 

 （利用者負担上限月額等の変更の通知） 

第９条の７の２ 施行規則第25条の９後段の規定による負担上限月額等の変更の通知は、障害

児入所給付費・特定入所障害児食費等給付費給付決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決

定通知書（様式第８号の３）によるものとする。 

 第19条から第23条までをを次のように改める。 

第19条から第23条まで 削除 

 第29条の11の次に次の２条を加える。 

 （里親の申請等） 

第29条の12 施行規則第36条の41第１項から第３項まで並びに施行規則第36条の46第１項及

び第３項の規定による申請は、里親登録（更新）申請書（様式第38号の14）により行うもの

とする。 

２ 施行規則第36条の42第３項の規定による通知（施行規則第36条の46第１項及び第３項の規

定による更新の申請に係るものを含む。）は、里親登録（更新）決定通知書（様式第38号の15）

又は里親登録（更新）不決定通知書（様式第38号の16）によるものとする。 

 （里親登録の削除） 

第29条の13 市長は、施行規則第36条の44の規定により里親の登録を消除するときは、里親登

録消除通知書（様式第38号の17）により当該里親に通知するものとする。 

 様式第３号中 
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「 

児

童

ふりがな 

氏  名 
歳 男・女 

生年

月日 
年  月  日 

 を 

扶

養

義

務

者

ふりがな 

氏  名 

 児童

との

続柄 

                                        」 

「 

児

童

ふりがな

氏  名

歳
男・女

生年

月日
年  月  日

 に

個人番号

扶

養

義

務

者

ふりがな

氏  名

児童

との

続柄

個人番号

                                        」 

改める。 

 様式第５号の２の14（表面）中 

「                                         

受

診

者 

氏名  を 

                                        」 

「 

成長ホルモン

治療 

有（無） ※「有」の記載がない場合、成長ホルモン治療は医療

費助成の対象外です。 

受    に 
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診

者 

氏名   

                                        」 

改める。 

 様式第６号中 

「 

世

帯

人

員 

氏 名 続柄 性別 生年月日 職業（学校） 収 入 備 考 

 を 

   ・ ・  円

                                        」 

「 

世

帯

人

員 

氏 名 続柄 性別 生年月日 職業（学校） 収入 個人番号 備考 

 に 

      ・ ・   円

                                        」 

改める。 

 様式第８号の２中 

「 

申

請

者 

フリガナ  

生年月日 
明治 大正 

昭和 平成 
年  月  日  を 

氏  名 

                                        」 
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「 

申

請

者 

フリガナ  

生年月日   年  月  日  に 
氏  名 

個人番号 

                                        」 

改める。 

 様式第８号の３中「第９条の３関係」を「第９条の３、第９条の７の２関係」に、「（障害児

入所給付費 特定入所障害児食費等給付費）給付決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定

通知書」を「障害児入所給付費・特定入所障害児食費等給付費給付決定通知書兼利用者負担額

減額・免除等決定通知書」に改め、「申請」の次に「（届出等）」を加える。 

 様式第８号の５から様式第８号の８までを次のように改める。 

様式第８号の５から様式第８号の８まで 削除 

 様式第８号の９中 

「 

ふ り が な  

生年月日   年  月  日  を 届 出 者 

氏 名 

                                        」 

「 

ふ り が な  

生年月日   年  月  日  に 届 出 者 

氏 名 個人番号 

                                        」 

改める。 

 様式第８号の10中 

「 

フリガナ  

生年月日 
明治 大正 

昭和 平成 
年  月  日  を 

申 請 者 

                                        」 
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「 

フリガナ  

生年月日  年  月  日  に 
申 請 者 

個人番号 

                                        」 

改める。 

 様式第23号から様式第32号までを次のように改める。 

様式第23号から様式第32号まで 削除 

 様式第33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38号の13の次に次の４様式を加える。 
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 様式第47号から様式第50号までを次のように改める。
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に改正前の静岡市児童福祉法等施行細則（以下「旧規則」という。）

の様式により提出されている文書は、この規則による改正後の静岡市児童福祉法等施行細則

の相当様式により提出された文書とみなす。 

３ この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整し

て使用することができる。 
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静岡市規則第63号 

 静岡市予算規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市予算規則の一部を改正する規則 

 静岡市予算規則（平成15年静岡市規則第46号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中 

「 

市税 現年度分 

滞納繰越分 

賦課決定した額 

滞納繰越した額 

賦課額を決定し

たとき 

滞納額を繰り越

したとき 

 を 

                                        」 

「 

市税 現年課税分 

滞納繰越分 

更正、決定又は賦

課決定をする額 

収入未済として

繰り越す額若し

くは減額更正、決

定、又は賦課決定

をする額 

賦課額を決定し

たとき 

滞納額を繰り越

したとき 

 に、

                                        」 

「 

株式等譲渡所

得割交付金 

 〃 〃 〃 
 を 

                                        」 

「 

株式等譲渡所  〃 〃 〃  
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得割交付金      

分離課税所得

割交付金 

 〃 〃 〃 

 に、

道府県民税所

得割臨時交付

金 

 〃 〃 〃 

                                        」 

「 

ゴルフ場利用税

交付金 

 〃 〃 〃 

 を 
特別地方消費税

交付金 

 〃 〃 〃 

                                        」 

「 

ゴルフ場利用税

交付金 

 〃 〃 〃 
 に、

                                        」 

「 

市債  許可決定のあっ

た額 

許可決定のあっ

たとき 
 を 

                                        」 

「 

市債  収入を決定した

額 

収入を決定した

とき 
 に 

                                        」 

改める。 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第28条関係） 

区分 支出負担行為伺書の

起票時期 

支払負担行為の範囲 支出負担行為に必要

な書類 
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１ 報酬 支出しようとすると

き 

支出しようとする当

該期間の額 

支給調書 

２ 給料 〃 〃 〃 

３ 職員手当等 〃 〃 〃 

４ 共済費 〃 支出しようとする額 納付書又は請求書、支

払明細書 

５ 災害補償費 〃 〃 決裁文書（申請書、証

明書その他事実の発

生及び給付額の算定

を明らかにする書類）

６ 恩給及び退職年

金 

〃 〃 支給調書 

７ 賃金 〃 支出しようとする当

該期間の額 

任用決裁文書、賃金計

算書、賃金計算根拠資

料 

８ 報償費    

（謝礼金） 〃 支出しようとする額 事務事業に伴う場合

は、決裁文書、支給調

書 

（贈呈物品） 購入しようとすると

き 

契約金額又は請求の

あった額 

事務事業に伴う場合

は、決裁文書、契約書

（見積書）、入札書（見

積書） 

（買上金） 買上げしようとする

とき 

買上げしようとする

額 

事務事業に伴う場合

は、決裁文書、買上明

細書 

９ 旅費 旅行命令しようとす

るとき、又は旅行依頼

しようとするとき 

支出しようとする額決裁文書又は研修・会

議通知（案内）書、旅

費計算書 

10 交際費 支出しようとすると〃   
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 き   

11 需用費    

（消耗品費） 購入しようとすると

き、又は請求のあった

とき 

契約金額又は請求の

あった額 

契約書（見積書）、入

札書（見積書）、請求

明細書 

（燃料費） 〃 〃 〃 

（食糧費） 〃 請求のあった額 事務事業に伴う場合

は、決裁文書、請求明

細書 

（印刷製本費） 印刷しようとすると

き 

契約金額又は請求の

あった額 

契約書（見積書）、入

札書（見積書） 

（光熱水費） 請求のあったとき 請求のあった額  

（修繕費） 修繕しようとすると

き 

契約金額又は請求の

あった額 

決裁文書（重要なも

の）、契約書（見積書）、

入札書（見積書） 

（賄材料費） 請求のあったとき 請求のあった額  

（医薬材料費） 購入しようとすると

き 

契約金額又は請求の

あった額 

決裁文書（重要なも

の）、契約書（見積書）、

入札書（見積書） 

12 役務費    

（通信運搬費） 支出しようとすると

き 

支出しようとする額

又は請求のあった額 

納付書、見積書、請求

明細書 

（手数料） 契約しようとすると

き、又は請求のあった

とき 

契約金額又は請求の

あった額 

決裁文書（重要なも

の）、見積書、契約書

案、納付書 

（筆耕料） 契約しようとすると

き 

契約金額 見積書 

（保険料） 〃 〃 決裁文書（重要なも

の）、契約書案、見積

書 
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（保管料） 〃 〃 決裁文書、見積書 

13 委託料 委託契約しようとす

るとき 

契約金額又は請求の

あった額 

決裁文書、入札書（見

積書） 

14 使用料及び賃借

料 

（継続的契約以外の

場合） 

契約しようとすると

き 

〃 決裁文書（不動産及び

これに準ずる重要な

もの）、見積書、契約

書案 

（継続的契約による

場合） 

契約しようとすると

き、又は請求のあった

とき 

〃 決裁文書（不動産及び

これに準ずる重要な

もの）、契約書、請求

書、納付書類 

15 工事請負費 工事を実施しようと

するとき 

契約金額 契約書案、設計書、図

面、仕様書 

16 原材料費 購入しようとすると

き 

契約金額又は請求の

あった額 

契約書（見積書）、入

札書（見積書） 

17 公有財産購入費 〃 契約金額 決裁文書、鑑定評価書

18 備品購入費 〃 〃 決裁文書（機種の選定

について重要なも

の）、見積書、契約書

案 

19 負担金、補助及び

交付金 

交付決定しようとす

るとき、又は請求のあ

ったとき 

交付決定額又は請求

のあった額 

決裁文書（会議、研修

等の出席者負担金を

除く。） 

20 扶助費 支出しようとすると

き、又は請求のあった

とき 

物品購入しようとす

るとき 

支出しようとする額

又は請求のあった額 

物品を購入しようと

する額 

請求明細書、納付書、

見積書、扶助決定書類
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21 貸付金 貸付けしようとする

とき 

貸付けする額 決裁文書、誓約書、申

請書 

22 補償、補 及び賠

償金 

契約しようとすると

き、又は支出しようと

するとき 

契約金額又は支出し

ようとする額 

補償、補 分 

 決裁文書、算定明細

書等 

賠償分 

 決裁文書（本人の申

請書、病院等の請求

書、受領書、証明書、

示談書案、判決書写

し等） 

23 償還金、利子及び

割引料 

支出しようとすると

き 

支出しようとする額 決裁文書その他借入

れのための関係書類、

納付書類 

24  投資及び出資

金 

出資又は払込みしよ

うとするとき 

出資又は払込みをす

る額 

決裁文書その他投資

又は出資のための関

係書類、申込書、納付

書 

25 積立金 支出しようとすると

き 

支出しようとする額 決裁文書、納入書 

26 寄附金 寄附をしようとす寄附をしようとす決裁文書、申込書、

 るとき る額 納付書 

27 公課費 支出しようとすると

き 

支出しようとする額 納付書 

28 繰出金 繰出ししようとする

とき 

繰出ししようとする

額 

納付書（払込書） 

 別表第３中 
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「 

資金前渡 資金の前渡を受けよ

うとするとき 

資金の前渡を受けよ

うとする額 

資金前渡内訳書、会

議通知（案内）書 
 を 

                                        」 

「 

資金前渡 資金の前渡を受けよ

うとするとき 

資金の前渡を受けよ

うとする額 

資金前渡金額の根拠

資料、会議通知（案

内）書 

 に 

                                        」 

改める。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第64号 

 静岡市会計規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市会計規則の一部を改正する規則 

 静岡市会計規則（平成15年静岡市規則第45号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号中「危機管理総室及び」を削り、「地域包括ケア推進本部」の次に「及び海洋文

化都市推進本部」を加え、「シティプロモーション東京本部、」を削り、「児童相談所」を「、児

童相談所」に改める。 

 第31条第１項中「若しくは国民健康保険法」を「、国民健康保険法」に改め、「第80条の２」

の次に「若しくは介護保険法（平成９年法律第123号）第144条の２」を加える。 

 第61条第１項中「支出命令書及び」を削る。 

 第62条第１項中「支出命令書」を「支払依頼書」に改め、同条第２項中「支出命令書」を「会

計管理者から送付された書式による支払済通知書」に改める。 

 第63条第２項中「支出命令書及び」を「振込の指定日、口座情報、債権者名、金額等の情報

を提供するとともに、」に改め、同条第３項中「支出命令書及び」を削り、「様式第18号）」の次

に「及び口座振込の明細が分かる書類」を加える。 

 第109条第１項中「支払証拠書類」を「支払依頼書」に、「当該支払に係る支出命令書」を「書

式による支払済通知書」に、「返戻しなければ」を「提出しなければ」に改める。 

 第110条中「支払証拠書類」を「支払依頼書」に、「支出命令書」を「会計管理者から送付さ

れた書式による支払済通知書」に、「返戻し、小切手受領書兼送金済報告書を」を「、小切手受

領書兼送金済報告書とともに」に改める。 

 第111条中「支払証拠書類」を「第63条第２項の情報の提供」に改め、「、支出命令書に支払

印を押して返戻し」を削り、「小切手受領書兼口座振込済報告書」の次に「及び口座振込の明細

が分かる書類」を加える。 

 別表第１中 

「 

総務局シティプロ 本部長 所管に係る諸収入の収納 所属職員  
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モーション東京本

部 

    を 

                                        」 

「 

総務局東京事務所 所長 所管に係る諸収入の収納 所属職員  に、

                                        」 

「 

観光交流文化局観

光交流課 

課長 三保真崎グラウンドゴルフ

場使用料の収納 

所属職員 
 を 

                                        」 

「 

観光交流文化局観

光・国際交流課 

課長 三保真崎グラウンドゴルフ

場使用料の収納 

所属職員 
 に、

                                        」 

「 

観光交流文化局ス

ポーツ振興課 

課長 コミュニティセンター使用

料、体育施設使用料、清水桜

が丘公園施設使用料、由比体

育館使用料及び所管に係る

諸収入の収納 

所属職員 

 を 

                                        」 

「 

観光交流文化局ま

ちは劇場推進課 

課長 所管に係る諸収入の収納 所属職員 

観光交流文化局文

化振興課 

課長 所管に係る諸収入の収納 所属職員 

観光交流文化局ス

ポーツ振興課 

課長 コミュニティセンター使用

料、体育施設使用料、清水桜

が丘公園施設使用料、清水三

保体育館使用料、由比体育館

所属職員 

 に、
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  使用料及び所管に係る諸収

入の収納 

環境局ごみ減量推

進課 

課長 所管に係る諸収入の収納 所属職員 

                                        」 

「 

保健福祉長寿局健

康福祉部保険年金

管理課 

課長 国民健康保険料、国民健康保

険税、介護保険料及び保育所

入所者負担金並びにこれら

に係る督促手数料、延滞金及

び加算金、井川診療所におけ

る診療収入、自動車使用料、

文書手数料及び所管に係る

諸収入の収納並びに業務に

附帯して生ずる予算外の現

金の収納 

所属職員 

 を 

                                        」 

「 

保健福祉長寿局健

康福祉部保険年金

管理課 

課長 井川診療所における診療収

入、自動車使用料、文書手数

料及び所管に係る諸収入の

収納 

所属職員 

 に、

保健福祉長寿局健

康福祉部福祉債権

収納対策課 

課長 国民健康保険料、国民健康保

険税、介護保険料、保育所入

所者負担金及び後期高齢者

医療保険料並びにこれらに

係る督促手数料、延滞金及び

加算金並びに業務に附帯し

て生ずる予算外の現金の収

納 

所属職員 

                                        」 
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「 

保健福祉長寿局保

健衛生医療部ここ

ろの健康センター 

所長 こころの健康センター使用

料及び各種証明閲覧手数料

の収納 

所属職員 

 を 

                                        」 

「 

保健福祉長寿局保

健衛生医療部ここ

ろの健康センター 

事務長 こころの健康センター使用

料及び各種証明閲覧手数料

の収納 

所属職員 

 に、

                                        」 

「 

保健福祉長寿局保

健衛生医療部清水

看護専門学校 

事務長 看護専門学校入学検定料、証

明手数料及び所管に係る諸

収入の収納 

所属職員 

 を 

                                        」 

「 

保健福祉長寿局保

健衛生医療部清水

看護専門学校 

事務長 看護専門学校入学検定料及

び証明手数料の収納 

事務長 

保健所生活衛生課 課長 生活衛生関係営業許認可申

請等手数料、医務関係許可申

請等手数料及び薬務関係許

可申請等手数料の収納 

所属職員 

保健所食品衛生課 課長 食品衛生関係営業許可申請

等手数料の収納 

所属職員  に、

保健所清水支所 支所長 生活衛生関係営業許認可申

請等手数料、医務関係許可申

請等手数料、薬務関係許可申

請等手数料及び食品衛生関

係営業許可申請等手数料の

所属職員 
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  収納   

                                        」 

「 

都市局都市計画部

市街地整備課 

課長 土地区画整理清算金の収納 所属職員 
 を 

                                        」 

「 

都市局都市計画部

市街地整備課 

課長 土地区画整理清算金の収納 所属職員 

 に、
都市局都市計画部

緑地政策課 

課長 所管に係る諸収入の収納 所属職員 

                                        」 

「 

消防局消防部予防

課 

課長 危険物取扱関係手数料、火薬

類製造許可等申請手数料及

び石油コンビナート等災害

防止法関係手数料の収納 

所属職員 

 を 

                                        」 

「 

消防局消防部予防

課 

課長 危険物取扱関係手数料、火薬

類製造許可等申請手数料、高

圧ガス製造許可等申請手数

料、液化石油ガス販売事業者

登録等申請手数料及び石油

コンビナート等災害防止法

関係手数料の収納 

所属職員 

 に、

                                        」 
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「 

教育委員会事務局

教育局学事課 

課長 所管に係る諸収入の収納 所属職員 
 を 

                                        」 

「 

教育委員会事務局

教育局児童生徒支

援課 

課長 所管に係る諸収入の収納 所属職員 

 に 

                                        」 

改める。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規定（同表都市局都

市計画部緑地政策課の項に係る部分に限る。）は、公布の日から施行する。 
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静岡市規則第65号 

 静岡市都市再生推進法人の指定等に関する規則をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

                    静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市都市再生推進法人の指定等に関する規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、都市再生特別措置法（平成14年法律第22号。以下「法」という。）第118

条第１項の規定に基づく都市再生推進法人（以下「推進法人」という。）の指定等に関し、法

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （指定の申請） 

第２条 推進法人の指定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、都市再生推進法人

指定申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。 

（１）定款 

（２）登記事項証明書 

（３）役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 

（４）法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面 

（５）前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表又はこれらに相当する書類 

（６）当該事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類 

（７）市内におけるまちづくり活動の実績を示す書面 

（８）活動地域を示す図面 

（９）法第119条に規定する業務に関する計画書 

（10）静岡市暴力団排除条例（平成25年静岡市条例第11号）第２条第１号に規定する暴力団で

ないこと及び同条第３号に規定する暴力団員等が所属していないことを誓約する誓約書 

（11）前各号に掲げるもののほか、推進法人の業務に関し参考となる書類 

 （指定の基準等） 

第３条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、申請者が次の各号のいずれに

も該当すると認めるときは、推進法人として指定するものとする。 

（１）まちづくりの推進を目的とする法人であること。 

（２）申請者又はその母体となる組織にまちづくり活動の実績があること。 
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（３）市内に事務所を有し、市内でまちづくり活動を行っていること。 

（４）推進法人の業務を適正かつ確実に行うために必要な組織体制及び人員体制並びに必要な

経費を賄うことができる経済的基礎を有していること。 

（５）推進法人の業務を行うに当たって関係行政機関及び他の民間機関等と十分な連携を図る

ことができると認められること。 

（６）静岡市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団でないこと及び同条第３号に規定

する暴力団員等が所属していないこと。 

２ 市長は、申請者を推進法人として指定したときは、都市再生推進法人指定書（様式第２号）

により当該申請者に通知するものとする。 

 （名称等の変更） 

第４条 法第118条第３項の規定による変更の届出は、都市再生推進法人名称等変更届出書（様

式第３号）によるものとする。 

２ 推進法人は、業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ都市再生推進法人業務変

更届出書（様式第４号）により市長に届け出るものとする。 

 （事業の報告） 

第５条 推進法人は、事業年度開始後、速やかにその事業年度の事業計画書及び収支予算書又

はこれらに相当する書類を市長に提出するものとする。 

２ 推進法人は、事業年度終了後、速やかにその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借

対象表又はこれらに相当する書類を市長に提出するものとする。 

 （雑則） 

第６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市規則第66号 

 静岡市自転車競走実施規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年４月13日 

静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市自転車競走実施規則の一部を改正する規則 

 静岡市自転車競走実施規則（平成15年静岡市規則第62号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「第69条・第70条」を「第69条―第70条」に改める。 

第69条第１項に次の１号を加える。 

（11）他の競輪施行者において、本人又はその家族からの申請により入場を禁止した者 

 第69条の次に次の２条を加える。 

（本人申請による入場禁止） 

第69条の２ 委員長は、競輪場等への入場の禁止を希望する者から書面により入場の禁止の申

請があったときは、委員長が別に定めるところにより、当該申請を行った者の入場を禁止す

ることができる。 

２ 委員長は、前項の規定により入場を禁止された者から書面により入場の禁止の解除の申請

があったときは、委員長が別に定めるところにより、当該申請を行った者の入場の禁止を解

除することができる。 

（家族申請による入場禁止） 

第69条の３ 車券の購入により、本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じてい

る状態にある者又はそのおそれがある者の家族（その者と同居する親族（成年者に限る。）及

び委員長が特に認めた者をいう。以下同じ。）は、委員長が別に定めるところにより、その者

の競輪場等への入場を禁止する措置を書面で申請することができる。 

２ 委員長は、前項の規定による申請があった場合において、入場を禁止する措置の対象とな

る者（以下「入場禁止候補者」という。）に前項に規定する事由があると認めるときは、委員

長が別に定めるところにより、入場禁止候補者の入場を禁止し、入場禁止候補者及び第１項

の規定による申請を行った家族（以下「申請家族」という。）に対し、入場禁止候補者の競輪

場等への入場を禁止する旨及び入場禁止候補者の入場を禁止する期間を通知するものとする。 

３ 前項の規定による通知を受けた者は、これを不服とするときは、入場の禁止の開始の日の

前日までに書面をもって委員長に対して意見を申し出ることができる。 
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４ 委員長は、前項の規定による意見の申出があったときは、その内容について判断し、直ち

にその結果を、意見を申し出た者及び申請家族に通知する。 

５ 委員長は、第２項の規定により入場を禁止された者又は申請家族から書面により入場の禁

止の解除の申請があったときは、委員長が別に定めるところにより、入場の禁止を解除する

ことができる。 

６ 委員長は、第１項及び前項の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容を明らかに

する資料の提出を求めることができる。 

第70条第１項第１号中「前条第１項各号」を「第69条第１項各号」に改め、同項中第４号を

第５号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

（２）第69条の２第１項及び前条第２項の規定により入場を禁止された者 

 第70条第２項中「前条第２項」を「第69条第２項」に改める。 

第73条第３項中「電話投票及び」を「電話投票（以下「電話投票」という。）、」に改め、「と

いう。）」の次に「、静岡市自転車競走電子決済投票実施規則（平成30年静岡市規則第  号）

第１条に規定する電子決済投票（以下「電子決済投票」という。）及び静岡市自転車競走キャッ

シュレス投票実施規則（平成30年静岡市規則第  号）第１条に規定するキャッシュレス投票

（以下「キャッシュレス投票」という。）」を加える。 

 第83条の見出し中「電話による勝者投票及び在席投票に係る」を削り、同条中「電話による

勝者投票及び在席投票」を「電話投票、在席投票、電子決済投票及びキャッシュレス投票」に、

「及び静岡市自転車競走在席投票実施規則」を「、静岡市自転車競走在席投票実施規則、静岡

市自転車競走電子決済投票実施規則及び静岡市自転車競走キャッシュレス投票実施規則」に改

める。 

   附 則 

この規則は、平成30年10月１日から施行する。ただし、第73条第３項及び第83条の改正規定

は、公布の日から施行する。 
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静岡市規則第67号 

 静岡市自転車競走電話投票実施規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年４月13日 

静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市自転車競走電話投票実施規則の一部を改正する規則 

静岡市自転車競走電話投票実施規則（平成15年静岡市規則第63号）の一部を改正する。 

 目次中「第15条」を「第15条の５」に改める。 

 第１条中「（以下「競輪」という。）」を削り、「通信回線を経由した電話機その他の端末機に

よる勝者投票券（以下「車券」という。）の発売」を「電気通信回線を経由した電話機及び電子

計算機その他の端末機器（以下「インターネット端末機」という。）を用いた車券の発売による

勝者投票」に改める。 

 第２条中「法及び」を「法、」に、「並びに静岡市自転車競走実施条例」を「、静岡市自転車

競走実施条例」に改める。 

 第３条中「市」を「市長」に、「において」を「で開催される競走について」に、「その他の

端末機」を「及びインターネット端末機」に改め、「事務」の次に「（以下「電話投票事務」と

いう。）」を加える。 

 第４条各号を次のように改める。 

（１）ＡＲＳ方式 電気通信回線を経由した電話機を使用して、市長の管理する電話投票に係

る電子計算機（以下「電話投票サーバ」という。）に車券の購入内容を入力する方式をいう。 

（２）インターネット方式 電気通信回線を経由したインターネット端末機を使用して、電話

投票サーバに車券の購入内容を入力する方式をいう。 

第５条第１項中「市」を「市長」に、「電話投票業務」を「電話投票事務」に改め、同条第２

項中「以下」を「から第４章まで」に、「業務」を「事務」に改める。 

第６条見出しを「（電話投票契約による加入者）」に改め、同条中「電話による勝者投票」を

「電話投票」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。 

（１）法人及び団体 

（２）法第９条及び第10条に規定する者 

（３）成年被後見人、被保佐人又は破産者であって復権を得ない者 
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（４）法の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられた者 

（５）静岡市暴力団排除条例（平成25年静岡市条例第11号）第２条第３号の暴力団員等及び同

条例第６条第２項の暴力団員の配偶者 

（６）車券の購入により、本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態

の者又はそのおそれのある者 

（７）前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者 

第７条第１項中「市」を「市長」に改め、同条第２項中「応募者」を「募集に応募しようと

する者（以下「応募者」という。）」に、「、その他市が」を「その他市が」に改め、同条第３項

中「前項の規定による」を「新たに加入者となる」に、「市が」を「市長が」に改め、同項を同

条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の規定による応募はインターネット端末機を利用して行うことができる。 

第８条を削り、第９条中「市」を「市長」に、「の加入者にあっては」を「を利用する加入者

にあっては、」に改め、同条を第８条とする。 

第10条第１項及び第２項中「市」を「市長」に改め、同条第３項中「インターネット専業銀

行」の次に「及びインターネットを介した銀行取引サービスを提供している銀行であって電話

投票の実施において市長が認めた銀行」を、「加入者」の次に「（以下「専業銀行加入者」とい

う。）」を加え、「普通口座」を「投票用の預金を引き出し、又は戻し入れるための普通預金口座

（以下「普通口座」という。）」に改め、同条第４項中「（投票用の預金を引き出し、戻し入れる

ための普通預金口座をいう。以下同じ。）」を削り、「番号を市」を「口座番号を市長」に改め、

同条を第９条とする。 

第11条中「市」を「市長」に改め、同条中第12号を第13号とし、第３号から第11号までを１

号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の１号を加える。 

（３）電子メールアドレス（インターネット方式を利用する加入者に限る。） 

 第11条を第10条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（届出事項の変更） 

第11条 加入者は、第７条第２項の加入申込書の記載事項に変更があった場合は、速やかにそ

の旨を市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出はインターネット端末機を利用して行うことができる。 

３ 市長は、第１項の規定による届出があったときは、その内容を前条の加入者台帳に記載す

るものとする。 

第12条第１項中「、投票用口座又は普通口座の口座」を「又は投票用口座」に、「市が」を「市
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長が」に改め、同条第２項中「市」を「市長」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の

次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、専業銀行加入者は、車券の購入に充てる予定の金額（以下「購

入予定金額」という。）を普通口座から市の預金口座に振り替えるため、振替依頼書を市長が

別に定める日までに取扱金融機関に提出しなければならない。 

第13条第１項中「市が」を「市長が」に改め、同条第２項中「第６条に規定する電話投票に

関する契約」を「電話投票契約」に改め、同項ただし書中「第27条第２項」を「第27条第１項

ただし書」に改める。 

第14条中「市」を「市長」に、「第10条第２項」を「第９条第２項」に改め、「第12条第１項」

の次に「又は第２項」を加え、「指定銀行が第10条第４項及び第12条第２項」を「取扱金融機関

が第９条第４項及び第12条第３項」に、「当該加入者」を「当該無担保加入者」に改める。 

第15条第１項中「市は」を「市長は」に、「第６条に規定する電話投票に関する契約」を「電

話投票契約」に改め、同項第２号中「市」を「市長」に改め、同項第４号中「第27条第２項」

を「第27条第１項ただし書」に改め、同項第７号中「第８条各号」を「第６条第２項第２号か

ら第６号まで」に改め、第２章中同条の次に次の４条を加える。 

 （本人申請による利用停止） 

第15条の２ 市長は、加入者から書面により電話投票の利用の停止の申請があったときは、市

長が別に定めるところにより当該加入者の電話投票の利用を停止することができる。 

２ 市長は、前項の規定により電話投票の利用を停止された加入者から書面により電話投票の

利用の停止の解除の申請があったときは、市長が別に定めるところにより当該加入者の電話

投票の利用の停止を解除することができる。 

（家族申請による利用停止） 

第15条の３ 車券の購入により、加入者若しくはその家族の日常生活若しくは社会生活に支障

が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族（加入者と同居する親族（成年者

に限る。）及び市長が特に認めた者をいう。以下同じ。）は、書面により、当該加入者の電話

投票の利用の停止を申請することができる。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、電話投票の利用の停止の対象とな

る加入者（以下「利用停止候補者」という。）に前項に規定する事由があると認めるときは、

市長が別に定めるところにより、利用停止候補者の電話投票の利用を停止し、利用停止候補

者及び第１項の規定による申請を行った家族（以下「申請家族」という。）に対し、利用停止

候補者の電話投票の利用を停止する旨及び利用停止候補者の利用を停止する期間を通知する
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ものとする。 

３ 前項の規定による通知を受けた者は、これを不服とするときは、利用の停止の開始の日の

前日までに書面をもって市長に対して意見を申し出ることができる。 

４ 市長は、前項の規定による意見の申出があったときは、その内容について判断し、直ちに

その結果を、意見を申し出た者及び申請家族に通知する。 

５ 市長は、第２項の規定により電話投票の利用を停止された者又は申請家族から書面により

利用の停止の解除の申請があったときは、市長が別に定めるところにより、利用の停止を解

除することができる。 

６ 市長は、第１項及び前項の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容を明らかにす

る資料の提出を求めることができる。 

（その他事由による利用停止）  

第15条の４ 市長は、他の競輪施行者が電話投票の利用を停止した加入者の電話投票の利用を

停止することができる。 

２ 市長は、前項の規定により電話投票の利用を停止された加入者が、当該利用を停止した他

の競輪施行者から利用の停止を解除されたときは、当該加入者の利用の停止を解除すること

ができる。 

（加入者投票履歴） 

第15条の５ 市長は、加入者ごとに、次に掲げる事項を記録した投票履歴を作成するものとす

る。 

（１）加入者番号 

（２）電話投票の利用年月日 

（３）車券の購入内容 

第19条の２（見出しを含む。）中「専用銀行加入者」を「専業銀行加入者」に、「専用銀行の」

を「専業銀行の」に改める。 

第20条第１項第１号中「第１回目」を「１回目」に、「車券に係る」を「車券の購入直前まで

に確定した」に改め、同項第２号中「第２回目」を「２回目」に、「車券に係る」を「車券の購

入直前までに確定した」に改め、同条第２項第１号中「第１回目」を「１回目」に、「購入限度

額は、」の次に「当該電話投票実施日の」を加え、「加入者」を「無担保加入者」に、「車券に係

る」を「車券の購入直前までに確定した」に改め、同項第２号中「第２回目」を「２回目」に、

「車券に係る」に「車券の購入直前までに確定した」に、「加えた」を「加え、加入者が所定の

方法により精算した金額を減じた」に改め、同条第３項第１号中「第１回目」を「１回目」に、
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「当該加入者」を「加入者」に、「に入金した額」を「から市の預金口座に振り替えた購入予定

金額」に改め、同項第２号中「第２回目」を「２回目」に、「に入金した額」を「から市の預金

口座に振り替えた購入予定金額」に、「車券に係る」を「車券の購入直前までに確定した」に、

「並びに新たに普通口座に入金した額」を「を加え、加入者が所定の方法により精算した金額

を減じ、加入者が新たに普通口座から市の預金口座に振り替えた購入予定金額」に改める。 

第22条の次に次の１条を加える。 

（投票の成立） 

第22条の２ 電話投票は、電話機の音声応答又はインターネット端末機において表示される確

認画面で加入者の意思が確認され、かつ、所定の条件を満たした車券の購入内容が電話投票

サーバに記録されたときに成立するものとする。 

第26条中「市」を「市長」に改める。 

第27条及び第28条を次のように改める。 

（発売金の収納） 

第27条 担保加入者の車券の発売金の収納は、電話投票に係る車券の発売日（以下「当該日」

という。）に、指定口座から市の預金口座への振替により行う。ただし、指定口座の残高の不

足により不能となった場合は、市長は、質権を実行し、不足となった金額を当該加入者の定

期預金から差し引き、これを発売金として収納する。 

２ 無担保加入者（専業銀行加入者を除く。）の車券の発売金の収納は、当該日に投票用口座か

ら市の預金口座への振替により行う。 

３ 前２項において当該日が取扱金融機関の休業日である場合その他やむを得ない事由により

当該日に振り替えることができない場合は、当該日以後の取扱金融機関の営業日に振り替え

るものとする。 

４ 専業銀行加入者の車券の発売金の収納は、当該日に普通口座から市の預金口座に振り替え

た購入予定金額から収納することにより行う。 

（払戻金又は返還金の振込み） 

第28条 第24条の規定により市長が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金の振込み又は

精算は、次のとおりとする。 

（１）担保加入者又は無担保加入者（専業銀行加入者を除く。）が振替依頼を行った日（以下「振

替依頼日」という。）に加入者の指定口座又は投票用口座に振り込むものとする。ただし、

振替依頼日が取扱金融機関の休業日である場合その他やむを得ない事由により振替依頼日

に振り込むことができない場合は、振替依頼日以後の取扱金融機関の営業日に振り込むも
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のとする。 

（２）専業銀行加入者が精算指示した日に購入予定金額から車券の購入金額を差し引き、払戻

金又は返還金を加えた額を所定の方法により精算するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない場合には、市長が別に定めた日において精算する

ことができる。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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静岡市規則第68号 

 静岡市自転車競走在席投票実施規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年４月13日 

静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市自転車競走在席投票実施規則の一部を改正する規則 

 静岡市自転車競走在席投票実施規則（平成29年静岡市規則第52号）の一部を次のように改正

する。 

 第７条第２項第５号中「平成25年静岡市第11号」を「平成25年静岡市条例第11号」に改め、

同条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

（６）静岡市自転車競走実施規則第69条の２第１項及び第69条の３第２項の規定により入場を禁

止された者 

   附 則 

 この規則は、平成30年10月１日から施行する。 
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静岡市規則第69号 

 静岡市自転車競走電子決済投票実施規則をここに制定する。 

  平成30年４月13日 

静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市自転車競走電子決済投票実施規則 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 加入者（第６条―第18条） 

第３章 電子決済投票の実施（第19条―第34条） 

第４章 雑則（第35条―第38条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、静岡市が自転車競技法（昭和23年法律第209号。以下「法」という。）に

基づいて施行する自転車競走に係る電気通信回線を経由した電子計算機その他の端末機器

（以下「インターネット端末機」という。）を使用した前払式支払手段（証票、電子機器等（以

下「証票等」という。）に記載され、又は電磁的方法により記録される金額に応ずる対価を得

て発行される証票等又は番号、記号その他の符号であって、電子決済投票の実施において市

長がその使用を認めたものをいう。以下同じ。）を用いた車券の発売による勝者投票（以下「電

子決済投票」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（適用範囲） 

第２条 電子決済投票については、法、自転車競技法施行規則（平成14年経済産業省令第97号）、

静岡市自転車競走実施条例（平成15年静岡市条例第105号）及び静岡市自転車競走実施規則（平

成15年静岡市規則第62号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 

（電子決済投票の事務） 

第３条 市長は、電子決済投票を実施するため、静岡競輪場で開催される競走について、イン

ターネット端末機を使用した前払式支払手段による車券の発売並びに払戻金及び返還金の交

付に関する事務（以下「電子決済投票事務」という。）を行う。 

（電子決済投票の方式） 
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第４条 電子決済投票は、インターネット端末機を使用して、市長の管理する電子計算機（以

下「電子決済投票サーバ」という。）に車券の購入内容を入力する方式による。 

 （電子決済投票事務の委託） 

第５条 市長は、電子決済投票事務の全部又は一部を他の地方公共団体、法第38条第１項の指

定を受けた法人（以下「競技実施法人」という。）又は私人に委託することができる。 

２ 前項の規定による委託を受けた他の地方公共団体、競技実施法人又は私人は、次章から第

４章までの規定を遵守し、当該事務を実施しなければならない。 

第２章 加入者 

（電子決済投票契約による加入者） 

第６条 電子決済投票により車券を購入できる者（以下「加入者」という。）は、市と電子決済

投票に関する契約（以下「電子決済投票契約」という。）を締結した者とする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。 

（１）法人及び団体 

（２）法第９条及び第10条に規定する者 

（３）成年被後見人、被保佐人又は破産者であって復権を得ない者 

（４）法の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられた者 

（５）静岡市暴力団排除条例（平成25年静岡市条例第11号）第２条第３号の暴力団員等及び同

条例第６条第２項の暴力団員の配偶者 

（６）車券の購入により、本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態

の者又はそのおそれのある者 

（７）前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者 

（加入者の募集） 

第７条 加入者の募集（公示方法、募集人員等）は、市長が別に定める方法により行う。 

２ 募集に応募しようとする者（以下「応募者」という。）は、次に掲げる事項を記載した加入

申込書を市長に提出しなければならない。 

（１）住所 

（２）氏名 

（３）生年月日 

（４）電話番号 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 

３ 前項の応募はインターネット端末機を利用して行うことができる。 
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４ 市長は、新たに加入者となる応募者の確認行為を、市長が別に指定する金融機関（以下「取

扱金融機関」という。）その他市長が認めるものにおいて行わせることができる。 

（加入者番号及び暗証番号） 

第８条 電子決済投票契約を締結する際、市長は当該加入者の加入者番号を定め、当該加入者

は自己の暗証番号及びパスワードを定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。 

（振替用口座） 

第９条 加入者は、取扱金融機関に、電子決済投票のための普通預金口座（以下「振替用口座」

という。）を開設しなければならない。 

（加入者台帳） 

第10条 市長は、加入者台帳を作成し、各加入者について、次に掲げる事項を記載するものと

する。 

（１）氏名、性別及び生年月日 

（２）住所 

（３）電子メールアドレス 

（４）勤務先 

（５）自宅及び勤務先の電話番号 

（６）加入者番号 

（７）パスワード 

（８）暗証番号 

（９）銀行名 

（10）振替用口座の口座番号 

（11）電子決済投票の利用開始年月日 

（届出事項の変更） 

第11条 加入者は、第７条第２項の加入申込書の記載事項に変更があった場合は、速やかにそ

の旨を市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出はインターネット端末機を利用して行うことができる。 

３ 市長は、第１項の届出があったときは、その内容を前条の加入者台帳に記載するものとす

る。 

（振替依頼） 

第12条 加入者は、払戻金及び返還金の振込を市の口座から受けるため、預金口座振替依頼書

を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。 
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（電子決済投票の利用開始日の通知） 

第13条 市長は、加入者が第９条及び前条の規定による手続を完了したときは、遅滞なく、電

子決済投票の利用の開始日を定め、これを当該加入者に通知するものとする。 

（解約） 

第14条 市長は、加入者が電子決済投票契約の解約の申請をしたとき、又は次の各号のいずれ

かに該当するときは、電子決済投票契約を解約するものとする。 

（１）加入申込書又は添付書類に記載された事項が事実でなかったことが判明したとき。 

（２）市長が指定した日までに振替用口座の開設又は預金口座振替依頼書の提出をしなかった

とき。 

（３）振替用口座を解約したとき。 

（４）第６条第２項第２号から第６号までのいずれかに該当したとき。 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が加入者として不適当と認めたとき。 

（本人申請による利用停止） 

第15条 市長は、加入者から書面により電子決済投票の利用の停止の申請があったときは、市

長が別に定めるところにより当該加入者の電子決済投票の利用を停止することができる。 

２ 市長は、前項の規定により電子決済投票の利用を停止された加入者から書面により電子決

済投票の利用の停止の解除の申請があったときは、市長が別に定めるところにより、当該加

入者の電子決済投票の利用の停止を解除することができる。 

（家族申請による利用停止） 

第16条 車券の購入により、加入者若しくはその家族の日常生活若しくは社会生活に支障が生

じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族（加入者と同居する親族（成年者に限

る。）及び市長が特に認めた者をいう。以下同じ。）は、書面により、当該加入者の電子決済

投票の利用の停止を申請することができる。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、電子決済投票の利用の停止の対象

となる加入者（以下「利用停止候補者」という。）に前項に規定する事由があると認めるとき

は、市長が別に定めるところにより、利用停止候補者の電子決済投票の利用を停止し、利用

停止候補者及び第１項の規定による申請を行った家族（以下「申請家族」という。）に対し、

利用停止候補者の電子決済投票の利用を停止する旨及び利用停止候補者の利用を停止する期

間を通知するものとする。 

３ 前項の規定による通知を受けた者は、これを不服とするときは、利用の停止の開始の日の

前日までに書面をもって市長に対して意見を申し出ることができる。 
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４ 市長は、前項の規定による意見の申出があったときは、その内容について判断し、直ちに

その結果を、意見を申し出た者及び申請家族に通知する。 

５ 市長は、第２項の規定により電子決済投票の利用を停止された者又は申請家族から書面に

より利用の停止の解除の申請があったときは、市長が別に定めるところにより、利用の停止

を解除することができる。 

６ 市長は、第１項及び前項の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容を明らかにす

る資料の提出を求めることができる。 

（その他事由による利用停止） 

第17条 市長は、他の競輪施行者が電子決済投票の利用を停止した加入者の電子決済投票利用

を停止することができる。 

２ 市長は、前項の規定により電子決済投票の利用を停止された加入者が、当該利用を停止し

た他の競輪施行者から利用の停止を解除されたときは、当該加入者の利用の停止を解除する

ことができる。 

（加入者投票履歴） 

第18条 市長は、加入者ごとに、次に掲げる事項を記録した投票履歴を作成するものとする。 

（１）加入者番号 

（２）電子決済投票の利用年月日 

（３）車券の購入内容 

第３章 電子決済投票の実施 

（車券） 

第19条 車券の券面金額は、100円の整数倍に相当する額とする。 

（勝者投票法の種類） 

第20条 勝者投票法は、法第11条に掲げるもののうち、市長が別に定める。 

（競走の指定） 

第21条 車券を発売する自転車競走は、市長が別に指定する。 

（発売の日時） 

第22条 電子決済投票は、当該競争が実施される日の市長が別に定める時間に行う。 

（番号、記号その他の符号の記録） 

第23条 加入者は、インターネット端末機を使用して、車券の購入に充てる予定の金額に相当

する番号、記号その他の符号を購入し、電子決済投票サーバに記録するものとする。 

２ 電子決済投票サーバに記録する番号、記号その他の符号は、１円当たり１単位として換算
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して記録するものとする。 

３ 加入者が番号、記号その他の符号を電子決済投票サーバに記録したときは、発行者は、所

定の方法により、番号、記号その他の符号の数量を当該加入者に通知するものとする。 

４ 加入者は、電子決済投票サーバに記録した番号、記号その他の符号を使用して、100単位の

番号、記号その他の符号当たり100円の車券を購入することができる。 

（番号、記号その他の符号の取扱い） 

第24条 番号、記号その他の符号の取扱いについて、市長は別に定めるところにより、あらか

じめ加入者に通知するものとする。取扱いを変更しようとするときも、同様とする。 

（購入限度額） 

第25条 加入者の車券の購入限度額は、次のとおりとする。 

（１）電子決済投票実施日における１回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該車券の購入

直前までに電子決済投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額と

する。 

（２）電子決済投票実施日における２回目以降の車券の購入に係る１回の購入限度額は、電子

決済投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号に相当する額から直前の回まで

に購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び

返還金の合計額から加入者が所定の方法により番号、記号その他の符号として記録した金

額を加え、加入者が新たに電子決済投票サーバに記録した番号、記号その他の符号に相当

する額を加えた額とする。 

（購入限度回数） 

第26条 電子決済投票実施日における購入限度回数は、市長が別に定めるものとする。 

（車券購入の方法） 

第27条 電子決済投票に係る車券購入の方法は、市長が別に定め、あらかじめ加入者に通知す

るものとする。電子決済投票の技術の進歩その他の理由によりこれを変更しようとするとき

も、同様とする。 

（投票の成立） 

第28条 電子決済投票は、インターネット端末機において表示される確認画面で、加入者の意

思が確認され、かつ、所定の条件を満たした投票が電子決済投票サーバに記録されたときに

成立するものとする。 

（投票の取消し及び変更） 

第29条 車券を発売した後は、加入者は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種
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類、競走番号、選手番号（連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並びに重勝式勝者投

票法にあっては、組）及び購入金額の変更をすることができない。 

（車券等の受領） 

第30条 発売した車券並びに払戻金及び返還金は、市長が加入者に代わって受領するものとす

る。 

（代理人による購入等の禁止） 

第31条 車券の購入の申込みは、加入者が自ら行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人

の委託を受けて行ってはならない。 

（受付の拒否） 

第32条 市長は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適

当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。 

（発売金の収納） 

第33条 車券の発売金の収納は、電子決済投票に係る車券の発売日に電子決済投票サーバに記

録された番号、記号その他の符号に相当する額から当該車券の購入額に相当する額を差し引

くことにより行う。 

（払戻金又は返還金の精算） 

第34条 第30条の規定により市長が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金は、加入者が

所定の方法により振替依頼を行った日（以下「振替依頼日」という。）に第12条の規定により

依頼された口座へ振り込むものとする。ただし、振替依頼日が取扱金融機関の休業日である

場合その他やむを得ない事由により振替依頼日に振り込むことができない場合は、振替依頼

日以後の取扱金融機関の営業日に振り込むものとする。 

２ 加入者が所定の方法により払戻金又は返還金を番号、記号その他の符号として記録するよ

う申し出たときは、その金額を１円当たり１単位の番号、記号その他の符号として換算して

電子決済投票サーバに記録するものとする。 

第４章 雑則 

（車券の閲覧） 

第35条 第30条の規定により市長が加入者に代わって受領した車券について、加入者は、当該

競走が実施された日から60日以内に限り、閲覧することができるものとし、市長は当該加入

者が閲覧を請求した場合は、当該車券を閲覧させるものとする。 

（異議の申立て） 

第36条 加入者は、当該加入者が行った電子決済投票による車券の購入に関し、当該車券を購
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入した日から60日以内に、市長に対して異議を申し立てることができる。 

（投票履歴の保存） 

第37条 市長は、第18条の規定により作成した投票履歴を、当該競走が実施された日から60日

間保存するものとする。ただし、前条の規定による異議申立て等に係る投票履歴は、必要な

期間保存するものとする。 

 （雑則） 

第38条 この規則に定めるもののほか、電子決済投票に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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静岡市規則第70号 

 静岡市自転車競走キャッシュレス投票実施規則をここに制定する。 

  平成30年４月13日 

静岡市長 田 辺 信 宏 

   静岡市自転車競走キャッシュレス投票実施規則 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 加入者（第６条―第16条） 

第３章 キャッシュレス投票の実施（第17条―第31条） 

第４章 雑則（第32条―第35条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、静岡市が自転車競技法（昭和23年法律209号。以下「法」という。）に基

づいて施行する自転車競走に係る競輪場又は場外車券売場内に設置された端末機器であって、

勝者投票を行おうとする者を電磁的方法で識別するもの（以下「キャッシュレス投票端末機」

という。）を用いた車券の発売による勝者投票（以下「キャッシュレス投票」という。）に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

（適用範囲） 

第２条 キャッシュレス投票については、法、自転車競技法施行規則（平成14年経済産業省令

第97号）、静岡市自転車競走実施条例（平成15年静岡市条例第105号）及び静岡市自転車競走

実施規則（平成15年静岡市規則第62号）に定めるもののほか、この規則の定めるところによ

る。 

（キャッシュレス投票の事務） 

第３条 市長は、キャッシュレス投票を実施するため、キャッシュレス投票端末機が設置され

た競輪場又は場外車券売場において、キャッシュレス投票端末機による車券の発売並びに払

戻金及び返還金の交付に関する事務（以下「キャッシュレス投票事務」という。）を行う。 

（キャッシュレス投票の方式） 

第４条 キャッシュレス投票は、キャッシュレス投票専用端末機及び投票を行おうとする者を
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識別する情報を電磁的方法で記録したカード（以下「電子識別カード」という。）を使用して、

市長又は次条の規定により委託を受けた者の管理する電子計算機（以下「キャッシュレス投

票サーバ」という。）に車券の購入の内容を入力する方式による。 

（キャッシュレス投票事務の委託） 

第５条 市長は、キャッシュレス投票事務の全部又は一部を他の地方公共団体、法第38条第１

項の指定を受けた法人（以下「競技実施法人」という。）又は私人に委託することができる。 

２ 前項の規定による委託を受けた他の地方公共団体、競技実施法人又は私人は、次章から第

４章までの規定を遵守し、当該事務を実施しなければならない。 

第２章 加入者 

（加入者の募集） 

第６条 キャッシュレス投票により車券を購入できる者（以下「加入者」という。）の募集は、

市長が別に定める方法により行う。 

２ 募集に応募しようとする者（以下「応募者」という。）は、次に掲げる事項を記載した加入

申込書を市長に提出しなければならない。 

（１）住所 

（２）氏名 

（３）生年月日 

（４）電話番号 

（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 

３ 応募者は、住民票の写しその他応募者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる書類

を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、新たに加入者となる者であって口座振替方式を利用しようとする者に係る確認行

為を、市長が別に定める銀行（以下「指定銀行」という。）に行わせることができる。 

（キャッシュレス投票契約） 

第７条 市長は、次に掲げる方式でキャッシュレス投票に関する契約（以下「キャッシュレス

投票契約」という。）を応募者と締結するものとする。 

（１）窓口入金方式（キャッシュレス投票端末機を使用して購入予定金額を直接入金する方式

をいう。以下同じ。） 

（２）口座振替方式 （キャッシュレス投票端末機を使用して口座振替により購入予定金額を市

長の指定する預金の口座に振り替える方式をいう。以下同じ。） 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。 
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（１）法人及び団体 

（２）法第９条及び第10条に規定する者 

（３）成年被後見人、被保佐人又は破産者であって復権を得ない者 

（４）法の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられた者 

（５）静岡市暴力団排除条例（平成25年静岡市条例第11号）第２条第３号の暴力団員等及び同

条例第６条第２項の暴力団員の配偶者 

（６）静岡市自転車競走実施規則第69条の２第１項及び第69条の３第２項の規定の規定により

入場を禁止された者 

（７）前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者 

第８条 市長は、キャッシュレス投票の円滑な実施に資するため、電子識別カードを作成し、

加入申込書を提出した加入者に貸与し、又は付与するものとする。 

（加入者番号及び暗証番号） 

第９条 キャッシュレス投票契約を締結する際は、市長は加入者ごと電子識別カードの加入者

番号を定め、加入者は所定の方法により電子識別カードの暗証番号を定めて、それぞれ相手

方に通知するものとする。 

（普通口座） 

第10条 口座振替方式の利用者は、指定銀行に、市長が指定する日までにキャッシュレス投票

のための普通預金口座（以下「普通口座」という。）を開設しなければならない。 

２ 指定銀行は、加入者が普通口座を開設したときは、当該加入者の氏名及び普通口座を市長

に通知するものとする。 

（加入者台帳） 

第11条 市長は、加入者台帳を作成し、各加入者について、次に掲げる事項を記載するものと

する。 

（１）氏名、性別及び生年月日 

（２）住所 

（３）勤務先 

（４）自宅及び勤務先の電話番号 

（５）加入者番号 

（６）電子識別カードの暗証番号 

（７）銀行名（口座振替方式を利用する加入者に限る。） 

（８）普通口座の口座番号（口座振替方式を利用する加入者に限る。） 
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（９）キャッシュレス投票の利用開始年月日 

（届出事項の変更） 

第12条 加入者は、第６条第２項の加入申込書の記載内容に変更があった場合は、速やかにそ

の旨を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を前条の加入者台帳に記載する

ものとする。 

（振替依頼）  

第13条 口座振替方式を利用しようとする加入者は、購入予定金額を市長の指定する預金口座

に振り替えるため、預金口座振替依頼書（以下「振替依頼書」という。）を市長が別に定める

日までに指定銀行に提出しなければならない。 

２ 指定銀行は、加入者が振替依頼書を提出したときは、その旨を市長に通知するものとする。 

（口座振替方式の利用開始時期の通知） 

第14条 市長は、口座振替方式を利用しようとする加入者が第10条第１項及び前条第１項の手

続を完了し、かつ、指定銀行が第10条第２項及び前条第２項の手続を完了したときは、遅滞

なく、口座振替方式の開始期日を定め、これを当該加入者に通知するものとする。 

（解約） 

第15条 市長は、加入者が、キャッシュレス投票契約の解約を申し出たとき、又は次のいずれ

かに該当するときは、キャッシュレス投票契約を解約するものとする。 

（１）加入申込書又は添付書類に記載された事項が事実でなかったことが判明したとき。 

（２）第７条第２項第２号から第６号までのいずれかに該当したとき。 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が加入者として不適当と認めたとき。 

２ 前項の規定によりキャッシュレス投票契約を解約された者は、貸与され、又は付与された

電子識別カードを市長に返却しなければならない。 

（加入者投票履歴） 

第16条 市長は、加入者ごとに、次に掲げる事項を記録した投票履歴を作成するものとする。 

（１）加入者番号 

（２）キャッシュレス投票の利用年月日 

（３）車券の購入内容 

第３章 キャッシュレス投票の実施 

（車券） 

第17条 車券の券面金額は、100円の整数倍に相当する額とする。 
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（勝者投票法の種類） 

第18条 勝者投票法は、法第11条に掲げるもののうちから、市長が別に定める。 

（競走の指定） 

第19条 車券を発売する自転車競走は、市長が別に指定する。 

（発売の日時） 

第20条 キャッシュレス投票に係る車券の発売は、市長が別に定める日時に行う。 

（入金） 

第21条 キャッシュレス投票における入金は、次の各号に掲げる加入者に応じ、当該各号に定

める方法によるものとする。 

（１）窓口入金方式を利用する加入者 購入予定金額の入金を申し出て、又はキャッシュレス

投票端末機を使用して購入予定金額をキャッシュレス投票サーバに記録する方法 

（２）口座振替方式を利用する加入者 購入予定金額を普通口座から市長の指定する預金口座

に振り替えることで、購入予定金額をキャッシュレス投票サーバに記録する方法 

２ 市長は、加入者の購入予定金額の記録を完了したときは、所定の方法により、記録した購

入予定金額を当該加入者に通知するものとする。 

（購入限度額） 

第22条 加入者の車券の購入限度額は、次のとおりとする。 

（１）キャッシュレス投票実施日における１回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該車券

の購入直前までにキャッシュレス投票サーバに記録されている番号、記号その他の符号の

相当する額とする。 

（２）キャッシュレス投票実施日における２回目以降の車券の購入に係る１回の購入限度額は、

キャッシュレス投票サーバに記録されている車券の購入限度額から、直前の回までに購入

した車券の購入金額を減じた額に、当該車券の購入直前までに確定した払戻金及び返還金

の合計額を加え、加入者が所定の方法により精算した金額を減じ、加入者が新たに購入予

定金額として前条第１項の規定によりキャッシュレス投票サーバに額を加えた額とする。 

（購入限度回数） 

第23条 キャッシュレス投票実施日における購入限度回数は、市長が別に定めるものとする。 

（車券購入の方法） 

第24条 キャッシュレス投票に係る車券購入の方法は、市長が別に定め、あらかじめ加入者に

通知するものとする。キャッシュレス投票の技術の進歩その他の理由によりこれを変更しよ

うとするときも、同様とする。 
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（投票の成立） 

第25条 キャッシュレス投票は、キャッシュレス投票専用端末機での投票において表示される

確認画面で、加入者の意思が確認され、かつ、所定の条件を満たした投票がキャッシュレス

投票サーバに記録されたときに成立するものとする。 

（投票の取消し及び変更の制限） 

第26条 投票の成立後は、加入者は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、

競走番号、選手番号（連勝単式勝者投票法、連勝複式勝者投票法及び重勝式勝者投票法にあ

っては、組）及び購入金額の変更をすることができない。 

（車券等の受領） 

第27条 発売した車券並びに払戻金及び返還金は、市長が加入者に代わって受領するものとす

る。 

（代理人による購入等の禁止） 

第28条 車券の購入の申込みは、加入者が自ら行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人

の委託を受けて行ってはならない。 

（受付の拒否） 

第29条 市長は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適

当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。 

（発売金の収納） 

第30条 車券の発売金の収納は、キャッシュレス投票に係る車券の発売日にキャッシュレス投

票サーバに記録された購入予定金額から収納することにより行う。 

（払戻金又は返還金の精算） 

第31条 第27条の規定により市長が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金は、所定の方

法によりキャッシュレス投票サーバに記録するものとする。 

２ 前項の払戻金又は返還金の精算は、次に掲げる方法によるものとする。 

（１）加入者がキャッシュレス投票端末機で精算指示を行った日（以下「精算指示日」という。）

にキャッシュレス投票サーバに記録された金額を精算する方法 

（２）口座振替方式を利用する加入者が所定の方法により精算指示日にキャッシュレス投票サ

ーバに記録された金額を精算する方法 

第４章 雑則 

（車券の閲覧） 

第32条 第27条の規定により市長が加入者に代わって受領した車券について、加入者は、当該
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競走が実施された日から60日以内に限り、閲覧することができるものとし、市長は、当該加

入者が閲覧を請求した場合は、当該車券を閲覧させるものとする。 

（異議の申立て） 

第33条 加入者は、当該加入者が行ったキャッシュレス投票による車券の購入に関し、当該競

走が実施された日から60日以内に、市長に対して異議を申し立てることができる。 

（投票履歴の保存） 

第34条 市長は、第16条の規定により作成した投票履歴を、当該競走が実施された日から60日

間保存するものとする。ただし、前条の規定による異議申立て等に係る投票履歴は、必要な

期間保存するものとする。 

（雑則） 

第35条 この規則に定めるもののほか、キャッシュレス投票に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第７条第２項第６号の規定は、平成30年10月

１日から施行する。 
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 人事委員会規則  
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静岡市人事委員会規則第２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30年３月30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４条の表中 

「

次長補佐
を

副参事

                                        」

「

次長補佐 に

                                        」

改める。

 第６条第１項から第３項までの規定中「、副参事」を削る。

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

529



静岡市人事委員会規則第３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30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。 

 別表中 

「

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 
 を 

議会事務局 事務局長 

   」 

「

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  に、

議会事務局 事務局長 事務局次長 

   」 

「

  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 

 を 

                                        」
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「

  総務課 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。） 総務・

総合調整係長 行財政改革推進係長 

 に、

                                        」 

「

  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 

 を   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 

   」 

「

  東京事務所 東京事務所長 

 に、  危機管理総室 危機管理総室長 

 企画局 企画課 課長補佐 総合計画推進係長 

   」 

「

 観光交流文化局 文化財課 課長補佐  を 

     」 

「

 観光交流文化局 まちは劇場推進監 
 に、

  文化財課 課長補佐 

     」 

「

  保健衛 こころの健康セ こころの健康センター所長  
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  生医療

部 

ンター   を 

     」 

「

  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 事務長 

 に、

     」 

「

 経済局 商工部 中央卸売市場 市場長  を 

     」 

「

 経済局 海洋文化都市推進本部 海洋文化都市推進本部長 海洋文化都

市推進本部次長  に 

商工部 中央卸売市場 市場長 

     」 

改める。

   附 則 

 この規則は、平成30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４号 

 静岡市職員の退職管理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30年３月30日 

静岡市人事委員会

委員長 青 島 伸 雄     

   静岡市職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則

 静岡市職員の退職管理に関する規則（平成28年静岡市人事委員会規則第１号）の一部を次の

ように改正する。 

 第６条第１号中「会計管理者」の次に「及び事務局長（議会事務局に限る。）」を加える。 

 第14条第１号中「会計管理者」の次に「、事務局長（議会事務局に限る。）」を加え、「、副参

事」を削り、同条第２号中「、担当課長及び副参事」を「及び担当課長」に改める。 

 第22条第１号中「、副参事」を削り、同条第２号中「、担当課長及び副参事」を「及び担当

課長」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

533



静岡市人事委員会規則第５号 

 静岡市職員の給料表の適用範囲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30年３月30日 

静岡市人事委員会         

委員長 青 島 伸 雄      

   静岡市職員の給料表の適用範囲に関する規則の一部を改正する規則 

 静岡市職員の給料表の適用範囲に関する規則（平成17年静岡市人事委員会規則第24号）の一

部を次のように改正する。 

 第３条中第14号を第15号とし、第４号から第13号までを１号ずつ繰り下げ、第３号の次に次

の１号を加える。 

（４）調理栄養士 

   附 則 

 この規則は、平成30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６号 

 静岡市職員の初任給、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30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（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。 

 別表第１（１）行政職給料表級別職務分類表を次のように改める。 

 （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 

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、御幸町図書館、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、事務長補佐及び市場長補佐の職務 

２ 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。）、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 

３ 図書館（御幸町図書館、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 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、
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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及び

事務長、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、海洋文化都市推進本部次長、市場長、経済事務所

長、都市計画事務所長、土木事務所長、支所長並びに蒲原出張所長の職

務 

２ 担当課長の職務 

３ 事務局次長（議会事務局を除く。）、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

所長及び区選挙管理委員会の事務局長の職務 

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、地域包括ケア推進本部長及び海洋文化都市推進本部

長の職務 

２ 担当部長、戦略広報監、まちは劇場推進監及び理事の職務 

３ 事務局長（区選挙管理委員会及び議会事務局を除く。）、会計室長及び

議会事務局の事務局次長の職務 

８級 １ 政策官の職務 

２ 統括監の職務 

３ 会計管理者及び議会事務局の事務局長の職務 

 別表第２（３）医療職給料表（２）級別資格基準表中

「 

診療放射線技師 大学卒 別に定める を

                                        」 

「 

調理栄養士 大学卒 別に定める

に

０

短大卒 ３別に定める

０ ３

診療放射線技師 大学卒 別に定める

                                        」 
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改める。 

 別表第６（３）医療職給料表（２）初任給基準表中

「 

獣医師 大学６卒 ２級13号給 

を

薬剤師 大学６卒 ２級13号給 

大学４卒 ２級５号給 

栄養士 大学４卒 ２級５号給 

短大２卒 １級９号給 

                                        」 

「 

獣医師 大学６卒 ２級22号給 

  に 

薬剤師 大学６卒 ２級22号給 

大学４卒 ２級８号給 

栄養士 大学４卒 ２級５号給 

短大２卒 １級９号給 

調理栄養士 大学４卒 ２級１号給 

短大２卒 １級５号給 

                                        」 

改め、同表備考を次のように改める。 

 備考 

１ この表の適用を受ける職員に第14条第１項の規定を適用する場合における当該職員の

経験年数については、別表第２の医療職給料表（２）級別資格基準表備考の規定を準用

する。 

  ２ 薬剤師法の一部を改正する法律（平成16年法律第134号）附則第３条の規定の適用を受

けて薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、大学６卒の区

分によるものとする。 

 別表第７（１）行政職給料表昇格時号給対応表を次のように改める。 

 （１）行政職給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の前日

に受けていた号給

昇格後の号給

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級
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１ １ １ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ １ ２ 

５ １ １ １ １ １ １ ３ 

６ １ １ １ １ １ １ ４ 

７ １ １ １ １ １ １ ５ 

８ １ １ １ １ １ １ ６ 

９ １ １ １ １ １ １ ７ 

10 １ １ １ １ １ １ ８ 

11 １ １ １ １ １ １ ９ 

12 １ １ １ １ １ ２ 10 

13 １ １ １ １ １ ３ 11 

14 １ １ １ １ １ ４ 12 

15 １ １ １ １ １ ５ 13 

16 １ １ １ ２ ２ ６ 14 

17 １ １ １ ３ ３ ７ 15 

18 １ １ １ ４ ４ ８ 16 

19 １ １ １ ５ ５ ９ 17 

20 １ １ １ ６ ６ 10 18 

21 １ １ １ ７ ７ 11 19 

22 １ １ １ ８ ８ 12 20 

23 １ １ １ ９ ９ 13 21 

24 １ ２ １ 10 10 14 22 

25 １ ３ １ 11 11 15 23 

26 １ ４ １ 12 12 15 24 

27 １ ５ １ 13 13 15 25 

28 １ ６ １ 14 14 16 26 

29 １ ７ １ 15 15 16 27 

30 １ ８ １ 16 16 16 28 

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

538



31 １ ９ １ 17 17 17 29 

32 １ 10 ２ 18 18 17 30 

33 １ 11 ３ 19 19 17 31 

34 １ 12 ４ 20 20 18 31 

35 １ 13 ５ 21 21 18 32 

36 ２ 14 ６ 22 22 18 32 

37 ３ 15 ７ 23 23 19 33 

38 ４ 16 ８ 24 23 19 33 

39 ５ 17 ９ 25 24 19 34 

40 ６ 18 10 26 24 20 34 

41 ７ 19 11 27 25 20 35 

42 ８ 20 12 27 25 20 35 

43 ９ 21 13 27 26 21 36 

44 10 22 14 28 26 21 36 

45 11 23 15 28 27 21 37 

46 12 24 16 28 27     

47 13 25 17 29 28     

48 14 26 18 29 28     

49 15 27 19 29 29     

50 16 28 20 30 29     

51 17 29 21 30 30     

52 18 30 22 30 30     

53 19 31 23 31 31     

54 20 32 24 31 31     

55 21 33 25 32 32     

56 22 34 26 32 32     

57 23 35 27 33 33     

58 24 36 28 33 33     

59 25 37 29 34 34     

60 26 38 30 34 34     
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61 27 39 31 35 35     

62 28 40 32 35       

63 29 41 33 35       

64 30 42 34 36       

65 31 43 35 36       

66 32 44 36 36       

67 33 45 37 37       

68 34 46 38 37       

69 35 47 39 37       

70 35 48 40 38       

71 36 49 41 38       

72 36 50 42 38       

73 37 51 43 39       

74 37 52 44 39       

75 38 53 45 40       

76 38 54 46 40       

77 39 55 47 41       

78 39 56 47         

79 39 57 48         

80 39 58 48         

81 40 59 49         

82 40 60 49         

83 40 61 50         

84 40 62 50         

85 41 63 51         

86 41 63 52         

87 41 64 53         

88 41 64 54         

89 42 65 55         

90 42 65 55         
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91 42 66 56         

92 42 66 56         

93 43 67 57         

94   67 57         

95   67 58         

96   68 58         

97   68 59         

98   68 60         

99   69 61         

100   69 62         

101   69 63         

102   70           

103   70           

104   70           

105   71           

106   71           

107   71           

108   72           

109   72           

110   72           

111   73           

112   73           

113   73           

114   74           

115   74           

116   74           

117   75           

118   75           

119   75           

120   76           
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121   76           

122   76           

123   77           

124   77           

125   77           

126   78           

127   78           

128   78           

129   79           

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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 教育委員会規則  

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

543



静岡市教育委員会規則第１号 

 静岡市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月15日 

                          静岡市教育委員会 

                     教育長 池 谷 眞 樹 

   静岡市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則 

 静岡市教育委員会事務局事務分掌規則（平成17年静岡市教育委員会規則第２号）の一部を次

のように改正する。 

 第２条第２項の表中 

「 

教職員課 管理係 人事第１係 人事第２係 厚生・給与係 教師塾係

 を

教育施設課 管理係 経理係 建設整備係 施設保全係

学校教育課 管理係 教育課題係 教育課程係 生徒指導係 健康安全係 特別

支援教育センター

学事課 学事係 就学援助係 

                                        」 

「 

教職員課 管理係 人事第１係 人事第２係 給与係 厚生係 教師塾係

 に
教育施設課 管理係 経理係 建設整備係 施設保全係

学校教育課 管理係 教育課題係 教育課程係 特別支援教育センター

児童生徒支援課 生徒指導係 健康安全係 学事係 就学援助係

                                        」 

改める。 

 第３条学校教育課の所掌事務中（10）から（12）までを削り、（13）を（10）とし、（14）か

ら（21）までを（11）から（18）までとし、（22）から（25）までを削る。 

 第３条学事課の所掌事務を次のように改める。 

   児童生徒支援課 

（１）学校保健に関すること。 
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（２）学校安全に関すること。 

（３）児童・生徒の交通安全に関すること。 

（４）児童・生徒の問題行動に係る関係機関との連絡調整に関すること。 

（５）適応指導教室に関すること。 

（６）通学区域の設定及び改廃並びに通学区域審議会に関すること。 

（７）学齢簿の編製及び保管に関すること。 

（８）就学等の諸手続に関すること。 

（９）就学援助に関すること。 

（10）育英に関すること。 

（11）いじめ問題対策連絡協議会に関すること。 

（12）いじめ防止特別調査委員会に関すること。 

 第６条第１項から第３項までの規定中「、副参事」を削る。 

   附 則 

 この規則は、平成30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２号 

 静岡市図書館処務規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月15日 

                          静岡市教育委員会 

                     教育長 池 谷 眞 樹 

   静岡市図書館処務規則の一部を改正する規則 

 静岡市図書館処務規則（平成16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。 

 第２条第４項及び第５項並びに第３条第５項中「、副参事」を削る。 

   附 則 

 この規則は、平成30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３号 

 静岡市教育センター処務規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月15日 

                          静岡市教育委員会 

                     教育長 池 谷 眞 樹 

   静岡市教育センター処務規則の一部を改正する規則 

 静岡市教育センター処務規則（平成17年静岡市教育委員会規則第３号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第３項及び第４項並びに第３条第３項中「、副参事」を削る。 

   附 則 

 この規則は、平成30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４号 

静岡市立小学校及び中学校の教育職員等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30年３月15日 

                          静岡市教育委員会 

                     教育長 池 谷 眞 樹 

   静岡市立小学校及び中学校の教育職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

静岡市立小学校及び中学校の教育職員等の給与に関する条例施行規則（平成29年静岡市教育

委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項中「における給料月額」の次に「（条例附則第15項の規定の適用を受ける前の給

料月額をいう。以下この項において同じ。）」を加える。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の静岡市立小学校及び中学校の教

育職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成29年４月１日から適用する。 
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静岡市教育委員会規則第５号 

静岡市文化財資料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30年３月29日 

                          静岡市教育委員会 

                     教育長 池 谷 眞 樹 

静岡市文化財資料館条例施行規則の一部を改正する規則 

静岡市文化財資料館条例施行規則（平成15年静岡市教育委員会規則第58号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第11条を第12条とし、第８条から第10条までを１条ずつ繰り下げる。 

第７条第１項中「様式第８号」を「様式第９号」に改め、同条第２項中「様式第９号」を「様

式第10号」に改め、同条を第８条とする。 

第６条第１項中「様式第７号」を「様式第８号」に改め、同条を第７条とする。 

第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。 

（利用の許可の取消しの申出） 

第５条 条例第11条の規定により、利用者が利用の許可の取消しを申し出ようとするときは、

特別展示室兼会議室利用許可取消申出書（様式第７号）に特別展示室兼会議室利用許可書を

添えて、教育長に提出しなければならない。 

様式第３号（注）を次のように改める。 

 （注） 

  １ 申請者氏名欄には、申請者が署名し、又は記名押印してください。ただし、申請者が

法人の場合は、記名押印してください。 

  ２ ※欄は、記入しないでください。 

様式第５号中  
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「    

代表者 

住所 
法人にあっては、その

主たる事務所の所在地 

を 
氏名 

法人にあっては、その

名称及び代表者の氏名 

電話 

」

「

申請者 

住所 
法人にあっては、その

主たる事務所の所在地 

に改め、 
氏名 

法人にあっては、その

名称及び代表者の氏名 

電話 

」

同様式（注）１中「代表者氏名欄」を「申請者氏名欄」に、「代表者が」を「申請者が」に改め

る。 

様式第９号中「第７条関係」を「第８条関係」に改め、同様式を様式第10号とする。 

様式第８号中「第７条関係」を「第８条関係」に、「申請者」を「申込者」に改め、「第７条

第１項」を「第８条第１項」に改め、同様式を様式第９号とする。 

様式第７号中「第６条関係」を「第７条関係」に、「第６条第１項」を「第７条第１項」に改

め、同様式を様式第８号とし、様式第６号の次に次の１様式を加える。 
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【様式は掲載省略】
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附 則 

 この規則は、平成30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 

 静岡市図書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30年３月29日 

                          静岡市教育委員会 

                     教育長 池 谷 眞 樹 

   静岡市図書館条例施行規則の一部を改正する規則 

 静岡市図書館条例施行規則（平成15年静岡市教育委員会規則第48号）の一部を次のように改

正する。 

 第５条第１項第３号中「前２号」を「前３号」に改め、同号を同条第４号とし、同条第２号

の次に次の１号を加える。 

（３）本市と図書館の相互利用について合意した市町村の区域に居住する者（前号に掲げる者

を除く。） 

 第13条第１項中「８点」を「10点」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

553



静岡市教育委員会規則第７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30年３月29日 

                          静岡市教育委員会 

                     教育長 池 谷 眞 樹 

   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 

「 

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 
 を 

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。  
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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 

                                        」 

「 

８ 史跡小島陣屋跡整備委員会及び史跡

片山廃寺跡整備委員会に関すること。 

９ 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 10 芹沢銈介美術館協議会に関すること。

11 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 

12 スポーツ施設の管理（22に掲げるもの

を除く。）に関すること。 

13 学校体育施設等の利用に関すること。

14 特別支援教育センター体育施設の利

用に関すること。 

15 スポーツ推進委員に関すること。  

16 スポーツ推進審議会に関すること。 
 に 

17 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 

18 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 19 青少年研修センターに関すること。  

20 児童・生徒の教育相談に関すること。

21 適応指導教室の管理に関すること。  
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22 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 

23 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 

24 １から23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、総務局次長及び総務課の職員

                                        」 

改める。 

   附 則 

 この規則は、平成30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 

 静岡市教育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30年３月29日 

                          静岡市教育委員会 

                     教育長 池 谷 眞 樹 

   静岡市教育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）の一部を次

のように改正する。 

 別表２個別専決事項教育総務課に関する事項の表及び教職員課に関する事項の表を次のよう

に改める。 

  教育総務課に関する事項 

専決者

専決事項 

局次長 課長 

１ 職員（高等学校に勤務する事

務職員以外の学校の職員（以下

「学校職員」という。）を除く。

以下この表において同じ。）の任

免に関すること。 

係長以下及び再任用職

員並びに非常勤嘱託 

２ 職員の休職（地方公務員法（昭

和25年法律第261号）第28条第２

項第１号に該当するものに限

る。）及び休養に関すること。 

○  

３ 職員の修学部分休業、自己啓

発等休業及び配偶者同行休業に

関すること。 

○  

４ 職員の育児休業、育児短時間

勤務及び部分休業に関するこ

と。 

 ○ 
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５ 職員の組合休暇、介護休暇及

び介護時間に関すること。 

 ○ 

６ 定まった標準のある職員の職

務に専念する義務の免除を承認

すること。 

 ○ 

７ 地方公務員法第38条第１項の

営利企業等への従事制限の解除

に関すること（学校職員を除

く。）。 

○  

８ 職員の休憩時間の短縮に関す

ること。 

 ○ 

９ 職員の深夜勤務及び時間外勤

務等の制限に関すること。 

 ○ 

10 定例的に行われる職員の給料

その他の給与の支給に関するこ

と（教育委員会が定めるものを

除く。）。 

 ○ 

11 職員研修を実施すること。 ○  

12 教育委員会規則、告示等の公

告式に関すること。 

 ○ 

13 事務改善を計画し、推進する

こと。 

○  

14 基幹統計調査その他の統計調

査及び刊行物に関すること。 

 ○ 

15 文書及び例規類の整理保存に

関すること。 

 ○ 

  教職員課に関する事項 

専決者

専決事項 

局次長 課長 

１ 学校職員の任免に関するこ 係長以下及び再任用職 非常勤の教員 
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と。 員並びに非常勤嘱託 

２ 学校職員の修学部分休業、自

己啓発等休業、配偶者同行休業

及び大学院修学休業に関するこ

と。 

○  

３ 学校職員の育児休業、育児短

時間勤務及び部分休業に関する

こと。 

 ○ 

４ 学校職員の組合休暇、介護休

暇及び介護時間に関すること。 

 ○ 

５ 校長が発令の日に赴任できな

い場合の許可に関すること。 

 ○ 

６ 高等学校長の年次有給休暇、

病気休暇及び特別休暇の承認に

関すること。 

○  

７ 校長（高等学校長を除く。）の

年次有給休暇、病気休暇及び特

別休暇の承認に関すること。 

 ○ 

８ 学校職員（校長を除く。）の病

気休暇及び特別休暇が、週休日

を除き、引き続き７日以上にわ

たり、又は正常な業務運営を阻

害するおそれがある場合の承認

をすること。 

 ○ 

９ 高等学校長の出張（宿泊を要

しない管内出張を除く。以下同

じ。）を命令し、復命を受けるこ

と。 

○  

10 校長（高等学校長を除く。）の

出張を命令し、復命を受けるこ

と。 

 ○ 
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11 高等学校に勤務する職員（校

長を除く。）の出張が引き続き７

日以上にわたる場合の承認に関

すること。 

 ○ 

12 学校の主任等の任命に関する

こと。 

 ○ 

13 定まった標準のある教職員の

職務に専念する義務の免除を承

認すること（教育委員会が定め

るものを除く。）。 

 ○ 

14 地方公務員法第38条第１項の

営利企業等への従事制限の解除

に関すること（学校職員に限

る。）。 

 ○ 

15 学校職員の休憩時間の短縮に

関すること。 

 ○ 

16 定例的に行われる学校職員の

給料その他の給与の支給に関す

ること（教育委員会が定めるも

のを除く。）。 

 ○ 

17 職員の公務災害補償等に関す

ること。 

 ○ 

18 副校長以下の教職員に対する

職員研修を実施すること。 

 ○ 

 別表２個別専決事項学校教育課に関する事項の表中 

「 

３ 就学予定者の健康診断に関す

ること。 

○ 

４ 通学路に関すること。  ○ 

５ 学校医、学校歯科医及び学校  ○ 
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薬剤師の委嘱をすること。 

６ 児童生徒を対象とした募金、

寄附等の申込みについて指示を

すること。 

 ○ 
 を 

７ 特別支援教育に係る学齢児

童・生徒の就学及び転校並びに

就学及び出席の特例に関するこ

と。 

 ○ 

                                        」

「 

３ 児童生徒を対象とした募金、

寄附等の申込みについて指示を

すること。 

 ○ 

 に ４ 特別支援教育に係る学齢児

童・生徒の就学及び転校並びに

就学及び出席の特例に関するこ

と。 

 ○ 

                                        」

改め、別表２個別専決事項学事課に関する事項の表を次のように改める。 

  児童生徒支援課に関する事項 

専決者

専決事項 

局次長 課長 

１ 就学予定者の健康診断に関す

ること。

 ○ 

２ 通学路に関すること。  ○ 

３ 学校医、学校歯科医及び学校

薬剤師の委嘱をすること。

 ○ 

４ 奨学金貸与の決定に関するこ

と。 

 ○ 

５ 学齢児童生徒の就学及び転校  ○ 
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並びに出席の特例に関すること

（他の所管に属するものを除

く。）。 

６ 就学すべき学校の指定又は変

更をすること。 

 ○ 

   附 則 

 この規則は、平成30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９号 

 静岡市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月29日 

                          静岡市教育委員会 

                     教育長 池 谷 眞 樹 

   静岡市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則 

 静岡市教育委員会事務局事務分掌規則（平成17年静岡市教育委員会規則第２号）の一部を次

のように改正する。 

 第３条教職員課の所掌事務（13）中「静岡市教育職員健康審査会」を「教育職員健康審査会」

に改める。 

 第３条学校給食課の所掌事務中（５）を（６）とし、（４）を（５）とし、（３）を（４）と

し、（２）の次に次のように加える。 

（３）食教育推進委員会に関すること。 

   附 則 

 この規則は、平成30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 

 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30年３月29日 

                          静岡市教育委員会 

                     教育長 池 谷 眞 樹 

   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 

「 

小学校及び中学校

通学区域審議会委

員長印 

７ てん書 正方形 方18 １ 学事課長 

  を 

                                        」 

「 

小学校及び中学校

通学区域審議会委

員長印 

７ てん書 正方形 方18 １ 児童生徒支

援課長   に 

                                        」 

改める。 

 別表第２の１専用公印の表中 

「 

教育委員会

印 

５ てん書 正方形 方21 １ 行 政 管

理課長 

市長の補助機

関たる職員に

補助執行させ

る事務用 

教育長印 ２ てん書 正方形 方21 １ 教 育 総

務課長 

教育委員会が

教育長に委任

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

564



       する事務（他の

専用公印の用

途に定められ

た も の を 除

く。）用 

  を 

教育長印 ６ てん書 正方形 方21 １ 行 政 管

理課長 

市長の補助機

関たる職員に

補助執行させ

る事務のうち、

教育委員会が

教育長に委任

する事務用 

教育長印 ３ てん書 正方形 方30 １ 教 育 総

務課長 

賞状、表彰状及

び感謝状用 

教育長印 ７ てん書 正方形 方21 １ 学 事 課

長 

教育委員会が

教育長に委任

する事務のう

ち、学齢簿、区

域外就学、就学

援助及び奨学

金に関する事

務用 

                                        」 

「 

教育委員会

印 

５ てん書 正方形 方21 １ 総 務 課

長 

市長の補助機

関たる職員に

補助執行させ

る事務用 

教育長印 ２ てん書 正方形 方21 １ 教 育 総

務課長 

教育委員会が

教育長に委任
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       する事務（他の

専用公印の用

途に定められ

た も の を 除

く。）用 

  に 

教育長印 ６ てん書 正方形 方21 １ 総 務 課

長 

市長の補助機

関たる職員に

補助執行させ

る事務のうち、

教育委員会が

教育長に委任

する事務用 

教育長印 ３ てん書 正方形 方30 １ 教 育 総

務課長 

賞状、表彰状及

び感謝状用 

教育長印 ７ てん書 正方形 方21 １ 児 童 生

徒 支 援

課長 

教育委員会が

教育長に委任

する事務のう

ち、学齢簿、区

域外就学、就学

援助及び奨学

金に関する事

務用 

                                        」 

改める。 

   附 則 

 この規則は、平成30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 

静岡市教育委員会事務局等職員職名規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月29日 

                          静岡市教育委員会 

                     教育長 池 谷 眞 樹 

   静岡市教育委員会事務局等職員職名規則の一部を改正する規則 

 静岡市教育委員会事務局等職員職名規則（平成15年静岡市教育委員会規則第21号）の一部を

次のように改正する。 

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

る。 

 （栄養士の特例） 

２ 平成30年３月31日から引き続き本市の栄養士である者に係る別表の規定の適用について

は、同表栄養士の項中「管理栄養士」とあるのは「管理栄養士又は栄養士」と読み替えるも

のとする。 

 別表中 

「

 栄養士 技術職員 栄養士の免許を有し、栄養管理又は改善に従事

する職員の職務
 を 

    」 

「

 栄養士 技術職員 管理栄養士の免許を有し、栄養管理又は改善に

従事する職員の職務 
 に、 

  」 

「

 調理員 技術職員 学校給食センター又は教育機関の施設におい

て主として給食業務に従事する職員の職務 
 を 

    」 
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「

 調理員 技術職員 学校給食センター又は教育機関の施設におい

て主として給食調理業務に従事する職員の職

務 

 に 

」 

改める。 

   附 則 

この規則は、平成30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12号 

 静岡市立学校職員職名規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  平成30年３月29日 

                          静岡市教育委員会 

                     教育長 池 谷 眞 樹 

   静岡市立学校職員職名規則の一部を改正する規則 

 静岡市立学校職員職名規則（平成15年静岡市教育委員会規則第22号）の一部を次のように改

正する。 

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

る。 

 （栄養士の特例） 

２ 平成30年３月31日から引き続き本市の栄養士である者に係る別表の規定の適用については、

同表栄養士の項中「管理栄養士」とあるのは「管理栄養士又は栄養士」と読み替えるものと

する。 

別表中 

「

 調理員 技術職員 主として給食業務に従事する職員の職務  を 

    」 

「

 調理員 技術職員 主として給食調理業務に従事する職員の職務  に、 

」 

「

 栄養士 技術職員 栄養士の免許を有し、栄養管理又は改善に従事

する職員の職務 
 を 

    」 
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「

 栄養士 技術職員 管理栄養士の免許を有し、栄養管理又は改善に

従事する職員の職務 
 に 

  」 

改める。 

   附 則 

この規則は、平成30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13号 

静岡市立小学校及び中学校の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30年３月29日 

                          静岡市教育委員会 

                     教育長 池 谷 眞 樹 

   静岡市立小学校及び中学校の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 

静岡市立小学校及び中学校の教育職員の特殊勤務手当に関する規則（平成29年静岡市教育委

員会規則第５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３号中「４時間程度である」を「２時間以上に及ぶ」に改める。 

 別表中 

「 

条例第７条第

２項第２号に

掲げる業務 

4,250円 ７時間45分

未満 

50／100 

  を 

７時間45分

以上 

100／100 

条例第７条第

２項第３号に

掲げる業務 

4,250円 ７時間45分

未満 

300／425 

７時間45分

以上 

100／100 

条例第７条第

２項第４号に

掲げる業務 

3,200円 ７時間45分

未満 

30／32 

７時間45分

以上 

100／100 

                                        」 

「 

条例第７条第 5,100円 ７時間45分 50／100  
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２項第２号に

掲げる業務 

未満  

  に 

７時間45分

以上 

100／100 

条例第７条第

２項第３号に

掲げる業務 

5,100円 ７時間45分

未満 

360／510 

７時間45分

以上 

100／100 

条例第７条第

２項第４号に

掲げる業務 

3,600円 ４時間未満 20／36 

４時間以上 100／100 

                                        」 

改める。 

   附 則 

 この規則は、平成30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14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30年３月29日 

                          静岡市教育委員会 

                     教育長 池 谷 眞 樹 

   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。 

 第２条第３号中「４時間程度である」を「２時間以上に及ぶ」に改める。 

 別表中 

「 

条例第８条第

２項第２号に

掲げる業務 

4,250円 ７時間45分

未満 

50／100 

  を 

７時間45分

以上 

100／100 

条例第８条第

２項第３号に

掲げる業務 

4,250円 ７時間45分

未満 

300／425 

７時間45分

以上 

100／100 

条例第８条第

２項第４号に

掲げる業務 

3,200円 ７時間45分

未満 

30／32 

７時間45分

以上 

100／100 

                                        」 

「 

条例第８条第

２項第２号に

5,100円 ７時間45分

未満 

50／100 
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掲げる業務 ７時間45分

以上 

100／100 

  に 

７時間45分

未満 

360／510 

条例第８条第

２項第３号に

掲げる業務 

5,100円 ７時間45分

以上 

100／100 

４時間未満 20／36 

条例第８条第

２項第４号に

掲げる業務 

3,600円 ４時間以上 100／100 

                                        」 

改める。 

   附 則 

この規則は、平成30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15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30年３月29日 

                          静岡市教育委員会 

                     教育長 池 谷 眞 樹 

   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。 

 附則第２項中「当分の間」を「平成31年３月31日までの間」に、「第３条第１項」を「第２条

第１項」に、「第４条」を「第３条」に改める。 

 附則第３項中「第３条第２項」を「第２条第２項」に、「第３条第１項」を「第２条第１項」

に改める。 

 附則第４項中「第３条第１項」を「第２条第１項」に、「第５条」を「第４条」に改める。 

附 則 

 この規則は、平成30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16号 

 静岡市立高等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30年３月29日 

                          静岡市教育委員会 

                     教育長 池 谷 眞 樹 

   静岡市立高等学校管理規則の一部を改正する規則 

 静岡市立高等学校管理規則（平成19年静岡市教育委員会規則第３号）の一部を次のように改

正する。 

 第６条の５第２項中「副参事、」を削り、同条第３項中「、副参事」を削り、同条第５項中「副

参事、」を削る。 

 第22条の２第１号中「の専決事項」の次に「（別表に掲げる事項を除く。）」を加える。 

 第22条の３中「所長共通事項」の次に「及び別表に掲げる事項」を加える。 

 附則の次に次の別表を加える。 

別表（第22条の２、第22条の３関係） 

 個別専決事項（専決者欄の○印は、その専決事項の範囲を示す。） 

専決者

専決事項 

副校長 事務長 

１ 教員（副校長を除く。）の年次有給休暇及び特

別休暇（勤務時間規則別表第２の15に規定する休

暇に限る。）の承認に関すること。 

○  

２ 事務職員の市内の出張を命令し、又は復命を受

けること。 

 ○ 

３ 事務職員の２に掲げる出張以外の出張を命令

し、又は復命を受けること。 

 ○ 

４ 事務職員の時間外勤務を命令し、又は時間外勤

務実績の報告を受けること。 

 ○ 

５ 事務職員の休暇（事務職員の組合休暇、介護休

暇及び介護時間を除く。）及び欠勤に関すること。

 ○ 
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６ 事務職員の週休日の指定、その振替並びに勤務  ○ 

時間の割振り及び半日勤務時間の割振り変更並

びに代休日の指定に関すること。 

   附 則 

 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 
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 上下水道局管理規程  
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静岡市上下水道局管理規程第２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30年３月16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２号の表中

「

下水道総務課 総務係 企画経理係 下水道接続推進係 
を

下水道計画課 汚水計画係 雨水計画係

                                        」

「

下水道総務課 総務係 経理係 下水道接続推進係 
に

下水道計画課 企画係 汚水計画係 雨水計画係

                                        」

改める。

第３条下水道総務課の所掌事務中（１）及び（２）を削り、（３）を（１）とし、（４）から

（15）までを（２）から（13）までとする。 

 第３条下水道計画課の所掌事務中（１）を（３）とし、（３）の前に次のように加える。 

（１）下水道に係る政策の企画及び総合調整に関すること。 

（２）下水道事業の総合計画の策定及び進行管理に関すること。 

 第５条第１項から第３項までの規定中「、副参事」を削る。 

   附 則 

 この規程は、平成30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３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30年３月16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。 

 別表第２個別専決事項水道部水道総務課に関する事項を次のように改める。 

  水道部水道総務課に関する事項 

専決者

専決事項 

局長 局次長 部長 課長 

１ 事務の所管を決定す

ること。 

重要なもの ○   軽易なもの 

２ 事務改善を計画し、

推進すること。 

  ○     

３ 事務手続きを統制す

ること。 

  ○   軽易なもの 

４ 職員の任免に関する

こと。 

課長補佐及び

これに準ずる

者 

係長以下及び

再任用職員並

びに非常勤嘱

託 

５ 職員の休職及び休養

に関すること。 

重要なもの ○     

６ 職員の修学部分休

業、自己啓発休業及び

配偶者同行休業に関す

ること。 

重要なもの ○     

７ 職員の育児休業、育    ○ 
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児短時間勤務及び部分

休業に関すること。 

８ 職員の組合休暇及び

介護休暇に関するこ

と。 

    ○ 

９ 職員の休憩時間の短

縮に関すること。 

   ○ 

10 職員の深夜勤務、時

間外勤務等の制限に関

すること。 

    ○ 

11 職員の身分証票を交

付すること。 

    ○ 

12 定まった標準のある

職員の職務に専念する

義務の免除をするこ

と。 

    ○ 

13 職員研修を実施する

こと。 

     ○ 

14 定例の給料、その他

の給与支給に関するこ

と。 

    ○ 

15 水道部職員の公務災

害補償の事務処理に関

すること。 

    ○ 

16 職員の健康診断を行

うこと。 

    ○ 

17 水道事業に係る支出

予算の流用をするこ

と。 

5,000万円以上  5,000万円未満3,000万円未満

18 水道事業に係る予備5,000万円以上  5,000万円未満3,000万円未満
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費を充当すること。     

19 水道事業に係る収入

支出科目を新設するこ

と。 

    ○ 

20 水道事業に係る予備

費補充の通知をするこ

と。 

    ○ 

21 水道事業に係る企業

債の借入れの申込みを

すること。 

   ○   

22 水道事業に係る一時

借入金の申込みをする

こと。 

   ○   

23 水道事業資産に係る

事務報告及び財産表を

作成すること。 

   ○   

24 水道事業に係る火災

保険契約及び車両保険

契約に関すること。 

    ○ 

25 水道事業に係る電話

の維持管理に関するこ

と。 

    ○ 

26 物品の修理及び加工

の契約（貯蔵品以外の

物品に係る契約で、予

定価格１件50万円以下

のものを除く。）をする

こと 

    ○ 

27 物品（貯蔵品を除

く。）の買入れ契約（予

    ○ 
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定価格１件30万円以下

に係るものを除く。）を

すること。 

28 貯蔵品の買入れの決

定及び契約をするこ

と。 

    ○ 

29 水道事業に係る物品

（貯蔵品を除く。）の不

用の決定をすること。 

    ○ 

30 物品の売払い、交換

及び譲与の決定並びに

契約をすること。 

    ○ 

31 水道事業に係る不動

産及び動産（物品を除

く。）の売払い、交換及

び譲与の決定並びに契

約をすること。 

（見積価格） 

２億円未満 

 （見積価格） 

１億円未満 

（見積価格） 

3,000万円未満

32 水道事業に係る不動

産の登記をすること。 

    ○ 

33 郵便自動払込みに係

る水道料金及び下水道

使用料の移替えに関す

ること。 

    ○ 

34 建設工事の請負契約

及び建設業関連業務の

委託契約をすること。 

    ○ 

35 給水工事材料検査の

受託に関すること。 

    ○ 

36 たな卸し日の決定を

すること。 

    ○ 
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37 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

38 上下水道局庁舎内の

遺失物に関すること。 

   ○ 

39 上下水道局庁舎の使

用許可に関すること。 

   ○ 

   附 則 

 この規程は、平成30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４号 

 静岡市水道事業及び下水道事業会計規程の一部を改正する規程をここに制定する。 

  平成30年３月30日 

   静岡市公営企業管理者  大 石 清 仁      

   静岡市水道事業及び下水道事業会計規程の一部を改正する規程 

 静岡市水道事業及び下水道事業会計規程（平成15年静岡市企業局管理規程第26号）の一部を

次のように改正する。 

 第74条第２号中「委託料」の次に「及び補償金」を加える。 

 第77条に次の１号を加える。 

（７）研修会その他の会議に係る資料代 

 様式第８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10号中「証明手数料」を「その他収納金」に改める。 

附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 
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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30年３月30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）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 

（３）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 

（４）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 

（５）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 

（６）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 

（７）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

量等の作業に従事したとき。 

日額200円 

建築物の基礎工事その他これに類日額200円 
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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。 

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30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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静岡市上下水道局管理規程第６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30年３月30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。 

別表第１中 

「 

参事 72,300円
を

副参事 51,000円

」 

「 

参事 72,300円 に

                                        」 

改める。 

   附 則 

 この規程は、平成30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７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30年３月30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３条水道企画課の所掌事務中（５）を（６）とし、（４）を（５）とし、（３）を（４）と

し、（２）の次に次のように加える。 

（３）上下水道事業経営協議会に関すること。 

   附 則 

 この規程は、平成30年４月１日から施行する。 
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 訓  令  
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静岡市訓令第２号 

各局 

各区役所 

 静岡市職員の人事評価に関する規程（平成28年静岡市訓令第17号）の一部を次のように改正

する。 

  平成30年３月23日 

静岡市長 田 辺 信 宏      

 第３条第３項中「点数」の次に「及び記号」を加える。 

   附 則 

 この訓令は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市訓令第４号 

各局

各区役所

 静岡市職員互助会規則施行規程（平成15年静岡市訓令第25号）の一部を次のように改正する。 

  平成30年３月27日 

静岡市長 田 辺 信 宏 

第７条を次のように改める。 

（共済給付の請求手続） 

第７条 共済給付を受けようとする者は、職員互助会共済給付請求書（様式第２号）を互助会

に提出しなければならない。 

様式第２号中「職員互助会共済給付金請求書」を「職員互助会共済給付請求書」に改める。 

様式第３号を削る。 

   附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 
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静岡市訓令第５号 

各局 

各区役所 

 静岡市職員出勤簿整理規程（平成15年静岡市訓令第21号）の一部を次のように改正する。 

  平成30年３月30日 

静岡市長 田 辺 信 宏      

 第２条中「、戦略広報監」の次に「、まちは劇場推進監」を加え、「及び戦略広報監」を「、

戦略広報監及びまちは劇場推進監」に改める。 

 様式第４号中「、生年月日、採用年月日」を削る。 

   附 則 

 この訓令は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市訓令第６号 

各局 

各区役所 

 静岡市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第５条第６項の規定による休憩時間の短縮に係

る請求等の手続に関する規程（平成21年静岡市訓令第７号）の一部を次のように改正する。 

  平成30年３月30日 

                         静岡市長 田 辺 信 宏      

 第２条第３項中「、戦略広報監」の次に「、まちは劇場推進監」を加え、「及び戦略広報監」

を「、戦略広報監及びまちは劇場推進監」に改める。 

   附 則 

 この訓令は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市訓令第７号 

静岡市消防本部訓令第７号 

静岡市上下水道局管理規程第８号 

静岡市教育委員会訓令第２号 

静岡市選挙管理委員会訓令第３号 

静岡市葵区選挙管理委員会訓令第２号 

静岡市駿河区選挙管理委員会訓令第２号 

静岡市清水区選挙管理委員会訓令第２号 

静岡市人事委員会訓令第２号 

静岡市監査委員訓令第２号 

静岡市農業委員会訓令第２号 

静岡市議会訓令第２号 

                        各局及び各区役所 

消防局及び各消防署 

上下水道局 

教育委員会事務局及び教育機関 

選挙管理委員会事務局 

葵区選挙管理委員会事務局 

駿河区選挙管理委員会事務局 

清水区選挙管理委員会事務局 

人事委員会事務局 

監査委員事務局 

農業委員会事務局 

市議会事務局 

 静岡市業務改善推進規程（平成24年静岡市訓令第14号、平成24年静岡市消防本部訓令第７号、

平成24年静岡市上下水道局管理規程第７号、平成24年静岡市教育委員会訓令第３号、平成24年

静岡市選挙管理委員会訓令第３号、平成24年静岡市葵区選挙管理委員会訓令第３号、平成24年

静岡市駿河区選挙管理委員会訓令第３号、平成24年静岡市清水区選挙管理委員会訓令第３号、

平成24年静岡市人事委員会訓令第２号、平成24年静岡市監査委員訓令第３号、平成24年静岡市

農業委員会訓令第３号、平成24年静岡市議会訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

  平成30年３月30日 
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                     静岡市長    田 辺 信 宏      

                     静岡市消防長  青 山 雅 行      

                     静岡市公営企業管理者 

                             大 石 清 仁      

                     静岡市教育委員会 

                      教育長    池 谷 眞 樹      

                     静岡市選挙管理委員会 

                      委員長    岡 部 正 志      

静岡市葵区選挙管理委員会 

                      委員長    髙 山   勉      

静岡市駿河区選挙管理委員会 

                      委員長    辻   和 夫      

静岡市清水区選挙管理委員会 

                      委員長    望 月 勇 志      

静岡市人事委員会 

                      委員長    青 島 伸 雄      

                      静岡市代表監査委員 

                             村 松   眞      

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

599



                     静岡市農業委員会 

                      会長     西ヶ谷 量太郎      

                    静岡市議会議長  井 上 恒 彌      

 第７条中「総務局行政管理課長（以下「行政管理課長」を「総務局総務課長（以下「総務課

長」に改める。 

 第８条（見出しを含む。）及び第９条第１項中「行政管理課長」を「総務課長」に改める。 

   附 則 

 この訓令は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市訓令第８号 

静岡市上下水道局管理規程第９号 

静岡市教育委員会訓令第３号 

各局及び各区役所 

上下水道局 

教育委員会事務局及び教育機関 

 静岡市指定管理者選定委員会規程（平成16年静岡市訓令第25号、平成16年静岡市企業局管理

規程第16号、平成16年静岡市教育委員会訓令第11号）の一部を次のように改正する。 

  平成30年３月30日 

                         静岡市長 田 辺 信 宏      

静岡市公営企業管理者

大 石 清 仁

静岡市教育委員会 

教育長 池 谷 眞 樹

 第６条中「総務局行政管理課」を「総務局総務課」に改める。 

   附 則 

 この訓令は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市訓令９号 

静岡市上下水道局管理規程第10号 

静岡市教育委員会訓令第５号 

各局及び各区役所 

上下水道局 

教育委員会事務局及び教育機関 

 静岡市委託業務等業者選定委員会規程（平成15年静岡市訓令第29号、平成15年静岡市企業局

管理規程第４号、平成15年静岡市教育委員会訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

  平成30年３月30日 

静岡市長 田 辺 信 宏 

静岡市公営企業管理者   

 大 石 清 仁 

静岡市教育委員会教育長   

 池 谷 眞 樹 

 令達先を次のように改める。 

各局及び各区役所 

上下水道局 

教育委員会事務局及び教育機関 

第２条第２号中「静岡市が発注する委託契約等に係る競争入札参加者に必要な資格を定めた

告示」を「静岡市が発注する委託契約等に係る競争入札に参加する者に必要な資格を定めた告

示」に改める。 

別表第２中 

「 

総務局部会 総務局の各課、シテ

ィープロモーショ

総務局次長 総務局行政管理課  
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 ン東京本部、危機管

理総室、選挙管理委

員会事務局、人事委

員会事務局及び監

査委員事務局 

を 

企画局部会 企画局所属の各課

及び東京事務所 

企画局次長 企画局企画課 

」 

「 

総務局部会 総務局の各課、東

京事務所、選挙管

理委員会事務局、

人事委員会事務局

及び監査委員事務

局 

総務局次長 総務局総務課 

に、 

企画局部会 企画局所属の各課 企画局次長 企画局企画課 

」 

「 

観光交流文化局

部会 

観光交流文化局所

属の各課及び日本

平動物園 

観光交流文化局次長 観光交流文化局ＭＩ

ＣＥ・国際課 を 

」 

「 

観光交流文化局

部会 

観光交流文化局所

属の各課及び日本

平動物園 

観光交流文化局次長 観光交流文化局観

光・国際交流課 に、 

」 

「 

経済局商工部会 経済局商工部所属

の各課及び中央卸

経済局次長 経済局商工部産業政

策課 を 
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 売市場    

」 

「 

経済局商工部会 経済局商工部所属

の各課、海洋文化

都市推進本部及び

中央卸売市場 

経済局次長 経済局商工部産業政

策課 
に、 

」 

「 

議会部会 議会事務局所属の

各課 

議会事務局長 議会事務局議会総務

課 
を 

」 

「 

議会部会 議会事務局所属の

各課 

議会事務局次長 議会事務局議会総務

課 
に 

」 

改める。 

   附 則 

 この訓令は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市訓令第10号 

各局 

各区役所 

 静岡市公文書管理規程（平成15年静岡市訓令第５号）の一部を次のように改正する。 

  平成30年３月30日 

静岡市長  田 辺 信 宏      

 第８条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、同条第１号中「文書の余白に課受付印

を押印するとともに、」を削り、「すること」の次に「。この場合において、電子的に処理され

る文書にあっては、原本を適正に保存し、光学的に読み取った上で、担当者に回付すること」

を加え、同号を同条第２号とし、同条に第１号として次の１号を加える。 

（１）必要に応じて文書の余白に課受付印を押印すること。 

 第10条の見出しを「（電子申請による収受）」に改め、同条第１項を削り、同条第２項中「申

請等」を「電子申請」に改め、同項第１号中「課長等」を「文書取扱主任」に改め、同項第２

号中「出力する」を「出力し、又は収受の処理に適した形式に変換する」に改め、同項第３号

中「出力した」を「出力し、又は収受の処理に適した形式に変換した」に改め、同項を同条と

する。 

 第13条中「により」の次に「、文書管理システムで」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 前項の場合において、文書管理システムで供覧し難い文書については、紙で供覧すること

ができる。 

 第14条第１項中「登録する」を「登録し、文書管理システムで回議する」に改め、同項に後

段として次のように加える。 

この場合において、起案文書に紙文書の関係書類を添付する必要があるときは、当該関係

書類に添付文書管理票（様式第８号）を添えて回議する。 

第14条中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次

の１項を加える。 

２ 前項の場合において、文書管理システムで回議し難い起案文書については、紙で回議する

ことができる。 

 第15条第２項中「電磁的記録を含むもの」を「電子的に処理されるもの」に、「電磁的記録

起案文書」を「電磁的起案文書」に、「電磁的記録を含まないもの」を「電子的に処理されな

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

605



いもの」に改め、同条第３項中「電磁的記録起案文書」を「電磁的起案文書」に改める。 

 第17条第１項及び第18条中「電磁的記録起案文書」を「電磁的起案文書」に改める。 

 第29条第２項中「保管する」を「電子的に処理されない文書を保管する」に改め、同条に次

の１項を加える。 

３ 電子的に処理される文書を保管する期間は、当該文書の保存期間の満了する日までとす

る。 

        「 

 文書受付印（総務局行政管理課備付け）  

様式第２号中   を 

 直径30ミリメートル  

                              」 

「 

文書受付印（総務局総務課備付け）  

に改める。 

直径30ミリメートル  

                   」 

様式第６号及び様式第７号を次のように改める。 

受 ・ ・ 付 

静岡市 

総務局総務課 

第    号 

静岡市 

総務局行政管理課 

第    号 

受 ・ ・ 付 
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【様式は掲載省略】 
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様式第７号の次に次の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 この訓令は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令による改正後の静岡市公文書管理規程の規定は、この訓令の施行の日以後に作成

される公文書の管理について適用し、同日前に作成された公文書の管理については、なお従

前の例による。 
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 教育委員会訓令  
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静岡市教育委員会訓令第４号 

教育委員会事務局 

各小学校 

各中学校 

 静岡市立小・中学校処務規程（平成19年静岡市教育委員会訓令第１号）の一部を次のように

改正する。 

  平成30年３月30日 

静岡市教育委員会 

教育長 池 谷 眞 樹      

 第24条中「２人」の次に「（休職期間の更新を願い出る場合にあっては、１人）」を加える。 

   附 則 

 この訓令は、平成30年４月１日から施行する。 
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 消防本部訓令  
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静岡市消防本部訓令第６号 

消防局 

各消防署 

 静岡市消防局及び消防署処務規程（平成15年静岡市消防本部訓令第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

  平成30年３月30日 

静岡市消防長 青 山 雅 行      

 別表２個別専決事項消防総務課に関する事項を次のように改める。 

  消防総務課に関する事項 

専決者

専決事項 

局次長 消防部長 課長 

１ 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分

休業に関すること。 

 重要な も

の 

○ 

２ 職員の介護休暇及び介護時間に関するこ

と。 

  ○ 

３ 消防手帳の交付に関すること。   ○ 

４ 扶養親族、住居届及び通勤届の認定に関す

ること。 

  ○ 

５ 職員の職務に専念する義務の免除に関す

ること。 

  ○ 

６ 職員の休憩時間の短縮に関すること。   ○ 

７ 職員の深夜勤務、時間外勤務等の制限に関

すること。 

  ○ 

８ 職員研修に関すること。  ○  

９ 職員の勤務環境の改善及び健康管理の計

画並びに実施に関すること。 

  ○ 

10 予算事項別明細書の提出に関すること。   ○ 

11 継続費繰越計算書及び継続費精算報告書   ○ 
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の提出に関すること。    

12 繰越明許費繰越計算書の提出に関するこ

と。 

  ○ 

13 予算の執行計画書の提出に関すること。   ○ 

14 歳入歳出予算科目新設依頼書の提出に関

すること。 

  ○ 

15 歳出予算の流用の申請に関すること。 3,000万円

未満 

 1,000万円

未満 

16 歳出予算の流用に関すること（静岡市予算

規則（平成15年静岡市規則第46号）第30条第

４項に規定する財政局長が別に指定する経

費に限る。）。 

5,000万円

未満 

 1,000万円

未満 

17 収支計画表の作成及び提出並びに会計管

理者への通知に関すること。 

  ○ 

18 消防音楽隊の訓練及び出演に関すること。   ○ 

19 消防事務の受託に係る負担金等に関する

こと。 

 重要な も

の 

○ 

   附 則 

 この訓令は、平成30年４月１日から施行する。 
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 告  示  
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静岡市告示第151号 

 静岡市屋外広告物条例等の規定による区域等を指定した告示（平成15年静岡市告示第20号）

の一部を次のように改正する。 

  平成30年３月22日 

静岡市長 田 辺 信 宏      

 本則第２項第１号の表一般国道150号の項中「及び市道大浜街道線との交差点から県道中島

南安倍線との交差点までの区間」を削る。 

   附 則 

 この告示は、平成30年３月24日から施行する。 
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静岡市告示第182号 

地方自治法施行令第158条の２第１項の規定による地方税の収納の事務の委託を定めた

告示（平成19年静岡市告示第206号）の一部を次のように改正する。 

  平成30年３月29日 

静岡市長 田 辺 信 宏 

 表中 

「    

  株式会社ポプラ代表取締役社長 
 を 

 株式会社スリーエフ代表取締役社長 

   」 

「    

  株式会社ポプラ代表取締役社長 に 

   」 

改める。 

   附 則 

 この告示は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市告示第183号 

 地方自治法第231条の２第６項の規定による指定代理納付者を指定した告示（平成25年静岡市

告示第732号）の一部を次のように改正する。 

平成30年３月29日 

                         静岡市長 田 辺 信 宏      

表中 

「                                         

インターネットを利用して納付するふるさと寄附

金 

スルガカード株式会社 
を 

                                       」 

「 

インターネットを利用して納付するふるさと寄附

金 

スルガカード株式会社 

に 

インターネットを利用して納付する軽自動車税、

個人の市民税・県民税（普通徴収）、固定資産税

及び都市計画税 

株式会社ジェーシービー  

インターネットを利用して納付する軽自動車税、

個人の市民税・県民税（普通徴収）、固定資産税

及び都市計画税 

ユーシーカード株式会社 

                                       」 

改める。 

   附 則 

 この告示は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市告示第205号 

 静岡市伝統工芸技術秀士顕彰規程（平成15年静岡市告示第76号）の一部を次のように改正す

る。 

  平成30年３月30日 

                         静岡市長 田 辺 信 宏      

 第４条の見出しを「（候補者の審査）」に改め、同条第１項中「に際し、その」を「に係る」

に、「を行うため、」を「は、静岡市附属機関設置条例（平成30年静岡市条例第17号）別表第１

に規定する」に、「（以下「委員会」という。）を置く」を「において行う」に改め、同条第２項

を削る。 

   附 則 

 この告示は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市告示第209号 

 地方自治法施行令第158条第１項の規定による歳入金の徴収又は収納の事務の委託を定めた

告示（平成15年静岡市告示第５号）の一部を次のように改正する。 

平成30年３月30日 

                         静岡市長 田 辺 信 宏      

表中 

「 

静岡市立日本平動物園の入園料、遊戯施設

使用料及び駐車場使用料の徴収事務 

一般財団法人静岡市動物園協会理事長 
を 

                                        」 

「 

静岡市立日本平動物園の入園料、遊戯施設

使用料及び駐車場使用料の徴収事務並び

に静岡市立日本平動物園整備基金に係る

静岡市立日本平動物園における寄附金の

収納事務 

一般財団法人静岡市動物園協会理事長 

に、 

                                        」 

「 

静岡市清水社会福祉会館使用料の徴収事

務 

社会福祉法人静岡市社会福祉協議会会

長 

を 
生活衛生営業許認可申請等手数料、医務関

係許可申請等手数料、薬務関係許可申請等

手数料及び食品衛生営業許可申請等手数

料の徴収事務 

静岡市食品衛生協会会長 

                                        」
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「 

静岡市清水社会福祉会館使用料の徴収事

務 

社会福祉法人静岡市社会福祉協議会会

長 
に、 

                                        」 

「 

計量器検査手数料の徴収事務 一般社団法人静岡県計量協会会長 

を 静岡市産学交流センター使用料の徴収事

務 

公益財団法人静岡産業振興協会理事長 

                                        」 

「 

計量器検査手数料の徴収事務 一般社団法人静岡県計量協会会長 に、 

                                         」 

「 

静岡市清水駅西口自転車等駐車場使用料

の徴収事務 

エスピ東海株式会社代表取締役 
を 

                                        」 

「 

静岡市清水駅西口自転車等駐車場使用料

の徴収事務 

エスピトーム株式会社代表取締役 
に、 

                                        」 

「 

狂犬病予防等手数料の徴収事務 小沢動物病院代表 

を 静岡市清水産業・情報プラザ使用料の徴収

事務 

静岡商工会議所会頭 

                                        」 

「 

狂犬病予防等手数料の徴収事務 小沢動物病院代表 に、 

                                        」
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「 

静岡市駿府城跡観光バス駐車場賃借料の

徴収事務 

公益財団法人静岡観光コンベンション

協会理事長 
 を 

                                       」 

「 

静岡市駿府城跡観光バス駐車場賃借料の

徴収事務 

公益財団法人するが企画観光局理事長 
に、 

                                       」 

「 

母子及び父子並びに寡婦福祉資金の償還

金の収納事務 

ニッテレ債権回収株式会社代表取締役 
 を 

                                       」 

「 

母子及び父子並びに寡婦福祉資金の償還

金の収納事務 

ニッテレ債権回収株式会社代表取締役 

 に 

静岡市駿府城ラン・アンド・リフレッシュ

ステーション使用料の徴収事務 

駿府城ラン・アンド・リフレッシュス

テーション管理運営共同事業体代表企

業公益財団法人静岡市体育協会会長 

静岡市支援センターみらい使用料の徴収

事務 

公益社団法人静岡県精神保健福祉会連

合会理事長 

静岡市自家用有償旅客運送自動車運賃の

徴収事務 

特定非営利活動法人清流の里両河内理

事長 

                                       」 

改める。 

   附 則 

 この告示は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市議会告示第１号 

 静岡市議会事務局処務規程（平成15年静岡市議会告示第８号）の一部を次のように改正する。 

  平成30年３月16日 

静岡市議会議長 井 上 恒 彌      

 第２条第１項中「事務局長」の次に「及び事務局次長」を加え、同条第３項中「、副参事」

を削る。 

第３条中「理事」を「事務局次長、理事」に改め、「、副参事」を削る。 

第４条調査法制課の所掌事務（10）中「局の」を「議会の所管に係る」に改める。 

 第６条第２項中「課長、」を「事務局次長、課長、」に改め、同条第３項中「、副参事」を削

る。 

 第７条中「事務局長」の次に「、事務局次長」を加える。 

 第10条第１項の表中 

「 

事務局長 主務課長  を 

」  

「 

事務局長 事務局次長 
 に 

事務局次長 主務課長 

」  

改める。 

 別表を次のように改める。 

別表（第８条関係） 

一般に関する事項  

専決者

専決事項 

事務局長 事務局次長 課長 

１ 方針の確定している事務事業の企画及び計

画に関すること。 

重要なもの ○ 軽易なもの 

２ 事務事業の実施に関すること。  重要なもの ○ 
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３ 申請、届出、回答、調査、照会、報告、通知

等を行うこと。 

  ○ 

４ 主管業務に係る資料の収集及び調査研究を

すること。 

  ○ 

５ 所管する台帳に関すること。   ○ 

６ 公文書の公開又は保有個人情報の開示等の

可否の決定をすること。 

 重要なもの ○ 

７ 寄贈図書類を受納すること。   ○ 

８ 願、届出等について関係者の呼出通知をする

こと。 

  ○ 

９ 書類の不備を補正させるため書類を送付す

ること。 

  ○ 

人事に関する事項 

専決者

専決事項 

事務局長 事務局次長 議会総務課長 議事課長又は

調査法制課長

１ 臨時職員の任用に関する

こと。 

  ○ ○ 

２ 市内の出張を命令し、又は

復命を受けること。 

事務局長 事務局次長、

理事及び参与

課長及び所属

職員 

課長及び所属

職員 

３ ２に掲げる出張以外の出

張を命令し、又は復命を受け

ること。 

事務局次長 理事、参与及

び課長 

所属職員 所属職員 

４ 時間外勤務を命令し、又は

時間外勤務実績の報告を受

けること。 

  ○ ○ 

５ 休暇（職員の組合休暇、介

護休暇及び介護時間を除

く。）及び欠勤に関すること。

事務局次長 理事、参与及

び課長 

所属職員 所属職員 

６ 週休日の指定、その振替並

びに勤務時間の割振り及び

事務局次長 理事、参与及

び課長 

所属職員 所属職員 
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半日勤務時間の割振り変更

並びに代休日の指定に関す

ること。 

７ 職員の育児休業、育児短時

間勤務及び部分休業に関す

ること。 

  ○  

８ 職員の組合休暇、介護休暇

及び介護時間に関すること。

  ○  

９ 職員の職務に専念する義

務の免除に関すること。 

  ○  

10 職員の休憩時間の短縮に

関すること。 

  ○  

11 職員の深夜勤務、時間外勤

務等の制限に関すること。 

  ○  

12 定例の給料その他の給与

支給に関すること。 

  ○  

附 則 

 この告示は、平成30年４月１日から施行する。 
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静岡市選挙管理委員会告示第２号 

 静岡市選挙管理委員会規程（平成17年静岡市選挙管理委員会告示第18号）の一部を次のよう

に改正する。 

  平成30年３月30日 

静岡市選挙管理委員会委員長 岡 部 正 志      

 第22条の表中 

「 

事務局次長補佐  書記 
 を 

副参事  書記 

                                        」 

「 

事務局次長補佐  書記  に 

                                        」 

改める。 

 第24条第１項中「、参事及び副参事」を「及び参事」に改め、同条第２項及び第３項中「、

副参事」を削る。 

 第27条中「前項」を「前条」に改める。 

   附 則 

 この告示は、平成30年４月１日から施行する。 
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 葵区選挙管理委員会告示  
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静岡市葵区選挙管理委員会告示第２号 

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

次のように改正する。 

  平成30年３月28日 

静岡市葵区選挙管理委員会委員長 髙 山  勉      

第24条の表中 

「 

参事  書記 
 を 

副参事  書記 

                                      」 

「 

参事  書記  に 

                                      」 

改める。 

第26条第１項中「、副参事」を削り、同条第２項中「の職にある書記のうちから、副参事

は区役所等各課の」を「及び」に、「参事、副参事」を「参事」に改め、同条第３項中「、

副参事」を削る。 

   附 則 

 この告示は、平成30年４月１日から施行する。 
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 駿河区選挙管理委員会告示  

　　　　第180号　　　　　　　　　　　　　静　岡　市　報　　　　　　　　　　平成30年5月１日　　　　　

632



静岡市駿河区選挙管理委員会告示第１号 

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

部を次のように改正する。 

  平成30年３月29日 

静岡市駿河区選挙管理委員会委員長 辻  和 夫 

 第24条の表中 

「 

参事  書記 
  を

副参事  書記 

                                          」 

「 

参事  書記  に

                                          」 

改める。 

 第26条第１項中「、副参事」を削り、同条第２項中「の職にある書記のうちから、副参事は

区役所等各課の」を「及び」に、「参事、副参事」を「参事」に改め、同条第３項中「、副参事」

を削る。 

   附 則 

 この告示は、平成30年４月１日から施行する。 
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 清水区選挙管理委員会告示  
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静岡市清水区選挙管理委員会告示第１号 

 静岡市清水区選挙管理委員会規程（平成17年静岡市清水区選挙管理委員会告示第３号）の一

部を次のように改正する。 

  平成30年３月30日 

静岡市清水区選挙管理委員会委員長 望 月 勇 志      

 第24条の表中 

「 

参事  書記 
  を

副参事  書記 

                                        」 

「 

参事  書記   に

                                        」 

改める。 

第26条第１項中「、副参事」を削り、同条第２項中「所長」を「清水市税事務所長」に、「及

び蒲原出張所長」を「、蒲原出張所長及び担当課長」に改め、「、副参事は区役所各課等の担当

課長の職にある書記のうちから」を削り、「参事、副参事」を「参事」に改め、同条第３項中「、

副参事」を削る。 

  附 則 

 この告示は、平成30年４月１日から施行する。 
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 上下水道局告示  
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静岡市上下水道局告示第12号 

静岡市水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機

関の指定に関する告示（平成15年静岡市企業局告示第２号）の一部を次のように改正する。 

平成30年３月30日 

静岡市公営企業管理者 大 石 清 仁  

表中 

「 

  株式会社三菱東京ユーエフジェイ銀行 本店、支店及び出張所 を 

                                        」 

「 

  株式会社三菱ＵＦＪ銀行 本店、支店及び出張所 に 

                                        」 

改める。 

附 則 

この告示は、平成30年４月１日から施行する。 
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 監査委員告示  
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静岡市監査委員告示第１号 

 静岡市監査委員事務局規程（平成15年静岡市監査委員告示第１号）の一部を次のように改正

する。 

  平成30年３月29日 

静岡市代表監査委員 村 松  眞      

 第４条の表中 

「 

次長補佐  書記 
 を 

副参事  書記 

                                        」 

「 

次長補佐  書記  に 

                                        」 

改める。 

 第６条第１項から第３項までの規定中「、副参事」を削る。 

   附 則 

 この告示は、平成30年４月１日から施行する。 
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 正  誤  
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正     誤 

 平成30年４月１日付静岡市報第179号中、次のとおり誤りがあったので訂正する。 

ページ  

42頁 

１行目 

誤 静岡市訓令第１号 

正 静岡市訓令第1-2号 

44頁 

下から

14行目 

誤 

「 

 湾岸消防署 １人  を

    」 

「 

 港北消防署 １人  に

   」 

正 

「 

 清水消防署 １人  を

    」 

「 

 清水消防署 １人 
 に

 港北消防署 １人 

   」 
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