意見公募手続を実施しないで規則等を定めた案件一覧
静岡市行政手続条例第37条第４項各号のいずれかに該当することを理由として、意見公募手続を実施しないで規則等を定めたものです。
【平成26年度】

№

規則等の題名

担当課

1

静岡市南アルプス赤石温泉白樺荘
条例施行規則の一部改正

中山間地振興課

静岡市南アルプス赤石温泉白樺荘条例
静岡市行政手続条例第37条
の一部改正に伴い必要となる規定の整
第４項第２号に該当
理であるため。

平成26年4月1日

子ども家庭課

静岡市行政手続条例第37条 他の法令の改正に伴い当然必要とされ
第４項第７号に該当
る規定の整理を行う改正であるため。

平成26年4月1日

スポーツ振興課

静岡市行政手続条例施行規則第４条第
静岡市行政手続条例第37条
２号に規定する様式の整理等に該当す
第４項第７号に該当
るため。

平成26年4月3日

税制課

静岡市行政手続条例第37条 静岡市税条例の一部改正に伴い、当然
第４項第２号及び第７号に 必要とされる規定の整備を行うもので
該当
あるため。

平成26年4月3日

児童福祉法第22条第1項に規定す
る助産の実施等に関する静岡市児
2 童福祉法等施行細則第33条第2項
に規定する費用に係る徴収基準の
一部改正

3

静岡市ふれあい健康増進館条例施
行規則の一部を改正する規則

4 静岡市税条例施行規則の一部改正

適用除外規定

理由

規則中に記載のある自転車競技会が、
他法人との合併により、名称が変更す
静岡市行政手続条例第37条 ることになり、自転車競技法及び静岡
第４項第７号に該当
市自転車競走実施条例に記載のある文
言と整合をとるための改正であるた
め。
規則中に記載のある自転車競技会が、
他法人との合併により、名称が変更す
静岡市行政手続条例第37条 ることになり、自転車競技法及び静岡
第４項第７号に該当
市自転車競走実施条例に記載のある文
言と整合をとるための改正であるた
め。

公布日等

5

静岡市自転車競走実施規則の一部
改正

公営競技事務所

6

静岡市自転車競走電話投票実施規
則の一部改正

公営競技事務所

7

納付すべき金銭の算定基礎となる金
静岡市こころの健康センター条例
静岡市行政手続条例第37条
こころの健康センター
額、率、算定方式を定める場合に該当
施行規則の一部改正
第４項第２号に該当
するため。

平成26年4月8日

平成26年4月10日

平成26年4月4日

平成26年4月4日

静岡市精神保健及び精神障害者福
8 祉に関する法律等の施行に関する
規則の一部改正

精神保健福祉課

「精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律」等の一部改正に伴う当然必要
静岡市行政手続条例第37条
とされる規定の整理及びその他の意見
第４項第７号に該当
公募手続を実施することを要しない軽
微な変更であるため。

静岡市精神障害者医療費助成規則
の一部改正

精神保健福祉課

「精神保健及び精神障害者福祉に関す
静岡市行政手続条例第37条
る法律」等の一部改正に伴う当然必要
第４項第７号に該当
とされる規定の整理であるため。

平成26年4月10日

中央卸売市場

納付すべき金銭について定める条例の
一部改正により、必要となる当該金銭
静岡市行政手続条例第37条
の額の算定の基礎となるべき金額につ
第４項第２号及び第７号に
いての規則等の一部を改正するため、
該当
その他所要の規定の整理を行う改正の
ため。

平成26年4月11日

障害者福祉課

障害者の日常生活及び社会生活を総合
静岡市行政手続条例第37条 的に支援するための法律の一部改正に
第４項第７号に該当
伴う当然必要とされる規定の整理であ
るため。

平成26年4月14日

障害者福祉課

障害者の日常生活及び社会生活を総合
静岡市行政手続条例第37条 的に支援するための法律の一部改正に
第４項第７号に該当
伴う当然必要とされる規定の整理であ
るため。

平成26年4月15日

福祉総務課

「救護施設、更生施設、授産施設及び
宿所提供施設の設備及び運営に関する
最低基準（昭和41年厚生省令第18
静岡市行政手続条例第37条
号）」が一部改正され、職員の配置基
第４項第７号に該当
準における「寮母」が「介護職員」に
名称変更されたことに伴う規則の一部
改正であるため。

平成26年4月17日

9

10

静岡市中央卸売市場業務条例施行
規則の一部改正

地域社会における共生の実現に向
けて新たな障害保健福祉施策を講
11 ずるための関係法律の整備に関す
る法律の一部の施行に伴う関係規
則の整理に関する規則の制定
静岡市障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するための法
12
律施行条例等施行規則の一部を改
正する規則

13 静岡市救護所管理規則の一部改正

№

規則等の題名

担当課

適用除外規定

理由

公布日等

区政課

市営墓地利用者が納付すべき墓地管理
料について定める静岡市営墓地条例
静岡市行政手続条例第37条
の、消費税率引き上げに伴う改正にあ
第４項第２号に該当
たり、当該条例の施行に関し必要な事
項を定める改正であるため。

平成26年4月18日

公園整備課

坤櫓の新設、清水船越堤公園の運用方
法の変更、清水桜ヶ丘公園テニスコー
静岡市行政手続条例第37条 トの有料化に関する条例改正のため必
第４項第７号に該当
要な所要の改正をし、そのほか用字・
用語等の修正といった軽微な改正で
あったため。

平成26年4月23日

税制課

静岡市行政手続条例第37条 静岡市税条例の一部改正に伴い、当然
第４項第２号及び第７号に 必要とされる規定の整備を行うもので
該当
あるため。

平成26年7月9日

福祉総務課

生活保護法、同法施行令及び同法施行
静岡市行政手続条例第37条
規則の改正に伴う条項ずれや語句の修
第４項第７号に該当
正であるため。

平成26年7月15日

静岡市生活保護法施行細則の一部
18
を改正する規則

福祉総務課

静岡市行政手続条例第37条
生活保護法、同法施行令及び同法施行
第4項第7号及び静岡市行政
規則の改正に伴う条項ずれや用語の修
手続条例施行規則第4条各
正及び様式の整理であるため。
号に該当

平成26年7月24日

児童福祉法第24条第1項に規定す
る保育所における保育に関する静
19 岡市児童福祉法等施行細則第33条
第2項に規定する費用に係る徴収
基準

保育課

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及
静岡市行政手続条例第37条
び永住帰国後の自立の支援に関する法
第４項第７号に該当
律の改正に伴う改正のため。

平成26年9月8日

児童福祉法第２２条第１項に規定
する助産の実施等に関する静岡市
20 児童福祉法等施行細則第33条第2
項に規定する費用に係る徴収基準
の一部改正

子ども家庭課

静岡市行政手続条例第37条 他の法令の改正に伴い当然必要とされ
第４項第７号に該当
る規定の整理を行う改正であるため。

平成26年10月8日

中山間地振興課

静岡市南アルプス赤石温泉白樺荘条例
静岡市行政手続条例第37条
の一部改正に伴い当然必要とされる規
第４項第７号に該当
定の整理であるため。

平成26年10月20日

14

15

静岡市営墓地条例施行規則の一部
改正

静岡市都市公園条例施行規則の一
部改正

16 静岡市税条例施行規則の一部改正

静岡市中国残留邦人等に対する支
17 援給付事務取扱細則の一部を改正

する規則

21

静岡市南アルプス赤石温泉白樺荘
条例施行規則の一部改正

22

静岡市立高等学校学則の一部を改
正する規則

教育総務課

23

静岡市営墓地条例施行規則の一部
改正

区政課

平成26年11月12日

平成26年12月26日

職員厚生課

当該規則を定める根拠となる条例（静
静岡市行政手続条例第37条 岡市職員退職年金等支給条例）の廃止
第４項第６号に該当
に伴い、この施行規則を当然に廃止す
る必要があるため。

平成27年2月25日

静岡市職員の任用に関する規則の
一部改正

人事委員会事務局

他の法令の制定改廃に伴い当然必要と
される規定の整理その他の意見公募手
静岡市行政手続条例第37条
続を実施することを要しない軽微な変
第４項第７号に該当
更として規則で定めるものを内容とす
る規則等を定めようとするため。

平成27年3月17日

静岡市立保育所条例別表第１備考
２及び別表第２備考1並びに静岡
市待機児童園条例別表第１備考５
及び別表第2備考１の規定により
市長が指定する控除等

保育課

静岡市立保育所条例の廃止及び静岡市
静岡市行政手続条例第37条
待機児童園条例の全部改正に伴い当然
第４項第６号に該当
必要とされる廃止であるため。

平成27年3月31日

静岡市職員退職年金等支給条例施
24
行規則の廃止

25

静岡県内の公立高等学校の生徒募集計
画は、高等学校の教育の普及及び機会
均等を図る必要があることから、区域
内の生徒数の増減の動向等を基に、静
岡県教育委員会により策定され、入学
静岡市行政手続条例第37条 者選抜手続も県下同一の日程で行って
第４項第１号に該当
いる。
入学者選抜手続上、募集定員を定める
ための規則改正は速やかに行う必要が
あるため、募集計画の検討開始から発
表までの間に、意見公募手続を実施す
ることは困難である。
市が運行する霊柩自動車の車種を規定
する静岡市霊柩自動車利用条例の大型
静岡市行政手続条例第37条 霊柩自動車廃止に伴う改正にあたり、
第４項第７号に該当
当然必要とされる規定の整理を内容と
する規則等を定めようとするときであ
るため。

№

規則等の題名

担当課

児童福祉法第24条第１項に規定す
る保育所における保育に関する静
岡市児童福祉法等施行細則第33条
第2項に規定する費用に係る徴収
基準

保育課

適用除外規定

理由

静岡市行政手続条例第37条 子ども・子育て支援新制度の施行に伴
第４項第７号に該当
い当然必要とされる廃止であるため。

公布日等

平成27年3月31日

