
【平成29年度】

№ 意見数
意見公募手続を
実施した期間 担当課

1 0
平成29年4月28日
～平成29年5月29日

公営競技事務所

2 2
平成29年5月1日
～平成29年5月31日

戸籍管理課

3 0
平成29年5月12日
～平成29年6月12日

こころの健康セン
ター

4 0
平成29年5月19日
～平成29年6月19日

査察課

5 0
平成29年5月23日
～平成29年6月23日

障害者福祉課

6 0
平成29年6月2日
～平成29年7月2日

建築指導課

7 0
平成29年7月4日
～平成29年8月3日

福祉総務課

8 -
平成29年7月19日
～平成29年8月18日

水道総務課

9 0
平成29年9月13日
～平成29年10月13日

スポーツ振興課

10 -
平成29年9月27日
～平成29年10月27日

行政管理課

11 2
平成29年10月27日
～平成29年11月27日

幼保支援課

12 0
平成29年10月30日
～平成29年11月30日

保健予防課

13 0
平成29年11月10日
～平成29年12月11日

下水道施設課

14 0
平成29年11月27日
～平成29年12月27日

予防課

15 0
平成29年11月27日
～平成29年12月27日

幼保支援課

16 0
平成29年12月20日
～平成30年1月19日

保健予防課

17 0
平成29年12月27日
～平成30年1月27日

予防課

18 3
平成30年1月4日
～平成30年2月5日

緑地政策課

19 5
平成30年1月12日
～平成30年2月13日

都市計画課

20 18
平成30年1月16日
～平成30年2月15日

中央図書館

21 0
平成30年1月19日
～平成30年2月19日

産業政策課

22 0
平成30年1月19日
～平成30年2月19日

産業政策課

23 0
平成30年1月24日
～平成30年2月23日

水道総務課

24 0
平成30年1月26日
～平成30年2月26日

清水看護専門学校

静岡市火災予防等違反処理事務処理要綱の一部改正

意見公募手続実施案件一覧

規則等の題名

静岡市自転車競走在席投票実施規則の制定案、静岡市自転
車競走実施規則の一部改正案

静岡市斎場条例施行規則の一部改正

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

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の制定案

静岡市重度心身障害者医療費助成規則の一部改正案

静岡市建築基準法施行細則の一部改正案

静岡市社会福祉法施行細則の一部改正案

静岡市水道事業及び下水道事業に係る徴収事務等の委託に
関する規程の一部改正案

静岡市駿府城ラン・アンド・リフレッシュステーション条
例施行規則（案）の概要について

番号条例施行規則の一部を改正する規則の骨子案

静岡市保育利用調整基準（改正案）

静岡市児童福祉法等施行細則の一部改正案

静岡市水道事業及び下水道事業の用に供する行政財産の目
的外使用に係る使用料に関する規程の一部改正案

静岡市高圧ガス保安法施行細則

静岡市子ども・子育て支援法等施行細則の一部改正

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

静岡市地域集会所機能を有する公園集会所の取扱いに関す
る要綱（案）

静岡市都市再生推進法人の指定等に関する規則（案）

静岡市図書館条例施行規則の一部改正案

静岡市産学交流センター条例施行規則の一部改正案

静岡市清水産業・情報プラザ条例施行規則の一部改正案

静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定の取消し
等に関する基準の一部改正案

静岡市立看護専門学校学則の一部改正案



【平成29年度】

№ 意見数
意見公募手続を
実施した期間 担当課

意見公募手続実施案件一覧

規則等の題名

25 0
平成30年2月1日
～平成30年3月5日

清水病院医事課

26 0
平成30年2月1日
～平成30年3月5日

生活衛生課

27 0
平成30年2月1日
～平成30年3月3日

予防課

28 0
平成30年2月1日
～平成30年3月5日

秘書課

29 0
平成30年2月6日
～平成30年3月9日

食品衛生課

30 0
平成30年2月9日
～平成30年3月12日

こども園課

31 1
平成30年2月9日
～平成30年3月11日

障害者福祉課

32 0
平成30年2月8日
～平成30年3月12日

児童相談所

33 1
平成30年2月15日
～平成30年3月19日

給水装置課

34 0
平成30年2月19日
～平成30年3月22日

文化財課

35 0
平成30年2月21日
～平成30年3月23日

公営競技事務所

36 0
平成30年2月21日
～平成30年3月23日

議会総務課

37 0
平成30年2月21日
～平成30年3月23日

介護保険課

38 0
平成30年2月21日
～平成30年3月23日

介護保険課

39 0
平成30年2月26日
～平成30年3月28日

スポーツ振興課

40 1
平成30年2月23日
～平成30年3月26日

環境保全課

41 0
平成30年2月23日
～平成30年3月26日

行政管理課

42 0
平成30年3月16日
～平成30年4月16日

地域リハビリテー
ション推進セン

ター

43 0
平成30年3月26日
～平成30年4月26日

福祉総務課

31

平成30年度静岡市食品衛生監視指導計画（案）

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改正案

静岡市立清水病院条例施行規則の一部改正案

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
改正案

静岡市高圧ガス規制事務審査基準、静岡市液化石油ガス規
制事務審査基準

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の骨子案

静岡市立こども園園則の一部改正案

静岡市身体障害者福祉施設条例施行規則の一部改正案、静岡市知的障害者
福祉施設条例施行規則の一部改正案、静岡市重度障害者生活訓練ホーム条
例施行規則の一部改正案

静岡市児童福祉法等施行細則の一部改正案

給水装置工事施工基準並びに給水装置工事の承認及び検査
の審査基準の一部改定

静岡市文化財資料館条例施行規則の一部改正案

静岡市自転車競走実施規則の一部改正案、静岡市自転車競走電話投票実施規則の
全部改正案、静岡市自転車競走在籍投票実施規則の一部改正案、静岡市自転車競
走電子決済投票実施規則の制定案、静岡市自転車競走キャッシュレス投票実施規
則の制定案

静岡市議会政務活動費の交付に関する規則の一部改正案

静岡市介護保険条例等施行規則の一部改正案

静岡市介護医療院開設許可等に関する規則（案）

静岡市駿府城ラン・アンド・リフレッシュステーションにおける
「申請に対する処分の審査基準」及び「不利益処分の処分基準」
案の概要について

規制基準に適合しないばい煙等を発生するばい煙等発生施設に対する行政指導指
針、作業基準を遵守していない特定粉じん排出等作業に対する行政指導指針、規
制基準に適合しない騒音を発生させる特定工場等に対する騒音の発生の防止のた
めの行政指導指針、排水基準に適合しない排出水を排出する特定事業場に対する
行政指導指針、規制基準に適合しない悪臭を発生させる工場その他の事業場に対
する悪臭の発生の防止のための行政指導指針、規制基準に適合しない振動を発生
させる特定工場等に対する振動の発生の防止のための行政指導指針、規制基準に
適合しないダイオキシン類を排出する特定施設に対する行政指導指針

静岡市身体障害認定基準の一部改正案

静岡市地域福祉共生センター条例施行規則

合計


