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○子ども・子育て支援法に基づく子

ども・子育て支援施設等の確認の

告示（254） 51

○世田谷区公共物管理条例施行規則

に基づく区管理道路線の廃止の告

示（255） 52

○世田谷区公共物管理条例施行規則

に基づく区管理道路線の廃止の告
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示（256） 52

○世田谷区公共物管理条例施行規則

に基づく区管理道路線の指定、区

管理道路線の区域決定及び供用開

始の告示（257） 52

○世田谷区公共物管理条例施行規則

に基づく区管理道路線の指定、区

管理道路線の区域決定及び供用開

始の告示（258） 52

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（259） 52

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（260） 52

○世田谷区公共物管理条例施行規則

に基づく区管理道路線の区域変更

及び供用開始の告示（261） 52

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（262） 52

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（263） 52

○世田谷区みどりの基本条例に基づ

く保存樹木等の指定解除の告示

（264） 53

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（265） 53

○建築基準法に基づく道路指定の告

示（266） 53

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更の告示（267） 53

○道路法に基づく特別区道路線の区

域変更及び供用開始の告示（268） 53

○道路法に基づく特別区道路線の供

用開始の告示（269） 53

○介護保険法に基づく指定居宅介護

支援事業の廃止の届出の告示（270） 53

公 告

○都市計画法に基づく開発行為に関

する工事の完了公告（10） 53

○都市計画法に基づく開発行為に関

する工事の完了公告（11） 53

○都市計画法に基づく開発行為に関

する工事の完了公告（12） 54

○都市計画法に基づく都市計画事業

の事業計画の変更図書の写しの送

付に伴う関係図書縦覧の公告（13） 54

○土地区画整理法に基づく事業計画

の変更の認可に係る公告（14） 54

○土地区画整理法に基づく事業計画

の変更に係る施行地区及び設計の

概要を表示する図書の縦覧の公告

（15） 54

○都市計画法に基づく都市計画事業

の事業計画の変更図書の写しの送

付に伴う関係図書縦覧の公告（16） 54

○都市計画法に基づく開発行為に関

する工事の完了公告（17） 54

○土地区画整理法に基づく市原都市

計画事業新田・下宿土地区画整理

事業施行者市原市が発した換地処

分通知の送付にかわる当該通知内

容の掲示の公告（18） 54

○屋外広告物法に基づく屋外広告物

等の保管の公告（19） 54

○都市計画法に基づく都市計画事業

の事業計画の変更図書の写しの送

付に伴う関係図書縦覧の公告（20） 54

規 則（教）

○幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則の一

部を改正する規則（７） 54

○世田谷区立学校給食調理場設置条

例施行規則の一部を改正する規則

（８） 55

○世田谷区教育委員会事務局組織規

則の一部を改正する規則（９） 55

○世田谷区教育委員会会計年度任用

職員の設置に関する規則の一部を

改正する規則（10） 55

○世田谷区教育委員会非常勤職員の

設置に関する規則の一部を改正す

る規則（11） 56

○世田谷区立学校管理運営規則の一

部を改正する規則（12） 56

○学校教育に供する電子計算組織の

運営に関する規則の一部を改正す

る規則（13） 56

○幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則の一

部を改正する規則（14） 56

○幼稚園教育職員の給与の減額を免

除することのできる場合の基準に

関する規則の一部を改正する規則

（15） 57

○幼稚園教育職員の期末手当に関す

る規則の一部を改正する規則（16） 57

○世田谷区学校運営協議会の運営等

に関する規則の一部を改正する規

則（17） 57

○世田谷区立学校施設使用条例施行

規則の一部を改正する規則（18） 57

訓 令 甲（教）

○世田谷区教育委員会勤務訓令（１） 57

告 示（選）

○公職選挙法に基づく選挙人名簿か

らの抹消の告示（２） 58

○地方自治法、市町村の合併の特例

に関する法律及び地方教育行政の

組織及び運営に関する法律に基づ

く令和２年３月２日調製の選挙人

名簿登録者総数の50分の１の数、

６分の１の数及び40万を超える数

に６分の１を乗じて得た数と40万

に３分の１を乗じて得た数とを合

算して得た数の告示（３） 58

○公職選挙法に基づく選挙人名簿の

抄本及び在外選挙人名簿の抄本の

閲覧状況の告示（４） 58

告 示（農）

○農業委員会等に関する法律に基づ

く農業委員会総会の開催の告示

（３） 58

条 例

次に掲げる条例を公布する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

世田谷区条例第24号

世田谷区国民健康保険条例の一部を改正

する条例

世田谷区条例第25号

世田谷区議会委員会条例の一部を改正す

る条例

世田谷区国民健康保険条例の一部を

改正する条例

世田谷区国民健康保険条例（昭和34年11

月世田谷区条例第14号）の一部を次のよう

に改正する。

第15条の４第１号中「10.0分の7.25」を

「100分の7.14」に、「100分の62」を「100

分の63」に改め、同条第２号中「100分の3

8」を「100分の37」に改める。

第15条の８中「610,000円」を「630,000

円｣に改める｡

第15条の12第１号中「100分の2.24」を

「100分の2.29」に、「100分の62」を「100

分の63」に改め、同条第２号中「12,300円」

を「12,900円」に、「100分の38」を「100

分の37」に改める。

第16条の４第１号中「100分の1.76」を

「100分の2.05」に、「100分の57」を「100

分の60」に改め、同条第２号中「100分の4

3」を「100分の40」に改める。

第16条の５中「160,000円」を「170,000

円」に改める。

第19条の２各号列記以外の部分中「610,

000円」を「630,000円」に、「160,000円」

を「170,000円」に改め、同条第１号イ中

「8,610円」を「9,030円」に改め、同条第

２号中「280,000円」を「285,000円」に改

め、同号イ中「6,150円」を「6,450円」に

改め、同条第３号中「510,000円」を「520,

000円」に改め、同号イ中「2,460円」を

「2,580円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２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世田谷区国民

健康保険条例の規定は、令和２年度以後

の年度分の保険料について適用し、令和

元年度以前の年度分の保険料については、

なお従前の例による。

世田谷区議会委員会条例の一部を改

正する条例

世田谷区議会委員会条例（昭和40年４月

世田谷区条例第28号）の一部を次のように

改正する。

第２条第２項第１号中「総務部」の次に

「、危機管理部」を加え、同項第２号中

「生活文化部」を「生活文化政策部」に改

め、同項第３号中「保健福祉部」を「保健

福祉政策部」に改め、「子ども・若者部」

の次に「、児童相談所、保育部」を加え、

同項第４号中「道路・交通政策部」を「道

路・交通計画部」に改める。

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行

する。

規 則

次に掲げる規則を公布する。

令和２年３月26日
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世田谷区長 保 坂 展 人

世田谷区規則第19号

世田谷区組織規則の一部を改正する規則

世田谷区組織規則の一部を改正する

規則

世田谷区組織規則（平成３年３月世田谷

区規則第７号）の一部を次のように改正す

る。

第８条第１項中「及び危機管理室」を削

り、同条第２項の表危機管理室の項を削る。

第９条第１項中「、保健福祉部に梅ケ丘

拠点整備担当部を、子ども・若者部に児童

相談所開設準備担当部及び保育担当部を」

を削り、同条第２項の表梅ケ丘拠点整備担

当部の項から保育担当部の項までを削る。

第９条の２第１項中「保健福祉部」を

「保健福祉政策部」に改める。

第10条中「及びふるさと納税対策担当課」

を「、政策研究担当課及び統計調査担当課」

に、「生活文化部」を「生活文化政策部」

に、「窓口調整・番号制度担当課」を「番

号制度・マイナンバーカード交付推進担当

課」に改め、「、保健福祉部に生活福祉担

当課を、梅ケ丘拠点整備担当部に梅ケ丘拠

点整備担当課を」及び「、児童相談所開設

準備担当部に児童相談所開設準備担当課、

児童相談所運営計画担当課及び一時保護所

開設準備担当課を」を削り、「保育担当部」

を「保育部」に改める。

「ふ
第11条第１項の表政策経営部の項中

政

るさと納税対策担当課 「政策研究担当
を

策研究・調査課 」 統計調査担当

課
に、「情報政策課」を「ＩＣＴ推進課」

課」

に改め、同表危機管理室の項を削り、同表

総務部の項の次に次のように加える。

危機管理部

災害対策課

地域生活安全課

第11条第１項の表生活文化部の項中「生

活文化部」を「生活文化政策部」に改め、

同表地域行政部の項中「窓口調整・番号制

度担当課」を「番号制度・マイナンバーカー

ド交付推進担当課」に改め、同表保健福祉

部の項を次のように改める。

保健福祉政策部

保健福祉政策課

保健医療福祉推進課

生活福祉課

国保・年金課

保険料収納課

地域包括ケア担当参事

第11条第１項の表子ども・若者部の項を

次のように改める。

子ども・若者部

子ども育成推進課

児童課

子ども家庭課

児童相談支援課

若者支援担当課

第11条第１項の表子ども・若者部の項の

次に次のように加える。

保育部

保育課

保育認定・調整課

保育計画・整備支援担当課

第11条第１項の表都市整備政策部の項中

「住宅管理課
「住宅課」を に改め、同表

居住支援課」

道路・交通政策部の項中「道路・交通政策

「道路管
部」を「道路・交通計画部」に、

道路指

理課
を「道路管理課」に改め、同表土木

導課」

「土木計画調整
部の項中「土木計画課」を

豪雨対策・下

課
に改める。

水道整備課」

第16条第１項の表ふるさと納税対策担当

課の部を削り、同表政策研究・調査課の部

を次のように改める。

政策研究担当課

政策研究担当係長

せたがや自治政策研究所に関す

ること。

自治権拡充及び地方分権に係る

調査研究に関すること。

政策に係る調査研究に関するこ

と。

第16条第１項の表政策研究・調査課の部

の次に次のように加える。

統計調査担当課

統計調査担当係長

基幹統計調査等に関すること。

統計情報の収集、分析及び提供

に関すること。

第16条第１項の表財政課の部財政担当係

長の項に次の１号を加える。

ふるさと納税対策担当係長に属

しないこと。

第16条第１項の表財政課の部に次のよう

に加える。

ふるさと納税対策担当係長

ふるさと納税対策に関すること。

第16条第１項の表情報政策課の部中「情

報政策課」を「ＩＣＴ推進課」に改め、同

部情報政策担当係長の項中「情報政策担当

係長」を「ＩＣＴ推進担当係長」に改める。

第17条第１項の表区政情報課の部管理係

の項中第７号を第８号とし、第３号から第

６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。

公文書管理委員会に関すること。

第17条第１項の表人事課の部定員管理担

当係長の項の次に次のように加える。

障害者活躍推進担当係長

障害のある職員の活躍の推進に

関すること。

第17条第４項を削り、同条の次に次の１

条を加える。

（危機管理部の各課の分掌事務等）

第17条の２ 危機管理部の各課及び係等の

分掌事務又は担任事務は、次のとおりと

する。

災害対策課

災害対策担当係長

部内の調整に関すること。

部の事務事業の進行管理に関す

ること。

部の事務改善に関すること。

災害対策の総括に関すること。

世田谷区災害対策条例に関する

こと。

防災会議に関すること。

地域防災計画に関すること。

職員配備態勢に関すること。

防災情報通信システムに関する

こと。

区民防災会議に関すること。

消防団運営委員会に関すること。

総合防災訓練及び本部運営訓練

に関すること。

備蓄物品の購入に関すること。

防災意識の高揚及び普及に関す

ること。

災害対策基金に関すること。

災害見舞金及び災害弔慰金の支

給等の調整に関すること。

災害時における自治体支援の総

合調整に関すること。

国民保護法制に関すること。

部の予算及び決算の事務並びに

会計に関すること。

地域生活安全課に属しないこと。

地域生活安全課

地域生活安全係

安全安心まちづくりの推進に関

すること。

危機管理の総合調整及び対策に

関すること。

第18条第１項の表課税課の部管理係の項

第６号及び第８号、同表納税課の部収納・

税証明係の項第３号及び第５号、同部納税

相談係の項第１号及び第３号並びに同部徴

収担当係長の項第４号中「軽自動車税」の

次に「（種別割）」を加える。

第19条の見出し、同条の表以外の部分及

び同条の表市民活動・生涯現役推進課の部

調整係の項第１号中「生活文化部」を「生

活文化政策部」に改める。

第19条の２の表住民記録・戸籍課の部住

民記録担当係長の項の前に次のように加え

る。

窓口調整担当係長

各部の窓口事務及び窓口環境の

改善に係る企画並びに総合的な調

整に関すること（住民記録担当係

長に属するものを除く。）。

窓口事務に係る統計に関するこ

と。

窓口事務に係る職員の育成及び

研修に関すること。

総合窓口連絡調整協議会に係る

事務に関すること。

区民係長・出張所長会に係る事

務に関すること。

課内他の係等に属しないこと。

第19条の２の表住民記録・戸籍課の部住

民記録担当係長の項第６号を削り、同項中

第７号を第６号とし、第８号から第11号ま

でを１号ずつ繰り上げ、第12号から第15号

までを削り、同部住民票集中管理・住居表

示担当係長の項第２号中「登録事項」の次

に「及び印鑑登録証明」を加え、同表窓口

調整・番号制度担当課の部を次のように改
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める。

番号制度・マイナンバーカード交付推進

担当課

番号制度担当係長

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

する法律に基づくマイナンバー制

度の運用に係る総合的な調整及び

進行管理に関すること。

マイナンバー制度の運用に係る

広報並びに職員の育成及び研修に

関すること。

マイナンバー制度に係る利用事

務の総括に関すること。

情報提供ネットワークに係るシ

ステム整備及び総合的な調整に関

すること。

カード交付推進担当係長に属し

ないこと。

カード交付推進担当係長

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指定

及び通知、個人番号カードの交付

等に関すること。

電子署名等に係る地方公共団体

情報システム機構の認証業務に関

する法律に基づく認証業務の指導

及び調整に関すること。

第19条の４の表環境保全課の部環境保全

担当係長の項中第17号を削り、第16号を第

17号とし、第15号を第16号とし、第14号を

第15号とし、第13号の次に次の１号を加え

る。

管理不全な状態にある住居等の

対策に関すること。

第19条の４の表環境保全課の部生活環境

改善担当係長の項を削る。

第20条の表商業課の部調整係の項第９号

中「課内他の係等」を「商業係」に改め、

同号を同項第10号とし、同項第８号の次に

次の１号を加える。

プレミアム付商品券事業に関す

ること。

第20条の表商業課の部プレミアム付商品

券担当係長の項を削り、同表工業・ものづ

くり・雇用促進課の部工業・ものづくり・

建設担当係長の項中「工業・ものづくり・

建設担当係長」を「工業・ものづくり・建

設・雇用促進担当係長」に改め、同項第４

号を削り、同項に次の３号を加える。

雇用に係る施策の調整及び推進

に関すること。

労働関係機関との連絡調整に関

すること。

公益社団法人世田谷区シルバー

人材センターとの連絡調整に関す

ること。

第20条の表工業・ものづくり・雇用促進

課の部雇用促進担当係長の項を削る。

第21条の表事業課の部事業計画担当係長

の項の前に次のように加える。

普及啓発担当係長

清掃・リサイクル事業の普及及

び啓発並びに環境学習に関するこ

と。

ごみ減量・リサイクル推進委員

会の活動の支援に関すること。

清掃・リサイクル事業に係る普

及啓発を行うための施設の整備、

改修及び管理運営に関すること。

課内他の担当係長に属しないこ

と。

第21条の表事業課の部事業計画担当係長

の項第７号及び第８号を次のように改める。

区民による資源の集団回収活動

の支援に関すること。

リサイクル施設の整備、改修及

び管理運営に関すること。

第21条の表事業課の部事業計画担当係長

の項第10号を削り、同部普及啓発担当係長

の項を削る。

第22条の見出し及び同条第１項の表以外

の部分中「保健福祉部の各課等」を「保健

福祉政策部の各課」に改め、同項の表調整・

指導課の部中「調整・指導課」を「保健福

祉政策課」に改め、同部調整係の項第１号

中「保健福祉部」を「保健福祉政策部」に

改め、「子ども・若者部」の次に「、保育

部」を加え、同項第11号中「他の課等」を

「他の課」に改め、同部計画担当係長の項

中第２号を削り、第３号を第２号とし、第

４号を削り、第５号を第３号とし、同号の

次に次の１号を加える。

地域包括ケアシステムの推進に

係る調整に関すること。

第22条第１項の表調整・指導課の部計画

担当係長の項第６号を削り、同部地域医療

担当係長の項を削り、同部指導担当係長の

項中「指導担当係長」を「指導・サービス

向上担当係長」に改め、同項に次の８号を

加える。

保健福祉サービス向上委員会に

関すること。

保健福祉サービス等の向上に係

る調査及び連絡調整に関すること。

保健福祉サービス等の向上に係

る支援及び指導の総括に関するこ

と。

保健福祉サービス等の利用者の

支援に係る総括に関すること。

保健福祉サービス苦情審査会に

関すること。

保健福祉サービス等の適用又は

提供に係る苦情相談の総括に関す

ること。

保健福祉サービス等に係る苦情

処理の手続に関すること。

保健福祉サービス等に関する苦

情相談に係る関係機関との連絡調

整に関すること。

第22条第１項の表調整・指導課の部サー

ビス向上担当係長の項を削り、同部の次に

次のように加える。

保健医療福祉推進課

推進担当係長

保健医療福祉の拠点及び保健医

療福祉総合プラザに関すること。

保健福祉に係る人材の確保及び

育成に関すること。

地域保健福祉の推進に係る職員

の研修計画に関すること。

避難行動要支援者対策の調整に

関すること。

事業担当係長に属しないこと。

事業担当係長

在宅医療・介護連携推進事業の

調整に関すること。

初期救急医療体制の整備に関す

ること。

地域医療に係る調整及び医師会、

歯科医師会、薬剤師会等との連絡

調整に関すること。

保健センターに関すること。

公益財団法人世田谷区保健セン

ターとの連絡調整に関すること。

第22条第１項の表生活福祉担当課の部中

「生活福祉担当課」を「生活福祉課」に改

め、同部生活福祉担当係長の項に次の２号

を加える。

応急小口資金の債権に関するこ

と。

ひきこもり等社会との関わりが

薄い者に対する支援の推進に関す

ること。

第22条第２項を削る。

第22条の２の表介護予防・地域支援課の

部認知症在宅生活サポート担当係長の項第

１号中「の開設準備」を削る。

第22条の３の表障害保健福祉課の部事業

者指定・指導担当係長の項に次の１号を加

える。

障害児施設等に関する認可、指

定、指導検査及び監査に関するこ

と（部内他の課及び障害保健福祉

担当係長に属することを除く。）。

第23条第１項の表子ども育成推進課の部

管理係の項中第６号を第７号とし、第５号

を第６号とし、第４号の次に次の１号を加

える。

児童福祉審議会に関すること。

第23条第１項の表子ども育成推進課の部

私学係の項第４号中「貸付け及び」を削り、

同表児童課の部児童育成担当係長の項中第

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。

児童福祉施設（国及び地方公共

団体以外の者が設置する児童厚生

施設に限る。）の認可等に関する

こと。

第23条第１項の表児童課の部児童施設係

の項第１号中「の建設、改築及び改修」を

「（区立の保育所を除く。）の建設、改築」

に改め、同項第２号を同項第３号とし、同

項第１号の次に次の１号を加える。

児童福祉施設の改修等に関する

こと。

第23条第１項の表児童課の部児童施設整

備担当係長の項第１号中「児童福祉施設」

の次に「（区立の保育所を除く。）」を加え、

同表子ども家庭課の部子育て支援担当係長

の項中「子育て支援担当係長」を「子ども・

子育て支援担当係長」に改め、同項第４号

及び第５号を削り、同項第６号を同項第４

号とし、同項第７号中「課内他の担当係長」

を「子どもの人権擁護担当係長」に改め、

同号を同項第９号とし、同号の前に次の４
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号を加える。

妊娠期からの切れ目のない支援

施策に係る推進及び調整に関する

こと。

子どもの貧困に対する支援施策

に係る推進及び調整に関すること。

児童福祉施設（助産施設及び母

子生活支援施設に限る。）の認可

等（指導検査を除く。）に関する

こと。

地域子育て支援拠点事業、一時

預かり事業及び利用者支援事業

（基本型及び特定型の事業に限る。）

に関すること。

第23条第１項の表子ども家庭課の部要保

護児童支援担当係長の項を削り、同部子ど

もの人権擁護・児童虐待防止推進担当係長

の項中「子どもの人権擁護・児童虐待防止

推進担当係長」を「子どもの人権擁護担当

係長」に改め、同項第１号中「及び児童虐

待の防止」を削り、同部切れ目のない支援

担当係長の項を削り、同部の次に次のよう

に加える。

児童相談支援課

児童相談支援担当係長

子ども家庭支援センター事業及

び児童相談所に係る調査及び統計

に関すること。

児童相談所の年間事業計画の承

認及び事業の報告に関すること。

一時保護及び措置された子ども

の権利擁護に関すること。

児童養護施設等への入所の措置

及び児童自立生活援助の実施等に

係る徴収金の徴収に関すること。

障害児入所給付費の支給に関す

ること。

課内他の担当係長に属しないこ

と。

社会的養護推進担当係長

里親制度の普及促進及び里親支

援に関すること。

措置費の支弁に関すること。

児童福祉施設（乳児院、児童養

護施設、児童心理治療施設、児童

自立支援施設及び児童家庭支援セ

ンターに限る。）の認可等（指導

検査を除く。）に関すること。

児童自立生活援助事業及び小規

模住居型養育事業の届出等（指導

検査を除く。）並びに養子縁組あっ

せん事業の許可等（指導検査を除

く。）に関すること。

児童養護施設退所者等奨学基金

に関すること。

要保護児童支援担当係長

子ども家庭支援センター事業に

係る調整に関すること。

子ども家庭支援センターと児童

相談所との連携に関すること。

要保護児童及びその家庭の支援

に係る調整に関すること。

児童自立生活援助事業及び小規

模住居型養育事業並びに養子縁組

あっせん事業の指導検査に関する

こと。

社会的養育に係る総合的な計画

及び推進並びに調整に関すること。

第23条第２項及び第３項を削り、同条の

次に次の１条を加える。

（保育部の各課等の分掌事務等）

第23条の２ 保育部の各課等及び係等の分

掌事務又は担任事務は、次のとおりとす

る。

保育課

保育職員係

部内の調整に関すること。

部の事務事業の進行管理に関す

ること。

部の事務改善に関すること。

保育に係る施策の調整に関する

こと。

区立の保育所の職員の人事管理

に関すること。

区立の保育所の職員の福利厚生

に関すること。

部の予算、決算及び会計に関す

ること。

部内他の課等及び教育・保育施

設担当係長に属しないこと。

教育・保育施設担当係長

特定教育・保育施設（幼稚園を

除く。）及び特定地域型保育事業

の運営及び調整に関すること。

私立の特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業の確認並びに

当該施設及び事業に係る子どもの

ための教育・保育給付に関するこ

と。

区立の保育所の整備に係る計画、

調整、建設及び改築に関すること。

病児・病後児保育事業に関する

こと。

一時預かり事業及び延長保育事

業に関すること。

保育の質の向上に関すること。

保育認定・調整課

認可外保育施設担当係長

認可外保育施設の運営及び調整

に関すること。

認可外保育施設の移行支援に関

すること。

幼児教育・保育の無償化に関す

ること。

課内他の担当係長に属しないこ

と。

入園担当係長

教育・保育給付認定及び施設等

利用給付認定に関すること。

特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の利用調整（事業所

内保育事業については、地域枠に

係るものに限る。）に関すること。

区立の保育所における延長保育

の利用調整に関すること。

保育料に関すること。

区立の保育所における給食費の

徴収に関すること。

事業者指導担当係長

特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の指導検査に関する

こと。

児童福祉施設（助産施設、母子

生活支援施設及び児童養護施設に

限る。）の指導検査に関すること。

特定子ども・子育て支援施設等

の指導検査に関すること。

保育計画・整備支援担当課

保育計画・整備支援担当係長

保育に係る計画の策定及び推進

に関すること。

保育待機児対策に係る企画及び

調整並びに推進に関すること。

私立の特定教育・保育施設（幼

稚園を除く。）の整備及び認可に

関すること。

私立の特定地域型保育事業等の

施設整備及び認可に関すること。

認可外保育施設の移行に伴う審

査及び施設整備に関すること。

第24条第１項の表都市計画課の部都市計

画担当係長の項に次の２号を加える。

都市再生特別措置法に係る官民

連携まちづくりの調整に関するこ

と。

都市再生整備計画（小田急線上

部利用に係るものを除く。）に係

る調整に関すること。

第24条第１項の表市街地整備課の部再開

発担当係長の項第４号を削り、同項第５号

を同項第４号とし、同表建築審査課の部建

築審査担当係長の項第１号中「及び検査」

を「、検査及び指導」に改め、同項中第３

号を削り、第４号を第３号とし、第５号か

ら第８号までを１号ずつ繰り上げ、同部構

造審査担当係長の項第１号及び同部設備審

査担当係長の項第１号中「及び検査」を「、

検査及び指導」に改め、同表住宅課の部を

次のように改める。

住宅管理課

住宅管理担当係長

区営住宅及び区立住宅等に係る

施策に関すること。

区営住宅及び区立住宅の管理運

営並びに維持管理及び整備に関す

ること。

区営住宅及び区立住宅等の高齢

者世帯等に係る住宅支援に関する

こと。

東京都、独立行政法人都市再生

機構、東京都住宅供給公社等との

公的住宅に係る調整に関すること。

都営住宅の移管に関すること。

都営住宅等の使用申込書の配布

及び公募受付に関すること。

せたがやの家の供給及び家賃等

の助成に関すること。

第24条第１項の表に次のように加える。

居住支援課

居住支援担当係長

世田谷区住宅条例、住宅整備方

針等に関すること。

住宅に係る施策に関すること

（住宅管理課に属することを除く。）。

高齢者世帯等に係る住宅支援に

関すること（住宅管理課に属する

ことを除く。）。

民間住宅に係る誘導支援に関す
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ること。

民間住宅に係る住宅相談及び住

宅情報の提供に関すること。

マンションの建替え等の円滑化

に関する法律に係る認可等（容積

率の特例許可及び除却の必要性の

認定を除く。）に関すること。

東京におけるマンションの適正

な管理の促進に関する条例に係る

事務に関すること。

第25条の見出し及び同条の表以外の部分

中「道路・交通政策部」を「道路・交通計

画部」に改め、同条の表道路管理課の部調

整係の項第４号を削り、同項第５号を同項

第４号とし、同項第６号を同項第５号とし、

同表道路指導課の部を削る。

第25条の２の表土木計画課の部中「土木

計画課」を「土木計画調整課」に改め、同

部調整係の項第４号を次のように改める。

水防計画の策定及び水防活動の

調整に関すること。

第25条の２の表土木計画課の部調整係の

項第５号を削り、同項第６号を同項第５号

とし、同項第７号を同項第６号とし、同部

河川・雨水対策担当係長の項及び下水道整

備担当係長の項を次のように改める。

道路監察担当係長

道路、河川等の監察及び不法な

占用物件の除去に関すること。

道路幅員（現況に限る。）の証

明に関すること。

車両制限に関すること。

違反広告物除却協力員に関する

こと。

道路監理月報に関すること。

道路監理員、河川監理員及び公

共物監理員の身分を示す証明書に

関すること。

自動車臨時運行許可の調整に関

すること。

占用担当係長

道路、河川等の占用等に係る指

導及び許可に関すること。

道路、河川等の占用掘削工事及

び復旧工事の指導及び立会いに関

すること。

道路、河川等の管理者以外の者

が行う工事の承認及び沿道掘削の

協議に関すること。

電線共同溝の建設の調整に関す

ること。

道路調整会議に関すること。

道路管理システムの運用に関す

ること。

路上広告物等の許可に関するこ

と。

建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律に基づく届出書及

び通知書（建築工事に係るものを

除く。）の受理に関すること。

路外駐車場設置届等に関するこ

と。

第25条の２の表土木計画課の部の次に次

のように加える。

豪雨対策・下水道整備課

豪雨対策担当係長

豪雨対策に係るグリーンインフ

ラの促進に関すること。

河川及び水路に係る調査、計画

及び調整に関すること。

都市型水害対策の調査、計画及

び調整に関すること。

雨水流出抑制施設の設置の助成

に関すること。

雨量及び河川水位の観測及び調

査に関すること。

下水道整備担当係長に属しない

こと。

下水道整備担当係長

公共下水道事業の受託及び調整

に関すること。

公共下水道工事（暫定分流解消

工事を除く。）の調整及び設計に

関すること。

公共下水道工事（暫定分流解消

工事を除く。）の監督、設計変更

及び清算引継ぎに関すること。

別表第１の２の部玉川総合支所副支所長

の款世田谷区奥沢まちづくりセンターの項

中「東京都世田谷区奥沢三丁目５番７号」

を「東京都世田谷区奥沢三丁目15番７号」

に改め、同表に次のように加える。

５ 児童相談所

別表第２の４の部保育担当部の款中「保

育担当部」を「保育部」に改め、同款世田

谷区立代田保育園の項を削り、同表６の部

生活文化部の款中「生活文化部」を「生活

文化政策部」に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。ただし、別表第１の２の部玉川総合

支所副支所長の款世田谷区奥沢まちづくり

センターの項の改正規定は、公布の日から

施行する。

次に掲げる規則を公布する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

世田谷区規則第20号

世田谷区庁議規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第21号

せたがや自治政策研究所設置規則の一部

を改正する規則

世田谷区規則第22号

世田谷区予算事務規則の一部を改正する

規則

世田谷区規則第23号

世田谷区電子計算組織の運営に関する規

則の一部を改正する規則

世田谷区規則第24号

世田谷区庁舎管理規則の一部を改正する

規則

世田谷区規則第25号

世田谷区公印規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第26号

世田谷区情報公開条例施行規則の一部を

改正する規則

世田谷区規則第27号

世田谷区個人情報保護条例施行規則の一

部を改正する規則

世田谷区規則第28号

世田谷区公文書管理規則

世田谷区規則第29号

職員の職名に関する規則の一部を改正す

る規則

世田谷区規則第30号

世田谷区非常勤職員規則の一部を改正す

る規則

世田谷区規則第31号

世田谷区職員研修規則の一部を改正する

規則

世田谷区規則第32号

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例施行規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第33号

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第34号

職員の育児休業等に関する条例施行規則

の一部を改正する規則

世田谷区規則第35号

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例施行規則の一部を改正する規

則

世田谷区規則第36号

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

世田谷区規則第37号

職員の期末手当に関する規則の一部を改

正する規則

世田谷区規則第38号

世田谷区職員住宅の設置及び管理に関す

る規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第39号

世田谷区災害対策本部条例施行規則の一

部を改正する規則

世田谷区規則第40号

世田谷区国民保護対策本部及び緊急対処

事態対策本部条例施行規則の一部を改正

する規則

世田谷区規則第41号

世田谷区契約事務規則の一部を改正する

規則

世田谷区規則第42号

世田谷区公有財産管理規則の一部を改正

する規則

世田谷区規則第43号

世田谷区特別区税条例施行規則の一部を

改正する規則

世田谷区規則第44号

世田谷区多様性を認め合い男女共同参画

と多文化共生を推進する条例施行規則の

一部を改正する規則

世田谷区規則第45号

世田谷区住民基本台帳ネットワークシス

テムのセキュリティ対策に関する条例施

行規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第46号

世田谷区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条

例施行規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第47号

世田谷区清掃・リサイクル条例施行規則

令和２年４月20日 （第709号）
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名 称 位 置

世田谷区児童相

談所

東京都世田谷区松原六

丁目41番７号
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の一部を改正する規則

世田谷区規則第48号

社会福祉法人に対する助成の手続に関す

る条例施行規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第49号

世田谷区立保健センター条例施行規則の

一部を改正する規則

世田谷区規則第50号

世田谷区立障害者福祉施設条例の一部を

改正する条例の施行期日を定める規則

世田谷区規則第51号

世田谷区児童福祉法の施行に関する規則

の一部を改正する規則

世田谷区規則第52号

世田谷区児童福祉審議会条例施行規則

世田谷区規則第53号

世田谷区児童虐待の防止等に関する法律

の施行に関する規則

世田谷区規則第54号

世田谷区児童相談所長委任規則

世田谷区規則第55号

世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の

基準に関する条例施行規則

世田谷区規則第56号

世田谷区保健所使用条例施行規則の一部

を改正する規則

世田谷区規則第57号

世田谷区保健所長委任規則の一部を改正

する規則

世田谷区規則第58号

世田谷区新型インフルエンザ等対策本部

条例施行規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第59号

世田谷区がん対策推進条例施行規則の一

部を改正する規則

世田谷区規則第60号

世田谷区健康増進法施行規則の一部を改

正する規則

世田谷区規則第61号

世田谷区覚せい剤取締法施行規則の一部

を改正する規則

世田谷区規則第62号

世田谷区街づくり条例の施行等に関する

規則の一部を改正する規則

世田谷区規則第63号

世田谷区営住宅管理条例施行規則の一部

を改正する規則

世田谷区規則第64号

世田谷区立特定公共賃貸住宅及び世田谷

区立ファミリー住宅条例施行規則の一部

を改正する規則

世田谷区規則第65号

世田谷区立身近な広場条例施行規則の一

部を改正する規則

世田谷区規則第66号

世田谷区自動車の臨時運行許可に関する

施行細則の一部を改正する規則

世田谷区規則第67号

世田谷区会計事務規則の一部を改正する

規則

世田谷区規則第68号

世田谷区物品管理規則の一部を改正する

規則

世田谷区庁議規則の一部を改正する

規則

世田谷区庁議規則（昭和54年８月世田谷

区規則第47号）の一部を次のように改正す

る。

第２条中「総合支所長」の次に「、児童

相談所長」を加え、「教育次長」を「教育

総務部長」に改める。

別表８の項中「生活文化部長」を「生活

文化政策部長」に改め、同表14の項を同表

16の項とし、同表13の項中「教育次長」を

「教育総務部長」に改め、同項を同表14の

項とし、同項の次に次のように加える。

15 教育政策部長

別表中12の項を13の項とし、11の項を12

の項とし、同表10の項中「保健福祉部長」

を「保健福祉政策部長」に改め、同項を同

表11の項とし、同表９の項の次に次のよう

に加える。

10 環境政策部長

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

せたがや自治政策研究所設置規則の

一部を改正する規則

せたがや自治政策研究所設置規則（平成

19年３月世田谷区規則第40号）の一部を次

のように改正する。

第３条第２項中「政策経営部政策研究・

調査課長」を「政策経営部政策研究担当課

長」に、「政策経営部政策研究・調査課政

策研究・調査担当係長」を「政策経営部政

策研究担当課政策研究担当係長」に、「政

策経営部政策研究・調査課の」を「政策経

営部政策研究担当課の」に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区予算事務規則の一部を改正

する規則

世田谷区予算事務規則（昭和40年３月世

田谷区規則第６号）の一部を次のように改

正する。

第１条の２第１号中「総合支所」の次に

「、児童相談所」を加え、同条第２号中

「総合支所長」の次に「、児童相談所長」

を加える。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区電子計算組織の運営に関す

る規則の一部を改正する規則

世田谷区電子計算組織の運営に関する規

則（平成16年４月世田谷区規則第47号）の

一部を次のように改正する。

第２条第１号中「総合支所保健福祉セン

ター」の次に「、児童相談所」を加え、

「教育次長」を「教育総務部長」に改め、

同条第２号中「総合支所保健福祉センター

所長」の次に「、児童相談所長」を加え、

「教育次長」を「教育総務部長」に改め、

同条第３号中「清掃事務所」の次に「、児

童相談所の副所長及び課」を加え、同条第

４号中「清掃事務所長」の次に「、児童相

談所の副所長及び課長」を加え、「及び区

立中学校長」を「並びに区立中学校長」に

改め、同条第11号中「政策経営部情報政策

課」を「政策経営部ＩＣＴ推進課」に改め

る。

第７条第２項中「政策経営部情報政策課

長」を「政策経営部ＩＣＴ推進課長」に改

める。

第９条第４項中「教育委員会事務局学務

課長」を「教育委員会事務局幼児教育・保

育推進担当課長」に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。ただし、第２条第４号の改正規定

（「及び区立中学校長」を「並びに区立中学

校長」に改める部分に限る。）は、公布の

日から施行する。

世田谷区庁舎管理規則の一部を改正

する規則

世田谷区庁舎管理規則（平成17年２月世

田谷区規則第６号）の一部を次のように改

正する。

第６条第１項中「総合支所長」の次に「、

児童相談所長」を加え、「教育次長」を

「教育総務部長」に改める。

第７条中「総合支所の課」の次に「、児

童相談所の副所長及び課」を加える。

別表本庁舎（城山分庁舎に限る。）の項

中「土木部土木計画課長」を「土木部土木

計画調整課長」に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区公印規則の一部を改正する

規則

世田谷区公印規則（平成元年３月世田谷

区規則第４号）の一部を次のように改正す

る。

第２条第１号中「及び」を「、」に改め、

「担当部」の次に「、総合支所、児童相談

所、世田谷保健所及び会計室」を加え、同

条第２号中「担当課長」の次に「、総合支

所の課長、清掃事務所長、児童相談所の副

所長及び課長、世田谷保健所の課長」を加

え、「及び」を「並びに」に改める。

別表２の部１の項中「情報政策課長」を

「ＩＣＴ推進課長」に改め、同部中２の項

から５の項までを削り、６の項を２の項と

し、７の項を３の項とし、８の項を４の項

とし、同項の次に次のように加える。

令和２年４月20日 （第709号）
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５ 同 方18ミリメートル 介護保険オンライン事務用 介護保険課長

６ 同 同 介護保険事務用

７ 同 方７ミリメートル 介護保険被保険者証被保険者確認及び居宅受給者 介護保険課長
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別表２の部中９の項を８の項とし、同表４の部１の項中「情報政策課長」を「ＩＣＴ推進課長」に改め、同部中70の項を77の項と

し、66の項から69の項までを７項ずつ繰り下げ、65の項を71の項とし、同項の次に次のように加える。

別表４の部中64の項を70の項とし、同項の前に次のように加える。

別表４の部中58の項から63の項までを削り、57の項を63の項とし、48の項から56の項までを６項ずつ繰り下げ、47の項を削り、46

の項を50の項とし、同項の次に次のように加える。

別表４の部中45の項を49の項とし、24の項から44の項までを４項ずつ繰り下げ、23の項を削り、同部22の項中「調整・指導課長」

を削り、同項を同部26の項とし、同項の次に次のように加える。

別表４の部21の項中「調整・指導課長」を「保健福祉政策課長」に改め、同項を同部24の項とし、同項の次に次のように加える。

別表４の部中20の項を23の項とし、19の項を22の項とし、18の項を21の項とし、17の項を18の項とし、同項の次に次のように加え

る。

別表４の部中16の項を17の項とし、11の項から15の項までを１項ずつ繰り下げ、10の項の次に次のように加える。

別表６の部１の項中「情報政策課長」を「ＩＣＴ推進課長」に改め、同部中62の項を68の項とし、58の項から61の項までを６項ず

つ繰り下げ、57の項を62の項とし、同項の次に次のように加える。

別表６の部中51の項から56の項までを削り、50の項を55の項とし、同項の次に次のように加える。

別表６の部中49の項を54の項とし、40の項から48の項までを５項ずつ繰り下げ、39の項を43の項とし、同項の次に次のように加える。

別表６の部中38の項を42の項とし、20の項から37の項までを４項ずつ繰り下げ、19の項を削り、同部18の項中「調整・指導課長」

を削り、同項を同部22の項とし、同項の次に次のように加える。

別表６の部中17の項を20の項とし、同項の次に次のように加える。

72 同 同 子ども家庭支援事務用 北沢総合支所子ども家庭支

援課長

64 同 同 道路事業推進事務用 道路事業推進課長

65 同 同 道路指導事務用 土木計画調整課長

66 同 同 土木事業事務用

67 同 同 総合支所事務用 総合支所地域振興課長

68 同 同 区民事務用 総合支所区民課長

69 同 同 戸籍事務用

51 同 同 児童相談支援事務用 児童相談支援課長

52 同 方10ミリメートル 児童相談所事務用 児童相談所一時保護課長

53 同 方21ミリメートル 健康推進事務用 世田谷保健所健康推進課長

27 同 同 生業資金オンライン事務用 生活福祉課長

25 同 同 保健福祉政策事務用 保健福祉政策課長

19 同 同 通知カード用及び個人番号カード用 番号制度・マイナンバーカー

ド交付推進担当課長
20 同 同 通知カード用及び個人番号カードのオンライン事

務用

11 同 同 生活文化政策事務用 市民活動・生涯現役推進課

長

63 同 同 子ども家庭支援事務用 北沢総合支所子ども家庭支

援課長

56 同 同 道路事業推進事務用 道路事業推進課長

57 同 同 道路指導事務用 土木計画調整課長

58 同 同 土木事業事務用

59 同 同 総合支所事務用 総合支所地域振興課長

60 同 同 区民事務用 総合支所区民課長

61 同 同 戸籍事務用

44 同 同 児童相談支援事務用 児童相談支援課長

21 同 同 保健福祉政策事務用 保健福祉政策課長

23 同 同 生業資金オンライン事務用 生活福祉課長

証事業者契約内容確認用 総合支所保健福祉課長
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附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区情報公開条例施行規則の一

部を改正する規則

世田谷区情報公開条例施行規則（平成13

年７月世田谷区規則第84号）の一部を次の

ように改正する。

第８条第１項中「（ビデオテープ及び録

音テープに記録されたものを除く。）」を削

り、同項ただし書中「の視聴又はフロッピー

ディスク」を「を視聴させ、又は光ディス

ク」に、「の交付が容易である」を「を交

付する必要があると区長が認める」に改め、

同条第２項を削る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

世田谷区個人情報保護条例施行規則

の一部を改正する規則

世田谷区個人情報保護条例施行規則（平

成４年12月世田谷区規則第101号）の一部

を次のように改正する。

第２条第１項第１号中「清掃事務所」の

次に「、児童相談所の副所長及び課」を加

え、同項第２号中「清掃事務所長」の次に

「、児童相談所の副所長及び課長」を加え、

「区立中学校長及び」を「区立中学校長並

びに」に改める。

第15条第２項中「（ビデオテープ及び録

音テープに記録されたものを除く。）」を削

り、同項ただし書中「の視聴又はフロッピー

ディスク」を「を視聴させ、又は光ディス

ク」に、「の交付が容易である」を「を交

付する必要があると区長が認める」に改め、

同条第３項を削る。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。ただし、第２条第１項第２号の改正

規定（「区立中学校長及び」を「区立中学

校長並びに」に改める部分に限る。）並び

に第15条第２項の改正規定及び同条第３項

を削る改正規定は、公布の日から施行する。

世田谷区公文書管理規則

目次

第１章 総則（第１条－第５条）

第２章 公文書の作成（第６条）

第３章 公文書の保管、保存、廃棄等

（第７条－第17条）

第４章 管理状況の報告等（第18条）

第５章 雑則（第19条・第20条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この規則は、別に定めるもののほ

か、世田谷区公文書管理条例（令和２年

３月世田谷区条例第４号。以下「条例」

という。）第10条第１項の規定に基づき、

区長の権限に属する事務に係る公文書の

管理に関し、必要な事項を定めることを

目的とする。

（用語の定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲

げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。

課 世田谷区組織規則（平成３年３

月世田谷区規則第７号）第11条第１項

に規定する課及び担当課、総合支所の

課、清掃事務所、児童相談所の副所長

及び課、世田谷保健所の課、会計課、

出張所（まちづくりセンターを含む。）

並びに事業所をいう。

電磁的記録 公文書のうち、電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作

成された記録をいう。

電子計算組織 世田谷区電子計算組

織の運営に関する規則（平成16年４月

世田谷区規則第47号）第２条第５号に

規定する電子計算組織をいう。

総合文書管理システム 電子計算組

織を利用して文書事務の処理を行うシ

ステムをいう。

保管 公文書（電磁的記録を除く。

以下この号において同じ。）に係る事

案を担当する課の事務室内等の所定の

場所に公文書を収納しておくことをい

う。

保存 公文書（電磁的記録を除く。）

にあっては廃棄するまでの間保存用の

箱に入れて文書庫等に収納しておくこ

とをいい、電磁的記録にあっては消去

するまでの間記録媒体等に記録するこ

とをいう。

保存期間 条例第５条の規定に基づ

き設定した公文書を保存する期間をい

う。

保管文書 保管に係る公文書をいう。

保存文書 保存に係る公文書をいう。

保管単位 公文書（電磁的記録を除

く。）の保管又は電磁的記録の保存を

する単位をいう。

２ 前項各号に掲げるもののほか、この規

則で使用する用語の意義は、条例で使用

する用語の例による。

（公文書の管理の基本）

第３条 公文書は、丁寧に取り扱い、事務

が能率的かつ適正に行われるよう、正確、

迅速に処理及び管理しなければならない。

２ 公文書（電磁的記録を除く。）は、ファ

イリング・システムにより常に整然と体

系的に分類し、必要に応じて円滑な利用

ができるように保管及び保存をするとと

もに、不要になったときは、適正に廃棄

しなければならない。

３ 電磁的記録は、記録媒体等ごとに常に

整然と体系的に分類し、必要に応じて円

滑な利用ができるように保存をするとと

もに、不要になったときは、適正に消去

しなければならない。

（区政情報課長の職務）

第４条 区政情報課長は、公文書の管理に

関する事務を統括し、公文書に係る管理

制度全般の維持向上を図らなければなら

ない。

（保管単位の長の職務）

第５条 保管単位の長（第７条ただし書の

規定により認められた保管単位にあって

は、当該保管単位を担当する課の長をい

う。以下同じ。）は、保管単位における

公文書に係る管理事務が適正に行われる

よう職員を指導監督しなければならない。

第２章 公文書の作成

第６条 保管単位の長は、条例第４条の規

定により公文書が適正に作成されるよう、

職員に対し必要な指示を行わなければな

らない。

第３章 公文書の保管、保存、廃棄

等

令和２年４月20日 （第709号）
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別表６の部中16の項を19の項とし、15の項を18の項とし、14の項を15の項とし、同項の次に次のように加える。

別表６の部中13の項を14の項とし、10の項から12の項までを１項ずつ繰り下げ、９の項の次に次のように加える。

別表19の部を次のように改める。

別表中30の部を32の部とし、21の部から29の部までを２部ずつ繰り下げ、同表20の２の部の次に次のように加える。

16 同 同 通知カード用及び個人番号カード用 番号制度・マイナンバーカー

ド交付推進担当課長
17 同 同 通知カード用及び個人番号カードのオンライン事

務用

10 同 同 生活文化政策事務用 市民活動・生涯現役推進課

長

19 世田谷区保健所長印 １ 同 同 同

２ 同 同 小児慢性特定疾病・難病オンライン事務用 世田谷区保健所感染症対

策課長

21 児童相談所長印 同 同 同 児童相談所副所長

22 児童相談所副所長印 同 同 同



世 田 谷 区 公 報

（保管単位）

第７条 公文書の保管単位は、課とする。

ただし、区政情報課長が他の保管単位に

よることが適当と認めたときは、この限

りでない。

（保管文書等の管理）

第８条 保管単位の長は、保管文書等（保

管文書及び保存文書（電磁的記録に係る

ものに限る。）をいう。次項及び次条に

おいて同じ。）の管理に当たっては、紛

失、焼失、盗難等の予防の措置を講じな

ければならない。

２ 前項に規定する場合において、保管文

書等のうち個人情報に係るもの等その取

扱いに注意を要するもの（第17条におい

て「個人情報関係公文書」という。）に

ついては、特に厳重な管理をしなければ

ならない。

（保管文書等の点検等）

第９条 区政情報課長は、各保管単位にお

ける公文書の管理状況を精査し、必要な

指導を行う。

２ 保管単位の長は、毎年度区政情報課長

が定める期間に当該保管単位の保管文書

等を整理点検しなければならない。

（電磁的記録の保存）

第10条 電磁的記録の保存は、年度別、事

業別等の管理区分を明確にして行わなけ

ればならない。

２ 前項の保存は、総合文書管理システム、

ファイルサーバ又は保管単位の長が適当

と認めた記録媒体に記録することにより

行う。

（公文書の保存期間の設定）

第11条 公文書の保存期間は、次条に規定

する区分に従って保管単位の長が定める。

２ 保管単位の長は、公文書の保存期間を

定めるに当たっては、別表に規定する事

項を参考に、当該公文書の重要性、利用

の頻度、法令等（要綱、要領及び通達を

含む。以下同じ。）との関係性その他の

事項を考慮して、 適な保存期間を定め

なければならない。

（保存期間の区分）

第12条 公文書の保存期間の区分は、次の

とおりとする。

長期

10年

５年

３年

１年

１年未満

２ 前項の規定にかかわらず、法令等に保

存期間の定めのある公文書及び時効が完

成するまでの間証拠として保管又は保存

をする必要がある公文書の保存期間は、

それぞれ法令等に定める期間又は時効期

間による。

３ 前２項に規定するもののほか、保管単

位の長は、区政情報課長と協議の上、必

要により保存期間の区分を新設すること

ができる。

（保存期間の計算）

第13条 公文書（保存期間が１年未満のも

のを除く。）の保存期間の計算は、当該

公文書を職務上完結した日の属する会計

年度の翌会計年度の初めの日から起算し

て当該保存期間の表示する期間が終了す

る日までとする。

（公文書の廃棄等）

第14条 現年度の公文書（電磁的記録を除

く｡以下この条において同じ｡）のうち､

保存期間が1年未満のものについて､保管

単位の長が当該公文書を精査して廃棄の

適否を決定し､適宜に廃棄しなければな

らない｡

２ 保存期間が１年以上の公文書で当該保

存期間を経過したものについて、保管単

位の長は、当該公文書を精査して廃棄の

適否を決定し、適当と認めたものを区政

情報課長に引き渡さなければならない。

この場合における引渡しの時期は、区政

情報課長が別に定める。

３ 保存期間を経過した電磁的記録につい

て、保管単位の長は、当該電磁的記録を

精査して消去の適否を決定し、適当と認

めたものを消去する。

（公文書の廃棄前の目録の公表等）

第15条 条例第８条第２項の目録（以下こ

の条において「目録」という。）は、総

合文書管理システムに記録した次に掲げ

る事項を記載するものとする。ただし、

世田谷区情報公開条例（平成13年３月世

田谷区条例第６号）第７条各号に掲げる

非開示情報に該当するものについては、

この限りでない。

フォルダ及び単独で管理している公

文書（以下「フォルダ等」という。）

の分類

フォルダ等の名称

フォルダ等の保存期間

フォルダ等の保存期間の満了する日

フォルダ等の保存斯間が満了したと

きの措置

前各号に掲げるもののほか、区長が

必要と認める事項

２ 目録の公表は、フォルダ等の廃棄の１

月前までに、区政情報課長がこれを行う。

（保存期間の再検討）

第16条 保管単位の長は、第14条の規定に

よる決定により、なお保管又は保存をす

る必要があると認められた公文書につい

ては、更に期間を定めてその保管又は保

存をすることができる。

２ 保管単位の長は、保存期間が長期の公

文書のうち、世田谷区マイクロフィルム

文書管理規程（昭和60年７月世田谷区訓

令甲第12号）第３条に規定する対象文書

以外のものについては、その公文書を職

務上完結した日の属する会計年度から起

算して10年ごとにその必要性を精査し、

引き続き保存をする必要がないと認めて

廃棄を決定した公文書については、これ

を区政情報課長に引き渡さなければなら

ない。この場合における引渡しの時期は、

区政情報課長が別に定める。

３ 条例第８条第２項に規定する場合にお

いて、世田谷区公文書管理委員会により

廃棄すべきでない旨の意見が付されたフォ

ルダ等については、保管単位の長は、当

該意見を尊重し、当該フォルダ等の廃棄

の適否の決定を見直し、なお保存をする

必要があると認められるものについては、

更に期間を定めて保存をしなければなら

ない。

（廃棄等を決定した公文書の措置等）

第17条 第14条第１項及び第２項並びに前

条第２項の規定により廃棄を決定した公

文書のうち、個人情報関係公文書は焼却、

溶解、裁断等による廃棄の措置を、その

他の公文書は適正な廃棄の措置を講じな

ければならない。

２ 第14条第３項の規定により消去を決定

した電磁的記録のうち、個人情報関係公

文書は、確実に電磁的記録の消去の措置

を講じなければならない。

３ 第14条第２項及び前条第２項の規定に

かかわらず、廃棄を決定した公文書で行

政の資料として必要なものは、総合支所

の課（世田谷総合支所の課を除く。）に

あっては当該総合支所の地域振興課長に、

その他の課にあっては区政情報課長に申

し出て当該資料を必要とする担当課にお

いて保存をすることができる。

第４章 管理状況の報告等

第18条 保管単位の長は、フォルダ管理表

の記載状況その他の公文書の管理の状況

について、毎年度、区攻情報課長へ報告

しなければならない。

２ 区政情報課長は、毎年度、前項の規定

による報告を取りまとめ、その概要をイ

ンターネットの利用その他の適切な方法

により公表しなければならない。

３ 第１項に規定するもののほか、区政情

報課長は、公文書の適正な管理を確保す

るために必要があると認める場合は、保

管単位の長に対し、公文書の管理につい

て、その状況に関する報告若しくは資料

の提出を求め、又は当該職員に実地調査

をさせることができる。

第５章 雑則

（異なる事業年度の公文書に係る準用）

第19条 第13条に規定する会計年度と異な

る事業年度により事業を執行している当

該事業に係る公文書の保管、保存、廃棄

等については、第２条から前条までの規

定を準用する。

（委任）

第20条 この規則に定めるもののほか、公

文書の管理に関し必要な事項は、別に定

める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

別表（第11条関係）

１ 公文書の保存期間の設定についての原

則

公文書の保存期間の設定に当たって

は、法令等に定めがあるものにあって

は当該法令等の定めにより、その他の

ものにあっては時効期間、適用期間及

び証拠期限並びに区民との関係、組織

及び制度との関係、統計価値等に十分

に留意し、その利用の頻度及び重要性

を考慮して行うこと。

事務事業の方針及び計画の策定並び

に条例、規則及び訓令の形式による事

務事業の実施手続の策定に関する事案

令和２年４月20日 （第709号）

― 11―
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等、その後に行われる意思決定の指針

又は基準となる決定及び非定例的な意

思決定に係る公文書は、事後の事務処

理に支障のない保存期間を設定するこ

と。

事務事業の実施及び統制に関する事

案に係る公文書の保存期間は、特別な

理由のない限り必要かつ 少限度に設

定すること。

重要又は異例な事例に関する情報を

含む場合等、事務及び事業の実績の合

理的な跡付け又は検証に必要となる公

文書については、原則として１年以上

の保存期間を設定すること。

次項から４の項までに定めがない公

文書又はこれらにより難い公文書につ

いて保存期間を設定する場合は、次の

事項を考慮して必要かつ 少限度の期

間を定めること。

ア 区の権利を証するものは、その権

利の存続期間

イ 訴訟等将来において係争の可能性

のあるものは、その期間

ウ 前号の規定に該当するものを除き、

一時的な連絡、通知、依頼、照会、

回答等の軽易な公文書で、１年以上

保存し、又は保管する必要のないも

のは、保存期間を１年未満に設定し

て、処理完結後又は当該公文書の効

用が失われた時点で直ちに廃棄し、

又は消去する。この場合における類

型は別に定める。

エ 公文書（電磁的記録を除く。以下

エにおいて同じ。）で別に定める要

件を満たすものについては、書面に

記載されている事項をスキャナー等

により読み取って作成した電磁的記

録を公文書の原本とみなして取り扱

うことができる。この場合において、

当該電磁的記録については読取り前

の公文書と同じ保存期間を定め、当

該公文書については保存期間を１年

未満に設定するものとする。

令和２年４月20日 （第709号）
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２ 公文書（ファイルサーバに記録された電磁的記録を除く。以下この項において同じ。）の保存期間の設定基準

区分 保存期間

計画機能に係る公文書

ア 区行政の運営に関する一般方針並びに区が執行すべき事務事業の基本的方

針及び計画の策定、変更及び廃止に関する事案に係るもの（庁議の議事録を

含む。）

長期

イ 条例、規則及び訓令の形式による事案に係るもの

ウ 告示、公告及び通達の形式による事案に係るもので、内容の重要性がイの

事案と同等のもの

エ 区議会への提案及び提出に係るもの（議決謄本を含む。）

オ 区の組織（職位を含む。）の設定若しくは改廃又は行政区画の決定若しく

は改廃に関する事案等組織又は制度の基本に関する事案に係るもの

カ 政策経営部財政課における予算の編成、予算説明書の調製等に関する事案

に係るもの

キ 成立した予算に関する事務事業の執行方針並びに計画の策定、変更及び廃

止に関する事案に係るもの

区全体に適用されるもの 10年

一部の部及び課に適用されるもの ３年

実施機能に係る公文書

ア 採用、退職、分限処分、懲戒処分、恩給等の裁定又は職員団体との交渉に

関する事案等人事管理の基本に関する事案に係るもの

長期

イ 叙位、叙勲、表彰、褒賞等の事案に係るもので、将来の例証となるもの

ウ 不服申立て、訴訟等に関する事案に係るもので、将来の例証となるもの

エ 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に係るもの 区長決定対象事案に係るもの 10年

副区長決定対象事案に係るもの ５年

部長決定対象事案に係るもの ３年

課長決定対象事案に係るもの １年

オ 給与、任免その他の人事に関する事案に係るもの

カ 財産等の取得、配置、処分等の整理保全に関する事案に係るもの

キ 広報、広聴、連絡調整、調査、研究等の事案に係るもの

ク 叙位、叙勲、表彰、褒賞等の事案に係るもの（イに掲げるものを除く。）

ケ 不服申立て、訴訟等に関する事案に係るもの（ウに掲げるものを除く。）

コ 告示、公告、公表、通達及び通知の形式による事案に係るもの（内容の重

要度が条例、規則及び訓令の形式による事案と同等のものを除く。）

サ 報告、答申、進達及び副申の形式による事案に係るもの

シ 申請、照会、回答及び諮問の形式による事案に係るもの

ス 請負又は委託により行う工事及び修繕並びに通信及び運搬に係る役務の提

供に関する事案に係るもの

世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（昭和39年

３月世田谷区条例第15号）の適用を受ける
事案に係るもの 10年

その他のもの 原則として５年以下

セ 物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付け並びに補助金、分担金及び負担

金の交付並びに寄附金の贈与に関する事案に係るもの

ソ 公文書の収受、配布、受領、処理、施行、整理及び保存に係るもの １年

タ 決定事項の単なる連絡に係るもの
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職員の職名に関する規則の一部を改

正する規則

職員の職名に関する規則（昭和46年４月

世田谷区規則第15号）の一部を次のように

改正する。

第１条中「職員の職名について必要な事

項を定めるもの」を「地方公務員法（昭和

25年法律第261号）第３条第２項に規定す

る一般職の職員（区長が指定する職員を除

く。以下「職員」という。）の職名に関し、

必要な事項を定めることを目的」に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区非常勤職員規則の一部を改

正する規則

世田谷区非常勤職員規則（昭和32年４月

世田谷区規則第５号）の一部を次のように

改正する。

第４条第１項中「職務の遂行に当って」

を「職務を遂行するに当たって」に改め、

同条第２項中「当って法令」を「当たって

は、法令」に改め、「従い、上司の職務上

の命令に忠実に」を削る。

第５条を次のように改める。

第５条 職員が次の各号のいずれかに該当

する場合は、その職を免ずる。

職務実績が良くない場合

心身の故障のため、職務の遂行に支

障があり、又はこれに堪えない場合

職制の改廃若しくは予算の減少によ

り廃職を生じた場合又は事務事業若し

くは園務若しくは校務の都合により必

要がなくなった場合

刑事事件に関し起訴された場合

附 則

この規則は、公布の日から施行する。た

だし、第４条第２項の改正規定（「従い、

上司の職務上の命令に忠実に」を削る部分

に限る。）は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区職員研修規則の一部を改正

する規則

世田谷区職員研修規則（平成14年４月世

田谷区規則第53号）の一部を次のように改

正する。

第11条の見出し中「非常勤職員」の次に

「及び会計年度任用職員の」を加え、同条

中「職員に」を「職員及び会計年度任用職

員の任用等に関する規則（令和元年10月世

田谷区規則第41号）第１条第１項に規定す

る会計年度任用職員に」に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例施行規則の一部を改正する

規則

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例施行規則（平成10年３月世田谷区規則

第34号）の一部を次のように改正する。

第７条の３第２項各号列記以外の部分中

「第24条の５を除き、」を削り、「当該子の」

を「同項に規定する子の」に改める。

第13条第１項ただし書中「以下」を「第

13条の７を除き、以下」に改める。

第13条の７第１項中「の日数」を「は、

任用された時点においてこれを付与するも

のとし、その日数」に、「別表第４」を

「別表第２の３」に改め、同条第２項を次

のように改める。

２ 前項又はこの項の規定による年次有給

休暇を付与された後、引き続き臨時的に

任用されたとき又は任用期間が更新され

たときで、かつ、前項の規定による任用

の日から当該引き続き臨時的に任用され

たときの任期又は任用期間が更新された

ときの任用期間の末日までの期間が１年

以下である場合の年次有給休暇は、当該

引き続き臨時的に任用された時点又は任

用期間が更新された時点において付与す

るものとし、その日数は、同項の規定に

よる任用の日から当該引き続き臨時的に

任用されたときの任期又は任用期間が更

新されたときの任用期間の末日までを任

用期間とした場合における別表第２の３

に定める年次有給休暇の日数から既に付

与された年次有給休暇の日数を減じて得

た日数とする。

第13条の７第３項中「臨時的に任用され

た職員が任用期間の初日の属する年度の翌

年度において引き続き臨時的に任用された

場合又は任用期間が更新された場合であっ

て、前２項」を「前各項」に、「その年度

に使用しなかった」を「、応当日等の日前

１年の間に使用しなかった」に、「翌年度

に限り」を「当該応当日等の日以後１年に

限り」に改め、同項ただし書中「その任用

され、又は更新された日の属する年度の前

年度（新たに臨時的に任用された職員となっ

た者については、その年度における新たに

臨時的に任用された職員となった日以後の

期間）」を「応当日等の日前１年」に改め、

「勤務実績」の次に「（第１項の規定による

任用の日又は応当日等の日から起算して１

年を経過する日までの間における総日数か

ら週休日の日数を減じた日数に対する勤務

した日数の割合をいう。次項において同じ。）」

令和２年４月20日 （第709号）
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３ 帳簿の保存期間の設定基準

統制機能に係る公文書

ア 予算執行に係る進行管理、執行結果の提出依頼及び提出された結果に基づ

いて行う処理等に係る公文書その他の計画機能又は実施機能に対する制御作

用を目的とする統制機能に係るもの

公文書の要約又は印刷物がある場合 原則

として１年（将来の例証となるものを除く。）

イ 監査又は検査に必要なもの 当該監査又は検査が終わるまでの間に保存

期間が満了した場合は、当該監査又は検査

が終わるまでの間

供覧文書

供覧文書 原則として１年

区分 保存期間

財産台帳等の管理に要する帳簿 10年以下

金銭会計事務に要する帳簿 現金出納簿 10年以下

その他の帳簿 ５年以下

物品会計事務に要する帳簿 ５年以下

４ ファイルサーバに記録された電磁的記録の保存期間の設定基準

区分 保存期間

ファイルサーバに記録された電磁的記録 １年又は１年未満（法令等の定めによる場

合その他保管単位の長が別に定める場合を

除く。）
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を加え、同項を同条第５項とし、同条第２

項の次に次の２項を加える。

３ 前２項又は次項の規定による年次有給

休暇を付与された後、引き続き臨時的に

任用されたとき又は任用期間か更新され

たときで、かつ、当該引き続き臨時的に

任用された日又は任用期間が更新された

日が、第１項の規定による任用の日から

起算して１年を経過した日以後である場

合の年次有給休暇は、同日及び同日の属

する年の翌年以後における同日に応当す

る日（応当する日がない場合には、その

前日）（以下「応当日等の日」という。）

の時点において付与するものとし、その

日数は、20日とする。

４ 第１項又は第２項の規定による年次有

給休暇を付与された後、引き続き臨時的

に任用されたとき又は任用期間が更新さ

れたときで、かつ、当該引き続き臨時的

に任用された日又は任用期間が更新され

た日が、第１項の規定による任用の日か

ら起算して１年を経過する日前であって、

同項の規定による任用の日から当該引き

続き臨時的に任用されたときの任期又は

任用期間が更新されたときの任用期間の

末日までの期間が１年を超える場合の年

次有給休暇は、次の各号に掲げる時点に

おいて、当該各号に定める日数を付与す

るものとする。

当該引き続き臨時的に任用された時

点又は任用期間が更新された時点 20

日から既に付与された年次有給休暇の

日数を減じた日数

当該引き続き臨時的に任用されたと

きの任期又は任用期間が更新されたと

きの任用期間における応当日等の日の

時点 20日

第13条の７に次の１項を加える。

６ 勤務実績を算定する場合において、勤

務した日数とみなす期間については、第

13条第４項の規定を準用する。

第21条第１項中「男性職員」を「職員」

に改め、「配偶者」の次に「又は当該職員と

性別が同一である者であって、当該職員と

の関係が婚姻関係と同様の事情にあると任

命権者が認めるもの（以下「同性パートナー」

という。）（以下「配偶者等」という。）」を

加え、同条第２項中「男性職員の配偶者」

を「職員の配偶者等」に改め、同項ただし

書中「男性職員」を「職員」に、「配偶者」

を「配偶者等」に改め、同条第７項中「男

性職員の配偶者」を「職員の配偶者等」に、

「男性職員又はその配偶者が子」を「職員

又はその配偶者等がその子」に改める。

第23条第１項中「結婚する場合」の次に

「（当該職員と性別が同一である者との関係

が婚姻関係と同様の事情になると任命権者

が認める場合を含む。以下この条において

同じ。）」を加え、「この条」を「以下この

条」に改め、同条第２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。

同性パートナー又は同性パートナー

の血族（別表第３に掲げる同性パート

ナーの血族に限る。）が死亡した場合

任命権者が承認した日から引き続く

別表第３に掲げる日数

第23条第３項中「前項第２号又は第３号

の」を「前項第２号から第４号までに掲げ

る」に改める。

第24条の５第１項中「配偶者」を「配偶

者等」に改める。

第25条第１項第５号及び第７号中「配偶

者の」を「配偶者等の」に改め、同項に次

の２号を加える。

同性パートナー

同性パートナーの父母

別表第２の２の次に次の１表を加える。

別表第２の３（第13条の７関係）

別表第３配偶者の項中「配偶者」を「配

偶者等」に改め、同表姻族の項及び備考１

中「姻族」の次に「又は同性パートナーの

血族」を加える。

別表第４を削る。

附 則

１ この規則は、令和２年４月１日（以下

「施行日」という。）から施行する。

２ この規則による改正後の第７条の３、

第21条、第23条、第24条の５及び第25条

の規定は、施行日以後に生じた事由に係

る休暇について適用、施行日前に生じた

事由に係る休暇については、なお従前の

例による。

会計年度任用職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する規則の一部を改正す

る規則

会計年度任用職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する規則（令和２年１月世田谷区

規則第４号）の一部を次のように改正する。

第16条中「育児時間」の次に「、出産支

援休暇」を加える。

第22条の次に次の１条を加える。

（出産支援休暇）

第22条の２ 出産支援休暇は、会計年度任

用職員がその配偶者又は会計年度任用職

員と性別が同一である者であって、当該

会計年度任用職員との関係が婚姻関係と

同様の事情にあると任命権者が認めるも

の（以下「同性パートナー」という。）

（以下「配偶者等」という。）の出産に当

たり、子の養育その他家事等を行うため

の休暇とする。

２ 出産支援休暇は、定められた１週間の

勤務日数が３日以上、１月の勤務日数が

９日以上又は１年間の勤務日数が97日以

上である会計年度任用職員から請求があっ

た場合に限り承認する。

３ 出産支援休暇は、会計年度任用職員の

配偶者等の出産の直前から当該出産の日

後８週間を経過する日までの期間内にお

いて承認する。ただし、会計年度任用職

員に当該会計年度任用職員又はその配偶

者等と同居し、かつ、養育の必要がある

子がある場合には、配偶者等の出産予定

日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、

14週間）前の日から当該出産の日後８週

間を経過する日までの期間内において承

認する。

４ 出産支援休暇は、１日を単位として７

日以内で承認する。ただし、職務に支障

がないと認めるときは、１時間を単位と

して承認することができる。

５ 前項ただし書の規定にかかわらず、勤

務日ごとの勤務時間数が同一でない会計

年度任用職員の出産支援休暇は、１時間

を単位として承認する。ただし、勤務日

の勤務時間の全てについて、出産支援休

暇の請求があった場合には、当該勤務日

の勤務時間数を単位として承認すること

ができる。

６ 出産支援休暇の残日数の全てについて

請求があった場合において、当該残日数

に１時間未満の端数があるときは、当該

残日数の全てを承認することができる。

７ 第13条第３項の規定は、１時間を単位

として使用した出産支援休暇を日に換算

する場合について準用する。

８ 任命権者は、出産支援休暇を承認する

ときは、会計年度任用職員の配偶者等の

出産の事実を確認することができる証明

書等（第３項ただし書に規定する場合に

おいては、会計年度任用職員又はその配

偶者等がその子と同居していることを確

認することができる証明書等を含む。）

の提出を求めることができる。

第24条第１項中「場合及び会計年度任用

職員」を「場合（当該会計年度任用職員と

性別が同一である者であって、当該会計年

度任用職員との関係が婚姻関係と同様の事

情になると任命権者が認める場合を含む。

以下この条において同じ。）、会計年度任用

職員」に、「この条」を「以下この条」に

改め、「死亡した場合」の次に「その他の

勤務しないことが相当と認められる場合」

を加え、同条第２項に次の１号を加える。

同性パートナー又は同性パートナー

の血族（別表第２に掲げる同性パート

ナーの血族に限る。）が死亡した場合

任命権者が承認した日から引き続く

別表第２に定める日数

第27条第１項並びに第29条第1項第1号及

び第4号中｢配偶者｣を｢配偶者等｣に改める｡

別表第２配偶者の項中「配偶者」を「配

偶者等」に改め、同表姻族の項中「姻族」

の次に「又は同性パートナーの血族」を加

える。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

令和２年４月20日 （第709号）
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任用期間 日数

１月以上２月未満 ２日

２月以上３月未満 ３日

３月以上４月未満 ５日

４月以上５月未満 ７日

５月以上６月未満 ８日

６月以上７月未満 10日

７月以上８月未満 12日

８月以上９月未満 13日

９月以上10月未満 15日

10月以上11月未満 17日

11月以上12月未満 18日

12月 20日
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する。

職員の育児休業等に関する条例施行

規則の一部を改正する規則

職員の育児休業等に関する条例施行規則

（平成４年３月世田谷区規則第13号）の一

部を次のように改正する。

第６条第２項中「育児時間」の次に「、

出産支援休暇」を加える。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例施行規則の一部を改

正する規則

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例施行規則（令和２年１月世田谷

区規則第３号）の一部を次のように改正す

る。

第７条第２項中「３年間」を「５年間」

に改める。

第16条中「勤務１時間当たりの給与額の

算出基礎に関する規則（平成６年９月世田

谷区規則第105号）」を削る。

第20条第２項第４号中「条例の適用を受

けていた者で、」を削る。

第23条第１項第６号中「を除く」を「又

は職員の職務に専念する義務の免除に関す

る規則第２条第１項第７号に掲げる場合に

該当し職務に専念する義務を免除され、妊

娠中若しくは出産後の症状等に対応する措

置として休養を要した期間を除く」に改め

る。

第27条第１項及び第２項中「第５条第１

項から第３項まで」を「第４条第２項及び

第５条第１項から第３項まで」に改め、同

条中第５項を第６項とし、第４項を第５項

とし、同条第３項中「前２項」を「第１項

及び第２項」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 この規則に規定するもののほか、前２

項に規定する地域手当に相当する報酬の

支給方法は、条例第４条第１項及び第２

項に規定する報酬の支給方法の例による。

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。

（経過措置）

２ 第７条第２項の規定の適用については、

当分の間、同項中「５年間」とあるのは、

「３年間」とする。

附則の次に次の別表を加える。

別表（第16条関係）

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

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

職員の給与に関する条例施行規則（昭和

38年７月世田谷区規則第10号）の一部を次

のように改正する。

第４条第２項中「３年間」を「５年間」

に改める。

付則第１項に見出しとして「（施行期日）」

を付し、付則第２項に見出しとして「（経

過措置）」を付し、付則中第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 第４条第２項の規定の適用については、

当分の間、同項中「５年間」とあるのは、

「３年間」とする。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

職員の期末手当に関する規則の一部

を改正する規則

職員の期末手当に関する規則（昭和43年

６月世田谷区規則第24号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条第２項中第６号を第７号とし、第

５号を第６号とし、第４号の次に次の１号

を加える。

退職後引き続いて会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例（令

和元年10月世田谷区条例第21号）の適

用を受けることとなった者

第４条第１項第８号中「又は講演等を行っ

た期間」を「、講演等を行った期間又は職

免規則第２条第１項第７号に掲げる場合に

該当し職務に専念する義務を免除され、妊

娠中若しくは出産後の症状等に対応する措

置として休養を要した期間」に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。ただし、第４条第１項第８号の改正

規定は、公布の日から施行する。

世田谷区職員住宅の設置及び管理に

関する規則の一部を改正する規則

世田谷区職員住宅の設置及び管理に関す

る規則（昭和41年３月世田谷区規則第２号）

の一部を次のように改正する。

第２条第１号中イをアとし、ロをイとし、

ハをウとし、同条第２号イ中「主として職

員の収入により生計を維持する親族」を

「その親族等」に改め、同号イを同号アと

し、同号ロ中「主として職員の収入により

生計を維持する親族」を「その親族等」に

改め、同号ロを同号イとし、同号を同条第

３号とし、同条第１号の次に次の１号を加

える。

扶養親族 次のいずれかに該当する

者をいう。

ア 職員の給与に関する条例第10条第

２項各号に掲げる者のうち、職員が

現に同条例第11条第１項の規定によ

る届出を行っている者

イ 所得税法（昭和40年法律第33号）

第２条第33号から第34号の４までに

掲げる者のうち、職員が同法第194

条第１項の規定により提出した申告

書に記載されている者

ウ 地方公務員等共済組合法（昭和37

年法律第152号）第２条第１項第２

号イからハまでに掲げる者のうち、

現に職員の被扶養者として組合員被

扶養者証の交付を受けている者

エ 職員と性別が同一である者であっ

て、主として職員の収入により生計

を維持し、当該職員との関係が婚姻

関係と同様の事情にあると区長が認

めるもの

第３条第１項中「前条第２号イ」を「前

条第３号ア」に改め、同条第２項中「前条

第２号ロ」を「前条第３号イ」に改める。

第５条第１項第１号中「２人」を「１人」

に改め、ただし書を削り、同項第３号中

「親族」を「親族等」に、［別表１」を「別

表第１」に改める。

第６条第１項第１号中「２人」を「１人」

に改め、ただし書を削る。

第７条中「、所属学校長」を「所属学校

長」に改め、「（第１号様式）」の次に「に

必要に応じて第５条から前条までに規定す

る要件の審査に必要な資料を添えて」を加

える。

第13条第１項中「別表２」を「別表第２」

に改める。

第14条第１項第１号中「責」を「責め」

に改め、同項第５号中「前各号」の次に

「に掲げるもの」を加え、「区長」を「、区

長」に改める。

第16条中「親族」を「親族等」に改める。

第19条第１項各号列記以外の部分中「次

の各号の一」を「入居者が次の各号のいず

れか」に、「利用」を「その利用」に改め、

同項第１号中「３箇月」を「３月」に改め、

同項第３号中「又はこれ」を削る。

第20条中「責」を「責め」に、「滅失、

き損又は汚損した」を「滅失し、損傷し、

又は汚損した」に改め、「及び管理人（管

理人を置いていない住宅にあっては、職員

厚生課長に限る。）」を削る。

第21条中「これ」を「、これ」に改める。

第23条及び第24条を削る。

第25条中「の事態が生じた」を「が発生

した」に、「、職員厚生課長及び管理人

（管理人を置いていない住宅にあっては、

区長及び職員厚生課長）」を「及び職員厚

生課長」に、「保安」を「安全」に改め、

同条を第23条とする。

第26条中「必要な」を「、住宅の設置及

び管理に関し必要な」に、「別」を「区長

が別」に改め、同条を第24条とする。

別表１中「親族」を「親族等」に、「３

人」を「３人以下」に改め、同表を別表第

１とする。

別表２を別表第２とする。

第３号様式を次のように改める。

様式省略

附 則

令和２年４月20日 （第709号）
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手 当 名 摘 要

有害物質等取扱

業務手当

特勤規則別表有害物

質等取扱業務手当の部

の項の規定により支

給されるものに限る。

防疫等業務手当 特勤規則別表防疫等

業務手当の部 の項の

規定により支給される

ものに限る。

清掃業務従事職

員特殊勤務手当
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この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区災害対策本部条例施行規則

の一部を改正する規則

世田谷区災害対策本部条例施行規則（昭

和38年12月世田谷区規則第19号）の一部を

次のように改正する。

第４条第２項本文中「災害対策」を「危

機管理部」に改め、同項ただし書中「災害

対策」を「危機管理部」に、「事故あると

き」を「事故があるとき」に改める。

第５条第１項第８号中「危機管理室長」

を「危機管理部長」に改め、同項第10号中

「生活文化部長」を「生活文化政策部長」

に改め、同項第12号中「保健福祉部長」を

「保健福祉政策部長」に改め、同項第15号

中「道路・交通政策部長」を「道路・交通

計画部長」に改め、同項第16号中「教育次

長」を「教育総務部長」に改める。

第６条第９号中「危機管理室災害対策課

長」を「危機管理部災害対策課長」に改め、

同条第11号中「生活文化部市民活動・生涯

現役推進課長」を「生活文化政策部市民活

動・生涯現役推進課長」に改め、同条第13

号中「保健福祉部調整・指導課長」を「保

健福祉政策部保健福祉政策課長」に改め、

同条第16号中「道路・交通政策部道路管理

課長」を「道路・交通計画部道路管理課長」

に改める。

別表第１災対統括部の項中「危機管理室

長」を「危機管理部長」に、「情報政策課」

を「ＩＣＴ推進課」に改め、同表災対財政・

「ふるさと納税対策担当課
広報部の項中

政策研究・調査課 」

「政策研究担当課
を に改め、同表災対区

統計調査担当課」

民支援部の項中「生活文化部長」を「生活

文化政策部長」に、「窓口調整・番号制度

「番号制度・マイナンバーカー
担当課」を

付推進担当課

ド交
に改め、同表災対保健福祉部の項を

」

次のように改める。

別表第１災対都市整備部の項中「住宅課」

「住宅管理課
を に改め、同表災対土木部

居住支援課」

の項中「道路・交通政策部長」を「道路・

「道路管理課
交通計画部長」に、 を「道

道路指導課」

「土木計
路管理課」に、「土木計画課」を

豪雨対

画調整課
に改め、同表災対教育

策・下水道整備課」

部の項中「教育次長」を「教育総務部長」

に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。ただし、第４条第２項ただし書の改

正規定（「事故あるとき」を「事故がある

とき」に改める部分に限る。）は、公布の

日から施行する。

世田谷区国民保護対策本部及び緊急

対処事態対策本部条例施行規則の一

部を改正する規則

世田谷区国民保護対策本部及び緊急対処

事態対策本部条例施行規則（平成19年３月

世田谷区規則第51号）の一部を次のように

改正する。

第４条第２項本文中「事故あるとき」を

「事故があるとき」に、「国民保護対策」を

「危機管理部」に改め、同項ただし書中

「国民保護対策」を「危機管理部」に、「事

故あるとき」を「事故があるとき」に改め

る。

第５条第１項第８号中「危機管理室長」

を「危機管理部長」に改め、同項第10号中

「生活文化部長」を「生活文化政策部長」

に改め、同項第12号中「保健福祉部長」を

「保健福祉政策部長」に改め、同項第15号

中「道路・交通政策部長」を「道路・交通

計画部長」に改め、同項第16号中「教育次

長」を「教育総務部長」に改める。

第６条第９号中「危機管理室災害対策課

長」を「危機管理部災害対策課長」に改め、

同条第11号中「生活文化部市民活動・生涯

現役推進課長」を「生活文化政策部市民活

動・生涯現役推進課長」に改め、同条第13

号中「保健福祉部調整・指導課長」を「保

健福祉政策部保健福祉政策課長」に改め、

同条第16号中「道路・交通政策部道路管理

課長」を「道路・交通計画部道路管理課長」

に改める。

別表第１国民保護対策統括部の項中「危

機管理室長」を「危機管理部長」に、「情

報政策課」を「ＩＣＴ推進課」に改め、同

「ふる
表国民保護対策財政・広報部の項中

政策

さと納税対策担当課 「政策研究担当課
を

研究・調査課 」 統計調査担当課

に改め、同表国民保護対策区民支援部の
」

項中「生活文化部長」を「生活文化政策部

長」に、「窓口調整・番号制度担当課」を

「番号制度・マイナンバーカード交
に改

付推進担当課 」

め、同表国民保護対策保健福祉部の項を次

のように改める。

令和２年４月20日 （第709号）
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災対保健福祉部 部長 保健福祉政策部長

副部長 高齢福祉部長

副部長 障害福祉部長

副部長 子ども・若者部長

副部長 児童相談所長

副部長 保育部長

保健福祉政策課

保健医療福祉推進課

生活福祉課

国保・年金課

保険料収納課

高齢福祉課

介護保険課

介護予防・地域支援課

障害施策推進課

障害者地域生活課

障害保健福祉課

子ども育成推進課

児童課

子ども家庭課

児童相談支援課

若者支援担当課

児童相談所副所長

一時保護課

保育課

保育認定・調整課

保育計画・整備支援担当課

国民保護対策保

健福祉部

部長 保健福祉政策部長

副部長 高齢福祉部長

副部長 障害福祉部長

副部長 子ども・若者部長

保健福祉政策課

保健医療福祉推進課

生活福祉課

国保・年金課
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別表第１国民保護対策都市整備部の項中

「住宅管理課
「住宅課」を に改め、同表

居住支援課」

国民保護対策士木部の項中「道路・交通政

「
策部長」を「道路・交通計画部長」に、

道路管理課
を「道路管理課」に、「土木

道路指導課」

「土木計画調整課
計画課」を に

豪雨対策・下水道整備課」

改め、同表国民保護対策教育部の項中「教

育次長」を「教育総務部長」に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。ただし、第４条第２項本文の改正規

定（「事故あるとき」を「事故があるとき」

に改める部分に限る。）及び同項ただし書

の改正規定（「事故あるとき」を「事故が

あるとき」に改める部分に限る。）は、公

布の日から施行する。

世田谷区契約事務規則の一部を改正

する規則

世田谷区契約事務規則（昭和39年３月世

田谷区規則第４号）の一部を次のように改

正する。

目次中「第81条－第83条」を「第81条・

第82条」に改める。

第２条第１項第１号中「清掃事務所」の

次に「、児童相談所の副所長及び課」を加

え、同項第２号中「清掃事務所長」の次に

「、児童相談所の副所長及び課長」を加え

る。

第43条第６号中「かし担保責任」を「契

約不適合の場合における担保責任」に改め

る。

第50条第１項中「500,000,000円」を

「それぞれ500,000,000円」に改め、「前金

払」の次に「（以下「前金払」という。）」

を加え、同項に次のただし書を加える。

ただし、区長が特に認める場合は、そ

れぞれの範囲内で500,000,000円を超え

て前金払をすることができる。

第51条第３項に次のただし書を加える。

ただし、区長が特に認める場合は、別

に定める方法により算定した金額を支払

うものとする。

第60条第１号中「の完了」を「について

納品書兼完了届（第１号様式）の提出その

他区長が相当と認める方法による完了」に

改め、同条第２号中「工事のしゅん工の」

を「工事しゅん工届（第２号様式）の提出

その他区長が相当と認める方法による」に

改める。

第67条第１項中「検査証」の次に「（第

４号様式）」を加える。

第74条第１項中「契約締結請求書」の次

に「（第５号様式）」を加える。

第83条を削る。

付属様式の目次を削る。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区公有財産管理規則の一部を

改正する規則

世田谷区公有財産管理規則（平成27年３

月世田谷区規則第34号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条第１号中「総合支所」の次に「、

児童相談所」を加え、同条第２号中「総合

支所長」の次に「、児童相談所長」を加え、

同条第３号中「清掃事務所」の次に「、児

童相談所の副所長及び課」を加え、同条第

４号中「清掃事務所長」の次に「、児童相

談所の副所長及び課長」を加える。

第４条第１号、第13条第２項及び第49条

第２項中「道路・交通政策部長」を「道路・

交通計画部長」に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区特別区税条例施行規則の一

部を改正する規則

世田谷区特別区税条例施行規則（昭和40

年３月世田谷区規則第15号）の一部を次の

ように改正する。

第７条の見出し中「軽自動車税」の次に

「の種別割」を加え、同条中「軽自動車税」

の次に「の種別割」を加える。

第13条の表 の項中「軽自動車税」を

「種別割」に改め、同表 の項中「軽自動

車税減免申請書」を「軽自動車税（種別割）

減免申請書」に改め、同表 の項中「軽自

動車税減免申請書（改造用）」を「軽自動

車税（種別割）減免申請書（改造用）」に

改め、同表 の項中「軽自動車税減免可否

決定通知書」を「軽自動車税（種別割）減

免可否決定通知書」に、「軽自動車税の」

を「種別割の」に改める。

第16条の表 の項中「軽自動車税納税通

知書」を「軽自動車税（種別割）納税通知

書」に改める。

様式目次第12号の３様式の項から第12号

の５様式の項までを次のように改める。

第12号の３様式 軽自動車税（種別割）

減免申請書

第12号の４様式 軽自動車税（種別割）

減免申請書（改造用）

第12号の５様式 軽自動車税（種別割）

減免可否決定通知書

様式目次第17号様式の項を次のように改

める。

第17号様式 軽自動車税（種別割）納税

通知書

様式目次第25号の３様式を次のように改

める。

第25号の３様式 軽自動車税（種別割）

減免申請書（身体障害者等用）

第12号の３様式中「軽自動車税減免申請

書」を「軽自動車税（種別割）減免申請書」

に改める。

第12号の４様式中「軽自動車税減免申請

書（改造用）」を「軽自動車税（種別割減

「
免申請書（改造用）」に、「 」を、 印

」

に「電 話」を「電話番号」に、「軽自動

車税の」を「軽自動車税の種別割の」に改

める。

第12号の５様式中「軽自動車税減免可否

決定通知書」を「軽自動車税（種別割）減

免可否決定通知書」に、「軽自動車税減免

申請」を「軽自動車税の種別割の減免に係

る申請」に、「標識番号」を「車両番号又

は標識番号」に改める。

第16号様式裏面以外の部分を次のように

改める。

令和２年４月20日 （第709号）
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「

第15号様式の 中

」

31 軽自動車税

「

を に改める。

」

31 軽自動車税

（種別割）

副部長 児童相談所長

副部長 保育部長

保険料収納課

高齢福祉課

介護保険課

介護予防・地域支援課

障害施策推進課

障害者地域生活課

障害保健福祉課

子ども育成推進課

児童課

子ども家庭課

児童相談支援課

若者支援担当課

児童相談所副所長

一時保護課

保育課

保育認定・調整課

保育計画・整備支援担当課
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様式省略

第16号の２様式中「寡婦特別」を「特別

寡婦」に改める。

第17号様式裏面以外の部分を次のように

改める。

様式省略

第19号様式の の１を次のように改める。

様式省略

第19号様式の の３中「軽自動車税」の

次に「（種別割）」を加える。

第25号の３様式中「軽自動車税減免申請

書（身体障害者等用）」を「軽自動車税

（種別割）減免申請書（身体障害者等用）」

に、「軽自動車税の」を「軽自動車税（種

別割）の」に改める。

第26号様式の 裏面以外の部分を次のよ

うに改める。

様式省略

第29号様式、第34号の２様式、第35号の

２様式、第37号様式及び第38号の２様式か

ら第41号様式までの規定中「軽自動車税」

の次に「（種別割）」を加える。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第12号の３様式、第12号の４様

式及び第35号の３様式の規定に基づき作

成された様式の用紙で現に残存するもの

は、当分の間、修正して使用することが

できる。

世田谷区多様性を認め合い男女共同

参画と多文化共生を推進する条例施

行規則の一部を改正する規則

世田谷区多様性を認め合い男女共同参画

と多文化共生を推進する条例施行規則（平

成30年３月世田谷区規則第50号）の一部を

次のように改正する。

第12条中「生活文化部人権・男女共同参

画担当課」を「生活文化政策部人権・男女

共同参画担当課」に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区住民基本台帳ネットワーク

システムのセキュリティ対策に関す

る条例施行規則の一部を改正する規

則

世田谷区住民基本台帳ネットワークシス

テムのセキュリティ対策に関する条例施行

規則（平成14年７月世田谷区規則第73号）

の一部を次のように改正する。

第５条第４号及び第７条第２項中「政策

経営部情報政策課長」を「政策経営部ＩＣ

Ｔ推進課長」に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区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

関する条例施行規則の一部を改正す

る規則

世田谷区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条例

施行規則（平成27年10月世田谷区規則第80

号）の一部を次のように改正する。

第８条第５号中「政策経営部情報政策課

長」を「政策経営部ＩＣＴ推進課長」に改

め、同条第９号中「地域行政部窓口調整・

番号制度担当課長」を「地域行政部番号制

度・マイナンバーカード交付推進担当課長」

に改める。

第10条第２項ただし書中「政策経営部情

報政策課長」を「政策経営部ＩＣＴ推進課

長」に改め、同条第３項中「総合支所の課、

清掃事務所」の次に「、児童相談所の副所

長及び課」を、「清掃事務所長」の次に「、

児童相談所の副所長及び課長」を加え、

「区立中学校長及び」を「区立中学校長並

びに」に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。ただし、第10条第３項の改正規定

（「区立中学校長及び」を「区立中学校長並

びに」に改める部分に限る。）は、公布の

日から施行する。

世田谷区清掃・リサイクル条例施行

規則の一部を改正する規則

世田谷区清掃・リサイクル条例施行規則

（平成12年３月世田谷区規則第39号）の一

部を次のように改正する。

第77条の見出し中「廃止」を「使用の休

止、再開及び廃止」に改め、同条中「第11

条の２」を「第11条の３」に、「浄化槽廃

止届」を「浄化槽使用廃止届出書」に改め、

同条を同条第３項とし、同条に第１項及び

第２項として次の２項を加える。

浄化槽法第11条の２第１項の規定によ

る届出は、浄化槽使用休止届出書（第47

号の２様式）により行わなければならな

い。

２ 浄化槽法第11条の２第２項の規定によ

る届出は、浄化槽使用再開届出書（第47

号の３様式）により行わなければならな

い。

第47号様式の次に次の２様式を加える。

様式省略

第48号様式を次のように改める。

様式省略

附 則

１ この規則は、令和２年４月１日（以下

「施行日」という。）から施行する。

２ この規則による改正後の世田谷区清掃・

リサイクル条例施行規則の規定は、施行

日以後の浄化槽の使用の休止、再開又は

廃止について適用し、施行日前の浄化槽

の使用の休止、再開又は廃止については、

なお従前の例による。

社会福祉法人に対する助成の手続に

関する条例施行規則の一部を改正す

る規則

社会福祉法人に対する助成の手続に関す

る条例施行規則（昭和58年４月世田谷区規

則第21号）の一部を次のように改正する。

付則第２項及び第３項中「平成32年３月

31日」を「令和３年３月31日」に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区立保健センター条例施行規

則の一部を改正する規則

世田谷区立保健センター条例施行規則

（昭和51年12月世田谷区規則第52号）の一

部を次のように改正する。

第２条第１項中「午前９時から午後５時

まで」の次に「（運動指導室にあっては、

午前９時から午後９時まで）」を加える。

第３条第１項に次のただし書を加える。

ただし、運動指導室にあっては、第１

号に掲げる日を除くものとする。

第３条の次に次の９条を加える。

（団体登録）

第３条の２ 条例第３条の３第１項の規定

による申請をしようとする者は、あらか

じめ指定管理者（条例第３条の２第１項

第１号に規定する指定管理者をいう。以

下同じ。）に対し、使用者資格等に関す

る登録（以下「団体登録」という。）に

係る申出をし、団体登録を受けなければ

ならない。

２ 前項の申出は、次に掲げる事項を記載

した書面を指定管理者に提出することに

より行うものとする。

団体名

申出者の氏名

代表者の住所、氏名及び電話番号

団体の構成員の住所及び氏名

団体の活動内容

前各号に掲げるもののほか、区長が

必要と認めた事項

（団体登録の取消し）

第３条の３ 指定管理者は、登録団体（団

体登録を受けた団体をいう。以下同じ。）

が次の各号のいずれかに該当する場合は、

当該登録団体に係る団体登録を取り消す

ものとする。

前条第２項各号に掲げる事項につい

て虚偽の申出をしたとき。

運動指導室の使用において、条例の

規定に著しく違反したとき。

条例第３条の２第１項に規定するも

のに該当しなくなったとき。

登録団体から自己の団体登録の抹消

の求めがあったとき。

２ 指定管理者は、前項の規定により団体

登録の取消しをしたときは、当該取消し

に係る登録団体に対し、書面によりその

旨を通知するものとする。

（運動指導室の使用の申請等）

第３条の４ 運動指導室を使用しようとす

る登録団体（構成員の２分の１以上が区

令和２年４月20日 （第709号）
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「

第19号様式の の３中 31 軽自動車税

「

を に改める。

」 」

車税
31 軽自動車税

（種別割）

「

第19号様式の の２中 31 軽自動車税

「

を に改める。

」 」

車税
31 軽自動車税

（種別割）
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内に住所を有する者である団体に限る。）

は、使用しようとする日及び時間帯（以

下「使用希望日時」という。）の属する

月の２月前の第１火曜日（その日が保健

センターの休所日に当たる場合は、その

直後の休所日でない日）から当該日の２

営業日（保健センターの開所日をいう。）

後の日までに、指定管理者に対し、書面

の提出により申請することができる。

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者

は、必要と認めるときは、同項に規定す

る申請期間の末日を臨時に変更すること

ができる。

３ 指定管理者は、第１項の規定による申

請があったときは、これを審査し、使用

の承認の可否を決定するものとする。こ

の場合において、使用希望日時が重複し

たときは、抽選により使用者を決定し、

当該使用希望日時に係る使用を承認する

ものとする。

（使用状況に余裕があるときの運動指導室

の使用の申請等）

第３条の５ 前条第１項に規定するものの

ほか、運動指導室を使用しようとする登

録団体は、使用希望日時の属する月の２

月前の15日（その日が保健センターの休

所日に当たる場合は、その直前の休所日

でない日）から使用しようとする日まで

の間に、指定管理者に対し、書面の提出

その他の方法により申請することができ

る。

２ 指定管理者は、前項の規定による申請

があったときは、前条第３項の規定によ

り承認した運動指導室の使用日及び時間

帯を除き、運動指導室の使用を承認する

ものとする。

（運動指導室の使用の承認等の通知）

第３条の６ 指定管理者は、前２条の規定

により運動指導室の使用について、その

承認の可否を決定したときは、当該使用

の申請をした者に対し、書面の交付によ

りその旨を通知するものとする。

（書類等の提示）

第３条の７ 運動指導室の使用の承認を受

けた者は、その運動指導室の使用に際し

て、前条の書面を係員に提示しなければ

ならない。

（運動指導室の使用の辞退）

第３条の８ 運動指導室の使用の承認を受

けた者は、運動指導室の使用を辞退する

ときは、指定管理者にその旨の届出をし

なければならない。

（運動指導室の使用の承認の取消し等）

第３条の９ 指定管理者は、条例第３条の

５の規定により運動指導室の使用の承認

を取り消し、使用の条件を変更し、又は

使用を停止したときは、当該承認を受け

た者に対し、書面によりその旨を通知す

るものとする。

（運動指導室の使用料の納付期日）

第３条の10 運動指導室を使用しようとす

る登録団体は、その使用料を運動指導室

を使用しようとする日までに納付しなけ

ればならない。ただし、区長が特に必要

と認めた場合は、この限りでない。

第４条第１項に次のただし書を加える。

ただし、運動指導室に係る使用料にあっ

ては、第３号に規定する場合に限り、同

号の額を減額し、又は免除するものとす

る。

第４条第１項第２号中「別表５の項から

８の項まで」を「別表第１の５の項から８

の項まで」に改める。

第５条第４号中「（条例第７条に規定す

る指定管理者をいう。以下同じ。）」を削る。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。ただし、運動指導室の公用開始の日

は、同年７月１日とする。

世田谷区立障害者福祉施設条例の一

部を改正する条例の施行期日を定め

る規則

世田谷区立障害者福祉施設条例の一部を

改正する条例（平成28年６月世田谷区条例

第36号）の施行期日は、令和２年４月１日

とする。

世田谷区児童福祉法の施行に関する

規則の一部を改正する規則

世田谷区児童福祉法の施行に関する規則

（昭和62年３月世田谷区規則第33号）の一

部を次のように改正する。

第１条中「昭和23年政令第74号」の次に

「。以下「政令」という。」を加える。

第１条の２第２項中「小児慢性特定疾病

医療費非認定通知書」を「書面」に改め、

同条第５項中「小児慢性特定疾病医療費支

給変更申請書（以下「支給変更申請書」を

「小児慢性特定疾病記載事項変更届兼変更

申請書（第１号の２の２様式。以下「変更

申請書」に改め、同条第６項中「以下」を

「第１号の２の３様式。以下」に改め、同

条第７項中「支給変更申請書」を「変更申

請書」に、「以下」を「第１号の２の４様

式。以下」に改め、同条第９項中「小児慢

性特定疾病医療費支給認定更新申請書」の

次に「（第１号の２の５様式）」を加え、同

項に後段として次のように加える。

この場合において、本文の規定による

申請に係る認定については、第２項の規

定を準用する。

第１条の２第10項中「小児慢性特定疾病

医療費支給認定取消決定通知書」の次に

「（第１号の２の６様式）」を加える。

第１条の３の見出し中「重症患者認定」

を「重症患者区分認定」に改め、同条第１

項中「法第19条の３第１項に規定する指定

医（以下「小児慢性特定疾病指定医」とい

う。）による」を削り、同条第２項後段を

削る。

第１条の４第１項中「小児慢性特定疾病

指定医による人工呼吸器等装着者証明書に

必要書類を添えて」を「人工呼吸器等装着

者証明書を」に改め、同条第２項後段を削

る。

第１条の５第１項中「小児慢性特定疾病

指定医指定申請書兼経歴書」の次に「（第

１号の２の７様式）」を加え、同条第２項

を次のように改める。

２ 区長は、前項の申請があった場合は、

その内容の審査を行い、法第19条の３第

１項に規定する指定医（以下「小児慢性

特定疾病指定医」という。）を指定した

ときは小児慢性特定疾病指定医指定書

（第１号の２の８様式）により、指定し

ないことを決定したときは書面によりそ

の旨を当該小児慢性特定疾病指定医に通

知しなければならない。

第１条の５第３項中「小児慢性特定疾病

指定医指定書」を「小児慢性特定疾病指定

医更新申請書（第１号の２の９様式）」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、本文の規定による

申請に係る認定については、前項の規定

を準用する。

第１条の５第４項中「小児慢性特定疾病

指定医変更届」の次に「（第１号の２の10

様式）」を加え、同条第５項中「小児慢性

特定疾病指定医辞退届」の次に「（第１号

の２の11様式）」を加え、同条に次の１項

を加える。

６ 区長は、省令第７条の16の規定による

取消しを行うときは、その旨を書面で通

知しなければならない。

第１条の６第１項中「指定小児慢性特定

疾病医療機関指定申請書」の次に「（第１

号の２の12様式）」を加え、同条第２項中

「区長は」の次に「、前項の申請があった

場合は、その内容の審査を行い」を加え、

「、指定小児慢性特定疾病医療機関指定書」

を「指定小児慢性特定疾病医療機関指定書

（第１号の２の13様式）により、指定しな

いことを決定したときは書面によりその旨」

に、「交付し」を「通知し」に改め、同条

第３項中「指定小児慢性特定疾病医療機関

更新指定書を、当該」を「その内容の審査

を行い、その更新を認めたときは指定小児

慢性特定疾病医療機関更新指定書（第１号

の２の14様式）により、認めないときは書

面によりその旨を当該」に、「交付する」

を「通知する」に改め、同条第４項中「指

定小児慢性特定疾病医療機関変更届」の次

に「（第１号の２の15様式）」を加え、同条

第５項中「指定小児慢性特定疾病医療機関

辞退届」の次に「（第１号の２の16様式）」

を加え、同条第６項中「指定小児慢性特定

疾病医療機関休止等届」の次に「（第１号

の２の17様式）」を加え、同項を同条第７

項とし、同項の前に次の１項を加える。

６ 区長は、法第19条の18の規定による指

定医療機関の指定の取消し又は期間を定

めてその指定医療機関の指定の全部若し

くは一部の効力の停止をするときは、書

面によりその旨を当該指定医療機関に通

知しなければならない。

第１条の６の次に次の１条を加える。

（療育機関の指定申請等）

第１条の７ 省令第11条の規定による申請

を行おうとする病院の開設者は、療育機

関指定申請書（第１号の２の18様式）を

区長に提出しなければならない。

２ 区長は、前項の申請があった場合は、

その内容の審査を行い、法第20条第４項

に規定する指定療育機関（以下「指定療

育機関」という。）を指定したときは療

育機関指定書（第１号の２の19様式）に

より、指定しないことを決定したときは
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書面によりその旨を当該申請をした者に

通知しなければならない。

３ 省令第15条の規定による変更等の届出

を行おうとする指定療育機関の開設者は、

療育機関変更等届（第１号の２の20様式）

を区長に提出しなければならない。

４ 省令第16条の規定による辞退を申し出

ようとする指定療育機関の開設者は、療

育機関指定辞退届（第１号の２の21様式）

を区長に提出しなければならない。

第２条中「第１号の２の２様式」を「第

１号の２の22様式」に改める。

第２条の２第１項中「第１号の２の３様

式」を「第１号の２の23様式」に改める。

第３条の５の次に次の３条を加える。

（障害福祉サービスの措置に係る徴収金の

額）

第３条の６ 法第56条第２項の規定により、

法第21条の６の規定による措置が行われ

た場合における障害児の扶養義務者（民

法（明治29年法律第89号）に定める扶養

義務者をいう。以下同じ。）から徴収す

る当該措置に係る費用の額は、その負担

能力に応じ、区長が別に定める額とする。

２ 区長は、前項の規定により決定し、又

は変更した額（以下「障害福祉サービス

徴収額」という。）を措置費徴収額決定

（変更）通知書（第１号の12様式）を障

害児の扶養義務者に交付しなければなら

ない。

（障害福祉サービスの措置に係る徴収金等

の変更）

第３条の７ 区長は、法第21条の６の規定

による措置が行われた場合における障害

児の扶養義務者が、前年に比して収入が

減少し、又はやむを得ない理由により支

出が必要になる等の事情により、障害福

祉サービス徴収額の負担能力に著しい変

動が生じた場合で、障害福祉サービス徴

収額又は障害福祉サービス徴収額を負担

する扶養義務者を変更する必要があると

認めるときは、障害福祉サービス徴収額

又は障害福祉サービス徴収額を負担する

扶養義務者を変更することができる。

第７条の７を第７条の12とし、第７条の

３から第７条の６までを５条ずつ繰り下げ

る。

第７条の２中「第７号の２様式」を「第

７号の２の８様式」に改め、同条を第７条

の７とする。

第７条の次に次の５条を加える。

（障害児入所給付費等の支給の申請等）

第７条の２ 法第24条の２第１項の障害児

入所給付費又は法第24条の７第１項の特

定入所障害児食費等給付費（以下「障害

児入所給付費等」という。）の支給を受

けようとする障害児の保護者は、障害児

入所給付費等支給申請書兼利用者負担額

減額・免除等申請書を区長に提出しなけ

ればならない。

２ 区長は、前項の規定による申請があっ

た場合は、障害児入所給付費等を支給す

ることの決定を行ったときは障害児入所

給付費等支給決定通知書兼利用者負担額

減額・免除等決定通知書（第７号の２様

式）を、支給しないことの決定を行った

ときは却下決定通知書（第７号の２の２

様式）をその決定に係る障害児の保護者

に交付しなければならない。

３ 区長は、法第24条の３第４項に規定す

る入所給付決定（以下「入所給付決定」

という。）を行ったときは、当該入所給

付決定を受けた保護者（以下「入所給付

決定保護者」という。）に障害児入所受

給者証（第７号の２の３様式）を交付す

るものとする。

４ 区長は、法第24条の20第１項に規定す

る指定障害児入所施設等を利用する障害

児に障害児入所給付費等を支給すること

の決定を行ったときは、入所給付決定保

護者に前項の障害児入所受給者証に加え

て、障害児入所医療受給者証（第７号の

２の４様式）を交付するものとする。

５ 区長は、障害児入所給付費を支給する

期間において、入所給付決定保護者が省

令第25条の７第７項に規定する事項の変

更の届出を行おうとするときは、障害児

入所給付費等利用者負担額減額・免除等

変更届出書に障害児入所受給者証その他

区長が必要と認める書類を添付して、提

出させなければならない。

６ 区長は、前項の規定による届出があっ

た場合において、省令第25条の７第５項

に規定する障害児入所支援負担上限月額

等の変更の決定を行ったときは、省令第

25条の９の規定（省令第25条の19第４項

において準用する場合を含む。）により

障害児入所給付費等利用者負担額減額・

免除等変更決定通知書（第７号の２の５

様式）を当該決定に係る入所給付決定保

護者に交付しなければならない。

（障害児入所受給者証の再交付の申請）

第７条の３ 区長は、障害児入所給付費を

支給する期間において、入所給付決定保

護者が省令第25条の７第９項に規定する

再交付の申請を行うときは、受給者証再

交付申請書に区長が必要と認める書類を

添付して、提出させなければならない。

（入所給付決定の取消し）

第７条の４ 区長は、法第24条の４第１項

の規定により入所給付決定の取消しを行っ

たときは、給付決定取消通知書（第７号

の２の６様式）を当該入所給付決定の取

消しに係る入所給付決定保護者に交付し

なければならない。

（高額障害児入所給付費の支給の申請等）

第７条の５ 区長は、法第24条の６第１項

の規定により入所給付決定保護者が高額

障害児入所給付費の支給を受けようとす

るときは、高額障害児入所給付費支給申

請書を提出させなければならない。

２ 区長は、前項の規定による申請に対し

て高額障害児入所給付費の支給の可否の

決定を行ったときは、高額障害児入所給

付費支給（不支給）決定通知書（第７号

の２の７様式）を当該決定に係る入所給

付決定保護者に交付しなければならない。

（申請、届出等の経由）

第７条の６ 第７条の２第１項、第７条の

３及び前条第１項の規定による申請、第

７条の３第５項の規定による届出並びに

法第24条の４第２項及び省令第25条の７

第12項の規定による入所給付決定保護者

からの入所受給者証等の返還は、児童相

談所長を経由して行わなければならない。

第８条第１項中「児童相談所（法第12条

に規定する児童相談所をいう。）の長」を

「児童相談所長」に改める。

第８条の12を第８条の26とし、同条の次

に次の７条を加える。

（病児保育事業の実施、変更、廃止等の届

出）

第８条の27 区長は、国及び都道府県以外

の者が法第34条の18第１項の規定により

病児保育事業を行うときは、区長が別に

定める書類を添付した病児保育事業実施

届（第９号の13様式）を提出させなけれ

ばならない。

２ 区長は、国及び都道府県以外の者が法

第34条の18第２項の規定による届出をし

ようとするときは、病児保育事業内容変

更届（第９号の14様式）を提出させなけ

ればならない。

３ 区長は、国及び都道府県以外の者が法

第34条の18第３項の規定により病児保育

事業を廃止し、又は休止しようとすると

きは、病児保育事業廃止（休止）届（第

９号の15様式）を提出させなければなら

ない。

（里親の認定登録申請等）

第８条の28 省令第36条の41第１項に規定

する養育里親希望者は、同項の規定によ

り申請しようとするときは、里親認定登

録申請書を区長に提出しなければならな

い。

２ 前項の申請書は、児童相談所長を経由

してこれを提出しなければならない。こ

の場合において、児童相談所長は、当該

申請書に調査及び意見に関する書面を添

えて区長に進達しなければならない。

３ 区長は、第１項の規定による申請があっ

た場合は、その内容の審査を行い、政令

第29条の規定により世田谷区児童福祉審

議会の意見を聴き、適当と認めたときは、

里親として認定し、里親登録簿に所定の

事項を登録するものとする。

４ 区長は、第１項の規定による申請をし

た者を里親として認定することを決定し

たときは里親認定通知書（第９号の16様

式）を、認定しないことを決定したとき

は里親認定否決通知書（第９号の17様式）

を、児童相談所長を経由して交付するも

のとする。

（児童福祉施設の設置の認可の申請、変更、

取消、廃止等）

第８条の29 区長は、国、都道府県及び区

市町村以外の者が法第35条第４項の規定

により児童福祉施設を設置しようとする

ときは、児童福祉施設設置認可申請書を

提出させなければならない。

２ 区長は、前項の規定による申請に対し

て法第35条第４項に規定する児童福祉施

設の認可をすることを決定したときは児

童福祉施設設置認可書（第９号の18様式）

を、認可をしないことを決定したときは

児童福祉施設設置不認可決定通知書（第

９号の19様式）を当該申請をした者にそ

れぞれ交付しなければならない。
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３ 区長は、国、都道府県及び区市町村以

外の者が省令第37条第５項又は第６項の

規定による届出をしようとするときは、

児童福祉施設内容変更届を提出させなけ

ればならない。

４ 区長は、法第58条第１項の規定により

認可の取消しをするときは、児童福祉施

設認可取消通知書（第９号の20様式）を

当該認可を受けた者に交付しなければな

らない。

５ 区長は、国、都道府県及び区市町村以

外の者が法第35条第12項の承認を受けよ

うとするときは、児童福祉施設廃止（休

止）承認申請書を提出させなければなら

ない。

６ 区長は、前項の規定による申請に対し

て同項の承認をするときは、児童福祉施

設廃止（休止）承認書により当該申請を

した者に通知しなければならない。

（児童福祉施設に係る申請又は届出の経由）

第８条の30 区長は、助産施設、医療型障

害児入所施設及び医療型児童発達支援セ

ンターに係る前条第１項及び第５項の規

定による申請又は同条第３項の規定によ

る届出は、世田谷保健所長を経由して行

わせなければならない。

（養子縁組承諾許可の申請）

第８条の31 児童福祉施設の長は、法第47

条第１項ただし書の規定により同項ただ

し書に規定する縁組の承諾をしようとす

るときは、養子縁組承諾許可申請書を区

長に提出しなければならない。

２ 児童相談所長は、前項の申請書を受理

したときは、養子縁組に関する調査書を

添付して区長に進達しなければならない。

３ 区長は、養子縁組の許否を決定したと

きは、養子縁組承諾許可（不許可）通知

書を、児童相談所長を経由して第１項に

規定する申請をした者に交付するものと

する。

（費用の基準）

第８条の32 区長は、毎年度次に掲げる費

用の基準を定め、当該費用の支弁を受け

る児童自立生活援助事業を行う者、小規

模住居型児童養育事業を行う者、里親及

び児童福祉施設の設置者に通知するもの

とする。

法第50条第６号の２、第７号及び第

７号の３に掲げる費用

法第51条第２号に掲げる費用

（費用の請求）

第８条の33 児童自立生活援助事業を行う

者、小規模住居型児童養育事業を行う者、

里親及び児童福祉施設の設置者が前条第

１号に掲げる費用の支払を求めるときは、

月ごとに計算書を添えて請求書を区長に

提出しなければならない。ただし、母子

生活支援施設の設置者にあっては、当該

母子生活支援施設において母子保護の実

施を行った福祉事務所長に提出するもの

とする。

第８条の11を第８条の25とし、第８条の

７から第８条の10までを14条ずつ繰り下げ、

第８条の６を第８条の19とし、同条の次に

次の１条を加える。

（一時預かり事業の実施、変更、廃止等の

届出）

第８条の20 区長は、区市町村、社会福祉

法人その他の者が法第34条の12第１項の

規定による届出をしようとするときは、

一時預かり事業実施届（第９号の５の２

様式）を提出させなければならない。

２ 区長は、区市町村、社会福祉法人その

他の者が法第34条の12第２項の規定によ

る届出をしようとするときは、一時預か

り事業内容変更届（第９号の５の３様式）

を提出させなければならない。

３ 区長は、区市町村、社会福祉法人その

他の者が法第34条の12第３項の規定によ

る届出をしようとするときは、一時預か

り事業廃止（休止）届（第９号の５の４

様式）を提出させなければならない。

第８条の６を第８条の19とし、第８条の

５を第８条の18とし、第８条の４を第８条

の17とし、同条の前に次の７条を加える。

（保護経過の記録）

第８条の10 児童自立生活援助事業を行う

者、小規模住居型児童養育事業を行う者

及び児童福祉施設の長は、法第30条の２

の規定により児童入退所状況その他児童

の保護について必要な事項を区長に報告

するために入所した児童その他の者につ

いて、常にその保護経過を記録しておか

なければならない。

（一時保護の通知）

第８条の11 児童相談所長は、法第33条第

１項若しくは第10項の規定により児童若

しくは同項に規定する保護延長者（以下

「保護延長者」という。）の一時保護を行

い、又は行わせたときは、一時保護決定

通知書（第９号の２の11様式）を児童又

はその保護者若しくは保護延長者の監護

者に交付しなければならない。

２ 児童相談所長は、前項の一時保護を解

除したときは、一時保護解除決定通知書

（第９号の２の12様式）を児童又はその

保護者に交付しなければならない。

３ 第１項又は前項の規定は、法第33条第

２項若しくは第11項の規定により児童若

しくは保護延長者の一時保護を行い、若

しくは行わせたとき又は当該一時保護を

解除したときの通知について準用する。

（所持物の保管）

第８条の12 児童相談所長は、法第33条の

２の２第２項の規定により売却を必要と

する物で高価と認められるものは、公告

して競売に付さなければならない。ただ

し、即時に売却しなければ腐敗し、若し

くは滅失するおそれがある物又は公告の

後、競買人がない物については、この限

りでない。

２ 前項の規定による公告は、競売に対す

る物の名称、種類、数量、形状、担当職

員の氏名、競売の場所及び日時その他必

要な事項を記した書面を14日間区役所の

門前掲示場に掲示して行うものとする。

（返還の公告）

第８条の13 法第33条の２の２第４項の規

定による公告は、物の名称、種類、数量、

形状及び児童がその物を所持するに至っ

た経緯等の事項を記した書面を14日間区

役所の門前掲示場に掲示して行うものと

する。

（遺留物の保管等）

第８条の14 法第33条の３第２項において

準用する法第33条の２の２第２項の規定

による売却及び同条第４項の規定による

公告については、前２条の規定を準用す

る。

（児童自立生活援助の実施）

第８条の15 法第33条の６第２項に規定す

る満20歳未満義務教育終了児童等（同条

第６項において準用する場合にあっては、

同項に規定する満20歳以上義務教育終了

児童等）であって、児童自立生活援助の

実施を希望するものは、同条第２項（同

条第６項において準用する場合を含む。）

の規定による申込みをするときは、児童

自立生活援助実施申込書を区長に提出し

なければならない。

２ 区長は、児童自立生活援助を実施する

ことを決定したときは、児童自立生活援

助実施決定通知書（第９号の２の13様式）

を前項の申込みをした者（次項において

「申込者」という。）に、委託通知書を児

童自立生活援助事業を行う者に、それぞ

れ交付しなければならない。

３ 区長は、前項の児童自立生活援助を実

施しないことを決定したときは、児童自

立生活援助実施不承諾通知書（第９号の

２の14様式）を申込者に交付しなければ

ならない。

４ 区長は、第２項の規定により決定した

児童自立生活援助の実施を解除するとき

は、児童自立生活援助実施解除決定通知

書（第９号の２の15様式）を当該児童自

立生活援助を受けている者に、委託解除

通知書を児童自立生活援助事業を行う者

にそれぞれ交付しなければならない。

（児童自立生活援助事業及び小規模住居型

児童養育事業の実施、変更、廃止等の届出）

第８条の16 区長は、国及び都道府県以外

の者が法第34条の４第１項の規定による

届出をしようとするときは、児童自立生

活援助事業・小規模住居型児童養育事業

実施届を提出させなければならない。

２ 区長は、国及び都道府県以外の者が法

第34条の４第２項の規定による届出をし

ようとするときは、児童自立生活援助事

業・小規模住居型児童養育事業内容変更

届を提出させなければならない。

３ 区長は、国及び都道府県以外の者が法

第34条の４第３項の規定による届出をし

ようとするときは、児童自立生活援助事

業・小規模住居型児童養育事業廃止（休

止）届を提出させなければならない。

第８条の３を次のように改め、同条を第

８条の９とする。

（同居児童の届出）

第８条の３ 法第30条第１項の規定による

届出を行おうとする者は、その児童との

同居を始めた日から３月以内（乳児につ

いては、１月以内）に同居児童に関する

届出書を区長に提出しなければならない。

２ 法第30条第２項の規定による届出を行

おうとする者は、その児童との同居をや

めた日から１月以内に同居児童の解消に

関する届出書を区長に提出しなければな
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らない。

第８条の２を次のように改め、同条を第

８条の８とする。

（身分を証明する証票）

第８条の２ 区長は、法第29条の規定によ

り立入調査等を行わせるときは、証票

（第９号の２の10様式）を携帯させなけ

ればならない。

第８条の次に次の６条を加える。

（児童相談所長等の措置）

第８条の２ 児童相談所長は、法第26条第

１項第２号の規定による措置を採るとき

は、指導（指導委託）措置決定通知書

（第９号の２様式）を児童又はその保護

者に交付しなければならない。この場合

において、指導させる者が、知的障害者

福祉司又は社会福祉主事であるときは当

該知的障害者福祉司又は社会福祉主事の

所属する社会福祉法（昭和26年法律第45

号）に規定する福祉に関する事務所の長

に対し、児童委員であるときは当該児童

委員に対し、指導措置依頼書により、そ

れぞれ通知しなければならない。

２ 児童相談所長は、法第26条第１項第３

号の規定による措置を採るときは、送致

書を区長に送付しなければならない。

３ 児童相談所長は、法第26条第１項第４

号の規定による措置を採るときは、送致

書を福祉事務所に送付しなければならな

い。

４ 第１項の規定は、法第27条第１項第２

号の規定による措置に係る通知について

準用する。

５ 区長は、法第27条第１項第３号並びに

法第28条第１項第１号及び第２号ただし

書の規定による措置を採るときは、児童

を里親に委託するときにあっては、措置

委託通知書を当該里親に、児童を小規模

住居型児童養育事業を行う者に委託し、

又は児童福祉施設に入所させるときにあっ

ては、措置依頼通知書を当該小規模住居

型児童養育事業を行う者又は当該児童福

祉施設の長に、措置決定通知書（第９号

の２の２様式）を当該児童又はその保護

者にそれぞれ交付しなければならない。

６ 区長は、法第27条の２第１項の規定に

よる措置を採るときは、措置依頼通知書

をその施設の長に、措置決定通知書を児

童又はその保護者にそれぞれ交付しなけ

ればならない。

７ 区長は、法第28条第２項ただし書の規

定により、同条第１項第１号及び第２号

ただし書の措置の期間を更新するときは、

措置期間更新決定通知書（第９号の２の

３様式）を児童又はその保護者に、措置

期間更新通知書をその施設の長にそれぞ

れ交付しなければならない。

８ 区長は、法第28条第３項の規定により、

同条第１項第１号又は第２号ただし書の

措置を継続したときは、措置期間継続決

定通知書（第９号の２の４様式）を児童

又はその保護者に、措置期間継続通知書

をその施設の長にそれぞれ交付しなけれ

ばならない。

９ 児童相談所長は、第１項の措置の解除

をしたときは措置解除決定通知書（第９

号の２の５様式）を、変更をしたときは

措置変更決定通知書（第９号の２の６様

式）を、停止をしたときは措置停止決定

通知書（第９号の２の７様式）を、延長

をしたときは措置延長決定通知書（第９

号の２の８様式）を、停止の解除をした

ときは停止措置再開決定通知書（第９号

の２の９様式）を児童又はその保護者に

交付しなければならない。

10 児童相談所長は、第１項の措置の解除

をしたときは措置解除通知書を、変更を

したときは措置変更通知書を、停止をし

たときは措置停止通知書を、延長をした

ときは措置延長通知書を、停止の解除を

したときは停止措置再開通知書を小規模

住居型児童養育事業を行う者、里親、児

童福祉施設の長又は同項の規定により指

導を依頼した者に交付しなければならな

い。

11 前２項の規定は、第４項、第５項又は

第６項の措置の解除、変更、停止、延長

又は停止の解除（以下「解除等」という。）

に係る通知について準用する。

（重症心身障害児入所施設への入所措置等）

第８条の３ 区長は、法第27条第１項第３

号の規定による重症心身障害児入所施設

への入所の措置又は法第６条の２の２第

３項に規定する指定発達支援医療機関

（以下「指定発達支援医療機関」という。）

への委託の措置を要すると認めたときは、

重症心身障害児入所施設入所（指定発達

支援医療機関委託）進達書に調査及び意

見に関する書面を添えて東京都知事に進

達しなければならない。

２ 区長は、前項の規定による進達のあっ

た者について、重症心身障害児入所施設

への入所の措置又は指定発達支援医療機

関への委託の措置を要すると認めたとき

は、措置依頼通知書を重症心身障害児入

所施設の長又は指定発達支援医療機関の

長に、措置決定通知書を児童又はその保

護者に、それぞれ交付するものとする。

３ 前条第９項及び第10項の規定は、前項

の措置の解除等に係る通知について準用

する。

（指導状況の報告等）

第８条の４ 区長は、必要があると認める

ときは、法第27条第１項第２号の規定に

より指導を行う者に、その指導状況につ

いて報告させることができる。

２ 法第27条第１項第２号の規定により指

導を行う者は、指導している児童又はそ

の保護者について、常にその指導経過を

記録しておかなければならない。

（里親の指導）

第８条の５ 区長は、法第27条第１項第３

号の規定により区外に居住する里親に児

童を委託する措置を採るときは、当該里

親の居住地を管轄する児童相談所長に必

要な指導を依頼しなければならない。

２ 区長は、里親に児童を委託する措置を

採る場合において、必要があると認める

ときは、当該里親の指導を行う者にその

指導状況について報告させることができ

る。

（児童受託書の提出）

第８条の６ 里親は、委託を受けた児童に

ついて、児童受託書を児童相談所長に提

出しなければならない。

（異動等の届出）

第８条の７ 里親は、次に掲げる場合には、

必要な意見を付して異動報告書により児

童相談所長に届け出なければならない。

委託を受けた児童が死亡したとき。

前号に規定する場合のほか、委託を

受けた児童について、措置の解除、変

更又は停止を行うことが適当であると

認めたとき。

住所又は居所を移転するとき。

前３号に掲げるもののほか、登録し

た事項に重大な変更を生じたとき。

２ 児童自立生活援助事業を行う者、小規

模住居型児童養育事業を行う者及び児童

福祉施設の長に係る里親の届出について

は、前項（第３号及び第４号を除く。）

の規定を準用する。この場合において、

同項中「児童相談所長」とあるのは「児

童その他の者について委託、措置又は助

産の実施等を行った児童相談所長又は福

祉事務所長」と、「児童に」とあるのは

「児童その他の者に」と、「措置」とある

のは「委託、措置又は助産の実施等」と

読み替えるものとする。

第９条の見出し中「助産及び母子保護の

実施に係る」を削り、同条第１項中「第８

条の２第１項」を「第３条の６第１項」に

改める。

第10条の２を第10条の３とし、同条の次

に次の１条を加える。

（公私連携保育法人の指定等）

第10条の４ 法第56条の８第１項の規定に

よる指定を受けようとする法人は、公私

連携保育法人指定申請書（第９号の21様

式）に区長が必要と認める書類を添付し

て、区長に申請しなければならない。

２ 区長は、法第56条の８第１項の規定に

よる指定をしたときは、公私連携保育法

人指定通知書（第９号の22様式）を前項

の規定による申請をした法人に交付しな

ければならない。

３ 区長は、法第56条の８第11項の規定に

よる指定の取消しを行ったときは、公私

連携保育法人指定取消通知書（第９号の

23様式）を前項の指定をした法人に交付

しなければならない。

第10条の次に次の１条を加える。

（徴収金等の特例）

第10条の２ 法第42条の規定に基づく障害

児入所施設（主として自閉症児を入所さ

せる医療型障害児入所施設に限る。）へ

の入所及び入所後の保護につき、法第45

条の 低基準を維持するために要する費

用については、法第56条第２項の規定に

より本人又はその扶養義務者から徴収す

べき費用を区が負担する。

第11条に次の１項を加える。

２ 児童相談所長は、次に掲げる書類を作

成し、常にその記載事項について整理し

ておかなければならない。

受付簿

児童票

指導措置簿

令和２年４月20日 （第709号）
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入所措置簿

措置解除簿

送致簿

別表第１備考以外の部分を次のように改

める。

別表第１（第９条関係）

令和２年４月20日 （第709号）
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本人の属する世帯の階層区分 徴収金基準額（月額）

母子生活支援施

設及び法第33条

の６第１項に規

定する児童自立

生活援助

児童養護施設、児童自立支援施設、

児童心理治療施設、福祉型障害児

入所施設、乳児院、医療型障害児

入所施設、指定発達支援医療機関

及び小規模住居型児童養育事業

里親

階層 定義 入所 入所以外

Ａ 生活保護法（昭和25年法律第144号）による被

保護世帯（単給世帯を含む。）及び中国残留邦

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）による支援給

付受給世帯

０円 ０円 ０円 ０円

Ｂ Ａ階層を除き当該年度分の区市町村民税非課税

世帯

０円 ０円 ０円 ０円

Ｃ１ Ａ階層及びＢ階層を

除き前年分の徴収金

算定所得税額が０円

の世帯

当該年度分の均等割のみ

課税世帯（当該年度分の

徴収金算定所得割額が０

円の世帯）

2,200円 4,500円 2,200円 4,500円

Ｃ２ 当該年度分の徴収金算定

所得割額が０円以外の世

帯

3,300円 6,600円 ３,300円 6,600円

Ｄ１の１ Ａ階層及びＢ階層を

除き前年分の徴収金

算定所得税額が０円

以外の世帯

前年分の徴収金算定所得

税額が2,400円以下の世

帯

4,500円 9,000円 4,500円 9,000円

Ｄ１の２ 前年分の徴収金算京所得

税額が2,401円以上8,400

円以下の世帯

Ｄ１の３ 前年分の徴収金算定所得

税額が8,401円以上15,00

0円以下の世帯

Ｄ２ 前年分の徴収金算定所得

税額が15,001円以上40,0

00円以下の世帯

6,700円 13,500円 6,700円 13,500円

Ｄ３ 前年分の徴収金算定所得

税額が40,001円以上70,0

00円以下の世帯

9,300円 18,700円 9,300円 18,700円

Ｄ４ 前年分の徴収金算定所得

税額が70,001円以上183,

000円以下の世帯

14,500円 29,000円 14,500円 29,000円

Ｄ５ 前年分の徴収金算定所得

税額が183,001円以上403,

000円以下の世帯

20,600円 41,200円 20,600円 41,200円

Ｄ６ 前年分の徴収金算定所得

税額が403,001円以上703,

000円以下の世帯

27,100円 54,200円 27,100円 54,200円

Ｄ７ 前年分の徴収金算定所得

税額が703,001円以上1,0

78,000円以下の世帯

34,300円 68,700円 34,300円 68,700円

Ｄ８ 前年分の徴収金算定所得

税額が1,078,001円以上1,

632,000円以下の世帯

42,500円 85,000円 42,500円 85,000円

Ｄ９ 前年分の徴収金算定所得 51,400円 102,900円 51,400円 102,900円
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第１号様式を次のように改める。

様式省略

第１号の２様式裏面以外の部分を次のよ

うに改める。

様式省略

第１号の２の３様式を第１号の２の23様

式とし、第１号の２の２様式を第１号の２

の22様式とし、第１号の２様式の次に次の

20様式を加える。

様式省略

第１号の11様式の次に次の１様式を加え

る。

様式省略

第７号の２様式中「（第７条の２関係）」

を「（第７条の７関係）」に改め、同様式を

第７号の２の８様式とし、第７号様式の次

に次の７様式を加える。

様式省略

第７号の３様式中「（第７条の３関係）」

を「（第７条の８関係）」に改める。

第７号の４様式中「（第７条の４関係）」

を「（第７条の９関係）」に改める。

第７号の５様式中「（第７条の５関係）」

を「（第７条の10関係）」に改める。

第７号の６様式中「（第７条の６関係）」

を「（第７条の11関係）」に改める。

第９号の２様式を次のように改める。

様式省略

第９号の３様式中「（第８条の４関係）」

を「（第８条の17関係）」に改め、同様式の

前に次の14様式を加える。

様式省略

第９号の４様式中「（第８条の５関係）」

を「（第８条の18関係）」に改める。

第９号の５様式中「（第８条の６関係）」

を「（第８条の19関係）」に改め、同様式の

次に次の３様式を加える。

様式省略

第９号の６様式中「（第８条の７関係）」

を「（第８条の21関係）」に改める。

第９号の７様式及び第９号の８様式中

「（第８条の８関係）」を「（第８条の22関係）」

に改める。

第９号の９様式中「（第８条の９関係）」

を「（第８条の23関係）」に改める。

第９号の10様式中「（第８条の10関係）」

を「（第８条の24関係）」に改める。

第９号の11様式中「（第８条の11関係）」

を「（第８条の25関係）」に改める。

第９号の12様式中「（第８条の12関係）」

を「（第８条の26関係）」に改め、同様式の

次に次の11様式を加える。

様式省略

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区児童福祉審議会条例施行規

則

（趣旨）

第１条 この規則は、世田谷区児童福祉審

議会条例（令和元年10月世田谷区条例第

29号。以下「条例」という。）第７条の

規定に基づき、世田谷区児童福祉審議会

（以下「審議会」という。）の運営につい

て必要な事項を定めるものとする。

（会議の公開）

第２条 条例第６条の会議（次条及び第６

条において「会議」という。）は、公開

とする。ただし、委員長が公開すること

が適当でないと認めるときは、この限り

でない。

（議事録）

第３条 委員長は、次に掲げる事項を記載

した議事録（以下「議事録」という。）

を作成し、保存するものとする。

審議会の開催年月日及び開催場所

出席した委員、臨時委員等の氏名

会議に付した議題

議事のてんまつ

前各号に掲げるもののほか、審議会

の経過に関する事項

２ 議事録には、委員長及び委員長が会議

において指名する委員１名が署名するも

のとする。

３ 議事録は、公開する。ただし、世田谷

区情報公開条例（平成13年３月世田谷区

条例第６号）第７条各号に該当するとき

は、この限りでない。

（部会）

第４条 審議会は、必要があると認めると

きは、部会を置くことができる。

２ 部会に属すべき委員及び臨時委員は、

その部会の審議する事項について、専門

的知識を有する委員及び臨時委員のうち

から、委員長が指名する。

３ 部会に部会長を置き、委員長の指名す

る委員をもって充てる。

４ 部会長は、部会を招集し、その事務を

総理し、部会の調査審議の経過及び結果

を審議会に報告する。

５ 部会長に事故があるとき又は部会長が

欠けたときは、部会に属する委員のうち

から、あらかじめ部会長の指名する者が

その職務を代理する。

６ 部会は、部会に属する委員及び臨時委

員の過半数が出席しなければ会議を開く

ことができない。

７ 部会の議事は、その会議に出席した委

員及び臨時委員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、部会長の決するとこ

ろによる。

８ 審議会は、その議決により部会の議決

をもって審議会の議決とすることができ

る。

９ 第２条の規定にかかわらず、部会の会

議は非公開とする。ただし、部会長が必

要があると認めた場合は公開とすること

ができる。

（守秘義務）

第５条 委員及び臨時委員は、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。

（委員等の除斥）

第６条 委員及び臨時委員は、自己に直接

の利害関係のある事項については、その

議事に加わることができない。ただし、

審議会の同意があったときは、会議に出

席し、発言することができる。

（幹事）

第７条 審議会に、幹事を置く。

２ 幹事は、区職員のうちから区長が任命

する。

３ 幹事は、委員長の命を受け、会務を処

理する。

令和２年４月20日 （第709号）
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税額が1,632,001円以上2,

303,000円以下の世帯

Ｄ10 前年分の徴収金算定所得

税額が2,303,001円以上3,

117,000円以下の世帯

61,200円 122,500円 61,200円 122,500円

Ｄ11 前年分の徴収金算定所得

税額が3,117,001円以上4,

173,000円以下の世帯

71,900円 143,800円 71,900円 143,800円

Ｄ12 前年分の徴収金算定所得

税額が4,173,001円以上5,

334,000円以下の世帯

83,300円 166,600円 83,300円 166,600円

Ｄ13 前年分の徴収金算定所得

税額が5,334,001円以上6,

674,000円以下の世帯

95,600円 191,200円 95,600円 191,200円

Ｄ14 前年分の徴収金算定所得

税額が6,674,001円以上

の世帯

255,300円 その月における

その児童等に係

る費用の支弁額

その月における

その児童等に係

る費用の支弁額

その月における

その児童等に係

る費用の支弁額
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（庶務）

第８条 審議会の庶務は、子ども・若者部

子ども育成推進課において処理する。た

だし、部会の庶務は、その部会の調査審

議に係る事項を所掌する課（世田谷区組

織規則（平成３年３月世田谷区規則第７

号）第11条第１項に規定する課及び担当

課をいう。）において処理する。

（委任）

第９条 この規則に定めるもののほか、審

議会の運営に関し必要な事項は、審議会

が定める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区児童虐待の防止等に関する

法律の施行に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、児童虐待の防止等に

関する法律（平成12年法律第82号。以下

「法」という。）の施行について、児童虐

待の防止等に関する法律施行令（平成12

年政令第472号）及び児童虐待の防止等

に関する法律施行規則（平成20年厚生労

働省令第30号）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。

（身分を証明する証票）

第２条 法第８条の２第１項、第９条第１

項、第９条の２第１項及び第９条の６に

規定する証票は、世田谷区児童福祉法の

施行に関する規則（昭和62年３月世田谷

区規則第33号）第９号の２の10様式によ

るものとする。

（出頭要求の告知）

第３条 区長は、法第８条の２第１項の規

定によりその児童の保護者の出頭を求め

るときは、当該保護者に対し、出頭要求

告知書（第１号様式）により告知しなけ

ればならない。

（再出頭要求等の告知）

第４条 区長は、法第９条の２第１項の規

定によりその児童の保護者の出頭を求め

るときは、当該保護者に対し、再出頭要

求等告知書（第２号様式）により告知し

なければならない。

（許可状の請求）

第５条 区長は、法第９条の３第１項の許

可状を請求するときは、その児童の住所

又は居所の所在地を管轄する地方裁判所、

家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に対

し、臨検・捜索許可状請求書（第３号様

式）に同条第３項に規定する資料を添え

て提出しなければならない。

（警察署長に対する援助の要請）

第６条 児童相談所長又は区長は、法第10

条第１項の規定により援助を求めるとき

は、その児童の住所又は居所の所在地を

管轄する警察署長に対し、援助依頼書

（第４号様式）を提出しなければならな

い。

（指導勧告）

第７条 区長は、法第11条第４項（法第16

条第１項の規定によりみなして適用する

場合を含む。）の規定により勧告すると

きは、その保護者に対し、指導勧告書

（第５号様式）により行うものとする。

（面会等の制限の通知）

第８条 児童相談所長は、法第12条第１項

（法第16条第２項の規定によりみなして

適用する場合を含む。）の規定により児

童虐待を行った保護者についてその児童

との面会又は通信の全部又は一部を制限

する措置を採ったときは、その里親又は

児童福祉施設の長には面会・通信制限措

置通知書（第６号様式）により、その保

護者には面会・通信制限措置決定通知書

（第７号様式）により、それぞれ通知し

なければならない。

２ 児童相談所長は、前項の措置を解除し

たときは、その里親又は児童福祉施設の

長には面会・通信制限措置解除通知書

（第８号様式）により、その保護者には

面会・通信制限措置解除決定通知書（第

９号様式）により、それぞれ通知しなけ

ればならない。

（接近禁止命令）

第９条 区長又は児童相談所長は、法第12

条の４第１項又は第２項（法第16条第１

項の規定によりみなして適用する場合を

含む。）の規定による命令をするときは、

その保護者に対し、接近禁止命令書（第

10号様式）を交付しなければならない。

２ 区長又は児童相談所長が行う法第12条

の４第３項に規定する聴聞については、

世田谷区聴聞及び弁明の機会の付与に関

する規則（平成６年９月世田谷区規則第

107号）の規定を準用する。

３ 区長又は児童相談所長は、法第12条の

４第６項（法第16条第１項の規定により

みなして適用する場合を含む。）の規定

による取消しをするときは、その命令を

受けた保護者に対し、接近禁止命令取消

書（第11号様式）により行うものとする。

（委任）

第10条 この規則の施行について必要な事

項は、区長が別に定める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

様式省略

世田谷区児童相談所長委任規則

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）

第153条第１項及び児童福祉法（昭和22

年法律第164号。別表１の項において

「法」という。）第32条第１項の規定に基

づき、別表に掲げる事項については、児

童相談所長に委任する。ただし、重要又

は異例に属する事項については、あらか

じめ区長の指揮を受けなければならない。

第２条 区長は、別表に掲げる事項につい

ては、特に必要と認めるときは、同表の

規定にかかわらず、直接その権限を行う

ことができる。

第３条 この規則の施行について必要な事

項は、区長が別に定める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

別表（第１条関係）

１ 法、児童福祉法施行令（昭和23年政令

第74号。以下この項において「令」とい

う。）及び児童福祉法施行規則（昭和23

年厚生省令第11号。以下この項において

「省令」という。）に基づく次に掲げる事

務に関すること。

法第24条の３第１項の規定による障

害児入所給付費の支給に係る申請の受

理

法第24条の３第２項の規定による障

害児入所給付費の支給の要否に係る決

定

法第24条の３第４項の規定による障

害児入所給付費を支給する期間の決定

法第24条の３第６項の規定による入

所受給者証の交付

法第24条の４の規定による入所給付

決定の取消し及び入所受給者証の返還

請求

法第24条の５の規定による入所給付

決定の特例の認定

法第24条の19第２項の規定による指

定障害児入所施設等の利用に関するあっ

せん又は調整及び要請

法第27条第１項の規定による措置

（同条第３項に規定する児童に対する

措置を含む。）の実施

法第27条第２項の規定による指定発

達支援医療機関への治療等の委託

法第27条の２第１項の規定による児

童自立支援施設又は児童養護施設への

入所措置の実施

法第27条の３の規定による家庭裁判

所への送致

法第28条第１項（法第31条第４項に

おいて読み替えて適用する場合を含む。）

の規定による措置の実施

法第28条第２項ただし書（法第31条

第４項において読み替えて適用する場

合を含む。）の規定による措置の期間

の更新

法第28条第３項の規定による審判が

確定するまでの間の措置の実施

法第29条の規定による立入調査等

法第30条第１項及び第２項の規定に

よる児童の同居に係る届出の受理

法第30条の２の規定による児童の保

護に必要な指示又は報告の徴取

法第31条第２項から第４項までの規

定による措置の実施

法第33条第２項及び第９項の規定に

よる一時保護の実施又は委託

法第33条第11項の規定による一時保

護の実施又は委託

法第33条の６第１項（同条第６項に

おいて準用する場合を含む。）の規定

による児童自立生活援助の実施

法第33条の６第２項（同条第６項に

おいて準用する場合を含む。）の規定

による申込書の受理

法第33条の６第３項（同条第６項に

おいて準用する場合を含む。）の規定

による連絡及び調整

法第33条の６第４項の規定による児

童自立生活援助の実施の申込みに係る

勧奨

法第56条第１項の規定による負担能
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力の認定

法第56条第４項の規定による資料の

提供等の要求

令第30条の規定による指定等

令第33条の規定による児童を同居さ

せた者の居住地変更等に係る通知

省令第25条の７第４項（省令第25条

の19第４項において準用する場合を含

む。）の規定による書類の受理

省令第25条の７第５項（省令第25条

の19第４項において準用する場合を含

む。）の規定による入所受給者証の提

出の要求

省令第25条の７第６項（省令第25条

の19第４項において準用する場合を含

む。）の規定による入所受給者証の返

還

省令第25条の７第７項の規定による

変更の届出の受理

省令第25条の７第９項の規定による

入所受給者証の再交付に係る申請の受

理及び入所受給者証の再交付

省令第25条の７第12項の規定による

入所受給者証の返還請求

省令第25条の９（省令第25条の19第

４項において準用する場合を含む。）

の規定による入所給付決定に係る通知

省令第25条の19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に

係る申請の受理

省令第25条の19第３項の規定による

特定入所障害児食費等給付費の支給に

係る支給の決定

２ 児童虐待の防止等に関する法律（平成

12年法律第82号。以下この項において

「法」という。）に基づく次に掲げる事務

に関すること。

法第８条の２第１項の規定による出

頭要求等

法第８条の２第２項の規定による告

知

法第８条の２第３項の規定による措

置の実施

法第９条第１項の規定による立入調

査等

法第９条の２第１項の規定による再

出頭要求等

法第９条の３第１項の規定による児

童の福祉に関する事務に従事する職員

の臨検又は捜索

法第９条の３第２項の規定による臨

検又は捜索における児童の福祉に関す

る事務に従事する職員の調査又は質問

法第９条の３第３項の規定による許

可状の請求に係る資料の提出

法第９条の３第５項の規定による許

可状の交付

法第11条第４項の規定による勧告

法第11条第５項の規定による措置の

実施

法第13条第１項の規定による児童福

祉司等の意見の聴取及び指導の効果等

の勘案

法第13条第２項の規定による助言

法第13条第３項の規定による委託

世田谷区児童福祉施設の設備及び運

営の基準に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、世田谷区児童福祉施

設の設備及び運営の基準に関する条例

（令和元年10月世田谷区条例第36号。以

下「条例」という。）の施行について必

要な事項を定めるものとする。

（用語の意義）

第２条 この規則で使用する用語の意義は、

条例において使用する用語の例による。

（入所者及び職員の健康診断）

第３条 条例第14条第１項ただし書に規定

する規則で定める場合は、次の表の左欄

に掲げる健康診断が行われる場合であっ

て、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄

に掲げる健康診断の全部又は一部に相当

すると認められるときとする。この場合

において、児童福祉施設の長は、それぞ

れ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を

把握しなければならない。

（給付金として支払を受けた金銭の管理）

第４条 条例第15条に規定する金銭の管理

は、次に掲げるところにより行うものと

する。

その児童に係る給付金及びこれに準

ずるもの（これらの運用により生じた

収益を含む。以下この条において「児

童に係る金銭」という。）をその他の

財産と区分すること。

児童に係る金銭については、給付金

の支給の趣旨に従って用いるとともに、

児童に係る金銭の収支の状況を明らか

にする記録を整備すること。

その児童が退所した場合には、速や

かに、児童に係る金銭を当該児童に引

き渡すこと。

（非常災害対策）

第５条 条例第20条第２項に規定する避難

訓練及び消火訓練は、少なくとも毎月１

回実施しなければならない。

（乳児院の設備の基準）

第６条 条例第25条第２号に規定する規則

で定める基準は、次の各号に掲げる乳児

院の規模に応じ、当該各号に定めるとお

りとする。

乳幼児（乳児又は幼児をいう。以下

同じ。）10人以上を入所させる乳児院

寝室の面積にあっては乳幼児１人につ

き2.47平方メートル以上とし、観察室

の面積にあっては乳児１人につき1.65

平方メートル以上とすること。

乳幼児10人未満を入所させる乳児院

乳幼児の養育のための専用の室の面

積は、１室につき9.91平方メートル以

上とし、乳幼児１人につき2.47平方メー

トル以上とすること。

（乳児院の職員）

第７条 条例第26条第６項に規定する規則

で定める基準は、次に掲げるとおりとす

る。

乳幼児10人以上を入所させる乳児院

にあっては、看護師の員数は、乳児及

び満２歳に満たない幼児おおむね1.6

人につき１人以上、満２歳以上満３歳

に満たない幼児おおむね２人につき１

人以上、満３歳以上の幼児おおむね４

人につき１人以上（これらの員数の合

計が７人未満であるときは、７人以上）

とすること。

前号の乳児院において、看護師は、

保育士又は児童指導員をもって代える

ことができること。

前号に規定する保育士又は児童指導

員を除き、乳幼児10人を入所させる乳

児院には２人以上、乳幼児が10人を超

える場合は、おおむね10人増すごとに

１人以上看護師を置くこと。

第２号に規定する保育士を除き、乳

幼児20人以下を入所させる施設には、

保育士を１人以上置くこと。

乳幼児10人未満を入所させる乳児院

にあっては、看護師の員数は、７人以

上とすること。

前号の乳児院において、看護師は、

１人を除き、保育士又は児童指導員を

もって代えることができること。

（乳児院の長の資格）

第８条 条例第27条第１項第４号に規定す

る規則で定める基準は、次に掲げる期間

の合計が３年以上であること又は厚生労

働大臣が指定する講習会の課程を修了す

ることとする。

児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第12条の３第２項第６号に規定する児

童福祉司（以下「児童福祉司」という。）

となる資格を有する者にあっては、児

童福祉事業（国、都道府県又は区市町

村における児童福祉に関する事務を含

む。）に従事した期間

社会福祉法（昭和26年法律第45号）

第18条第１項に規定する社会福祉主事

（以下「社会福祉主事」という。）とな

る資格を有する者にあっては、社会福

祉に関する事業に従事した期間

社会福祉施設の職員として勤務した

期間（前２号に掲げる期間に該当する

期間を除く。）

（乳児院における養育）

第９条 条例第28条第１項に規定する養育

の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階

に応じて必要な授乳、食事、排せつの世

話、もく浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び

及び運動を提供するとともに、乳幼児の

健康状態を把握し、条例第14条第１項に

規定する健康診断及び必要に応じた感染

症等の予防処置を実施することとする。

（母子生活支援施設の設備の基準）

第10条 条例第33条第４号に規定する規則

で定める基準は、母子室については、面

積を30平方メートル以上とし、調理設備、

浴室及び便所を設け、１世帯につき１室

以上とすることとする。

（母子生活支援施設の職員）

第11条 条例第34条第４項に規定する規則

で定める基準は、次に掲げるとおりとす
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る児童の入所前の健
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入所時の健康診断
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における健康診断

定期健康診断又は

臨時の健康診断
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る。

母子支援員の員数は、母子10世帯以

上20世帯未満を入所させる母子生活支

援施設にあっては２人以上、母子20世

帯以上を入所させる母子生活支援施設

にあっては３人以上とすること。

少年を指導する職員の員数は、母子

20世帯以上を入所させる母子生活支援

施設にあっては、２人以上とすること。

（母子生活支援施設の長の資格）

第12条 条例第35条第１項第４号に規定す

る規則に定める基準については、第８条

の規定を準用する。

（母子生活支援施設における保育所に準ず

る設備の職員）

第13条 条例第39条に規定する規則で定め

る基準は、乳幼児おおむね30人につき保

育士の員数を１人以上とすることとする。

ただし、１人を下回らないものとする。

（保育所の設備の基準）

第14条 条例第41条第３項に規定する規則

で定める基準は、乳児室、ほふく室、保

育室又は遊戯室（以下「保育室等」とい

う。）を２階に設ける場合にあっては第

１号、第２号及び第６号に、３階以上に

設ける場合にあっては次に掲げる事項に

該当することとする。

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。以下この号

において同じ。）又は準耐火建築物

（同条第９号の３に規定する準耐火建

築物をいい、同号ロに該当するものを

除く。）（保育室等を３階以上に設ける

建物にあっては、耐火建築物）である

こと。

保育室等を設ける次の表の左欄に掲

げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区

分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ

る施設又は設備を１以上設けること。

前号の表の右欄に掲げる施設及び設

備を避難上有効な位置に設け、かつ、

保育室等の各部分からそのいずれかま

での歩行距離が30メートル以下となる

ように設けること。

保育所の調理室（次のア又はイに該

当するものを除く。以下この号におい

て同じ。）以外の部分と保育所の調理

室の部分を建築基準法第２条第７号に

規定する耐火構造の床若しくは壁又は

建築基準法施行令第112条第１項に規

定する特定防火設備で区画すること。

この場合において、換気、暖房又は冷

房の設備の風道が当該床若しくは壁を

貫通する部分又はこれに近接する部分

に防火上有効にダンパーを設けること。

ア スプリンクラー設備その他これに

類する自動消火設備を設けること。

イ 調理用器具の種類に応じて有効な

自動消火装置を設け、かつ、当該調

理室の外部への延焼を防止するため

に必要な措置を講じること。

保育所の壁及び天井の室内に面する

部分の仕上げを不燃材料で行うこと。

保育室等その他乳幼児が出入りし、

又は通行する場所に、乳幼児の転落事

故を防止する設備を設けること。

非常警報器具又は非常警報設備及び

消防機関へ火災を通報する設備を設け

ること。

保育所のカーテン、敷物、建具等で

可燃性のものについて防炎処理を施す

こと。

（保育所の設備の基準の特例）

第15条 条例第42条に規定する規則で定め

る基準は、次に掲げるとおりとする。

幼児に対し食事を提供する責任がそ

の保育所にあり、当該保育所の管理者

が、衛生面、栄養面等業務上必要な注

意を払うことができる体制を確立し、

調理業務の受託者との契約内容を確保

すること。

その保育所又は他の施設、保健所、

区等の栄養士により、献立等について

栄養の観点からの指導を受ける等、必

要な配慮が行われること。

調理業務の受託者については、その
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階 区分 施設又は設備

２階 常用 １ 屋内階段

２ 屋外階段

避難用 １ 建築基準法施行

令（昭和25年政令

第338号）第123条

第１項各号又は同

条第３項各号に規

定する構造の屋内

階段（同条第１項

の場合においては、

当該階段の構造は、

建築物の１階から

２階までの部分に

限り、屋内と階段

室とは、バルコニー

又は付室を通じて

連絡することとし、

かつ、同条第３項

第３号、第４号及

び第10号に規定す

る構造を満たすも

のとする。）

２ 待避上有効なバ

ルコニー

３ 建築基準法第２

条第７号の２に規

定する準耐火構造

の屋外傾斜路又は

これに準ずる設備

４ 屋外階段

３階 常用 １ 建築基準法施行

令第123条第１項

各号又は同条第３

項各号に規定する

構造の屋内階段

２ 屋外階段

避難用 １ 建築基準法施行

令第123条第１項

各号又は同条第３

項各号に規定する

構造の屋内階段

（同条第１項の場

合においては、当

該階段の構造は、

建築物の１階から

３階までの部分に

限り、屋内と階段

室とは、バルコニー

又は付室を通じて

連絡することとし、

かつ、同条第３項

第３号、第４号及

び第10号に規定す

る構造を満たすも

のとする。）

２ 建築基準法第２

条第７号に規定す

る耐火構造の屋外

傾斜路又はこれに

準ずる設備

３ 屋外階段

４階以上

の階

常用 １ 建築基準法施行

令第123条第１項

各号又は同条第３

項各号に規定する

構造の屋内階段

２ 建築基準法施行

令第123条第２項

各号に規定する構

造の屋外階段

避難用 １ 建築基準法施行

令第123条第１項

各号又は同条第３

項各号に規定する

構造の屋内階段

（同条第１項の場

合においては、当

該階段の構造は、

建築物の１階から

保育室等が設けら

れている階までの

部分に限り、屋内

と階段室とは、バ

ルコニー又は付室

（階段室が同条第

３項第２号に規定

する構造を有する

場合を除き、同号

に規定する構造を

有するものに限る。）

を通じて連絡する

こととし、かつ、

同条第３項第３号、

第４号及び第10号

に規定する構造を

満たすものとする。）

２ 建築基準法第２

条第７号に規定す

る耐火構造の屋外

傾斜路

３ 建築基準法施行

令第123条第２項

各号に規定する構

造の屋外階段
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保育所における給食の趣旨を十分に認

識し、衛生面、栄養面等、調理業務を

適切に遂行できる能力を有するととも

に、幼児の年齢及び発達の段階並びに

健康状態に応じた食事の提供、アレル

ギー、アトピー等への配慮、必要な栄

養素量の給与等に適切に対応できる者

とすること。

食を通じた幼児の健全育成を図る観

点から、幼児の発育及び発達の過程に

応じて食に関し配慮すべき事項を定め

た食育に関する計画に基づき食事を提

供するよう努めること。

（保育所の職員）

第16条 条例第43条第２項に規定する規則

で定める基準は、乳児おおむね３人につ

き１人以上、満１歳以上満３歳に満たな

い幼児おおむね６人につき１人以上、満

３歳以上満４歳に満たない幼児おおむね

20人につき１人以上、満４歳以上の幼児

おおむね30人につき１人以上を保育士の

員数とすることとする。ただし、保育所

の開所時間を通じて常時２人を下回って

はならない。

（保育所の開所時間）

第17条 条例第44条第２項に規定する規則

で定める基準は、原則として11時間を開

所時間とすることとする。

（児童厚生施設の職員）

第18条 条例第50条第２項第６号に規定す

る規則で定める基準は、次の各号のいず

れかに該当する者であって、児童厚生施

設の設置者（地方公共団体以外の者が設

置する児童厚生施設にあっては、区長）

が適当と認めたものとする。

大学において、社会福祉学、心理学、

教育学、社会学、芸術学若しくは体育

学を専修する学科又はこれらに相当す

る課程を卒業した者（当該学科又は当

該課程を修めて学校教育法（昭和22年

法律第26号）に規定する専門職大学の

前期課程を修了した者を含む。）

大学において、社会福祉学、心理学、

教育学、社会学、芸術学若しくは体育

学を専修する学科又はこれらに相当す

る課程において優秀な成績で単位を修

得したことにより、学校教育法第102

条第２項の規定により大学院への入学

が認められた者

大学院において、社会福祉学、心理

学、教育学、社会学、芸術学若しくは

体育学を専攻する研究科又はこれらに

相当する課程を卒業した者

外国の大学において、社会福祉学、

心理学、教育学、社会学、芸術学若し

くは体育学を専修する学科又はこれら

に相当する課程を卒業した者

（児童養護施設の設備の基準）

第19条 条例第53条第４号に規定する規則

で定める基準は、次に掲げるとおりとす

る。

児童の居室の１室の定員は４人以下

とし、面積は１人につき4.95平方メー

トル以上（乳幼児のみの居室の１室の

定員は６人以下とし、面積は１人につ

き3.3平方メートル以上）とすること。

入所している児童の年齢等に応じ、

居室を男子と女子とに区別して設ける

こと。

便所は、少数の児童を対象として児

童養護施設を設ける場合を除き、男子

用と女子用とに区別して設けること。

（児童養護施設の職員）

第20条 条例第54条第５項に規定する規則

で定める基準は、次に掲げるとおりとす

る。

児童指導員及び保育士の総数は、児

童46人以上を入所させる施設にあって

は満２歳に満たない幼児おおむね1.6

人につき１人以上、満２歳以上満３歳

に満たない幼児おおむね２人につき１

人以上、満３歳以上の幼児おおむね４

人につき１人以上、少年おおむね5.5

人につき１人以上とし、児童45人以下

を入所させる施設にあっては当該児童

46人以上を入所させる施設の総数に１

人を加えて得た数以上とすること。

看護師の員数は、乳児おおむね1.6

人につき１人以上とし、かつ、１人を

下回らないものとすること。

（児童養護施設の長の資格）

第21条 条例第55条第１項第４号に規定す

る規則で定める基準については、第８条

の規定を準用する。

（福祉型障害児入所施設の設備の基準）

第22条 条例第62条第７号に規定する規則

で定める基準は、次に掲げるとおりとす

る。

児童の居室の１室の定員は４人以下

とし、面積は１人につき4.95平方メー

トル以上（乳幼児のみの居室の１室の

定員は６人以下とし、面積は１人につ

き3.3平方メートル以上）とすること。

入所している児童の年齢等に応じ、

居室を男子と女子とに区別して設ける

こと。

便所は、男子用と女子用とに区別し

て設けること。

（福祉型障害児入所施設の職員）

第23条 条例第63条第11項に規定する規則

で定める基準は、次に掲げるとおりとす

る。

主として知的障害のある児童を入所

させる福祉型障害児入所施設の児童指

導員及び保育士の総数は、児童31人以

上を入所させる施設にあってはおおむ

ね児童の数を4.3で除して得た数以上

とし、児童30人以下を入所させる施設

にあっては当該児童31人以上を入所さ

せる施設の総数に１人を加えて得た数

以上とすること。

主として自閉症児を入所させる福祉

型障害児入所施設の看護職員の員数は、

児童おおむね20人につき１人以上とす

ること。

主として盲ろうあ児を入所させる福

祉型障害児入所施設の児童指導員及び

保育士の総数は、児童36人以上を入所

させる施設にあっては乳幼児おおむね

４人につき１人以上、少年おおむね５

人につき１人以上とし、児童35人以下

を入所させる施設にあっては当該児童

36人以上を入所させる施設の総数に１

人を加えて得た数以上とすること。

主として肢体不自由のある児童を入

所させる福祉型障害児入所施設の児童

指導員及び保育士の総数は、おおむね

児童の数を3.5で除して得た数以上と

すること。

（医療型障害児入所施設の職員）

第24条 条例第71条第６項に規定する規則

で定める基準は、次に掲げるとおりとす

る。

主として自閉症児を入所させる医療

型障害児入所施設の児童指導員及び保

育士の総数は、おおむね児童の数を6.

7で除して得た数以上とすること。

主として肢体不自由のある児童を入

所させる医療型障害児入所施設の児童

指導員及び保育士の総数は、乳幼児お

おむね10人につき１人以上、少年おお

むね20人につき１人以上とすること。

（福祉型児童発達支援センターの設備の基

準）

第25条 条例第73条第５号に規定する規則

で定める基準は、次に掲げるとおりとす

る。

福祉型児童発達支援センター（主と

して難聴児を通所させる福祉型児童発

達支援センター及び主として重症心身

障害児を通所させる福祉型児童発達支

援センターを除く。次号及び次条第１

号において同じ。）の指導訓練室の１

室の定員はおおむね10人とし、面積は

児童１人につき2.47平方メートル以上

とすること。

福祉型児童発達支援センターの遊戯

室の面積は、児童１人につき1.65平方

メートル以上とすること。

（福祉型児童発達支援センターの職員）

第26条 条例第74条第７項に規定する規則

で定める基準は、次に掲げるとおりとす

る。

福祉型児童発達支援センターの児童

指導員、保育士及び機能訓練担当職員

の総数は、おおむね児童の数を４で除

して得た数以上とすること。

主として難聴児を通所させる福祉型

児童発達支援センターの児童指導員、

保育士、言語聴覚士及び機能訓練担当

職員の総数は、おおむね児童の数を４

で除して得た数以上とし、かつ、言語

聴覚士の員数は４人以上とすること。

主として重症心身障害児を通所させ

る福祉型児童発達支援センターの児童

指導員、保育士、機能訓練担当職員及

び看護職員の総数は、おおむね児童の

数を４で除して得た数以上とすること。

（児童心理治療施設の設備の基準）

第27条 条例第80条に規定する規則で定め

る設備に係る基準は、次に掲げるとおり

とする。

居室は、男子と女子とに区別して設

けるとともに、１室の定員は４人以下

とし、面積は１人につき4.95平方メー

トル以上とすること。

便所は、少数の児童を対象として児

童心理治療施設を設ける場合を除き、

令和２年４月20日 （第709号）

― 28―
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男子用と女子用とに区別して設けるこ

と。

（児童心理治療施設の職員）

第28条 条例第81条第５項に規定する規則

で定める基準は、次に掲げるとおりと

する。

心理療法担当職員の員数は、おおむ

ね児童10人につき１人以上とすること。

児童指導員及び保育士の総数は、お

おむね児童4.5人につき１人以上とす

ること。

（児童心理治療施設の長の資格）

第29条 条例第82条第１項第４号に規定す

る規則で定める基準については、第８条

の規定を準用する。

（児童自立支援施設の設備の基準）

第30条 条例第87条第２項に規定する規則

で定める基準については、第19条の規定

を準用する。この場合において、同条第

１号中「以上（乳幼児のみの居室の１室

の定員は６人以下とし、面積は１人につ

き3.3平方メートル以上）」とあるのは

「以上」と読み替え、男子と女子の居室

は、区別して設けなければならない。

（児童自立支援施設の職員）

第31条 条例第88条第５項に規定する規則

で定める基準は、児童自立支援専門員及

び児童生活支援員の総数を、おおむね児

童4.5人につき１人以上とすることとす

る。

（児童自立支援施設の長の資格）

第32条 条例第89条第１項第４号に規定す

る規則で定める基準は、次に掲げる期間

の合計が５年以上（同項に規定する養成

所が行う同項第３号に規定する講習の課

程を修了した者にあっては、３年以上）

であることとする。

児童福祉司となる資格を有する者に

あっては、児童福祉事業（国、都道府

県、指定都市又は児童相談所設置市に

おける児童福祉に関する事務を含む。）

に従事した期間

社会福祉主事となる資格を有する者

にあっては、社会福祉に関する事業に

従事した期間

社会福祉施設の職員として勤務した

期間（前２号に掲げる期間に該当する

期間を除く。）

（児童自立支援専門員の資格）

第33条 条例第90条第５号に規定する規則

で定める基準は、次の各号のいずれかに

該当することとする。

大学（短期大学を除く。）において、

社会福祉学、心理学、教育学若しくは

社会学を専修する学科若しくはこれら

に相当する課程を卒業した者又は社会

福祉学、心理学、教育学若しくは社会

学に関する科目の単位を優秀な成績で

修得したことにより、学校教育法第10

2条第２項の規定により大学院への入

学を認められた者であって、１年以上

児童自立支援事業に従事したもの又は

前条第１号から第３号までに掲げる期

間の合計が２年以上であるもの

大学院において、社会福祉学、心理

学、教育学若しくは社会学を専攻する

研究科又はこれらに相当する課程を卒

業した者であって、１年以上児童自立

支援事業に従事したもの又は前条第１

号から第３号までに掲げる期間の合計

が２年以上であるもの

外国の大学において、社会福祉学、

心理学、教育学若しくは社会学を専修

する学科又はこれらに相当する課程を

卒業した者であって、１年以上児童自

立支援事業に従事したもの又は前条第

１号から第３号までに掲げる期間の合

計が２年以上であるもの

高等学校若しくは中等教育学校を卒

業した者、学校教育法第90条第２項の

規定により大学への入学を認められた

者若しくは通常の課程による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。）又は文部科学

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、３年以上児童

自立支援事業に従事したもの若しくは

前条第１号から第３号までに掲げる期

間の合計が５年以上であるもの

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和２年４月１日から施

行する。

（経過措置）

２ 第33条第４号に規定する高等学校は旧

中等学校令（昭和18年勅令第36号）第１

条の規定による中等学校を含み、第18条

第１号及び第２号並びに第33条第１号及

び第４号に規定する大学は旧大学令（大

正７年勅令第388号）第１条の規定によ

る大学を含むものとする。

３ 児童福祉法等の一部を改正する法律

（平成９年法律第74号）附則第５条第１

項の規定により母子生活支援施設、児童

養護施設又は児童自立支援施設とみなさ

れる施設における第10条及び第19条第１

号（第30条において準用する場合を含む。）

の規定の適用については、第10条中「30

平方メートル」とあるのは「おおむね１

人につき2.47平方メートル」と、第19条

第１号中「４人以下とし、面積は１人に

つき4.95平方メートル以上（乳幼児のみ

の居室の１室の定員は６人以下とし、面

積は１人につき3.3平方メートル以上）」

とあるのは「15人以下とし、面積は１人

につき2.47平方メートル以上」と読み替

えるものとする。

４ 平成10年４月１日において、児童福祉

施設 低基準等の一部を改正する省令

（平成10年厚生省令第15号）附則第３条

の適用を受け看護師に代えることとされ

た者であって、この規則の施行の日の前

日まで引き続いてその乳児院に看護師に

代わって勤務するものについては、第７

条第１号及び第５号に規定する看護師と

みなすことができる。

５ 乳児４人以上を入所させる保育所に係

る第16条に規定する基準の適用について

は、当分の間、当該保育所に勤務する保

健師又は看護師を、１人に限り、保育士

とみなすことができる。

６ 平成23年６月17日前から存する乳児院、

母子生活支援施設、児童養護施設又は児

童自立支援施設（同日において建築中の

ものを含み、同日後に増築され、又は全

面的に改築されたものを除く。）におけ

る第６条、第10条又は第19条第１号（第

30条において準用する場合を含む。）の

規定の適用については、第６条中「乳幼

児１人につき2.47平方メートル」とある

のは「乳児１人につき1.65平方メートル」

と、第10条中「面積を30平方メートル以

上とし、調理設備、浴室及び便所を設け」

とあるのは「面積をおおむね１人につき

3.3平方メートルとし」と、第19条第１

号中「４人以下とし、面積は１人につき

4.95平方メートル以上（乳幼児のみの居

室の１室の定員は６人以下とし、面積は

１人につき3.3平方メートル以上）」とあ

るのは「15人以下とし、その面積は１人

につき3.3平方メートル以上」と読み替

えるものとする。

７ 平成23年６月17日前から存する障がい

者制度改革推進本部等における検討を踏

まえて障害保健福祉施策を見直すまでの

間において障害者等の地域生活を支援す

るための関係法律の整備に関する法律

（平成22年法律第71号。以下「整備法」

という。）第５条による改正前の児童福

祉法（以下「旧児童福祉法」という。）

第42条に規定する知的障害児施設又は旧

児童福祉法第43条の２に規定する盲ろう

あ児施設（通所のみにより利用されるも

のを除く。）であって、整備法附則第34

条第１項の規定により整備法第５条によ

る改正後の児童福祉法（以下「新児童福

祉法」という。）第35条第３項又は第４

項に基づき新児童福祉法第42条に規定す

る障害児入所施設として設置しているも

のとみなされたもの（同日後に増築され、

又は改築される等建物の構造を変更した

ものを除く。）における第22条第１号の

規定の適用については、当分の間、同号

中「４人」とあるのは「15人」と、「4.9

5平方メートル以上（乳幼児のみの居室

の１室の定員は６人以下とし、面積は１

人につき3.3平方メートル以上）」とある

のは「3.3平方メートル以上」と読み替

えるものとする。

８ 平成24年４月１日前から存する旧児童

福祉法第43条の３に規定する肢体不自由

児施設（通所のみにより利用されるもの

を除く。）であって、整備法附則第34条

第１項の規定により新児童福祉法第35条

第３項又は第４項に基づき新児童福祉法

第42条に規定する障害児入所施設として

設置しているものとみなされたもの（同

日後に増築され、又は改築される等建物

の構造を変更したものを除く。）につい

ては、当分の間、第22条の規定は、適用

しない。

９ 平成24年４月１日前から存する旧児童

福祉法第43条に規定する知的障害児通園

施設であって、整備法附則第34条第２項

の規定により新児童福祉法第35条第３項

又は第４項に基づき新児童福祉法第43条

に規定する児童発達支援センターとして

令和２年４月20日 （第709号）
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設置しているものとみなされたものにお

ける第26条第１号の規定の適用について

は、同号中「おおむね児童の数を４で除

して得た数」とあるのは、「おおむね乳

幼児の数を４で除して得た数と少年の数

を7.5で除して得た数とを合計して得た

数」と読み替えるものとする。

10 平成24年４月１日前から存する旧児童

福祉法第43条の２に規定する盲ろうあ児

施設（通所のみにより利用されるものに

限る。）であって、整備法附則第34条第

２項の規定により新児童福祉法第35条第

３項又は第４項に基づき新児童福祉法第

43条に規定する児童発達支援センターと

して設置しているものとみなされたもの

における第26条第２号の規定の適用につ

いては、同号中「言語聴覚士及び」とあ

るのは「聴能訓練担当職員（聴能訓練を

担当する職員をいう。以下同じ。）、言語

機能訓練担当職員（言語機能の訓練を担

当する職員をいう。以下同じ。）及び」

と、「言語聴覚士の員数は、４人」とあ

るのは「聴能訓練担当職員及び言語機能

訓練担当職員の員数は、それぞれ２人」

と読み替えるものとする。

11 保育の需要に応ずるに足りる保育所、

認定こども園（子ども・子育て支援法

（平成24年法律第65号）第27条第１項の

確認を受けたものに限る。）又は家庭的

保育事業等（児童福祉法第24条第２項に

規定する家庭的保育事業等をいう。）が

不足していることに鑑み、第16条本文の

規定により算定した保育士の数が１人と

なる場合には、同条ただし書の規定は、

当分の間、適用しないことができる。こ

の場合においては、保育士１人に加え、

区長が保育士と同等の知識及び経験を有

すると認める者を１人以上置かなければ

ならない。

12 前項の事情に鑑み、第16条に規定する

基準の適用については、当分の間、幼稚

園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭

の普通免許状（教育職員免許法（昭和２

４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。）を有する者を、

保育士とみなすことができる。

13 第11項の事情に鑑み、第16条に規定す

る基準の適用については、当分の間、保

育所が８時間を超えて開所する日におい

て開所時間を通じて必要となる保育士の

総数が、当該保育所に係る利用定員の総

数に応じて置かなければならない保育士

の数を超えるときは、その超える数の範

囲において、当該保育所が雇用した者で

あって、区長が保育士と同等の知識及び

経験を有すると認める者を、保育士とみ

なすことができる。

14 前２項の規定を適用するときは、第16

条本文の規定により算定した員数に３分

の２を乗じて得た数以上の保育士（児童

福祉法第18条の18第１項の登録を受けた

者をいい、附則第５項又は前２項の規定

により保育士とみなされる者を除く。）

を置かなければならない。

世田谷区保健所使用条例施行規則の

一部を改正する規則

世田谷区保健所使用条例施行規則（昭和

50年４月世田谷区規則第32号）の一部を次

のように改正する。

付則第２項中「平成32年３月31日」を

「令和３年３月31日」に改める。

別表１の部試験検査料の款生化学的検査

の項中「890円」を「870円」に改め、同款

免疫学的検査の項中「940円」を「920円」

に改め、同款微生物学的検査の項中「1,63

0円」を「1,580円」に改め、同部歯科処置

料の款機械的歯面清掃処置（歯口清掃）の

項中「540円」を「560円」に改め、同款ス

ケーリング（歯石除去）の項中「540円」

を「570円」に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区保健所長委任規則の一部を

改正する規則

世田谷区保健所長委任規則（昭和50年４

月世田谷区規則第33号）の一部を次のよう

に改正する。

別表５の項各号列記以外の部分中「法」

という。）」の次に「、健康増進法の一部を

改正する法律（平成30年法律第78号。以下

この項において「改正法」という。）」を加

え、「及び」を「、東京都受動喫煙防止条

例（平成30年東京都条例第75号。以下この

項において「都条例」という。）及び」に

改め、同項第22号を同項第32号とし、同項

第21号を同項第23号とし、同号の次に次の

８号を加える。

改正省令附則第２条第７項の規定に

よる喫煙可能室の変更の届出の受理

改正省令附則第２条第８項の規定に

よる喫煙可能室の廃止の届出の受理

都条例第８条第２項の規定による命

令

都条例第10条の規定による指導及び

助言

都条例第11条第１項の規定による勧

告

都条例第11条第２項の規定による公

表

都条例第11条第３項の規定による命

令

都条例第12条第１項の規定による報

告の徴取、立入検査及び質問

別表５の項第20号の次に次の２号を加え

る。

改正法附則第２条第５項の規定によ

る報告の徴取、立入検査及び質問

改正法附則第３条第３項の規定によ

る報告の徴取、立入検査及び質問

別表19の項第１号イ中「第15条第１項及

び同法第58条第１項の規定による卸売業務

の許可を受けている者並びに同法第33条第

１項の規定による仲卸売業務の許可を受け

ている者」を「第２条第４項に規定する卸

売業者及び同条第５項に規定する仲卸業者」

に改め、同表48の項第１号中「第４条第１

項及び第４項」を「第４条第１項及び第３

項」に改め、同項第５号中「第17条第２項」

を「第18条第１項」に改め、同表50の項中

「覚せ
、
い
、
剤取締法」を「覚醒剤取締法」に

改め、同項第１号中「覚せい剤原料」を

「覚醒剤原料」に改め、同項第２号中「第3

0条の14」を「第30条の14第１項」に、「覚

せい剤原料」を「覚醒剤原料」に改め、同

項中第７号を第９号とし、第６号を第８号

とし、同項第５号中「覚せい剤原料」を

「覚醒剤原料」に改め、同号を同項第７号

とし、同項第４号中「覚せい剤原料」を

「覚醒剤原料」に改め、同号を同項第６号

とし、同項第３号中「覚せい剤原料」を

「覚醒剤原料」に改め、同号を同項第５号

とし、同項第２号の次に次の２号を加える。

法第30条の14第２項の規定による薬

局開設者の覚醒剤原料の廃棄の届出の

受理

法第30条の14第３項の規定による薬

局開設者の覚醒剤原料の譲受の届出の

受理

別表に次の３項を加える。

54 児童福祉法（昭和22年法律第164号。

以下この項において「法」という。）児

童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第

11号。以下この項において「省令」とい

う。）、世田谷区小児慢性特定疾病審査会

条例（令和元年10月世田谷区条例第37号。

以下この項において「条例」という。）

及び世田谷区児童福祉法の施行に関する

規則（昭和62年３月世田谷区規則第33号。

以下この項において「規則」という。）

に基づく次に掲げる事務に関すること。

法第19条の３第１項の規定による申

請の受理

法第19条の３第３項の規定による認

定

法第19条の３第４項の規定による諮

問

法第19条の３第５項の規定による指

定

法第19条の３第７項の規定による交

付

法第19条の５第１項の規定による変

更の申請の受理

法第19条の５第２項の規定による変

更の認定

法第19条の５第３項の規定による変

更の認定に係る事項の記載及びその返

還

法第19条の６第１項の規定による取

消し

法第19条の６第２項の規定による返

還請求

法第19条の９第１項の規定による申

請の受理及び指定

法第19条の10第１項の規定による指

定の更新

法第19条の13の規定による指導

法第19条の14の規定による変更の届

出の受理

法第19条の16第１項の規定による報

告の徴取、検査等

法第19条の16第４項の規定による支

払の一時差止め

法第19条の17第１項の規定による勧

告

法第19条の17第２項の規定による公
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表

法第19条の17第３項の規定による命

令

法第19条の17第４項の規定による公

示

法第19条の18の規定による取消し又

は停止

法第19条の19の規定による公示

法第19条の20第１項の規定による請

求の審査及び請求額の決定

法第19条の20第３項の規定による意

見の聴取

法第19条の20第４項の規定による事

務の委託

法第19条の22第２項の規定による事

業の実施

法第19条の22第３項の規定による意

見の聴取

法第20条第１項の規定による給付

法第20条第４項の規定による委託

法第20条第５項の規定による指定

法第20条第８項の規定による取消し

法第21条の３第１項の規定による報

告の徴取又は検査

法第21条の３第２項の規定による支

払の一時差止め等

省令第７条第３項の規定による支払

省令第７条の９第３項の規定による

変更の届出の受理

省令第７条の10第１項の規定による

指定及び研修の実施

省令第７条の11第１項の規定による

申請の受理

省令第７条の12の規定による指定の

更新

省令第７条の14の規定による変更の

届出の受理

省令第７条の16の規定による取消し

省令第７条の17の規定による公表

省令第７条の23第１項の規定による

再交付の申請の受理及び再交付

省令第７条の23第４項の規定により

返還される医療受給者証の受理

省令第７条の36の規定による届出の

受理

省令第７条の37の規定による辞退の

申出の受理

省令第８条第２項の規定による支払

省令第10条第１項の規定による申請

の受理

省令第11条の規定による申請の受理

省令第15条の規定による届出の受理

省令第16条の規定による辞退の申出

の受理

条例第３条の規定による会長及びそ

の職務を代理する者が在任しないとき

の審査会の招集

規則第１条の２第７項の規定による

小児慢性特定疾病医療費助成対象者証

明書の交付

55 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。以下この項に

おいて「法」という。）、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。以下この項

において「省令」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細

則（平成26年東京都規則第194号。以下

この項において「都規則」という。）に

基づく次に掲げる事務に関すること。

法第６条第１項の規定による知事に

提出すべき支給認定の申請書の受理

法第10条第１項の規定による知事に

提出すべき支給認定の変更の申請書の

受理

法第10条第２項の規定による知事に

提出すべき医療受給者証の受理

法第11条第２項の規定により知事に

返還される医療受給者証の受理

省令第13条の規定による知事に提出

すべき支給認定の申請事項の変更の届

出の受理

省令第27条第１項の規定による知事

に提出すべき医療受給者証の再交付の

申請書の受理

省令第27条第３項の規定により知事

に返還される医療受給者証の受理

都規則第18条の規定による東京都医

療費助成対象者証明書の交付

56 東京都難病患者等に係る医療費等の助

成に関する規則（平成12年東京都規則第

94号。以下この項において「都規則」と

いう。）に基づく次に掲げる事務に関す

ること。

都規則第５条の規定による知事に提

出すべき申請書等の受理

都規則第10条の規定による知事に提

出すべき申請書等の受理

都規則第11条第１項の規定による知

事に提出すべき医療券再交付申請書の

受理

都規則第12条の規定により知事に返

還される医療券の受理

都規則第12条の２の規定による知事

に提出すべき変更申請書の受理

都規則第13条の規定による知事に提

出すべき変更届の受理

都規則第14条の規定による東京都医

療費助成対象者証明書の交付

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

別表に次の３項を加える改正規定

（54の項に係る部分を除く。） 公布の

日

別表19の項第１号イの改正規定 令

和２年６月21日

世田谷区新型インフルエンザ等対策

本部条例施行規則の一部を改正する

規則

世田谷区新型インフルエンザ等対策本部

条例施行規則（平成22年３月世田谷区規則

第32号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項第11号中「危機管理室長」

を「危機管理部長」に改め、同項第14号中

「生活文化部長」を「生活文化政策部長」

に改め、同項第20号中「保健福祉部長」を

「保健福祉政策部長」に改め、同項中第21

号を削り、第22号を第21号とし、第23号を

第22号とし、第24号を第23号とし、第25号

を次のように改め、同号を第24号とする。

児童相談所長

第６条第１項第26号中「保育担当部長」

を「保育部長」に改め、同号を同項第25号

とし、同項中第27号を第26号とし、第28号

から第30号までを１号ずつ繰り上げ、同項

第31号中「道路・交通政策部長」を「道路・

交通計画部長」に改め、同号を同項第30号

とし、同項中第32号を第31号とし、第33号

を第32号とし、同項第34号中「教育次長」

を「教育総務部長」に改め、同号を同項第

33号とし、同項中第35号を第34号とし、第

36号から第40号までを１号ずつ繰り上げる。

第７条第20号中「調整・指導課長」を

「保健福祉政策課長」に改め、同条中第21

号を削り、第22号を第21号とし、第23号を

第22号とし、第24号を第23号とし、第25号

を次のように改め、同号を第24号とする。

児童相談所副所長

第７条中第26号を第25号とし、第27号か

ら第31号までを１号ずつ繰り上げ、同条第

32号中「土木計画課長」を「土木計画調整

課長」に改め、同号を同条第31号とし、同

条中第33号を第32号とし、第34号から第38

号までを１号ずつ繰り上げる。

第８条第１項の表中「新型インフルエン

ザ等対策生活文化部」を「新型インフルエ

ンザ等対策生活文化政策部」に、「新型イ

ンフルエンザ等対策保健福祉部」を「新型

インフルエンザ等対策保健福祉政策部」に、

「新型インフルエンザ等対策都市整備部」

を「新型インフルエンザ等対策都市整備政

策部」に改める。

第11条第２項中「危機管理室長」を「危

機管理部長」に改める。

別表第１新型インフルエンザ等対策本部

事務局の項中「危機管理室長」を「危機管

理部長」に改め、同項部に属する行政組織

の欄中「危機管理室」を「危機管理部」に

改め、同表新型インフルエンザ等対策生活

文化部の項中「新型インフルエンザ等対策

生活文化部」を「新型インフルエンザ等対

策生活文化政策部」に、「部長 生活文化

「部長 生活文化政策部
部長」を に改め、

長 」

同項部に属する行政組織の欄中「生活文化

部」を「生活文化政策部」に改め、同表新

型インフルエンザ等対策保健福祉部の項を

次のように改める。
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新型インフル

エンザ等対策

保健福祉政策

部

部長 保健福祉政策部

長

副部長 高齢福祉部長

副部長 障害福祉部長

副部長 子ども・若者

部長

副部長 児童相談所長

保健福祉政策部

高齢福祉部

障害福祉部

子ども・若者部

児童相談所

保育部
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別表第１新型インフルエンザ等対策都市

整備部の項中「新型インフルエンザ等対策

都市整備部」を「新型インフルエンザ等対

策都市整備政策部」に改め、同表新型イン

フルエンザ等対策教育委員会事務局の項部

長及び副部長の欄中「教育次長」を「教育

総務部長」に改め、同項部に属する行政組

織の欄中「教育次長」を「教育総務部」に

改める。

別表第２新型インフルエンザ等対策生活

文化部の項中「新型インフルエンザ等対策

生活文化部」を「新型インフルエンザ等対

策生活文化政策部」に改め、同表新型イン

フルエンザ等対策保健福祉部の項中「新型

インフルエンザ等対策保健福祉部」を「新

型インフルエンザ等対策保健福祉政策部」

に改め、同表新型インフルエンザ等対策都

市整備部の項中「新型インフルエンザ等対

策都市整備部」を「新型インフルエンザ等

対策都市整備政策部」に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区がん対策推進条例施行規則

の一部を改正する規則

世田谷区がん対策推進条例施行規則（平

成27年３月世田谷区規則第46号）の一部を

次のように改正する。

第６条中「世田谷保健所健康推進課」を

「世田谷保健所健康企画課」に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区健康増進法施行規則の一部

を改正する規則

世田谷区健康増進法施行規則（平成15年

５月世田谷区規則第68号）の一部を次のよ

うに改正する。

第８条第１項中「第27条第１項」を「第

61条第１項」に、「第29条第２項及び第32

条第３項」を「第63条第２項及び第66条第

３項」に、「第26条第６項」を「第43条第

６項」に、「第29条第１項」を「第63条第

１項」に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区覚せい剤取締法施行規則の

一部を改正する規則

世田谷区覚せい剤取締法施行規則（平成

17年３月世田谷区規則第60号）の一部を次

のように改正する。

題名を次のように改める。

世田谷区覚醒剤取締法施行規則

第１条中「覚せい
、 、

剤取締法（」を「覚醒

剤取締法（」に、「覚せい剤取締法施行令」

を「覚醒剤取締法施行令」に、「覚せい
、 、

剤

取締法施行規則」を「覚醒剤取締法施行規

則」に改める。

第３条中「第30条の14」を「第30条の14

第１項」に、「の覚せい剤原料」を「の覚

醒剤原料」に、「覚せい剤原料事故届出書」

を「覚醒剤原料事故届出書」に改める。

第４条中「覚せい剤原料の」を「覚醒剤

原料の」に、「業務廃止等に伴う覚せい剤

原料所有数量報告書」を「業務廃止等に伴

う覚醒剤原料所有数量報告書」に改める。

第５条中「の覚せい剤原料」を「の覚醒

剤原料」に、「業務廃止等に伴う覚せい剤

原料譲渡報告書」を「業務廃止等に伴う覚

醒剤原料譲渡報告書」に改める。

第６条中「の覚せい剤原料」を「の覚醒

剤原料」に、「業務廃止等に伴う覚せい剤

原料処分願出書」を「業務廃止等に伴う覚

醒剤原料処分願出書」に改める。

第１号様式中「覚せい剤原料事故届出書」

を「覚醒剤原料事故届出書」に、「覚せ
、
い
、

剤取締法第30条の14」を「覚醒剤取締法第

30条の14第１項」に、「、覚せい剤原料」

を「、覚醒剤原料」に改める。

第２号様式中「業務廃止等に伴う覚せい

剤原料所有数量報告書」を「業務廃止等に

伴う覚醒剤原料所有数量報告書」に、「覚

せ
、
い
、
剤取締法」を「覚醒剤取締法」に、

「覚せい剤原料の」を「覚醒剤原料の」に

改める。

第３号様式中「業務廃止等に伴う覚せい

剤原料譲渡報告書」を「業務廃止等に伴う

覚醒剤原料譲渡報告書」に、「覚せ
、
い
、
剤取

締法」を「覚醒剤取締法」に、「覚せい剤

原料の」を「覚醒剤原料の」に改める。

第４号様式中「業務廃止等に伴う覚せい

剤原料処分願出書」を「業務廃止等に伴う

覚醒剤原料処分願出書」に、「覚せ
、
い
、
剤取

締法」を「覚醒剤取締法」に、「覚せい剤

原料の処分について、次のとおり」を「次

の覚醒剤原料の処分に係る立会い及び指示

について、」に改める。

附 則

１ この規則は、令和２年４月１日から施

行する。

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の世田谷区覚せい剤取締法施行規

則の規定に基づき作成された様式の用紙

で現に残存するものは、当分の間、修正

して使用することができる。

世田谷区街づくり条例の施行等に関

する規則の一部を改正する規則

世田谷区街づくり条例の施行等に関する

規則（平成７年３月世田谷区規則第38号）

の一部を次のように改正する。

第15条中「第58条の２第１項ただし書」、

「第33条第１項ただし書」及び「第10条第

１項ただし書」の次に「（同項第３号に係

る部分を除く。）」を加える。

第17条第１項中「建築行為等事前協議要

請書」を「建築行為等協議要請書」に改め、

同条第６項中「第58条の２第１項ただし書」、

「第33条第１項ただし書」及び「第10条第

１項ただし書」の次に「（同項第３号に係

る部分を除く。）」を加える。

第４号様式を次のように改める。

様式省略

第６号様式中「建築行為等事前協議要請

書」を「建築行為等協議要請書」に改める。

附 則

１ この規則は、令和２年４月１日（以下

「施行日」という。）から施行する。

２ この規則による改正後の世田谷区街づ

くり条例の施行等に関する規則（以下

「新規則」という。）第16条の規定は、令

和２年５月１日（以下「基準日」という。）

以後に着手する新規則第15条に規定する

建築行為等であって施行日以後に行われ

る新規則第16条第１項各号のいずれかの

行為に係るものについて適用し、基準日

以後に着手する新規則第15条に規定する

建築行為等であって施行日前に行われる

新規則第16条第１項各号のいずれかの行

為に係るものについては、なお従前の例

による。

３ この規則による改正前の第４号様式の

規定に基づき作成された様式の用紙で現

に残存するものは、当分の間、修正して

使用することができる。

世田谷区営住宅管理条例施行規則の

一部を改正する規則

世田谷区営住宅管理条例施行規則（平成

２年３月世田谷区規則第37号）の一部を次

のように改正する。

第６条第１項を削り、同条第２項中「前

項の請書」を「条例第９条第１項第１号に

規定する請書（第４号様式）」に改め、「証

する書類」の次に「（区が指定する法人を

連帯保証人とする場合にあっては、その保

証契約書）」を加え、同項を同条第１項と

し、同条第３項各号列記以外の部分中「第

９条第１項第１号に定める」を「第９条第

１項第１号本文に規定する」に改め、同項

に次のただし書を加える。

ただし、区が指定する法人を連帯保証

人とする場合は、この限りでない。

第６条第３項第３号中「者」の次に

「（入居時の使用料の12月分に相当する額を

限度とし、債務の履行の責めを負うことが

できる者をいう。）」を加え、同項を同条第

２項とし、同条第４項中「規定」の次に

「のうち、区長が特に認めた場合」を加え、

同項を同条第３項とし、同条第５項中「死

亡したとき」の次に「、第２項ただし書に

規定する連帯保証人を欠いたとき」を加え、

「第３項各号」を「同項各号」に改め、「証

する書類」の次に「（区が指定する法人を

連帯保証人とする場合にあっては、その保

証契約書）」を加え、「連帯保証人変更届」

を「連帯保証人変更届兼保証書」に改め、

同項を同条第４項とし、同条第６項中「住

所又は氏名」を「個人の場合にあっては住

所又は氏名を、法人の場合にあっては所在

地又は名称」に改め、同項を同条第５項と

し、同条第７項中「による」を「の規定に

よる」に改め、同項を同条第６項とし、同

条第８項中「当該」を「その」に改め、同

項を同条第７項とし、同条第９項中「申請」

を「規定による申請」に改め、同項を同条

第８項とする。

別表第１を次のように改める。
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別表第１（第７条関係）

第４号様式を次のように改める。

様式省略

第６号様式を次のように改める。

様式省略

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区立特定公共賃貸住宅及び世

田谷区立ファミリー住宅条例施行規

則の一部を改正する規則

世田谷区立特定公共賃貸住宅及び世田谷

区立ファミリー住宅条例施行規則（平成７

年２月世田谷区規則第１号）の一部を次の

ように改正する。

第12条第１項を削り、同条第２項中「の

請書」を「に規定する請書（請書（世田谷

区立特定公共賃貸住宅）（第２号様式））」

に改め、「証する書類」の次に「（区が指定

する法人を連帯保証人とする場合にあって

は、その保証契約書）」を加え、同項を同

条第１項とし、同条第３項各号列記以外の

部分中「第９条第１項第１号の」を「第９

条第１項第１号本文に規定する」に改め、

同項に次のただし書を加える。

ただし、区が指定する法人を連帯保証

人とする場合は、この限りでない。

第12条第３項第３号中「者」の次に

「（入居時の使用料の12月分に相当する額を

限度とし、債務の履行の責めを負うことが

できる者をいう。第49条第２項第３号にお

いて同じ。）」を加え、同項を同条第２項と

し、同条第４項中「規定」の次に「のうち、

区長が特に認めた場合」を加え、同項を同

条第３項とし、同条第５項中「死亡したと

き」の次に「、第２項ただし書に規定する

連帯保証人を欠いたとき」を加え、「第３

項各号」を「同項各号」に、「、又は」を

「又は」に改め、「証する書類」の次に

「（区が指定する法人を連帯保証人とする場

合にあっては、その保証契約書）」を加え、

「連帯保証人変更届」を「連帯保証人変更

届兼保証書（世田谷区立特定公共賃貸住宅）」

に改め、同項を同条第４項とし、同条第６

項中「住所又は氏名」を「個人の場合にあっ

ては住所又は氏名を、法人の場合にあって

は所在地又は名称」に、「連帯保証人変更
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名 称 数 値

世田谷区営粕谷四丁目アパー

ト

ア 0.8818

イ 0.9143

ウ 0.9282

世田谷区営桜丘二丁目アパー

ト

ア 0.8959

イ 0.9289

ウ 0.943

世田谷区営桜新町一丁目ア

パート

0.9511

世田谷区営鎌田二丁目アパー

ト

ア 0.8633

イ 0.8951

ウ 0.9087

世田谷区営桜上水二丁目ア

パート

0.9391

世田谷区営宇奈根一丁目ア

パート

ア 0.8571

イ 0.8887

ウ 0.9022

世田谷区営砧七丁目アパー

卜

ア 0.8916

イ 0.9244

ウ 0.9385

世田谷区営深沢四丁目アパー

ト

0.9562

世田谷区営赤堤一丁目アパー

ト

0.9609

世田谷区営八幡山三丁目第

二アパート

0.9376

世田谷区営用賀二丁目アパー

ト

ア 0.9054

イ 0.9387

ウ 0.953

世田谷区営用賀二丁目第二

アパート

ア 0.903

イ 0.9362

ウ 0.9505

世田谷区営大原一丁目アパー

ト

0.9505

世田谷区営玉川三丁目アパー

ト

0.9455

世田谷区営北烏山一丁目第

二アパート

0.9296

世田谷区営桜新町二丁目ア

パート

ア 0.9095

イ 0.943

ウ 0.9574

世田谷区営弦巻三丁目第二

アパート

0.9561

世田谷区営シティコート世

田谷給田

ア 0.9131

イ 0.957

ウ 0.9415

世田谷区営上野毛福寿荘 0.9494

世田谷区営リラ祖師谷 0.9156

世田谷区営フローレル北烏

山

0.9005

世田谷区営北烏山八丁目ア

パート

ア 0.8555

イ 0.887

ウ 0.9005

世田谷区営千歳台一丁目第

二アパート

ア 0.9186

イ 0.9326

世田谷区営弦巻二丁目アパー

ト

ア 0.9269

イ 0.941

世田谷区営アザレア経堂 0.9555

世田谷区営パークサイド野

沢

0.9549

世田谷区営アーク上北沢 0.9381

世田谷区営中町四丁目アパー

ト

0.9515

世田谷区営上祖師谷一丁目

第二アパート

ア 0.9257

イ 0.9398

世田谷区営八幡山慶明館 0.9311

世田谷区営ユアーズ若林 0.9399

世田谷区営フローラ千歳台 0.9317

世田谷区営弦巻四丁目第二

アパート

ア 0.9426

イ 0.957

世田谷区営弦巻四丁目第三

アパート

ア 0.9417

イ 0.956

世田谷区営ブラン深沢 0.9417

世田谷区営上用賀四丁目ア

パート

ア 0.9338

イ 0.948

世田谷区営新町一丁目アパー

ト

ア 0.8997

イ 0.9328

ウ 0.947

世田谷区営弦巻四丁目アパー

ト

ア 0.9039

イ 0.9372

ウ 0.9515

世田谷区営上北沢五丁目ア

パート

ア 0.8803

イ 0.9127

ウ 0.9266

世田谷区営世田谷二丁目ア

パート

ア 0.8943

イ 0.9273

ウ 0.9414

世田谷区営八幡山一丁目ア

パート

ア 0.8841

イ 0.9166

ウ 0.9306

世田谷区営ホープ大蔵 0.8902

世田谷区営コスモ北烏山 0.9114

世田谷区営上北沢五丁目第 ア 0.8786

二アパート イ 0.9109

ウ 0.9248

世田谷区営上馬四丁目アパー

ト

ア 0.9532

イ 0.9484

世田谷区営桜丘五丁目第二

アパート

0.9431

世田谷区営上用賀五丁目ア

パート

ア 0.9464

イ 0.9417

世田谷区営上北沢一丁目ア

パート

0.9361

世田谷区営玉川四丁目アパー

ト

0.9535

世田谷区営豪徳寺アパート

（２号棟）

0.9435
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届」を、「連帯保証人変更届兼保証書（世

田谷区立特定公共賃貸住宅）」に改め、同

項を同条第５項とし、同条第７項を同条第

６項とする。

第49条第１項を削り、同条第２項中「の

請書」を「に規定する請書（請書（世田谷

区立ファミリー住宅）（第28号様式））」に

改め、「証する書類」の次に「（区が指定す

る法人を連帯保証人とする場合にあっては、

その保証契約書）」を加え、同項を同条第

１項とし、同条第３項各号列記以外の部分

中「条例第35条第１項第１号の」を「条例

第35条第１項第１号本文に規定する」に改

め、同項に次のただし書を加える。

ただし、区が指定する法人を連帯保証

人とする場合は、この限りでない。

第49条第３項第３号中「十分な資力」を

「確実な保証能力」に改め、同項を同条第

２項とし、同条第４項中「規定」の次に

「のうち、区長が特に認めた場合」を加え

同項を同条第３項とし、同条第５項中「死

亡したとき」の次に「、第２項ただし書に

規定する連帯保証人を欠いたとき」を加え、

「第３項各号」を「同項各号」に改め、「証

する書類」の次に「（区が指定する法人を

連帯保証人とする場合にあっては、その保

証契約書）」を加え、「連帯保証人変更届

（世田谷区立ファミリー住宅）」を「連帯保

証人変更届兼保証書（世田谷区立ファミリー

住宅）」に改め、同項を同条第４項とし、

同条第６項中「住所又は氏名」を「個人の

場合にあっては住所又は氏名を、法人の場

合にあっては所在地又は名称」に、「連帯

保証人変更届」を「連帯保証人変更届兼保

証書（世田谷区立ファミリー住宅）」に改

め、同項を同条第５項とし、同条第７項を

同条第６項とする。

第53条本文中「10年間」の次に「（同条

第２項ただし書の場合にあっては、同項た

だし書に規定する基準日まで）」を加える。

第56条第１項を削り、同条第２項中「の

請書」を「に規定する請書（請書（定期使

用承認）（第34号様式））」に改め、「証する

書類」の次に「（区が指定する法人を連帯

保証人とする場合にあっては、その保証契

約書）」を加え、同項を同条とする。

第84条第３項中「第12条第３項、第５項

及び第６項」を「第12条第２項、第４項及

び第５項」に改める。

別表第４を次のように改める。

別表第４（第59条関係）

第２号様式裏面以外の部分を次のように

改める。

様式省略

第３号様式中「規定」の次に「のうち、

区長が特に認めた場合」を加える。

第４号様式を次のように改める。

様式省略

第28号様式及び第29号様式を次のように

改める。

様式省略

第34号様式を次のように改める。

様式省略

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区立身近な広場条例施行規則

の一部を改正する規則

世田谷区立身近な広場条例施行規則（平

成７年３月世田谷区規則第46号）の一部を

次のように改正する。

別表第１の４の部世田谷区立船橋３－12

遊び場の項の次に次のように加える。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

世田谷区自動車の臨時運行許可に関

する施行細則の一部を改正する規則

世田谷区自動車の臨時運行許可に関する

施行細則（平成４年７月世田谷区規則第86

号）の一部を次のように改正する。

第９条中「番号標の損傷の届出があった

とき、及び番号標の亡失の届出」を「亡失

届の提出」に、「亡失後」を「番号標の亡

失後」に、「、並びに」を「又は」に改め

る。

第１号様式を次のように改める。

様式省略

第２号様式中「（第６条関係）」を「（第

８条関係）」に改める。

附 則

１ この規則は、令和２年４月１日から施

行する。ただし、第９条の改正規定及び

第２号様式の改正規定は、公布の日から

施行する。

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の世田谷区自動車の臨時運行許可

に関する施行細則の規定に基づき作成さ

れた様式の用紙で現に残存するものは、

当分の間、修正して使用することができ

る。

世田谷区会計事務規則の一部を改正

する規則

世田谷区会計事務規則（昭和40年３月世

田谷区規則第９号）の一部を次のように改

正する。

第２条第１号中「総合支所副支所長及び

保健福祉センター」の次に「、児童相談所」

を加え、同条第２号中「総合支所副支所長

及び保健福祉センター所長」の次に「、児

童相談所長」を加え、同条第３号中「清掃

事務所」の次に「、児童相談所の副所長及

び課」を加え、同条第４号中「清掃事務所

長」の次に「、児童相談所の副所長及び課

長」を加え、「及び会計課長」を「並びに

会計課長」に改める。

第４条第１項第１号中「保育料」の次に

「、母子及び父子福祉資金応急小口資金、

女性福祉資金、東京都母子及び父子福祉資

金」を加え、同項第５号に次のように加え

る。

ケ 世田谷区立健康増進・交流施設条

例（平成24年３月世田谷区条例第８

号）に規定する使用料（会議室の使

用に係る使用料に限る。）

第５条第３項中「教育次長」を「教育総

務部長」に改める。

第26条第１号中「寄付金」を「寄附金」

に改める。

第106条第１項中「世田谷区文書取扱規

程（昭和52年３月世田谷区訓令甲第２号）

第７条」を「世田谷区公文書管理規程（令

和２年４月世田谷区訓令甲第 号）第８条」

に改める。

別表北沢総合支所地域振興課、玉川総合

支所地域振興課及び烏山総合支所地域振興

課調整係長の項中「玉川総合支所地域振興

課」の次に「、砧総合支所地域振興課」を

加え、同表政策経営部ふるさと納税対策担

当課ふるさと納税対策担当係長の項中「ふ

るさと納税対策担当課」を「財政課」に改

め、同表総務部人事課給与係長の項の次に

次のように加える。

別表財務部納税課収納・税証明係長の項

中「軽自動車税」の次に「（種別割）」を加

え、同表生活文化部市民活動・生涯現役推

進課まちづくり推進係長の項から生活文化

部人権・男女共同参画担当課人権・男女共

同参画担当係長（人権・男女共同参画担当

課長が指定する者）の項までの規定中「生

活文化部」を「生活文化政策部」に改め、

同表保健福祉部調整・指導課調整係長の項

中「保健福祉部調整・指導課」を「保健福

祉政策部保健福祉政策課」に、「調整・指

導課に」を「保健福祉政策課に」に改め、

同表保健福祉部生活福祉担当課生活福祉担

当係長（生活福祉担当課長が指定する者）

の項中「保健福祉部生活福祉担当課」を

「保健福祉政策部生活福祉課」に、「生活福

祉担当課長」を「生活福祉課長」に、「生

活福祉担当課に」を「生活福祉課に」に改

め、同表保健福祉部国保・年金課保険給付

係長の項から保健福祉部保険料収納課収納

係長の項までの規定中「保健福祉部」を

「保健福祉政策部」に改め、同表子ども・
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名 称 数 値

世田谷区立弦巻五丁目ファミリー

住宅

0.9472

世田谷区立赤堤一丁目ファミリー

住宅

0.9609

世田谷区立中町四丁目ファミリー

住宅

0.9515

世田谷区立桜丘五丁目第二ファ

ミリー住宅

0.9431

世田谷区立経堂四丁目ファミリー

住宅

0.9467

世田谷区立深沢四丁日ファミリー 0.9562

住宅

世田谷区立船橋

４－３広場

東京都世田谷区船橋四

丁日３番１号

庁舎整備担当部庁舎

整備担当課

庁舎整備担当係長

（庁舎整備担当課長

が指定する者）

庁舎整備担当課に

属する収納金の収

納及び払込み

危機管理部災害対策

課

災害対策担当係長

（災害対策課長が指

定する者）

災害対策課に属す

る収納金の収納及

び払込み
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若者部子ども家庭課子育て支援担当係長

（子ども家庭課長が指定する者）の項中

「子育て支援担当係長」を「子ども・子育

て支援担当係長」に改め、同項の次に次の

ように加える。

別表子ども・若者部若者支援担当課若者

支援担当係長（若者支援担当課長が指定す

る者）の項の次に次のように加える。

別表児童相談所開設準備担当部児童相談

所開設準備担当課社会的養護担当係長の項

を次のように改める。

別表保育担当部保育認定・調整課認可外

保育施設担当係長（保育認定・調整課長が

指定する者）の項中「保育担当部保育認定・

調整課」を「保育部保育認定・調整課」に、

「保育担当部に」を「保育認定・調整課に」

に改め、同項の次に次のように加える。

別表都市整備政策部住宅課住宅担当係長

（住宅課長が指定する者）の項中「都市整

備政策部住宅課」を「都市整備政策部住宅

管理課」に改め、「（住宅課長が指定する

者）」を削り、「住宅課に」を「住宅管理課

に」に改め、同項の次に次のように加える。

別表道路・交通政策部道路管理課道路認

定担当係長（道路管理課長が指定する者）

の項中「道路・交通政策部」を「道路・交

通計画部」に改め、同表道路・交通政策部

道路指導課占用担当係長（道路指導課長が

指定する者）の項を次のように改める。

第９号様式及び第９号の２様式を次のよ

うに改める。

様式省略

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。ただし、第２条第４号の改正規定

（「及び会計課長」を「並びに会計課長」に

改める部分に限る。）、第４条第１項第５号

に次のように加える改正規定、第26条第１

号の改正規定及び別表財務部納税課収納・

税証明係長の項の改正規定は、公布の日か

ら施行する。

世田谷区物品管理規則の一部を改正

する規則

世田谷区物品管理規則（昭和60年３月世

田谷区規則第28号）の一部を次のように改

正する。

第２条第１号中「総合支所副支所長及び

保健福祉センター所長」の次に「、児童相

談所長」を加え、同条第２号中「清掃事務

所」の次に「、児童相談所の副所長及び課」

を加える。

第32条第１項中「寄付」を「寄附」に改

める。

別表第１政策経営部ふるさと納税対策担

当課ふるさと納税対策担当係長の項を削り、

同表政策経営部政策研究・調査課政策研究・

調査担当係長（政策研究・調査課長が指定

する者）の項中「政策経営部政策研究・調

査課」を「政策経営部政策研究担当課」に、

「政策研究・調査担当係長「政策研究・調

査課長」を「政策研究担当係長「政策研究

担当課長」に改め、同項の次に次のように

加える。

別表第１政策経営部情報政策課情報政策

担当係長（情報政策課長が指定する者）の

項中「政策経営部情報政策課」を「政策経

営部ＩＣＴ推進課」に、「情報政策担当係

長（情報政策課長」を「ＩＣＴ推進担当係

長（ＩＣＴ推進課長」に改め、同表交流推

進担当部交流推進担当課交流推進担当係長

の項中「交流推進担当係長」の次に「（交

流推進担当課長が指定する者）」を加え、

同表危機管理室災害対策課災害対策担当係

長（災害対策課長が指定する者）の項及び

危機管理室地域生活安全課地域生活安全係

長の項中「危機管理室」を「危機管理部」

に改め、同表生活文化部市民活動・生涯現

役推進課調整係長の項、生活文化部市民活

動・生涯現役推進課生涯現役推進担当係長

（市民活動・生涯現役推進課長が指定する

者）の項、生活文化部文化・芸術振興課文

化行政担当係長（文化・芸術振興課長が指

定する者）の項、生活文化部国際課国際担

当係長（国際課長が指定する者）の項、生

活文化部人権・男女共同参画担当課人権・

男女共同参画担当係長（人権・男女共同参

画担当課長が指定する者）の項及び生活文

化部区民健康村・ふるさと交流課ふるさと

交流係長の項中「生活文化部」を「生活文

化政策部」に改め、同表地域行政部住民記

録・戸籍課住民記録担当係長（住民記録・

戸籍課長が指定する者）の項中「住民記録

担当係長（住民記録・戸籍課長が指定する

者）」を「窓口調整担当係長」に改め、同

表地域行政部窓口調整・番号制度担当課窓

口調整担当係長の項中「窓口調整・番号制

度担当課」を「番号制度・マイナンバーカー

ド交付推進担当課」に、「窓口調整担当係

長」を「番号制度担当係長」に改め、同表

経済産業部工業・ものづくり・雇用促進課

雇用促進担当係長の項中「雇用促進担当係

長」を「工業・ものづくり・建設・雇用促

進担当係長（工業・ものづくり・雇用促進

課長が指定する者）」に改め、同表保健福

祉部調整・指導課調整係長の項中「保健福

祉部調整・指導課」を「保健福祉政策部保

健福祉政策課」に改め、同項の次に次のよ

うに加える。

別表第１保健福祉部生活福祉担当課管理

係長の項中「保健福祉部生活福祉担当課」

を「保健福祉政策部生活福祉課」に改め、

同表保健福祉部国保・年金課管理係長の項

及び保健福祉部保険料収納課事務調整担当

係長（保険料収納課長が指定する者）の項

中「保健福祉部」を「保健福祉政策部」に

改め、同表梅ヶ丘拠点整備担当部梅ヶ丘拠

点整備担当課梅ヶ丘拠点整備担当係長（梅

ヶ丘拠点整備担当課長が指定する者）の項

を削り、同表子ども・若者部子ども家庭課

子育て支援担当係長（子ども家庭課長が指

定する者）の項中「子育て支援担当係長」

を「子ども・子育て支援担当係長」に改め、

同項の次に次のように加える。

別表第１青少年交流センター池之上青少

年会館館長の項の次に次のように加える。

別表第１児童相談所開設準備担当部児童

相談所開設準備担当課児童相談所開設準備

担当係長（児童相談所開設準備担当課長が

指定する者）の項、児童相談所開設準備担

当部児童相談所運営計画担当課児童相談所

運営計画担当係長の項及び児童相談所開設

準備担当部一時保護所開設準備担当課一時

保護所開設準備担当係長の項を削り、同表

保育担当部保育課教育・保育施設担当係長

（保育課長が指定する者）の項、保育担当

部保育認定・調整課認可外保育施設担当係

長（保育認定・調整課長が指定する者）の

項及び保育担当部保育計画・整備支援担当

課保育計画・整備支援担当係長（保育計画・
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子ども・若者部児童

相談支援課

社会的養護推進担

当係長

児童相談支援課に

属する収納金の収

納及び払込み

児童相談所副所長

管理係長

児童相談所副所長

に属する収納金の

収納及び払込み

保育部保育課

教育・保育施設担

当係長（保育課長が

指定する者）

保育課に属する収

納金の収納及び払

込み

保育部保育計画・整

備支援担当課

保育計画・整備支

援担当係長（保育計

画・整備支援担当課

長が指定する者）

保育計画・整備支

援担当課に属する

収納金の収納及び

払込み

都市整備政策部居住

支援課

居住支援担当係長

（居住支援課長が指

定する者）

居住支援課に属す

る収納金の収納及

び払込み

土木部土木計画調整

課

占用担当係長（土

木計画調整課長が指

定する者）

土木計画調整課に

属する収納金の収

納及び払込み

政策経営部統計調査

担当課

統計調査担当係長

（統計調査担当課

長が指定する者）

保健福祉政策部保健

医療福祉推進課

推進担当係長（保

健医療福祉推進課

長が指定する者）

子ども・若者部児童

相談支援課

児童相談支援担当

係長

児童相談所副所長

管理係長

児童相談所一時保護

課

一時保護担当係長

（一時保護課長が

指定する者）
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整備支援担当課長が指定する者）の項中

「保育担当部」を「保育部」に改め、同表

都市整備政策部住宅課住宅担当係長（住宅

課長が指定する者）の項中「都市整備政策

部住宅課」を「都市整備政策部住宅管理課」

に、「住宅担当係長（住宅課長が指定する

者）」を「住宅担当係長」に改め、同項の

次に次のように加える。

別表第１道路・交通政策部道路管理課調

整係長の項中「道路・交通政策部」を「道

路・交通計画部」に改め、同表道路・交通

政策部道路指導課道路監察担当係長（道路

指導課長が指定する者）の項を削り、同表

道路・交通政策部道路計画課道路計画担当

係長（道路計画課長が指定する者）の項、

道路・交通政策部道路事業推進課道路事業

調整担当係長の項及び道路・交通政策部交

通政策課交通企画担当係長（交通政策課長

が指定する者）の項中「道路・交通政策部」

を「道路・交通計画部」に改め、同表土木

部土木計画課調整係長の項中「土木計画課」

を「土木計画調整課」に改め、同項の次に

次のように加える。

付属様式の目次中第２号様式の項及び第

２号の２様式の項を次のように改める。

第２号様式 削除

第２号の２様式 削除

第２号様式及び第２号の２様式を次のよ

うに改める。

第２号様式 削除

第２号の２様式 削除

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。ただし、第32条第１項の改正規定、

付属様式の目次の改正規定並びに第２号様

式及び第２号の２様式の改正規定は、公布

の日から施行する。

訓 令 甲

◎世田谷区訓令甲第５号

庁 中 一 般

総 合 支 所

保 健 所

出 張 所

事 業 所

世田谷区非常勤職員の報酬及び費用弁償

に関する規程（昭和40年６月世田谷区訓令

甲第39号）の一部を次のように改正する。

令和２年３月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

付則を付則第１項とし、付則に次の１項

を加える。

２ 非常勤職員の子が通う小学校等の臨時

休業等により、当該非常勤職員が当該子

の世話を行うために勤務しないことがや

むを得ないと認められる場合その他区長

が必要と認めた場合においては、第２条

第３項の規定にかかわらず、当分の間、

報酬を減額しないものとする。

附 則

この訓令による改正後の世田谷区非常勤

職員の報酬及び費用弁償に関する規程の規

定は、令和２年３月２日から適用する。

◎世田谷区訓令甲第６号

庁 中 一 般

総 合 支 所

世田谷区総合支所処務規程（平成11年３

月世田谷区訓令甲第３号）の一部を次のよ

うに改正する。

令和２年３月10日

世田谷区長 保 坂 展 人

第８条の表区民課の部区民係（烏山総合

支所を除く。）の項第５号中「こと」の次

に「（戸籍に係るものを除く。）」を加え、

同部戸籍係（烏山総合支所を除く。）の項

第６号中「謄抄本」を「謄本又は抄本」に

改め、同項第15号を同項第16号とし、同項

第８号から同項第14号までを１号ずつ繰り

下げ、同項第７号の次に次の１号を加える。

多機能端末機による戸籍に係る

証明の発行に関すること。

第８条の表区民課の部区民・戸籍担当係

長（烏山総合支所に限る。）の項第31号中

「謄抄本」を「謄本又は抄本」に改める。

第10条第２項中「１の項から16の項まで

及び25の項」を「１の項から15の項まで及

び24の項」に改める。

別表２の部地域振興課の款11の項課長決

定の欄第２号を削り、同部区民課の款16の

項課長決定の欄第５号中「謄抄本」を「謄

本又は抄本」に改める。

◎世田谷区訓令甲第７号

庁 中 一 般

総 合 支 所

出 張 所

世田谷区戸籍事務等取扱規程（平成３年

４月世田谷区訓令甲第38号）の一部を次の

ように改正する。

令和２年３月10日

世田谷区長 保 坂 展 人

第７条第１項中「並びに法第120条第１

項の規定に基づく磁気ディスクをもって調

製された戸籍に記録されている事項の全部

又は一部を証明した書面の交付」を削り、

同条中第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 法第120条第１項の規定に基づく磁気

ディスクをもって調製された戸籍に記録

されている事項の全部又は一部を証明し

た書面の交付は、総合支所及び出張所に

おいて並びに世田谷区印鑑条例（昭和50

年３月世田谷区条例第６号）第19条の２

に規定する多機能端末機によって行う。

◎世田谷区訓令甲第８号

庁 中 一 般

総 合 支 所

保 健 所

出 張 所

事 業 所

世田谷区勤務訓令を次のように定める。

令和２年３月26日

世田谷区長 保 坂 展 人

世田谷区勤務訓令

第１条 令和２年３月31日現在、次の表の

左欄に掲げる課、担当課又は所に配属さ

れている職員は、同月26日に別に辞令を

発せられない限り、同年４月１日をもっ

て、同表右欄に掲げる課、担当課又は所

に勤務を命じられたものとする。

令和２年４月20日 （第709号）

― 36―

都市整備政策部居住

支援課

居住支援担当係長

（居住支援課長が

指定する者）

土木部豪雨対策・下

水道整備課

豪雨対策担当係長

政策経営部情報政

策課

政策経営部ＩＣＴ推

進課

危機管理室災害対

策課

危機管理部災害対策

課

危機管理室地域生

活安全課

危機管理部地域生活

安全課

生活文化部市民活

動・生涯現役推進

課

生活文化政策部市民

活動・生涯現役推進

課

生活文化部文化・

芸術振興課

生活文化政策部文化・

芸術振興課

生活文化部国際課 生活文化政策部国際

課

生活文化部人権・

男女共同参画担当

課（人権・男女共

同参画担当に限る。）

生活文化政策部人権・

男女共同参画担当課

生活文化部人権・

男女共同参画担当

課平和資料館

生活文化政策部人権・

男女共同参画担当課

平和資料館

生活文化部区民健

康村・ふるさと交

流課

生活文化政策部区民

健康村・ふるさと交

流課

保健福祉部生活福

祉担当課

保健福祉政策部生活

福祉課

保健福祉部国保・

年金課

保健福祉政策部国保・

年金課

保健福祉部保険料

収納課

保健福祉政策部保険

料収納課

保育担当部保育課

（保育職員係及び

教育・保育施設担

当に限る。）

保育部保育課

保育担当部保育課

池尻保育園

保育部保育課池尻保

育園

保育担当部保育課

三宿保育園

保育部保育課三宿保

育園

保育担当部保育課

太子堂保育園

保育部保育課太子堂

保育園

保育担当部保育課

三軒茶屋保育園

保育部保育課三軒茶

屋保育園

保育担当部保育課

世田谷保育園

保育部保育課世田谷

保育園

保育担当部保育課

桜保育園

保育部保育課桜保育

園

保育担当部保育課

東弦巻保育園

保育部保育課東弦巻

保育園
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第２条 令和２年３月31日現在、次の表の

左欄に掲げる職を命じられている職員は、

同月26日に別に辞令を発せられない限り、

同年４月１日をもって、同表右欄に掲げ

る職を命じられたものとする。

令和２年４月20日 （第709号）

― 37―

保育担当部保育課

弦巻保育園

保育部保育課弦巻保

育園

保育担当部保育課

西弦巻保育園

保育部保育課西弦巻

保育園

保育担当部保育課

南桜丘保育園

保育部保育課南桜丘

保育園

保育担当部保育課

わかくさ保育園

保育部保育課わかく

さ保育園

保育担当部保育課

下馬保育園

保育部保育課下馬保

育園

保育担当部保育課

駒沢保育園

保育部保育課駒沢保

育園

保育担当部保育課

上馬保育園

保育部保育課上馬保

育園

保育担当部保育課

豪徳寺保育園

保育部保育課豪徳寺

保育園

保育担当部保育課

下北沢保育園

保育部保育課下北沢

保育園

保育担当部保育課

守山保育園

保育部保育課守山保

育園

保育担当部保育課

若竹保育園

保育部保育課若竹保

育園

保育担当部保育課

松原北保育園

保育部保育課松原北

保育園

保育担当部保育課

赤堤保育園

保育部保育課赤堤保

育園

保育担当部保育課

南奥沢保育園

保育部保育課南奥沢

保育園

保育担当部保育課

奥沢保育園

保育部保育課奥沢保

育園

保育担当部保育課

奥沢西保育園

保育部保育課奥沢西

保育園

保育担当部保育課

中町保育園

保育部保育課中町保

育園

保育担当部保育課

上用賀保育園

保育部保育課上用賀

保育園

保育担当部保育課

ふじみ保育園

保育部保育課ふじみ

保育園

保育担当部保育課

用賀保育園

保育部保育課用賀保

育園

保育担当部保育課

用賀保育園分園

保育部保育課用賀保

育園分園

保育担当部保育課

玉川保育園

保育部保育課玉川保

育園

保育担当部保育課

新町保育園

保育部保育課新町保

育園

保育担当部保育課

深沢保育園

保育部保育課深沢保

育園

保育担当部保育課

喜多見保育園

保育部保育課喜多見

保育園

保育担当部保育課

船橋東保育園

保育部保育課船橋東

保育園

保育担当部保育課

希望丘保育園

保育部保育課希望丘

保育園

保育担当部保育課 保育部保育課小梅保

小梅保育園 育園

保育担当部保育課

南大蔵保育園

保育部保育課南大蔵

保育園

保育担当部保育課

大蔵保育園

保育部保育課大蔵保

育園

保育担当部保育課

松沢保育園

保育部保育課松沢保

育園

保育担当部保育課

上北沢保育園

保育部保育課上北沢

保育園

保育担当部保育課

南八幡山保育園

保育部保育課南八幡

山保育園

保育担当部保育課

八幡山保育園

保育部保育課八幡山

保育園

保育担当部保育課

上祖師谷保育園

保育部保育課上祖師

谷保育園

保育担当部保育課

上祖師谷南保育園

保育部保育課上祖師

谷南保育園

保育担当部保育課

給田保育園

保育部保育課給田保

育園

保育担当部保育課

芦花保育園

保育部保育課芦花保

育園

保育担当部保育課

烏山北保育園

保育部保育課烏山北

保育園

保育担当部保育課

西之谷保育園

保育部保育課西之谷

保育園

保育担当部保育認

定・調整課

保育部保育認定・調

整課

保育担当部保育計

画・整備支援担当

課

保育部保育計画・整

備支援担当課

道路・交通政策部

道路管理課

道路・交通計画部道

路管理課

道路・交通政策部

道路計画課

道路・交通計画部道

路計画課

道路・交通政策部

道路事業推進課

道路・交通計画部道

路事業推進課

道路・交通政策部

交通政策課

道路・交通計画部交

通政策課

政策経営部情報政

策課情報政策担当

係長

政策経営部ＩＣＴ推

進課ＩＣＴ推進担当

係長

政策経営部情報政

策課担当係長

政策経営部ＩＣＴ推

進課担当係長

政策経営部情報政

策課副係長

政策経営部１ＣＴ推

進課副係長

危機管理室災害対

策課災害対策担当

係長

危機管理部災害対策

課災害対策担当係長

危機管理室地域生

活安全課地域生活

安全係長

危機管理部地域生活

安全課地域生活安全

係長

生活文化部市民活

動・生涯現役推進

課調整係長

生活文化政策部市民

活動・生涯現役推進

課調整係長

生活文化部市民活

動・生涯現役推進

課調整係副係長

生活文化政策部市民

活動・生涯現役推進

課調整係副係長

生活文化部市民活

動・生涯現役推進

課まちづくり推進

係長

生活文化政策部市民

活動・生涯現役推進

課まちづくり推進係

長

生活文化部市民活

動・生涯現役推進

課生涯現役推進担

当係長

生活文化政策部市民

活動・生涯現役推進

課生涯現役推進担当

係長

生活文化部市民活

動・生涯現役推進

課副係長

生活文化政策部市民

活動・生涯現役推進

課副係長

生活文化部文化・

芸術振興課文化行

政担当係長

生活文化政策部文化・

芸術振興課文化行政

担当係長

生活文化部文化・

芸術振興課担当係

長

生活文化政策部文化・

芸術振興課担当係長

生活文化部文化・

芸術振興課主査

生活文化政策部文化・

芸術振興課主査

生活文化部国際課

国際担当係長

生活文化政策部国際

課国際担当係長

生活文化部人権・

男女共同参画担当

課人権・男女共同

参画担当係長

生活文化政策部人権・

男女共同参画担当課

人権・男女共同参画

担当係長

生活文化部人権・

男女共同参画担当

課平和資料館長

生活文化政策部人権・

男女共同参画担当課

平和資料館長

生活文化部区民健

康村・ふるさと交

流課ふるさと交流

係長

生活文化政策部区民

健康村・ふるさと交

流課ふるさと交流係

長

生活文化部区民健

康村・ふるさと交

流課区民健康村担

当係長

生活文化政策部区民

健康村・ふるさと交

流課区民健康村担当

係長

保健福祉部生活福

祉担当課管理係長

保健福祉政策部生活

福祉課管理係長

保健福祉部生活福

祉担当課生活福祉

担当係長

保健福祉政策部生活

福祉課生活福祉担当

係長

保健福祉部生活福

祉担当課担当係長

保健福祉政策部生活

福祉課担当係長

保健福祉部国保・

年金課管理係長

保健福祉政策部国保・

年金課管理係長

保健福祉部国保・

年金課管理係副係

長

保健福祉政策部国保・

年金課管理係副係長

保健福祉部国保・

年金課事務改善担

当係長

保健福祉政策部国保・

年金課事務改善担当

係長

保健福祉部国保・ 保健福祉政策部国保・
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年金課資格賦課担

当係長

年金課資格賦課担当

係長

保健福祉部国保・

年金課保険給付係

長

保健福祉政策部国保・

年金課保険給付係長

保健福祉部国保・

年金課保険給付係

副係長

保健福祉政策部国保・

年金課保険給付係副

係長

保健福祉部国保・

年金課医療費適正

化担当係長

保健福祉政策部国保・

年金課医療費適正化

担当係長

保健福祉部国保・

年金課国民年金係

長

保健福祉政策部国保・

年金課国民年金係長

保健福祉部国保・

年金課国民年金係

副係長

保健福祉政策部国保・

年金課国民年金係副

係長

保健福祉部国保・

年金課後期高齢者

医療担当係長

保健福祉政策部国保・

年金課後期高齢者医

療担当係長

保健福祉部国保・

年金課特定健診係

長

保健福祉政策部国保・

年金課特定健診係長

保健福祉部国保・

年金課副係長

保健福祉政策部国保・

年金課副係長

保健福祉部保険料

収納課事務調整担

当係長

保健福祉政策部保険

料収納課事務調整担

当係長

保健福祉部保険料

収納課収納係長

保健福祉政策部保険

料収納課収納係長

保健福祉部保険料

収納課収納係副係

長

保健福祉政策部保険

料収納課収納係副係

長

保健福祉部保険料

収納課納付相談担

当係長

保健福祉政策部保険

料収納課納付相談担

当係長

保健福祉部保険料

収納課徴収・滞納

処分担当係長

保健福祉政策部保険

料収納課徴収・滞納

処分担当係長

保健福祉部保険料

収納課副係長

保健福祉政策部保険

料収納課副係長

保育担当部保育課

保育職員係長

保育部保育課保育職

員係長

保育担当部保育課

保育職員係副係長

保育部保育課保育職

員係副係長

保育担当部保育課

教育・保育施設担

当係長

保育部保育課教育・

保育施設担当係長

保育担当部保育課

副係長

保育部保育課副係長

保育担当部保育課

主査

保育部保育課主査

保育担当部保育課

池尻保育園長

保育部保育課池尻保

育園長

保育担当部保育課

池尻保育園副園長

保育部保育課池尻保

育園副園長

保育担当部保育課 保育部保育課三宿保

三宿保育園長 育園長

保育担当部保育課

三宿保育園副園長

保育部保育課三宿保

育園副園長

保育担当部保育課

三宿保育園主査

保育部保育課三宿保

育園主査

保育担当部保育課

太子堂保育園長

保育部保育課太子堂

保育園長

保育担当部保育課

太子堂保育園副園

長

保育部保育課太子堂

保育園副園長

保育担当部保育課

太子堂保育園主査

保育部保育課太子堂

保育園主査

保育担当部保育課

三軒茶屋保育園長

保育部保育課三軒茶

屋保育園長

保育担当部保育課

三軒茶屋保育園副

園長

保育部保育課三軒茶

屋保育園副園長

保育担当部保育課

世田谷保育園長

保育部保育課世田谷

保育園長

保育担当部保育課

世田谷保育園副園

長

保育部保育課世田谷

保育園副園長

保育担当部保育課

世田谷保育園主査

保育部保育課世田谷

保育園主査

保育担当部保育課

桜保育園長

保育部保育課桜保育

園長

保育担当部保育課

桜保育園副園長

保育部保育課桜保育

園副園長

保育担当部保育課

東弦巻保育園長

保育部保育課東弦巻

保育園長

保育担当部保育課

東弦巻保育園副園

長

保育部保育課東弦巻

保育園副園長

保育担当部保育課

東弦巻保育園主査

保育部保育課東弦巻

保育園主査

保育担当部保育課

弦巻保育園長

保育部保育課弦巻保

育園長

保育担当部保育課

弦巻保育園副園長

保育部保育課弦巻保

育園副園長

保育担当部保育課

西弦巻保育園長

保育部保育課西弦巻

保育園長

保育担当部保育課

西弦巻保育園副園

長

保育部保育課西弦巻

保育園副園長

保育担当部保育課

南桜丘保育園長

保育部保育課南桜丘

保育園長

保育担当部保育課

南桜丘保育園副園

長

保育部保育課南桜丘

保育園副園長

保育担当部保育課

南桜丘保育園主査

保育部保育課南桜丘

保育園主査

保育担当部保育課

わかくさ保育園長

保育部保育課わかく

さ保育園長

保育担当部保育課

わかくさ保育園副

園長

保育部保育課わかく

さ保育園副園長

保育担当部保育課

下馬保育園長

保育部保育課下馬保

育園長

保育担当部保育課

下馬保育園副園長

保育部保育課下馬保

育園副園長

保育担当部保育課

駒沢保育園長

保育部保育課駒沢保

育園長

保育担当部保育課

駒沢保育園副園長

保育部保育課駒沢保

育園副園長

保育担当部保育課

上馬保育園長

保育部保育課上馬保

育園長

保育担当部保育課

上馬保育園副園長

保育部保育課上馬保

育園副園長

保育担当部保育課

豪徳寺保育園長

保育部保育課豪徳寺

保育園長

保育担当部保育課

豪徳寺保育園副園

長

保育部保育課豪徳寺

保育園副園長

保育担当部保育課

豪徳寺保育園主査

保育部保育課豪徳寺

保育園主査

保育担当部保育課

下北沢保育園長

保育部保育課下北沢

保育園長

保育担当部保育課

下北沢保育園副園

長

保育部保育課下北沢

保育園副園長

保育担当部保育課

守山保育園長

保育部保育課守山保

育園長

保育担当部保育課

守山保育園副園長

保育部保育課守山保

育園副園長

保育担当部保育課

守山保育園主査

保育部保育課守山保

育園主査

保育担当部保育課

若竹保育園長

保育部保育課若竹保

育園長

保育担当部保育課

若竹保育園副園長

保育部保育課若竹保

育園副園長

保育担当部保育課

松原北保育園長

保育部保育課松原北

保育園長

保育担当部保育課

松原北保育園副園

長

保育部保育課松原北

保育園副園長

保育担当部保育課

赤堤保育園長

保育部保育課赤堤保

育園長

保育担当部保育課

赤堤保育園副園長

保育部保育課赤堤保

育園副園長

保育担当部保育課

南奥沢保育園長

保育部保育課南奥沢

保育園長

保育担当部保育課

南奥沢保育園副園

長

保育部保育課南奥沢

保育園副園長

保育担当部保育課

奥沢保育園長

保育部保育課奥沢保

育園長

保育担当部保育課

奥沢保育園副園長

保育部保育課奥沢保

育園副園長

保育担当部保育課

奥沢保育園主査

保育部保育課奥沢保

育園主査

保育担当部保育課

奥沢西保育園長

保育部保育課奥沢西

保育園長
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保育担当部保育課

奥沢西保育園副園

長

保育部保育課奥沢西

保育園副園長

保育担当部保育課

中町保育園長

保育部保育課中町保

育園長

保育担当部保育課

中町保育園副園長

保育部保育課中町保

育園副園長

保育担当部保育課

上用賀保育園長

保育部保育課上用賀

保育園長

保育担当部保育課

上用賀保育園副園

長

保育部保育課上用賀

保育園副園長

保育担当部保育課

ふじみ保育園長

保育部保育課ふじみ

保育園長

保育担当部保育課

ふじみ保育園副園

長

保育部保育課ふじみ

保育園副園長

保育担当部保育課

用賀保育園長

保育部保育課用賀保

育園長

保育担当部保育課

用賀保育園副園長

保育部保育課用賀保

育園副園長

保育担当部保育課

用賀保育園主査

保育部保育課用賀保

育園主査

保育担当部保育課

用賀保育園分園長

保育部保育課用賀保

育園分園長

保育担当部保育課

用賀保育園分園副

園長

保育部保育課用賀保

育園分園副園長

保育担当部保育課

玉川保育園長

保育部保育課玉川保

育園長

保育担当部保育課

玉川保育園副園長

保育部保育課玉川保

育園副園長

保育担当部保育課

玉川保育園主査

保育部保育課玉川保

育園主査

保育担当部保育課

新町保育園長

保育部保育課新町保

育園長

保育担当部保育課

新町保育園副園長

保育部保育課新町保

育園副園長

保育担当部保育課

深沢保育園長

保育部保育課深沢保

育園長

保育担当部保育課

深沢保育園副園長

保育部保育課深沢保

育園副園長

保育担当部保育課

喜多見保育園長

保育部保育課喜多見

保育園長

保育担当部保育課

喜多見保育園副園

長

保育部保育課喜多見

保育園副園長

保育担当部保育課

喜多見保育園主査

保育部保育課喜多見

保育園主査

保育担当部保育課

船橋東保育園長

保育部保育課船橋東

保育園長

保育担当部保育課

船橋東保育園副園

長

保育部保育課船橋東

保育園副園長

保育担当部保育課

船橋東保育園主査

保育部保育課船橋東

保育園主査

保育担当部保育課

希望丘保育園長

保育部保育課希望丘

保育園長

保育担当部保育課

希望丘保育園副園

長

保育部保育課希望丘

保育園副園長

保育担当部保育課

希望丘保育園主査

保育部保育課希望丘

保育園主査

保育担当部保育課

小梅保育園長

保育部保育課小梅保

育園長

保育担当部保育課

小梅保育園副園長

保育部保育課小梅保

育園副園長

保育担当部保育課

南大蔵保育園長

保育部保育課南大蔵

保育園長

保育担当部保育課

南大蔵保育園副園

長

保育部保育課南大蔵

保育園副園長

保育担当部保育課

南大蔵保育園主査

保育部保育課南大蔵

保育園主査

保育担当部保育課

大蔵保育園長

保育部保育課大蔵保

育園長

保育担当部保育課

大蔵保育園副園長

保育部保育課大蔵保

育園副園長

保育担当部保育課

松沢保育園長

保育部保育課松沢保

育園長

保育担当部保育課

松沢保育園副園長

保育部保育課松沢保

育園副園長

保育担当部保育課

松沢保育園主査

保育部保育課松沢保

育園主査

保育担当部保育課

上北沢保育園長

保育部保育課上北沢

保育園長

保育担当部保育課

上北沢保育園副園

長

保育部保育課上北沢

保育園副園長

保育担当部保育課

上北沢保育園主査

保育部保育課上北沢

保育園主査

保育担当部保育課

南八幡山保育園長

保育部保育課南八幡

山保育園長

保育担当部保育課

南八幡山保育園副

園長

保育部保育課南八幡

山保育園副園長

保育担当部保育課

八幡山保育園長

保育部保育課八幡山

保育園長

保育担当部保育課

八幡山保育園副園

長

保育部保育課八幡山

保育園副園長

保育担当部保育課

上祖師谷保育園長

保育部保育課上祖師

谷保育園長

保育担当部保育課

上祖師谷保育園副

園長

保育部保育課上祖師

谷保育園副園長

保育担当部保育課

上祖師谷南保育園

長

保育部保育課上祖師

谷南保育園長

保育担当部保育課

上祖師谷南保育園

副園長

保育部保育課上祖師

谷南保育園副園長

保育担当部保育課

給田保育園長

保育部保育課給田保

育園長

保育担当部保育課

給田保育園副園長

保育部保育課給田保

育園副園長

保育担当部保育課

給田保育園主査

保育部保育課給田保

育園主査

保育担当部保育課

芦花保育園長

保育部保育課芦花保

育園長

保育担当部保育課

芦花保育園副園長

保育部保育課芦花保

育園副園長

保育担当部保育課

烏山北保育園長

保育部保育課烏山北

保育園長

保育担当部保育課

烏山北保育園副園

長

保育部保育課烏山北

保育園副園長

保育担当部保育課

烏山北保育園主査

保育部保育課烏山北

保育園主査

保育担当部保育課

西之谷保育園長

保育部保育課西之谷

保育園長

保育担当部保育課

西之谷保育園副園

長

保育部保育課西之谷

保育園副園長

保育担当部保育認

定・調整課認可外

保育施設担当係長

保育部保育認定・調

整課認可外保育施設

担当係長

保育担当部保育認

定・調整課入園担

当係長

保育部保育認定・調

整課入園担当係長

保育担当部保育認

定・調整課副係長

保育部保育認定・調

整課副係長

保育担当部保育計

画・整備支援担当

課保育計画・整備

支援担当係長

保育部保育計画・整

備支援担当課保育計

画・整備支援担当係

長

保育担当部保育計

画・整備支援担当

課副係長

保育部保育計画・整

備支援担当課副係長

道路・交通政策部

道路管理課調整係

長

道路・交通計画部道

路管理課調整係長

道路・交通政策部

道路管理課道路認

定担当係長

道路・交通計画部道

路管理課道路認定担

当係長

道路・交通政策部

道路管理課境界確

定担当係長

道路・交通計画部道

路管理課境界確定担

当係長

道路・交通政策部

道路管理課道路台

帳担当係長

道路・交通計画部道

路管理課道路台帳担

当係長

道路・交通政策部

道路管理課副係長

道路・交通計画部道

路管理課副係長

道路・交通政策部

道路計画課道路計

画担当係長

道路・交通計画部道

路計画課道路計画担

当係長

道路・交通政策部

道路計画課外環調

整担当係長

道路・交通計画部道

路計画課外環調整担

当係長
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告 示

◎世田谷区告示第151号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月２日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月２日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区船橋一丁目316番11の内

３ 変更の区域

延 長 4.81メートル

幅 員 0.10メートルから

0.17メートルまで

面 積 0.67平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月２日

◎世田谷区告示第152号

介護保険法（平成９年法律第123号）第7

8条の５第２項の規定による指定地域密着

型サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。

令和２年３月２日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 シニアサロンス

マイル

２ 事業所の所在地 神奈川県横浜市

都筑区荏田南二

丁目15番25号

３ 事業者の名称 株式会社ファイ

ブラタ

４ 廃止届受理年月日 令和２年２月12

日

５ サービスの種類 地域密着型通所

介護

◎世田谷区告示第153号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月３日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区千歳台五丁目473番２の

内から470番７まで

３ 変更の区域

延 長 54.87メートル

幅 員 2.18メートル

面 積 122.27平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月３日

◎世田谷区告示第154号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和２年３月３日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

40－１

36－５

２ 変更の区間

世田谷区北沢三丁目594番23から5

94番20まで

世田谷区北沢三丁目594番19

３ 変更の区域

延 長 9.16メートル

幅 員 1.29メートルから

1.33メートルまで

面 積 15.51平方メートル

延 長 5.19メートル

幅 員 1.17メートルから

1.20メートルまで

面 積 6.19平方メートル

◎世田谷区告示第155号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月３日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

40－１

２ 変更の区間

世田谷区船橋五丁目1044番２

３ 変更の区域

面 積 0.87平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月３日

◎世田谷区告示第156号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月３日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－８

２ 変更の区間

世田谷区船橋五丁目1048番５

３ 変更の区域

面 積 1.05平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月３日

◎世田谷区告示第157号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

82条第２項の規定による指定居宅介護支援

事業の廃止の届出があったので、同法第85

条第２号の規定により告示する。

令和２年３月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 ＬＥ Ｈｅａｒ

ｔ ケアプラン

等々力

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区

中町二丁日１番

21号メゾン等々

力102号

３ 事業者の名称 ＬＥ．О．ＶＥ株

式会社

４ 廃止届受理年月日 令和２年２月12

日

５ サービスの種類 居宅介護支援

◎世田谷区告示第158号

令和２年３月２日世田谷区議会において

議決を得た次の予算について、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第219条第２項の規

定に基づき別添のとおり公表する。

令和２年３月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 令和元年度世田谷区一般会計補正予

算（第４次）

２ 令和元年度世田谷区国民健康保険事

業会計補正予算（第２次）

３ 令和元年度世田谷区後期高齢者医療

会計補正予算（第２次）

４ 令和元年度世田谷区介護保険事業会

計補正予算（第２次）

別添省略

◎世田谷区告示第159号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和２年３月４日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月４日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－５

２ 変更の区間

世田谷区野沢二丁目72番１の内

３ 変更の区域

令和２年４月20日 （第709号）
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道路・交通政策部

道路事業推進課道

路事業調整担当係

長

道路・交通計画部道

路事業推進課道路事

業調整担当係長

道路・交通政策部

道路事業推進課下

北沢道路事業推進

担当係長

道路・交通計画部道

路事業推進課下北沢

道路事業推進担当係

長

道路・交通政策部

道路事業推進課道

路事業推進担当係

長

道路・交通計画部道

路事業推進課道路事

業推進担当係長

道路・交通政策部

道路事業推進課副

係長

道路・交通計画部道

路事業推進課副係長

道路・交通政策部

交通政策課交通企

画担当係長

道路・交通計画部交

通政策課交通企画担

当係長
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延 長 15.37メートル

幅 員 2.08メートルから

2.32メートルまで

面 積 33.40平方メートル

◎世田谷区告示第160号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月４日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月４日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

12－Ｇ076

２ 変更の区間

世田谷区太子堂三丁目105番９の

内

３ 変更の区域

延 長 2.24メートル

幅 員 1.09メートル

面 積 2.36平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月４日

◎世田谷区告示第161号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更する。

この関係図面は、令和２年３月４日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月４日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

12－Ｇ076

２ 変更の区間

世田谷区太子堂三丁目105番９の

内

３ 変更の区域

延 長 2.11メートル

幅 員 1.08メートルから

1.09メートルまで

面 積 2.05平方メートル

◎世田谷区告示第162号

世田谷区立公園の名称、位置及び区

域並びに供用開始の期日について

都市公園法（昭和31年法律第79号）第２

条の２の規定に基づき、次のとおり

告示する。

令和２年３月４日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 名 称 世田谷区立うめ

とぴあ公園

２ 位 置 東京都世田谷区

松原六丁日37番

13号

３ 区 域 別紙案内図のと

おり

４ 供用開始の期日 令和２年３月31

日

◎世田谷区告示第163号

世田谷区立公園の名称、位置及び区

域並びに供用開始の期日について

都市公園法（昭和31年法律第79号）第２

条の２の規定に基づき、次のとおり

告示する。

令和２年３月４日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 名 称 世田谷区立岡本

の丘緑地

２ 位 置 東京都世田谷区

岡本二丁目33番

20号

３ 区 域 別紙案内図のと

おり

４ 供用開始の期日 令和２年３月31

日

◎世田谷区告示第164号

次のとおり都市公園の区域を変更するの

で、世田谷区立公園条例（昭和33年４月世

田谷区条例第４号）第２条の２の規定に基

づき告示する。

令和２年３月４日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 名 称 世田谷区立喜多

見農業公園

２ 位 置 東京都世田谷区

喜多見四丁目16

番25号

３ 区 域 別紙案内図のと

おり

４ 変 更 の 期 日 令和２年３月31

日

◎世田谷区告示第165号

介護保険法（平成９年法律第123号）第8

2条第２項の規定による指定居宅介護支援

事業の廃止の届出があったので、同法第85

条第２号の規定により告示する。

令和２年３月４日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 グランマ世田谷

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区

東玉川二丁目16

番10号

３ 事業者の名称 株式会社ケアギ

バー・ジャパン

４ 廃止届受理年月日 令和２年２月25

日

５ サービスの種類 居宅介護支援

◎世田谷区告示第166号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月５日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

39－11

２ 変更の区間

世田谷区上馬四丁目788番13の内

から788番14の内まで

３ 変更の区域

延 長 11.91メートル

幅 員 0.08メートルから

0.20メートルまで

面 積 1.72平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月５日

◎世田谷区告示第167号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月５日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区三宿一丁目122番５から1

22番10まで

３ 変更の区域

延 長 10.32メートル

幅 員 0.17メートルから

0.23メートルまで

面 積 2.11平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月５日

◎世田谷区告示第168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（平成17年法律第123

号）第51条の25第３項の規定による変更の

届出があったので、世田谷区指定特定相談

支援事業者及び指定障害児相談支援事業者

の指定等に関する規則（平成24年３月世田

谷区規則第25号）第８条第１項の規定によ

り告示する。

令和２年３月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業者の名称

合同会社からふる

２ 主たる事務所の所在地

東京都千代田区飯田橋一丁目７番

９－601号

３ 事業所の名称

からふるｐｌａｎ

４ 事業所の所在地

東京都世田谷区池尻三丁目13番10

号

５ 事業所番号

1331204790

６ 事業の種類

特定相談支援事業

７ 事業の主たる対象者

（変更前）障害児

（変更後）特定なし

８ 変更の年月日

令和２年２月１日

◎世田谷区告示第169号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

24条の32第１項の規定による変更の届出が

あったので、世山谷区指定特定相談支援事

業者及び指定障害児相談支援事業者の指定

令和２年４月20日 （第709号）
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等に関する規則（平成24年３月世田谷区規

則第25号）第８条第１項の規定により告示

する。

令和２年３月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業者の名称

合同会社からふる

２ 主たる事務所の所在地

東京都千代田区飯田橋一丁目７番

９－601号

３ 事業所の名称

からふるｐｌａｎ

４ 事業所の所在地

東京都世田谷区池尻三丁目13番10

号

５ 事業所番号

1371200948

６ 事業の種類

障害児相談支援事業

７ 事業の主たる対象者

（変更前）障害児

（変更後）特定なし

８ 変更の年月日

令和２年２月１日

◎世田谷区告示第170号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月５日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区羽根木二丁目1715番１の

内から1742番４の内まで

３ 変更の区域

延 長 16.96メートル

幅 員 0.67メートルから

0.69メートルまで

面 積 11.52平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月５日

◎世田谷区告示第171号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月５日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区代田四丁目758番５の内

３ 変更の区域

延 長 14.97メートル

幅 員 0.45メートルから

0.66メートルまで

面 積 9.53平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月５日

◎世田谷区告示第172号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月５日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区深沢七丁目127番13の内

から127番23の内まで

３ 変更の区域

延 長 49.01メートル

幅 員 0.14メートルから

0.19メートルまで

面 積 8.24平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月５日

◎世田谷区告示第173号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月６日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区砧一丁目368番87

３ 変更の区域

延 長 7.32メートル

幅 員 0.50メートル

面 積 3.71平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月６日

◎世田谷区告示第174号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月６日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

50－１

50－１

２ 変更の区間

世田谷区北沢四丁目883番３

世田谷区北沢四丁目883番１の内

３ 変更の区域

延 長 12.54メートル

幅 員 0.00メートルから

0.04メートルまで

面 積 0.30平方メートル

延 長 0.13メートル

幅 員 0.00メートルから

0.05メートルまで

面 積 0.003平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月６日

◎世田谷区告示第175号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更し、廃止する。

この関係図面は、令和２年３月６日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

26－17

26－17

２ 変更により廃止する区間

世田谷区大原二丁目1305番９の内

から1306番65の内まで

世田谷区大原二丁目5002番の内

３ 変更により廃止する区域

延 長 35.59メートル

幅 員 0.00メートルから

0.60メートルまで

面 積 14.58平方メートル

延 長 8.19メートル

幅 員 0.00メートルから

0.003メートルまで

面 積 0.01平方メートル

４ 区域廃止の期日

令和２年３月６日

◎世田谷区告示第176号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月６日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区松原一丁日39番５の内か

ら39番39の内まで

３ 変更の区域

延 長 22.37メートル

幅 員 0.50メートルから

0.60メートルまで

面 積 12.44平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月６日

◎世田谷区告示第177号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月６日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

令和２年４月20日 （第709号）

― 42―



世 田 谷 区 公 報

２ 変更の区間

世田谷区三軒茶屋二丁目254番22

から254番18まで

３ 変更の区域

延 長 11.19メートル

幅 員 0.08メートルから

0.16メートルまで

面 積 1.47平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月６日

◎世田谷区告示第178号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月９日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月９日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

28－１

２ 変更の区間

世田谷区三宿一丁目109番７の内

３ 変更の区域

延 長 10.90メートル

幅 員 0.38メートルから

0.39メートルまで

面 積 4.21平方メートル

延 長 6.83メートル

幅 員 0.65メートル

面 積 4.47平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月９日

◎世田谷区告示第179号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月９日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月９日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区桜二丁目571番９の内

３ 変更の区域

延 長 11.63メートル

幅 員 0.09メートルから

0.11メートルまで

面 積 1.20平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月９日

◎世田谷区告示第180号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線を次のように廃

止する。

この関係図面は、令和２年３月９日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月９日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

21－Ｇ053－01

２ 廃止する起終点

世田谷区豪徳寺一丁目2059番７地

先無番

３ 廃止の期日

令和２年３月９日

◎世田谷区告示第181号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月９日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月９日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

11－Ｄ226－03

２ 変更の区間

世田谷区代沢五丁目1192番８

３ 変更の区域

延 長 5.61メートル

幅 員 0.22メートルから

0.23メートルまで

面 積 1.30平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月９日

◎世田谷区告示第182号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月９日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月９日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

40－１

40－１

２ 変更の区間

世田谷区祖師谷一丁目46番９の内

世田谷区祖師谷一丁目46番49の内

から46番９の内まで

３ 変更の区域

延 長 16.62メートル

幅 員 0.17メートル

面 積 3.00平方メートル

延 長 26.51メートル

幅 員 0.17メートルから

0.18メートルまで

面 積 4.85平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月９日

◎世田谷区告示第183号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月９日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月９日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

28－１

28－１

２ 変更の区間

世田谷区上祖師谷五丁目1063番５

世田谷区上祖師谷五丁目1063番４

から1063番６まで

世田谷区上祖師谷五丁目1064番６

３ 変更の区域

延 長 8.67メートル

幅 員 0.24メートルから

0.25メートルまで

面 積 2.20平方メートル

延 長 32.08メートル

幅 員 0.99メートル

面 積 36.11平方メートル

延 長 31.71メートル

幅 員 3.18メートル

面 積 102.61平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月９日

◎世田谷区告示第184号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月９日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月９日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区南烏山一丁日116番31か

ら116番33まで

３ 変更の区域

延 長 13.09メートル

幅 員 0.62メートルから

0.63メートルまで

面 積 8.21平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月９日

◎世田谷区告示第185号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月10日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月10日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 供用開始の区間

世田谷区松原一丁目95番４から89

番19の内まで

３ 供用開始の区域

延 長 40.56メートル

幅 員 1.36メートルから

4.00メートルまで

面 積 118.11平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年４月20日 （第709号）
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令和２年３月10日

◎世田谷区告示第186号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月10日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月10日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

28－１

２ 変更の区間

世田谷区松原一丁目89番19の内

世田谷区松原一丁目89番19の内

３ 変更の区域

延 長 1.95メートル

幅 員 0.00メートルから

0.03メートルまで

面 積 0.05平方メートル

延 長 1.74メートル

幅 員 0.00メートルから

0.001メートルまで

面 積 0.001平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月10日

◎世田谷区告示第187号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を廃止する。

この関係図面は、令和２年３月10日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月10日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更により廃止する区間

世田谷区松原一丁目89番23の内か

ら86番７地先無番まで

３ 変更により廃止する区域

延 長 38.48メートル

幅 員 0.05メートルから

3.50メートルまで

面 積 71.96平方メートル

４ 供用廃止の期日

令和２年３月10日

◎世田谷区告示第188号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月10日から

15日間世田谷区道路･交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する｡

令和２年３月10日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区若林四丁目189番４の内

から189番34まで

３ 変更の区域

延 長 15.77メートル

幅 員 1.20メートルから

1.36メートルまで

面 積 20.30平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月10日

◎世田谷区告示第189号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

42条第１項第５号の規定により、次のとお

り道路の位置の指定をした。

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。

令和２年３月11日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号 第2836号

２ 指定年月日 令和２年３月10日

３ 指定の位置 世田谷区駒沢四丁目13

4番61の一部

４ 道路の幅員 4.00メートル

５ 道路の延長 24.77メートル

６ 申請者氏名 丹下 かずみ

◎世田谷区告示第190号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の５第２項の規定による指定地域密着

型サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。

令和２年３月11日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 リハビリ型ひか

りデイサービス

洗足店

２ 事業所の所在地 東京都目黒区洗

足二丁目７番19

号アクセス洗足

１階

３ 事業者の名称 株式会社ワンズ

スタイル

４ 廃止届受理年月日 令和２年２月20

日

５ サービスの種類 地域密着型通所

介護

◎世田谷区告示第191号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線を次のように廃

止する。

この関係図面は、令和２年３月11日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月11日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

23－Ｇ147

２ 廃止する起終点

世田谷区船橋六丁目３番８地先無

番から３番10地先無番まで

３ 廃止の期日

令和２年３月11日

◎世田谷区告示第192号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

42条第１項第４号の規定による指定道路に

ついて、次のとおり指定の取消しをした。

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。

令和２年３月11日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定取消番号 第158号

２ 指定取消年月日 令和２年

３月10日

３ 指定取消する道路の種別 土地区画

整 理 法

（昭和29

年法律第

119号）

による道

路

４ 指定取消する道路の区域 世田谷区

祖師谷六

丁目736

番24の内

から１番

53の内ま

で

世田谷区

祖師谷六

丁目１番

33の内か

ら５番９

地先無番

まで

世田谷区

祖師谷六

丁目736

番25の内

から736

番24の内

まで

５ 指定取消する道路の延長 105.95メ

ートル

６ 指定取消する道路の幅員 6.00メー

トルから

6.70メー

トルまで

◎世田谷区告示第193号

世田谷区特別区税条例（昭和39年12月世

田谷区条例第74号。以下「条例」という。）

第７条の規定により、地方税法（昭和25年

法律第226号）又は条例に定める申告に関

する期限を次のように延長する。

令和２年３月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

条例第23条の規定により特別区民税の申

告を区長に行わなければならない者に係る

当該申告に関する期限は、令和２年４月16

日まで延長する。

◎世田谷区告示第194号

区管理水路を次のように廃止したので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和２年３月12日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

令和２年４月20日 （第709号）
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１ 番号

42－Ｚ121

２ 位置

世田谷区給田二丁目690番６地先

無番から687番地先無番まで

３ 廃止の期日

令和２年３月12日

◎世田谷区告示第195号

公共物を次のように設置したので、世田

谷区公共物管理条例施行規則（平成14年３

月世田谷区規則第45号）第７条の規定に基

づき、告示する。

この関係図面は、令和２年３月12日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

42－Ｚ130

２ 位置

世田谷区給田二丁目690番６地先

無番から688番１地先無番まで

３ 用途

区管理水路

◎世田谷区告示第196号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和２年３月13日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月13日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

26－10

26－９

２ 変更の区間

世田谷区上北沢三丁目1110番18の

内から1110番67の内まで

世田谷区上北沢三丁目1110番18の

内から1110番85の内まで

３ 変更の区域

面 積 0.03平方メートル

面 積 0.21平方メートル

◎世田谷区告示第197号

世田谷区公契約の労働報酬下限額に

ついて

世田谷区公契約条例（平成26年９月世田

谷区条例第27号）第４条第３項第１号の規

定に基づき、予定価格が世田谷区公契約条

例施行規則（平成26年９月世田谷区規則第

67号）第５条第１項に定める額以上の公契

約において事業者が労働者に支払う職種ご

との労働報酬の下限とすべき額（以下「労

働報酬下限額」という。）を次のように定

める。

令和２年３月13日

世田谷区長 保 坂 展 人

備考

１ 第１号から第51号までに掲げる職種

の意義は、国土交通省が示す公共工事

設計労務単価における51職種の技能労

働者の定義の例による。

２ 第１号から第51号までの規定にかか

わらず、次の各号に該当する労働者は、

当該各号に定める労働報酬下限額を適

用する。

事業者が労働者等との合意の下で

見習い又は手元等の未熟練労働者と

判断する者及び年金等の受給のため

に賃金を調整している労働者 1,34

8円

工事の請負に係る契約以外の契約

（指定管理者の業務に係る協定を含

む。）の業務に従事する労働者 第5

2号に掲げる額

３ 「タイル工」、「屋根ふき工」、「建具

工」及び「建築ブロック工」について

は、国土交通省より東京都における公

共工事設計労務単価が示されなかった

ため、「－」で表示する。

附 則

この告示は、令和２年４月１日以後に締

結する公契約（この告示前に公告した入札

に付された公契約を除く。）について適用

する。

◎世田谷区告示第198号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月16日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月16日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

21－Ｇ134

２ 変更の区間

世田谷区松原一丁目99番４の内か

ら99番３の内まで

３ 変更の区域

延 長 20.46メートル

幅 員 0.62メートル

面 積 12.80平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月16日

◎世田谷区告示第199号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月16日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

令和２年４月20日 （第709号）
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号 職種
労働報酬下限額

（１時間当たり）

１ 特殊作業員 2,614円

２ 普通作業員 2,285円

３ 軽作業員 1,637円

４ 造園工 2,253円

５ 法面工 2,880円

６ とび工 2,901円

７ 石工 2,901円

８ ブロック工 2,689円

９ 電工 2,710円

10 鉄筋工 2,933円

11 鉄骨工 2,731円

12 塗装工 3,007円

13 溶接工 3,209円

14 運転手（特殊） 2,572円

15 運転手（一般） 2,136円

16 潜かん工 3,188円

17 潜かん世話役 3,772円

18 さく岩工 3,177円

19 トンネル特殊工 3,124円

20 トンネル作業員 2,582円

21 トンネル世話役 3,570円

22 橋りょう特殊工 3,188円

23 橋りょう塗装工 3,315円

24 橋りょう世話役 3,655円

25 土木一般世話役 2,625円

26 高級船員 3,103円

27 普通船員 2,455円

28 潜水士 4,357円

29 潜水連絡員 3,007円

30 潜水送気員 2,986円

31 山林砂防工 2,859円

32 軌道工 4,803円

33 型わく工 2,763円

34 大工 2,720円

35 左官 2,944円

36 配管工 2,434円

37 はつり工 2,667円

38 防水工 3,177円

39 板金工 2,965円

40 タイル工 ―

41 サッシ工 2,720円

42 屋根ふき工 ―

43 内装工 2,944円

44 ガラス工 2,646円

45 建具工 ―

46 ダクト工 2,370円

47 保温工 2,412円

48 建築ブロック工 ―

49 設備機械工 2,444円

50 交通誘導員Ａ 1,647円

51 交通誘導員Ｂ 1,435円

52 上記以外の職種 1,130円
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課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月16日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区玉川台二丁目452番４地

先無番

３ 変更の区域

延 長 3.26メートル

幅 員 0.21メートル

面 積 0.69平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月16日

◎世田谷区告示第200号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線を次のように廃

止する。

この関係図面は、令和２年３月16日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月16日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

31－Ｇ071－01

２ 廃止する起終点

世田谷区玉川台二丁目452番４地

先無番

３ 廃止の期日

令和２年３月16日

◎世田谷区告示第201号

世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。

令和２年３月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第202号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更し、廃止する。

この関係図面は、令和２年３月17日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

26－52

２ 変更により廃止する区間

世田谷区南烏山五丁目713番１の

内

３ 変更により廃止する区域

延 長 6.76メートル

幅 員 0.01メートル

面 積 0.06平方メートル

４ 区域廃止の期日

令和２年３月17日

◎世田谷区告示第203号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月17日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

45－31

２ 供用開始の区間

世田谷区八幡山三丁目202番26

３ 供用開始の区域

延 長 15.59メートル

幅 員 1.18メートル

面 積 18.35平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月17日

◎世田谷区告示第204号

平成６年６月２日世田谷区告示第133号

の一部を次のように訂正する。

令和２年３月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

告示中「面 積 八二・九一平方メー

トル」を「面 積 八二・九二平方メー

トル」に訂正する。

◎世田谷区告示第205号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月17日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

13―Ｄ488－03

２ 変更の区間

世田谷区野沢一丁目56番１の内

３ 変更の区域

延 長 19.50メートル

幅 員 0.62メートル

面 積 12.25平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月17日

◎世田谷区告示第206号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月17日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月17日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区下馬二丁目259番216の内

３ 変更の区域

延 長 10.23メートル

幅 員 0.43メートルから

0.44メートルまで

面 積 4.51平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月17日

◎世田谷区告示第207号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月18日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区世田谷三丁目1027番11の

内

３ 変更の区域

延 長 4.84メートル

幅 員 0.60メートル

面 積 2.93平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月18日

◎世田谷区告示第208号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月18日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 供用開始の区間

世田谷区世田谷三丁目1027番12の

内

３ 供用開始の区域

延 長 0.06メートル

幅 員 0.60メートル

面 積 0.03平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月18日

◎世田谷区告示第209号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月18日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区上馬二丁目41番13

３ 変更の区域

延 長 17.38ﾒｰﾄル

幅 員 0.61メートルから

0.74メートルまで

面 積 11.86平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月18日

◎世田谷区告示第210号

令和２年４月20日 （第709号）
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道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月18日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区赤堤五丁目500番20の内

３ 変更の区域

延 長 7.29メートル

幅 員 0.18メートルから

0.19メートルまで

面 積 1.35平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月18日

◎世田谷区告示第211号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月18日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区奥沢二丁日397番10の内

３ 変更の区域

延 長 12.18メートル

幅 員 0.18メートル

面 積 2.22平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月18日

◎世田谷区告示第212号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和２年３月18日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区奥沢二丁目397番10の内

３ 変更の区域

延 長 0.05メートル

幅 員 0.18メートル

面 積 0.01平方メートル

◎世田谷区告示第213号

介護保険法（平成９年法律第123号）第8

2条第２項の規定による指定居宅介護支援

事業の廃止の届出があったので、同法第85

条第２号の規定により告示する。

令和２年３月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 ファーコス薬局

成城居宅介護支

援事業所

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区

成城二丁目33番

13号パールハウ

ス服部303号室

３ 事業者の名称 株式会社ファー

コス

４ 廃止届受理年月日 令和２年２月27

日

５ サービスの種類 居宅介護支援

◎世田谷区告示第214号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の５第２項及び第115条の15第２項の

規定による指定地域密着型サービス事業及

び指定地域密着型介護予防サービス事業の

廃止の届出があったので、同法第78条の11

第２号及び第115条の20第２号の規定によ

り告示する。

令和２年３月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 大田区立田園調

布高齢者在宅サー

ビスセンター

２ 事業所の所在地 東京都大田区田

園調布五丁目45

番10号

３ 事業者の名称 社会福祉法人池

上長寿園

４ 廃止届受理年月日 令和２年２月27

日

５ サービスの種類 認知症対応型通

所介護及び介護

予防認知症対応

型通所介護

◎世田谷区告示第215号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月19日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区等々力四丁目52番69地先

無番

３ 変更の区域

延 長 7.48メートル

幅 員 1.45メートル

面 積 10.89平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月19日

◎世田谷区告示第216号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の一部を次のよ

うに廃止する。

この関係図面は、令和２年３月19日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

33－Ｇ080－01

２ 一部を廃止する起終点

（旧）世田谷区等々力四丁目52番64

地先無番から52番47地先無番

まで

（新）世田谷区等々力四丁目52番64

地先無番から52番９地先無番

まで

３ 廃止の期日

令和２年３月19日

◎世田谷区告示第217号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線を次のように指

定する。

この関係図面は、令和２年３月19日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

33－Ｇ080－02

２ 指定する起終点

世田谷区等々力四丁目52番７地先

無番から52番47地先無番まで

３ 用途

区管理道路

◎世田谷区告示第218号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の５第２項及び第115条の15第２項の

規定による指定地域密着型サービス事業及

び指定地域密着型介護予防サービス事業の

廃止の届出があったので、同法第78条の11

第２号及び第115条の20第２号の規定によ

り告示する。

令和２年３月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 高齢者在宅サー

ビスセンターデ

イ・ホーム上北

沢

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区

上北沢一丁目28

番17号

３ 事業者の名称 社会福祉法人世

田谷区社会福祉

事業団

４ 廃止届受理年月日 令和２年２月25

日

５ サービスの種類 認知症対応型通

所介護及び介護

予防認知症対応

型通所介護

◎世田谷区告示第219号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月19日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年４月20日 （第709号）
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令和２年３月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

40－１

２ 変更の区間

世田谷区喜多見九丁目2124番７の

内

３ 変更の区域

延 長 17.47メートル

幅 員 0.16メートル

面 積 3.48平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月19日

◎世田谷区告示第220号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月19日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区宇奈根一丁目354番１

３ 変更の区域

延 長 15.96メートル

幅 員 1.07メートルから

1.08メートルまで

面 積 17.90平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月19日

◎世田谷区告示第221号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月19日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 供用開始の区間

世田谷区宇奈根一丁目351番13の

内

３ 供用開始の区域

延 長 0.06メートル

幅 員 1.08メートル

面 積 0.06平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月19日

◎世田谷区告示第222号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月19日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

41－29

２ 変更の区間

世田谷区粕谷三丁目11番18

３ 変更の区域

延 長 17.29メートル

幅 員 1.25メートル

面 積 21.68平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月19日

◎世田谷区告示第223号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線を次のように廃

止する。

この関係図面は、令和２年３月23日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月23日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

42－Ｇ079

２ 廃止する起終点

世田谷区上祖師谷六丁目796番地

先無番から797番２地先無番まで

３ 廃止の期日

令和２年３月23日

◎世田谷区告示第224号

子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第30条の11第１項の規定による子ど

も・子育て支援施設等の確認をしたので、

同法第58条の11の規定に基づき、別紙のと

おり告示する。

令和２年３月23日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第225号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の２第１項の規定により指定地域密着

型サービス事業者を指定したので、同法第

78条の11第１号の規定により告示する。

令和２年３月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 シニアサロンスマ

イル

２ 事業所の所在地 神奈川県横浜市都

筑区荏田南二丁目

15番25号

３ 事業者の名称 株式会社スマイル

４ 指定年月日 令和元年８月１日

５ サービスの種類 地域密着型通所介

護

◎世田谷区告示第226号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

79条第１項の規定により指定居宅介護支援

事業者を指定したので、同法第85条第１号

の規定により告示する。

令和２年３月24日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 ケアセンター桜丘

亭

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区桜

丘五丁目４番４号

３ 事業者の名称 株式会社快適支援

４ 指定年月日 令和２年４月１日

５ サービスの種類 居宅介護支援

◎世田谷区告示第227号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月25日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区代田四丁目808番１の内

３ 変更の区域

延 長 9.84メートル

幅 員 0.15メートルから

0.17メートルまで

面 積 1.61平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月25日

◎世田谷区告示第228号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月25日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

40－12

２ 変更の区間

世田谷区北沢一丁目413番７の内

３ 変更の区域

延 長 20.10メートル

幅 員 0.26メートルから

0.30メートルまで

面 積 6.93平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月25日

◎世田谷区告示第229号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月25日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

11－Ｄ510－01

２ 変更の区間

世田谷区北沢一丁目413番７の内

３ 変更の区域

延 長 17.85メートル

幅 員 0.19メートルから

0.22メートルまで

面 積 3.68平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年４月20日 （第709号）
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令和２年３月25日

◎世田谷区告示第230号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月25日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

33－Ｄ323－06

２ 変更の区間

世田谷区東玉川二丁目24番５の内

３ 変更の区域

延 長 20.18メートル

幅 員 0.42メートルから

0.57メートルまで

面 積 10.13平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月25日

◎世田谷区告示第231号

車両制限令（昭和36年政令第265号）第

５条第１項の規定に基づき、自動車の交通

量が極めて少ないと認める特別区道を次の

とおり指定するので、車両の通行の許可の

手続等を定める省令（昭和36年建設省令第

28号）第２条第１項の規定により告示する。

この関係図面は、令和２年３月27日から

２週間世田谷区道路・交通政策部道路指導

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 路線名

特別区道

２ 指定区間

世田谷区北烏山八丁目15番先から

世田谷区北烏山八丁目26番先まで

３ 指定年月日

令和２年３月27日

◎世田谷区告示第232号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月27日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

28－１

２ 変更の区間

世田谷区三軒茶屋二丁目225番18

の内

世田谷区三軒茶屋二丁目225番18

の内

３ 変更の区域

延 長 7.39メートル

幅 員 0.63メートル

面 積 4.69平方メートル

面 積 1.78平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月27日

◎世田谷区告示第233号

令和２年３月27日世田谷区議会において

議決を得た次の予算について、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第219条第２項の規

定に基づき別添のとおり公表する。

令和２年３月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 令和２年度世田谷区一般会計予算

２ 令和２年度世田谷区国民健康保険事

業会計予算

３ 令和２年度世田谷区後期高齢者医療

会計予算

４ 令和２年度世田谷区介護保険事業会

計予算

５ 令和２年度世田谷区学校給食費会計

予算

別添省略

◎世田谷区告示第234号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線を次のように指

定し、新たに指定した区管理道路線の区域

を決定する。

この関係図面は、令和２年３月30日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

11－Ｇ181

２ 指定する起終点

世田谷区代田二丁目694番３の内

から707番５の内まで

３ 道路の延長

164.70メートル

４ 道路の幅員

4.00メートルから9.93メートルま

で

５ 道路の面積

693.29平方メートル

６ 用途

区管理道路

◎世田谷区告示第235号

区管理水路を次のように廃止したので、

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成14

年３月世田谷区規則第45号）第７条の規定

に基づき、告示する。

この関係図面は、令和２年３月30日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

21－Ｚ105

２ 位置

世田谷区松原二丁目595番２地先

無番から578番１地先無番まで

３ 廃止の期日

令和２年３月30日

◎世田谷区告示第236号

公共物を次のように設置したので、世田

谷区公共物管理条例施行規則（平成14年３

月世田谷区規則第45号）第７条の規定に基

づき、告示する。

この関係図面は、令和２年３月30日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 番号

21－Ｚ107

２ 位置

世田谷区松原二丁目595番２地先

無番から578番１地先無番まで

３ 用途

区管理水路

◎世田谷区告示第237号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月30日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

28－１

２ 供用開始の区間

世田谷区北沢二丁目1085番５の内

世田谷区北沢二丁日1082番２の内

３ 供用開始の区域

延 長 0.66メートル

幅 員 0.28メートルから

0.29メートルまで

面 積 0.19平方メートル

延 長 1.55メートル

幅 員 0.00メートルから

0.08メートルまで

面 積 0.06平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月30日

◎世田谷区告示第238号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月30日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区北沢二丁目1085番５の内

３ 変更の区域

延 長 0.42メートル

幅 員 0.00メートルから

0.02メートルまで

面 積 0.005平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月30日

◎世田谷区告示第239号

令和２年４月20日 （第709号）
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道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を廃止する。

この関係図面は、令和２年３月30日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更により廃止する区間

世田谷区北沢二丁目1085番５の内

３ 変更により廃止する区域

延 長 0.24メートル

幅 員 0.29メートル

面 積 0.07平方メートル

４ 供用廃止の期日

令和２年３月30日

◎世田谷区告示第240号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月30日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

40－１

40－１

２ 変更の区間

世田谷区北沢二丁目1088番１の内

世田谷区北沢二丁目1087番４の内

３ 変更の区域

延 長 40.61メートル

幅 員 0.14メートルから

2.75メートルまで

面 積 51.00平方メートル

延 長 23.41メートル

幅 員 0.65メートルから

1.15メートルまで

面 積 21.20平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月30日

◎世田谷区告示241号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第4

2条第１項第４号の規定により、次のとお

り道路の指定をした。

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。

令和２年３月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号 第160号

２ 指定年月日 令和２年３月

27日

３ 指定する道路の種別 道路法（昭和

27年法律第18

0号）による

道路

４ 指定する道路の区域 世田谷区野沢

二丁目72番60

から上馬一丁

目589番４の

一部まで

５ 指定する道路の延長 1.82メートル

６ 指定する道路の幅員 7.51メートル

から7.60メー

トルまで

◎世田谷区告示第242号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月30日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区新町三丁目301番９から3

01番８まで

３ 変更の区域

延 長 14.69メートル

幅 員 0.63メートル

面 積 9.35平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月30日

◎世田谷区告示第243号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月30日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

31－Ｄ306－01

２ 変更の区間

世田谷区弦巻二丁目36番107から3

6番105の内まで

３ 変更の区域

延 長 5.90メートル

幅 員 1.04メートル

面 積 6.85平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月30日

◎世田谷区告示第244号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更する。

この関係図面は、令和２年３月30日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

31－Ｄ306－02

２ 変更の区間

世田谷区弦巻二丁目36番105の内

から36番３の内まで

３ 変更の区域

面 積 0.04平方メートル

◎世田谷区告示第245号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和２年３月30日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

40－１

２ 変更の区間

世田谷区喜多見六丁目2756番１の

内から2755番26の内まで

３ 変更の区域

延 長 42.32メートル

幅 員 0.17メートルから

2.21メートルまで

面 積 72.59平方メートル

◎世田谷区告示第246号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

28－１

28－１

２ 供用開始の区間

世田谷区船橋五丁目1124番31地先

無番の内

世田谷区船橋五丁目1124番34地先

無番の内から1124番33地先無番の内

まで

世田谷区船橋五丁目1124番31

３ 供用開始の区域

延 長 5.34メートル

幅 員 0.00メートルから

0.66メートルまで

面 積 2.98平方メートル

延 長 31.14メートル

幅 員 0.57メートルから

0.74メートルまで

面 積 19.23平方メートル

延 長 5.13メートル

幅 員 0.00メートルから

0.97メートルまで

面 積 3.46平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月31日

◎世田谷区告示第247号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

令和２年４月20日 （第709号）
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28－１

28－１

２ 変更の区間

世田谷区駒沢二丁目78番２の内

世田谷区駒沢二丁目78番２の内

３ 変更の区域

延 長 14.58メートル

幅 員 0.18メートルから

0.19メートルまで

面 積 4.80平方メートル

延 長 9.57メートル

幅 員 0.62メートルから

0.64メートルまで

面 積 6.04平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月31日

◎世田谷区告示第248号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

28－１

28－１

２ 変更の区間

世田谷区太子堂五丁目165番８の

内

世田谷区太子堂五丁目165番８の

内

世田谷区太子堂五丁目165番40の

内

３ 変更の区域

延 長 11.44メートル

幅 員 0.28メートルから

0.37メートルまで

面 積 3.83平方メートル

面 積 0.87平方メートル

延 長 12.44メートル

幅 員 0.38メートルから

0.47メートルまで

面 積 5.37平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月31日

◎世田谷区告示第249号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

28－１

２ 供用開始の区間

世田谷区玉川一丁目48番５から48

番６まで

世田谷区上野毛二丁日29番６から

31番６まで

３ 供用開始の区域

延 長 111.57メートル

幅 員 2.75メートルから

3.59メートルまで

面 積 395.32平方メートル

延 長 82.04メートル

幅 員 0.36メートルから

0.98メートルまで

面 積 58.49平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月31日

◎世田谷区告示第250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（平成17年法律第12

3号）第51条の20第１項の規定により指定

特定相談支援事業者を指定したので、同法

第51条の30第２項の規定により告示する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業者の名称 株式会社エ

ムツー・サ

ポート

２ 主たる事務所の所在地 東京都世田

谷区深沢一

丁目41番11

号２Ｆ

３ 事業所の名称 エムツー・

サポート指

定特定相談

支援事業所

４ 事業所の所在地 東京都世田

谷区深沢一

丁目41番11

号２Ｆ

５ 事業所番号 1331202950

６ 事業の種類 特定相談支

援事業

７ 事業の主たる対象者 特定なし

８ 指定の年月日 令和２年４

月１日

◎世田谷区告示第251号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

24条の28第１項の規定により指定障害児相

談支援事業者を指定したので、同法第24条

の37の規定により告示する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業者の名称 株式会社エ

ムツー・サ

ポー卜

２ 主たる事務所の所在地 東京都世田

谷区深沢一

丁目41番11

号２Ｆ

３ 事業所の名称 エムツー・

サポート指

定特定相談

支援事業所

４ 事業所の所在地 東京都世田

谷区深沢一

丁目41番11

号２Ｆ

５ 事業所番号 1371200286

６ 事業の種類 障害児相談

支援事業

７ 事業の主たる対象者 特定なし

８ 指定の年月日 令和２年４

月１日

◎世田谷区告示第252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（平成17年法律第12

3号）第51条の20第１項の規定により指定

特定相談支援事業者を指定したので、同法

第51条の30第２項の規定により告示する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業者の名称 世田谷区

２ 主たる事務所の所在地 東京都世田

谷区世田谷

四丁目21番

27号

３ 事業所の名称 相談支援事

業所 梅ヶ

丘

４ 事業所の所在地 東京都世田

谷区松原六

丁目37番１

号

５ 事業所番号 1331202943

６ 事業の種類 特定相談支

援事業

７ 事業の主たる対象者 特定なし

８ 指定の年月日 令和２年４

月１日

◎世田谷区告示第253号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

24条の28第１項の規定により指定障害児相

談支援事業者を指定したので、同法第24条

の37の規定により告示する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業者の名称 世田谷区

２ 主たる事務所の所在地 東京都世田

谷区世田谷

四丁目21番

27号

３ 事業所の名称 相談支援事

業所 梅ヶ

丘

４ 事業所の所在地 東京都世田

谷区松原六

丁目37番１

号

５ 事業所番号 1371200294

６ 事業の種類 障害児相談

支援事業

７ 事業の主たる対象者 特定なし

８ 指定の年月日 令和２年４

月１日

◎世田谷区告示第254号

子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第30条の11第１項の規定による子ど

も・子育て支援施設等の確認をしたので、

同法第58条の11の規定に基づき、別紙のと

おり告示する。

令和２年３月31日

令和２年４月20日 （第709号）
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世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第255号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線を次のように廃

止する。

この関係図面は、令和２年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

11－Ｇ177

２ 廃止する起終点

世田谷区代田二丁目694番17の内

から694番３の内まで

３ 道路の延長

100.76メートル

４ 道路の幅員

4.00メートルから

11.28メートルまで

５ 道路の面積

615.17平方メートル

６ 廃止の期日

令和２年３月31日

◎世田谷区告示第256号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線を次のように廃

止する。

この関係図面は、令和２年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

11－Ｇ178

２ 廃止する起終点

世田谷区代田二丁目688番23の内

から692番５の内まで

３ 道路の延長

103.23メートル

４ 道路の幅員

0.00メートルから

11.06メートルまで

５ 道路の面積

623.44平方メートル

６ 廃止の期日

令和２年３月31日

◎世田谷区告示第257号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線を次のように指

定し、新たに指定した区管理道路線の区域

を決定し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

11－Ｇ182

２ 指定する起終点

世田谷区代田二丁目694番17の内

から694番３の内まで

３ 道路の延長

100.76メートル

４ 道路の幅員

4.00メートルから

11.28メートルまで

５ 道路の面積

615.17平方メートル

６ 供用開始の期日

令和２年３月31日

７ 用途

区管理道路

◎世田谷区告示第258号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線を次のように指

定し、新たに指定した区管理道路線の区域

を決定し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

11－Ｇ183

２ 指定する起終点

世田谷区代田二丁目688番23の内

から692番５の内まで

３ 道路の延長

103.23メートル

４ 道路の幅員

0.00メートルから

11.06メートルまで

５ 道路の面積

623.22平方メートル

６ 供用開始の期日

令和２年３月31日

７ 用途

区管理道路

◎世田谷区告示第259号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

28－１

２ 変更の区間

世田谷区奥沢一丁目93番５の内

世田谷区奥沢一丁目93番５の内

３ 変更の区域

延 長 15.52メートル

幅 員 0.15メートルから

0.19メートルまで

面 積 2.74平方メートル

面 積 1.19平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月31日

◎世田谷区告示第260号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区奥沢三丁目348番19の内

３ 変更の区域

延 長 9.00メートル

幅 員 0.18メートル

面 積 3.61平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月31日

◎世田谷区告示第261号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

33－Ｄ180－12

２ 変更の区間

世田谷区奥沢三丁目348番40の内

から348番19の内まで

３ 変更の区域

延 長 13.12メートル

幅 員 0.68メートルから

0.69メートルまで

面 積 9.09平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月31日

◎世田谷区告示第262号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

40－１

２ 変更の区間

世田谷区上祖師谷四丁目1210番３

３ 変更の区域

延 長 22.54メートル

幅 員 0.17メートルから

0.59メートルまで

面 積 9.76平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月31日

◎世田谷区告示第263号

令和２年４月20日 （第709号）
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道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

48－19

２ 変更の区間

世田谷区世田谷一丁目406番18の

内

世田谷区世田谷一丁目406番18の

内

３ 変更の区域

面 積 0.11平方メートル

延 長 8.29メートル

幅 員 0.08メートルから

0.11メートルまで

面 積 0.81平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月31日

◎世田谷区告示第264号

世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第265号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区松原三丁目1077番19の内

３ 変更の区域

延 長 8.37メートル

幅 員 0.57メートルから

0.83メートルまで

面 積 6.40平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月31日

◎世田谷区告示第266号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

42条第１項第４号の規定により、次のとお

り道路の指定をした。

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号 第161号

２ 指定年月日 令和２年３月

30日

３ 指定する道路の種別 道路法（昭和

27年法律第18

0号）による

道路

４ 指定する道路の区域 世田谷区野沢

二丁目72番62

から上馬一丁

目590番12の

一部まで

５ 指定する道路の延長 15.37メートル

６ 指定する道路の幅員 7.40メートル

から7.60メー

トルまで

◎世田谷区告示第267号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更する。

この関係図面は、令和２年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 区域変更の区間

世田谷区上祖師谷二丁目290番９

３ 区域変更の区域

延 長 12.67メートル

幅 員 0.38メートルから

0.39メートルまで

面 積 5.00平方メートル

４ 区域変更の期日

令和２年３月31日

◎世田谷区告示第268号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区三軒茶屋一丁目411番１

の内

３ 変更の区域

延 長 36.96メートル

幅 員 0.59メートルから

0.64メートルまで

面 積 22.61平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月31日

◎世田谷区告示第269号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和２年３月31日から

15日間世田谷区道路・交通政策部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 供用開始の区間

世田谷区玉川三丁目168番11

３ 供用開始の区域

延 長 18.25メートル

幅 員 1.00メートルから

1.03メートルまで

面 積 17.80平方メートル

４ 供用開始の期日

令和２年３月31日

◎世田谷区告示第270号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

82条第２項の規定による指定居宅介護支援

事業の廃止の届出があったので、同法第85

条第２号の規定により告示する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 おおしま整形喜

多見介護センター

居宅介護支援

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区

喜多見九丁目２

番14号セイジョー

喜多見ビル201

３ 事業者の名称 医療法人社団東

聖会

４ 廃止届受理年月日 令和２年２月28

日

５ サービスの種類 居宅介護支援

公 告

◎世田谷区公告第10号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和２年３月２日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第11号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和２年３月３日

世田谷区長 保 坂 展 人

令和２年４月20日 （第709号）
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１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

尾山台二丁目

229番１

229番14

229番15

229番16

229番17

229番18

229番19

神奈川県相模原市

緑区橋本三丁目11番

８号

株式会社イーカム

代表取締役 田

満

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名
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◎世田谷区公告第12号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和２年３月９日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第13号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

63条第２項において準用する同法第62条第

１項の規定による都市計画事業の事業計画

の変更図書の写しの送付を受けたので、同

法第63条第２項において準用する同法第62

条第２項の規定により、次のとおり公衆の

縦覧に供する。

令和２年３月10日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 都市計画事業の種類及び名称

東京都市計画道路事業幹線街路放

射第23号線

２ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課

◎世田谷区公告第14号

土地区画整理法（昭和29年法律第119号）

第10条第１項の規定に基づき東京都市計画

事業世田谷北部祖師谷六丁日土地区画整理

事業の事業計画の変更を認可したので、同

条第３項において準用する同法第９条第３

項の規定により、次のとおり公告する。

令和２年３月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 施行者の氏名

野島すみ江

２ 事業施行期間

平成30年11月28日から令和２年４

月30日まで

３ 施行地区

世田谷区祖師谷六丁目の一部

４ 土地区画整理事業の名称

東京都市計画事業世田谷北部祖師

谷六丁目土地区画整理事業

５ 事務所の所在地

東京都世田谷区祖師谷六丁目21番

12号

６ 施行認可の年月日

平成30年11月28日

７ 変更認可の年月日

令和２年３月12日

◎世田谷区公告第15号

土地区画整理法（昭和29年法律第119号）

第10条第３項において準用する同法第９条

第４項の規定により、事業計画の変更に係

る施行地区及び設計の概要を表示する図書

を、次のとおり公衆の縦覧に供する。

令和２年３月18日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 土地区画整理事業の名称

東京都市計画事業世田谷北部祖師

谷六丁目土地区画整理事業

２ 施行地区

世田谷区祖師谷六丁目の一部

３ 縦覧時間

午前８時30分から午後５時15分ま

で

４ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部市街地整

備課

◎世田谷区公告第16号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

63条第２項において準用する同法第62条第

１項の規定による都市計画事業の事業計画

の変更図書の写しの送付を受けたので、同

法第63条第２項において準用する同法第62

条第２項の規定により、次のとおり公衆の

縦覧に供する。

令和２年３月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 都市計画事業の種類及び名称

東京都市計画道路事業補助線街路

第26号線

２ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課

◎世田谷区公告第17号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和２年３月25日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第18号

次の表に記載する者に対する市原都市計

画事業新田・下宿土地区画整理事業施行者

市原市が発した土地区画整理法（昭和29年

法律第119号）第103条第１項の規定による

換地処分の通知に係る書類は、送付すべき

場所を確知することができず、これを送付

することができないので、同法第133条第

１項及び第２項において準用する同法第77

条第５項の規定により、書類の送付にかえ

て、通知の内容が令和２年３月26日から同

年４月５日までの間、当該土地区画整理事

業施行区域内の８街区１画地にある掲示板

に掲示されている。

令和２年３月26日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第19号

屋外広告物法（昭和24年法律第189号）

第７条第４項の規定に基づき除却した屋外

広告物等を別紙のとおり保管しているので

公告する。

令和２年３月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区公告第20号

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

63条第２項において準用する同法第62条第

１項の規定による都市計画事業の事業計画

の変更図書の写しの送付を受けたので、同

法第63条第２項において準用する同法第62

条第２項の規定により、次のとおり公衆の

縦覧に供する。

令和２年３月31日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 都市計画事業の種類及び名称

東京都市計画公園事業第４・４・

６号二子玉川公園

２ 縦覧場所

世田谷区都市整備政策部都市計画

課

規 則（教）

次に掲げる規則を公布する。

令和２年３月13日

世田谷区教育委員会

世田谷区教育委員会規則第７号

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則

世田谷区教育委員会規則第８号

世田谷区立学校給食調理場設置条例施行

規則の一部を改正する規則

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則の一部

を改正する規則

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例施行規則（平成12年３月世

田谷区教育委員会規則第10号）の一部を次

令和２年４月20日 （第709号）
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東京都世田谷区

船橋四丁目

527番10

527番12

527番13

527番14

527番15

527番16

527番17

東京都小平市

鈴木町一丁目472番

地40

誠賀建設株式会社

代表取締役 加賀美

誠

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

北烏山四丁日

1436番34

1436番70

1436番71

東京都新宿区

西新宿一丁日26番２

号

野村不動産株式会社

代表取締役 宮嶋

誠一

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

松原六丁目

286番５の一部

286番６の一部

286番７

286番11

286番12

東京都世田谷区

世田谷四丁日21番27

号

世田谷区長 保坂

展人

書類の送付を受けるべき者

氏 名 遠藤 伊津

子

住所（又は 後の住所） アメリカ合

衆国
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のように改正する。

第32条の２の次に次の１条を加える。

（業務量の適切な管理等）

第32条の３ 教育委員会は、職員の健康及

び福祉の確保を図ることにより幼稚園教

育の水準の維持向上に資するよう、職員

が業務を行う時間（公立の義務教育諸学

校等の教育職員の給与等に関する特別措

置法（昭和46年法律第77号）第７条第１

項に規定する指針において定める在校等

時間をいう。以下同じ。）から所定の勤

務時間（同法第６条第３項各号に掲げる

日（代休日が指定された日を除く。）以

外の日における正規の勤務時間をいう。

以下同じ。）を除いた時間を次に掲げる

時間の範囲内とするため、職員の業務の

量の適切な管理を行う。

１月について45時間

１年について360時間

２ 教育委員会は、職員が幼児に係る通常

予見することのできない業務の量の大幅

な増加等に伴い、一時的又は突発的に所

定の勤務時間以外の時間に業務を行わざ

るを得ない場合には、前項の規定にかか

わらず、職員が業務を行う時間から所定

の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時

間及び月数の範囲内とするため、職員の

業務の量の適切な管理を行う。

１月について100時間未満

１年について720時間

１月ごとに区分した各期間に当該各

期間の直前の１月、２月、３月、４月

及び５月の期間を加えたそれぞれの期

間において１月当たりの平均時間につ

いて80時間

１年のうち１月において所定の勤務

時間以外の時間において45時間を超え

て業務を行う月数について６月

３ 前２項に定めるもののほか、職員の業

務の量の適切な管理その他職員の健康及

び福祉の確保を図るために必要な事項に

ついては、教育委員会が別に定める。

附 則

１ この規則は、令和２年４月１日から施

行する。

２ この規則の施行の日から令和２年８月

31日までの間におけるこの規則による改

正後の第32条の３第２項第３号の規定の

適用については、同号中「５月の期間」

とあるのは、「５月の期間（令和２年４

月以降の期間に限る。）」とする。

世田谷区立学校給食調理場設置条例

施行規則の一部を改正する規則

世田谷区立学校給食調理場設置条例施行

規則（昭和46年４月世田谷区教育委員会規

則第２号）の一部を次のように改正する。

第１条中「昭和46年４月世田谷区条例第

13号」を「昭和46年３月世田谷区条例第13

号」に改める。

第２条第１項中「ならしめる」を「に行

う」に改める。

第３条第８号中「教育次長」を「教育総

務部長」に改める。

第５条第４項中「会長事故あるときはそ

の」を「会長に事故があるときは、その」

に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。ただし、第１条、第２条第１項及び

第５条第４項の改正規定は、公布の日から

施行する。

次に掲げる規則を公布する。

令和２年３月24日

世田谷区教育委員会

世田谷区教育委員会規則第９号

世田谷区教育委員会事務局組織規則の一

部を改正する規則

世田谷区教育委員会規則第10号

世田谷区教育委員会会計年度任用職員の

設置に関する規則の一部を改正する規則

世田谷区教育委員会規則第11号

世田谷区教育委員会非常勤職員の設置に

関する規則の一部を改正する規則

世田谷区教育委員会規則第12号

世田谷区立学校管理運営規則の一部を改

正する規則

世田谷区教育委員会規則第13号

学校教育に供する電子計算組織の運営に

関する規則の一部を改正する規則

世田谷区教育委員会規則第14号

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則

世田谷区教育委員会規則第15号

幼稚園教育職員の給与の減額を免除する

ことのできる場合の基準に関する規則の

一部を改正する規則

世田谷区教育委員会規則第16号

幼稚園教育職員の期末手当に関する規則

の一部を改正する規則

世田谷区教育委員会規則第17号

世田谷区学校運営協議会の運営等に関す

る規則の一部を改正する規則

世田谷区教育委員会規則第18号

世田谷区立学校施設使用条例施行規則の

一部を改正する規則

世田谷区教育委員会事務局組織規則

の一部を改正する規則

世田谷区教育委員会事務局組織規則（平

成４年３月世田谷区教育委員会規則第１号）

の一部を次のように改正する。

第３条の見出し並びに同条第１項及び第

３項中「教育次長」を「教育総務部長」に

改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区教育委員会会計年度任用職

員の設置に関する規則の一部を改正

する規則

世田谷区教育委員会会計年度任用職員の

設置に関する規則（令和元年10月世田谷区

教育委員会規則第15号）の一部を次のよう

に改正する。

別表第１学校包括支援員の項から教育相

談員の項までの規定中「幼稚園」の次に「、

認定こども園」を加え、同表幼稚園業務嘱

託員の項中「区立の幼稚園」の次に「又は

認定こども園」を加え、同表教育支援スクー

ルソーシャルワーカーの項及び非常勤講師

の項中「幼稚園」の次に「、認定こども園」

を加え、同表幼稚園業務補助員の項中「区

立の幼稚園」の次に「又は認定こども園」

を加え、同表教育相談専門指導員の項から

スクールソーシャルワーカーの項までの規

定及び教育支援嘱託員の項中「幼稚園」の

次に「、認定こども園」を加え、同表に次

のように加える。

別表第２に次のように加える。
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歴史専門調査員 １ 歴史及び史料の調

査及び研究並びにこ

れらの成果の普及啓

発に関すること。

２ 史料の収集、保存

及び整理に関するこ

と。

３ 歴史の研究、文化

財の保護及び普及啓

発並びにこれらの指

導及び助言を行うこ

と。

４ 前３号に掲げるも

ののほか、委員会が

歴史及び史料の調査

及び研究並びに文化

財の保護のために必

要と認めたこと。

新ＢＯＰ事務局

長

１ 新ＢＯＰの管理及

び運営に関すること。

２ 児童の放課後にお

ける遊びの推進及び

その安全の確保に関

すること。

３ 児童の放課後にお

ける遊びの状況等の

把握及び当該遊びの

状況等における家庭

との連絡に関するこ

と。

４ 新ＢＯＰの運営に

係る区立の小学校及

び関係機関との連携

及び調整に関するこ

と。

５ 前各号に掲げるも

ののほか、委員会が

新ＢＯＰの運営上必

要と認めたこと。

就学援助費・就

学奨励費事務補

助員

就学援助費及び就学奨

励費に係る事務の補助

に関すること。

就学事務補助員 就学事務の補助に関す

ること。

歴史専門調査員 別表第１に掲げる歴史

専門調査員の職務を遂

行するために必要な知

識及び経験を有すると

認められる者

新ＢＯＰ事務局

長

別表第１に掲げる新Ｂ

ＯＰ事務局長の職務を
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附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区教育委員会非常勤職員の設

置に関する規則の一部を改正する規

則

世田谷区教育委員会非常勤職員の設置に

関する規則（平成２年３月世田谷区教育委

員会規則第２号）の一部を次のように改正

する。

第６条第１項中「、上司の指揮監督を受

け、その職務上の命令に従い」を削る。

別表第１及び別表第２を次のように改め

る。

別表第１（第２条関係）

別表第２（第４条関係）

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区立学校管理運営規則の一部

を改正する規則

世田谷区立学校管理運営規則（昭和53年

９月世田谷区教育委員会規則第７号）の一

部を次のように改正する。

目次中「第38条」を「第39条」に、「第3

9条」を「第40条」に改める。

第39条を第40条とし、第３章中第38条の

次に次の１条を加える。

（教育職員の業務量の適切な管理等）

第39条 委員会は、学校職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例（平成７年東

京都条例第45号）第４条の２の規定に基

づき、同条例第２条第２項に規定する教

育職員（以下「教育職員」という。）が

業務を行う時間（公立の義務教育諸学校

等の教育職員の給与等に関する特別措置

法（昭和46年法律第77号）第７条第１項

に規定する指針において定める在校等時

間をいう。以下同じ。）から所定の勤務

時間（同法第６条第３項各号に掲げる日

（代休日が指定された日を除く。）以外の

日における正規の勤務時間をいう。以下

同じ。）を除いた時間を次に掲げる時間

の範囲内とするため、教育職員の業務の

量の適切な管理を行うものとする。

１月について45時間

１年について360時間

２ 前項の規定にかかわらず、児童又は生

徒に係る通常予見することのできない業

務の量の大幅な増加等に伴い、教育職員

が一時的又は突発的に所定の勤務時間以

外の時間に業務を行う必要があると委員

会が認める場合には、委員会は、教育職

員が業務を行う時間から所定の勤務時間

を除いた時間を次に掲げる時間及び月数

の範囲内とするため、教育職員の業務の

量の適切な管理を行うものとする。

１月について100時間未満

１年について720時間

１月ごとに区分した各期間に当該各

期間の直前の１月、２月、３月、４月

及び５月の期間を加えたそれぞれの期

間において１月当たりの平均時間につ

いて80時間

１年のうち１月において所定の勤務

時間以外の時間において45時間を超え

て業務を行う月数について６月

３ 前２項に定めるもののほか、教育職員

の業務の量の適切な管理その他教育職員

の健康及び福祉の確保を図るために必要

な事項については、委員会が別に定める。

附 則

１ この規則は、令和２年４月１日から施

行する。

２ この規則の施行の日から令和２年８月

31日までの間におけるこの規則による改

正後の第39条第２項第３号の規定の適用

については、同号中「５月の期間」とあ

るのは、「５月の期間（令和２年４月以

降の期間に限る。）」とする。

学校教育に供する電子計算組織の運

営に関する規則の一部を改正する規

則

学校教育に供する電子計算組織の運営に

関する規則（平成20年３月世田谷区教育委

員会規則第９号）の一部を次のように改正

する。

第５条第１項第１号中「教育次長」を

「教育総務部長」に改め、同項第９号中

「政策経営部情報政策課長」を「政策経営

部ＩＣＴ推進課長」に改め、同条第３項中

「教育次長」を「教育総務部長」に改める。

第８条第２項中「教育次長」を「教育総

務部長」に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則の一部

を改正する規則

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例施行規則（平成12年３月世

田谷区教育委員会規則第10号）の一部を次

のように改正する。

第８条第２項各号列記以外の部分中「第

29条の２を除き、」を削り、「当該子の」を

「同項に規定する子の」に改める。

第14条第１項ただし書中「以下」を「第

15条を除き、以下」に改める。

第15条第１項中「の日数」を「は、任用

された時点においてこれを付与するものと

し、その日数」に改め、同条第２項を次の

ように改める。

２ 前項又はこの項の規定による年次有給

休暇を付与された後、引き続き臨時的に

任用されたとき又は任用期間が更新され

たときで、かつ、前項の規定による任用

の日から当該引き続き臨時的に任用され

たときの任期又は任用期間が更新された

ときの任用期間の末日までの期間が１年

以下である場合の年次有給休暇は、当該

引き続き臨時的に任用された時点又は任

用期間が更新された時点において付与す

るものとし、その日数は、同項の規定に

よる任用の日から当該引き続き臨時的に

任用されたときの任期又は任用期間が更

新されたときの任用期間の末日までを任

用期間とした場合における別表第３に定

める年次有給休暇の日数から既に付与さ

れた年次有給休暇の日数を減じて得た日

数とする。

第15条第３項中「臨時的に任用された職

員が任用期間の初日の属する年度の翌年度

において引き続き臨時的に任用された場合

又は任用期間が更新された場合であって、

前２項」を「前各項」に、「その年度に使

用しなかった」を「、応当日等の日前１年

の間に使用しなかった」に、「翌年度に限

り」を「当該応当日等の日以後１年に限り」

に改め、同項ただし書中「その任用され、

又は更新された日の属する年度の前年度

（新たに臨時的に任用された職員となった

者については、その年度における新たに臨

時的に任用された職員となった日以後の期

間）」を「応当日等の日前１年」に改め、

「勤務実績」の次に「（第１項の規定による

任用の日又は応当日等の日から起算して１

年を経過する日までの間における総日数か

ら週休日の日数を減じた日数に対する勤務

した日数の割合をいう。次項において同じ。）

」を加え、同項を同条第５項とし、同条第

２項の次に次の２項を加える。

３ 前２項又は次項の規定による年次有給

休暇を付与された後、引き続き臨時的に
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遂行するために必要な

能力を有すると認めら

れる者で、小・中学校

の校長、副校長、教頭、

主幹教諭、指導教諭若

しくは教諭の経験を有

するもの若しくはこれ

と同等以上の知識及び

経験を有すると認めら

れるもの又は地域にお

ける青少年健全育成等

の活動経験を有するも

の

就学援助費・就

学奨励費事務補

助員

別表第１に掲げる就学

援助費・就学奨励費事

務補助員の職務を遂行

するために必要な知識

及び経験を有すると認

められる者

就学事務補助員 別表第１に掲げる就学

事務補助員の職務を遂

行するために必要な知

識及び経験を有すると

認められる者

職 職務

教育国際交流専

門員

教育における国際交流

に係る専門的な見地か

らの情報の収集、助言、

交渉等に関すること。

職 任用の資格

教育国際交流専

門員

別表第１に掲げる教育

国際交流専門員の職務

を遂行するために必要

な識見、能力及び経験

を有すると認められる

者
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任用されたとき又は任用期間が更新され

たときで、かつ、当該引き続き臨時的に

任用された日又は任用期間が更新された

日が、第１項の規定による任用の日から

起算して１年を経過した日以後である場

合の年次有給休暇は、同日及び同日の属

する年の翌年以後における同日に応当す

る日（応当する日がない場合には、その

前日）（以下「応当日等の日」という。）

の時点において付与するものとし、その

日数は、20日とする。

４ 第１項又は第２項の規定による年次有

給休暇を付与された後、引き続き臨時的

に任用されたとき又は任用期間が更新さ

れたときで、かつ、当該引き続き臨時的

に任用された日又は任用期間が更新され

た日が、第１項の規定による任用の日か

ら起算して１年を経過する日前であって、

同項の規定による任用の日から当該引き

続き臨時的に任用されたときの任期又は

任用期間が更新されたときの任用期間の

末日までの期間が１年を超える場合の年

次有給休暇は、次の各号に掲げる時点に

おいて、当該各号に定める日数を付与す

るものとする。

当該引き続き臨時的に任用された時

点又は任用期間が更新された時点 20

日から既に付与された年次有給休暇の

日数を減じた日数

当該引き続き臨時的に任用されたと

きの任期又は任用期間が更新されたと

きの任用期間における応当日等の日の

時点 20日

第15条に次の１項を加える。

６ 勤務実績を算定する場合において、勤

務した日数とみなす期間については、第

14条第４項の規定を準用する。

第23条第１項中「男性職員」を「職員」

に改め、「配偶者」の次に「又は当該職員

と性別が同一である者であって、当該職員

との関係が婚姻関係と同様の事情にあると

任命権者が認めるもの（以下「同性パート

ナー」という。）（以下「配偶者等」という。）

」を加え、同条第２項中「男性職員の配偶

者」を「職員の配偶者等」に改め、同項た

だし書中「男性職員」を「職員」に、「配

偶者」を「配偶者等」に改め、同条第７項

中「男性職員の配偶者」を「職員の配偶者

等」に、「男性職員又はその配偶者が子」

を「職員又はその配偶者等がその子」に改

める。

第25条第１項中「結婚する場合」の次に

「（当該職員と性別が同一である者との関係

が婚姻関係と同様の事情になると任命権者

が認める場合を含む。以下この条において

同じ。）」を加え、同条第２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。

同性パートナー又は同性パートナー

の血族（別表第４に掲げる同性パート

ナーの血族に限る。）が死亡した場合

任命権者が承認した日から引き続く

別表第４に掲げる日数

第25条第３項中「前項第２号又は第３号

の」を「前項第２号から第４号までに掲げ

る」に改める。

第29条の２第１項中「配偶者」を「配偶

者等」に改める。

第30条第１項第５号及び第７号中「配偶

者の」を「配偶者等の」に改め、同項に次

の２号を加える。

同性パートナー

同性パートナーの父母

別表第４配偶者の項中「配偶者」を「配

偶者等」に改め、同表姻族の項及び備考１

中「姻族」の次に「又は同性パートナーの

血族」を加える。

附 則

１ この規則は、令和２年４月１日（以下

「施行日」という。）から施行する。

２ この規則による改正後の第８条、第23

条、第25条、第29条の２及び第30条の規

定は、施行日以後に生じた事由に係る休

暇について適用し、施行日前に生じた事

由に係る休暇については、なお従前の例

による。

幼稚園教育職員の給与の減額を免除

することのできる場合の基準に関す

る規則の一部を改正する規則

幼稚園教育職員の給与の減額を免除する

ことのできる場合の基準に関する規則（平

成12年３月世田谷区教育委員会規則第13号）

の一部を次のように改正する。

別表第１号中「による交通の制限又は遮

断」を「及びこれに基づく政令等による就

業制限、交通の制限若しくは遮断若しくは

感染を防止するための協力又は検疫法（昭

和26年法律第201号）による停留」に改め

る。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、任命

権者が職員の給与の減額を免除することが

できる場合の基準の一部を改正する規則

（令和２年特別区人事委員会規則第２号）

の施行の日から適用する。

幼稚園教育職員の期末手当に関する

規則の一部を改正する規則

幼稚園教育職員の期末手当に関する規則

（平成12年３月世田谷区教育委員会規則第1

7号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項中第６号を第７号とし、第

５号を第６号とし、第４号の次に次の１号

を加える。

退職後引き続いて会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例（令

和元年10月世田谷区条例第21号）の適

用を受けることとなった者

第５条第１項第11号中「又は講演等を行っ

た期間」を「、講演等を行った期間又は職

免規則第２条第１項第７号に掲げる場合に

該当し職務に専念する義務を免除され、妊

娠中若しくは出産後の症状等に対応する措

置として休養を要した期間」に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。ただし、第５条第１項第11号の改正

規定は、公布の日から施行する。

世田谷区学校運営協議会の運営等に

関する規則の一部を改正する規則

世田谷区学校運営協議会の運営等に関す

る規則（平成16年12月世田谷区教育委員会

規則第18号)の一部を次のように改正する｡

第１条中「第47条の６第１項」を「第47

条の５第１項」に改める。

第４条中「第47条の６第４項」を「第47

条の５第４項」に改める。

第５条第１項中「第47条の６第７項」を

「第47条の５第７項」に改め、同条第２項

中「第47条の６第６項」を「第47条の５第

６項」に改める。

第６条第１項第１号中「第47条の６第２

項第１号から第３号まで」を「第47条の５

第２項第１号から第３号まで」に改める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行

する。

世田谷区立学校施設使用条例施行規

則の一部を改正する規則

世田谷区立学校施設使用条例施行規則

（昭和52年４月世田谷区教育委員会規則第

２号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「世田谷区立学校施設使

用申込書（以下「申込書」を「世田谷区立

学校施設使用申込書兼学校施設使用料減免

申請書（第１号様式。以下「申込書兼減免

申請書」に改め、同条第２項から第４項ま

での規定中「申込書」を「申込書兼減免申

請書」に改める。

第３条第１項中「世田谷区立学校施設使

用承認書（」の次に「第２号様式。」を加

える。

第７条第１項中「申込書と兼用する世田

谷区立学校施設使用料減免申請書」を「申

込書兼減免申請書」に改める。

第９条第２項中「世田谷区立学校施設使

用料還付申請書」の次に「（第６号様式）」

を加える。

第11条を削る。

附属様式の目次を削る。

第１号様式及び第２号様式を次のように

改める。

様式省略

第３号様式から第５号様式までを次のよ

うに改める。

第３号様式 削除

第４号様式の 削除

第４号様式の 削除

第４号の２様式 削除

第５号様式 削除

附 則

１ この規則は、令和２年４月１日から施

行する。

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第３号様式から第５様式までの

規定に基づき作成された様式の用紙で現

に残存するものは、当分の間、使用する

ことができる。

訓 令 甲（教）

◎世田谷区教育委員会訓令甲第１号

教 育 委 員 会 事 務 局

教 育 機 関

世田谷区教育委員会勤務訓令を次のよう

に定める。
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令和２年３月26日

世田谷区教育委員会

世田谷区教育委員会勤務訓令

第１条 令和２年３月31日現在、次の表の

左欄に掲げる課に配属されている職員は、

同月26日に別に辞令を発せられない限り、

同年４月１日をもって、同表右欄に掲げ

る課に勤務を命じられたものとする。

第２条 令和２年３月31日現在、次の表の

左欄に掲げる職を命じられている職員は、

同月26日に別に辞令を発せられない限り、

同年４月１日をもって、同表右欄に掲げ

る職を命じられたものとする。

告 示（選）

◎世田谷区選挙管理委員会告示第２号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第

28条の規定により本区の選挙人名簿から抹

消した者のうち、同条第４号の規定に該当

するものを別紙のとおり告示する。

令和２年３月２日

世田谷区選挙管理委員会

別紙省略

◎世田谷区選挙管理委員会告示第３号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74

条第１項、第75条第１項、第76条第１項、

第80条第１項、第81条第１項及び第86条第

１項、市町村の合併の特例に関する法律

（平成16年法律第59号）第４条第１項及び

第11項並びに第５条第１項及び第15項並び

に地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和31年法律第162号）第８条第１項

の規定における令和２年３月２日調製の選

挙人名簿登録者総数の50分の１の数、６分

の１の数及び40万を超える数に６分の１を

乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得

た数とを合算して得た数は次のとおりであ

る。

令和２年３月２日

世田谷区選挙管理委員会

50分の１の数 15,402

６分の１の数 128,347

40万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合

算して得た数 195,014

◎世田谷区選挙管理委員会告示第４号

選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の

抄本の閲覧状況について、公職選挙法（昭

和25年法律第100号）第28条の４第７項

（第30条の12において準用する場合を含む。）

の規定に基づき、別紙のとおり公表する。

令和２年３月２日

世田谷区選挙管理委員会

別紙省略

告 示（農）

◎世田谷区農業委員会告示第３号

農業委員会等に関する法律（昭和26年法

律第88号）第27条第１項の規定に基づき、

第32回世田谷区農業委員会総会を次のとお

り開催する。

令和２年３月23日

世田谷区農業委員会会長

髙 橋 昌 規

１ 開催日時 令和２年３月30日（月）

午後３時

２ 開催場所 世田谷区役所第２庁舎第

５委員会室

３ 審議事項

第１号議案 農地法に基づく許可

申請について

第２号議案 農地法に基づく転用

届出について

第３号議案 その他の事項につい

て
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教育総務課（教育

次長所管領域）

教育総務課（教育総

務部長所管領域）

学務課（教育次長

所管領域）

学務課（教育総務部

長所管領域）

幼児教育・保育推

進担当課（教育次

長所管領域）

幼児教育・保育推進

担当課（教育総務部

長所管領域）

学校健康推進課（

教育次長所管領域）

（学校給食太子堂

調理場を除く。）

学校健康推進課（教

育総務部長所管領域）

学校健康推進課学

校給食太子堂調理

場（教育次長所管

領域）

学校健康推進課学校

給食太子堂調理場（

教育総務部長所管領

域）

教育環境課（教育

次長所管領域）

教育環境課（教育総

務部長所管領域）

教育総務課調整係

長（教育次長所管

領域）

教育総務課調整係長

（教育総務部長所管

領域）

教育総務課教育計

画・事務調整担当

係長（教育次長所

管領域）

教育総務課教育計画・

事務調整担当係長

（教育総務部長所管

領域）

教育総務課教育情

報化担当係長（教

育次長所管領域）

教育総務課教育情報

化担当係長（教育総

務部長所管領域）

教育総務課経理係

長（教育次長所管

領域）

教育総務課経理係長

（教育総務部長所管

領域）

学務課学事係長（

教育次長所管領域）

学務課学事係長（教

育総務部長所管領域）

学務課学事係副係

長（教育次長所管

領域）

学務課学事係副係長

（教育総務部長所管

領域）

学務課学校運営係

長（教育次長所管

領域）

学務課学校運営係長

（教育総務部長所管

領域）

学務課学校運営係

副係長（教育次長

所管領域）

学務課学校運営係副

係長（教育総務部長

所管領域）

学務課就学係長（

教育次長所管領域）

学務課就学係長（教

育総務部長所管領域）

幼児教育・保育推

進担当課幼児教育・

保育推進担当係長

幼児教育・保育推進

担当課幼児教育・保

育推進担当係長（教

（教育次長所管領

域）

育総務部長所管領域）

学校健康推進課学

校健康推進係長（

教育次長所管領域）

学校健康推進課学校

健康推進係長（教育

総務部長所管領域）

学校健康推進課学

校給食係長（教育

次長所管領域）

学校健康推進課学校

給食係長（教育総務

部長所管領域）

学校健康推進課学

校給食係副係長（

教育次長所管領域）

学校健康推進課学校

給食係副係長（教育

総務部長所管領域）

学校健康推進課公

会計担当係長（教

育次長所管領域）

学校健康推進課公会

計担当係長（教育総

務部長所管領域）

学校健康推進課学

校給食太子堂調理

場長（教育次長所

管領域）

学校健康推進課学校

給食太子堂調理場長

（教育総務部長所管

領域）

教育環境課教育環

境担当係長（教育

次長所管領域）

教育環境課教育環境

担当係長（教育総務

部長所管領域）

教育環境課副係長

（教育次長所管領

域）

教育環境課副係長（

教育総務部長所管領

域）
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