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議案第９３号 

職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○職員の給与に関する条例（昭和３１年条例第１５号）【第１条関係】                            （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第24条 （略） 第24条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従つ

て定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給す

る勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従つ

て定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給す

る勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。 

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎

額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職し、又

は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日

現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の90を乗じて

得た額の総額 

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎

額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職し、又

は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日

現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の80を乗じて

得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に1

00分の42.5を乗じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に1

00分の37.5を乗じて得た額の総額 

（給与の減額） （給与の減額） 

第25条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、勤務時間条例第８条の３

第１項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第12条から第14条まで

に規定する休暇、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合その

他その勤務しないことについて任命権者の承認があつた場合（規則で定める

場合に限る。）を除き、その勤務しない１時間につき、第20条に規定する勤

務１時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。 

第25条 正規の勤務時間に職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつ

いて任命権者の承認があつた場合（勤務時間条例第16条の規定による介護休

暇の承認若しくは第17条の規定による組合休暇の許可又は育児休業法第19

条第１項の規定による部分休業の承認を受けた場合を除く。）を除くほか、

その勤務しない１時間につき、第20条に規定する勤務１時間当たりの給与額

を減額した給与を支給する。 
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○職員の給与に関する条例（昭和３１年条例第１５号）【第２条関係】                            （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（扶養手当） （扶養手当） 

第11条 （略） 第11条 （略） 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその

職員の扶養を受けているものをいう。 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその

職員の扶養を受けているものをいう。 

(１) (略) (１) (略) 

(２) 22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子    (２) 22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子及び孫 

(３) 22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある孫 

(４) 60歳以上の父母及び祖父母 

（新設） 

(３) 60歳以上の父母及び祖父母 

(５) 22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある弟妹 (４) 22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある弟妹 

(６) 心身に著しい障害がある者 (５) 心身に著しい障害がある者 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号及び第３号から第６号までのいずれかに該

当する扶養親族（以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。）について

は１人につき6,500円（行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員

でその職務の級が８級であるもの（以下「８級職員」という。）にあつては、

3,500円）、同項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」とい

う。）については１人につき１万円とする。 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号に掲げる扶養親族については１万3,000円、

同項第２号から第５号までに掲げる扶養親族（次条において「扶養親族たる

子、父母等」という。）については１人につき6,500円（職員に配偶者がな

い場合にあつては、そのうち１人については１万1,000円）とする。 

４ （略） ４ （略） 

第12条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の

いずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその

旨                                

                                 

   を任命権者に届け出なければならない。 

第12条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の

いずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその

旨（新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第１号に該当す

る事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含

む。）を任命権者に届け出なければならない。 

(１) 新たに扶養親族たる  要件を具備するに至つた者がある場合 (１) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合 

(２) 扶養親族たる  要件を欠くに至つた者がある場合（扶養親族たる子

又は前条第２項第３号若しくは第５号に該当する扶養親族が、22歳に達

した日以後の最初の３月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに

至つた場合を除く。） 

(２) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合（前条第２項第２

号又は第４号           に該当する扶養親族が、22歳に達

した日以後の最初の３月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに

至つた場合を除く。） 

(削る) (３) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合

（前号に該当する場合を除く。） 

(削る) (４) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合
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改正後 改正前 

（第１号に該当する場合を除く。） 

２ 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合において

はその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係る

ものがない場合においてその職員に同項第１号に掲げる事実が生じたとき

は    その事実が生じた日の属する月の翌月（これらの日が月の初日で

あるときは、その日の属する月）から開始し、扶養手当を受けている職員が

離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡し

た日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係る

ものの全て が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実

が生じた日の属する月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属す

る月の前月）をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、

同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後

にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の初

日であるときは、その日の属する月）から行うものとする。 

２ 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合において

はその者が職員となつた日、扶養親族                 

  がない        職員に前項第１号に掲げる事実が生じた場合

においてはその事実が生じた日の属する月の翌月（これらの日が月の初日で

あるときは、その日の属する月）から開始し、扶養手当を受けている職員が

離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡し

た日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係る

もののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実

が生じた日の属する月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属す

る月の前月）をもつて終る 。ただし、扶養手当の支給の開始については、

同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後

にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の初

日であるときは、その日の属する月）から行うものとする。 

３ 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた        

                                 

                                 

                                 

                                 

                        場合においては、その

  事実が生じた日の属する月の翌月（その  日が月の初日であるとき

は、その日の属する月）からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、

第１号又は第３号             に掲げる事実が生じた場合

における扶養手当の支給額の改定                  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

  について準用する。 

 

３ 扶養手当は、これを受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事実が生

じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に

係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合、扶養手当を受けて

いる職員について同項第３号若しくは第４号に掲げる事実が生じた場合又

は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期

間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合においては、これ

らの事実が生じた日の属する月の翌月（これらの日が月の初日であるとき

は、その日の属する月）からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、

扶養手当を受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事実が生じた場合

における扶養手当の支給額の改定（扶養親族たる子、父母等で同項の規定に

よる届出に係るものがある職員で配偶者のない者が扶養親族たる配偶者を

有するに至つた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の

支給額の改定を除く。）及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる

子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職

員となつた場合における扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の

改定について準用する。 

(１) 扶養手当を受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事実が生じ

た場合 

(新設) 
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改正後 改正前 

(２) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第１項の規定による届出に

係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合 

(３) 扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規定による届出に係るものが

ある８級職員が８級職員以外の職員となつた場合 

(４) 扶養親族たる配偶者、父母等で第１項の規定による届出に係るものが

ある職員のうち８級職員以外の者が８級職員となつた場合 

(５) 職員の扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係るもののうち

特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第24条 （略） 第24条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従つ

て定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給す

る勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従つ

て定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給す

る勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総

額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。 

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎

額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職し、又

は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日

現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の85を乗じて 

  得た額の総額 

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎

額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職し、又

は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日

現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の90を乗じて 

  得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に1

00分の40を乗じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に1

00分の42.5を乗じて得た額の総額 
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○一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２５年条例第３号）【第３条関係】                     （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（給与に関する特例） （給与に関する特例） 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（企業職員

（地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第15条第１項に規定する職員を

いう。以下同じ。）である職員を除く。以下「特定任期付職員」という。）

には、次の給料表を適用する。 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（企業職員

（地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第15条第１項に規定する職員を

いう。以下同じ。）である職員を除く。以下「特定任期付職員」という。）

には、次の給料表を適用する。 

号給 給料月額 

 円 

１ 372,000 

２ 420,000 

３ 471,000 

４ 532,000 

５ 607,000 

６ 709,000 
 

号給 給料月額 

 円 

１ 371,000 

２ 419,000 

３ 471,000 

４ 532,000 

５ 607,000 

６ 709,000 
 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条、第22条第３項、第22条の２第１

項及び第23条第２項の規定の適用については、給与条例第２条中「及び災害

派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣

手当を含む。以下同じ。）」とあるのは「、災害派遣手当（武力攻撃災害等

派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。）

及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成25年条例第３号。以下

「任期付職員条例」という。）第７条第４項に規定する特定任期付職員業績

手当」と、給与条例第22条第３項中「職員」とあるのは「職員及び任期付職

員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特定

任期付職員」という。）」と、給与条例第22条の２第１項中「定める職員」

とあるのは「定める職員及び特定任期付職員」と、給与条例第23条第２項中

「、６月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合にお

いては100分の137.5」とあるのは「、６月に支給する場合においては100分

の157.5、12月に支給する場合においては100分の167.5」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条、第22条第３項、第22条の２第１

項及び第23条第２項の規定の適用については、給与条例第２条中「及び災害

派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣

手当を含む。以下同じ。）」とあるのは「、災害派遣手当（武力攻撃災害等

派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。）

及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成25年条例第３号。以下

「任期付職員条例」という。）第７条第４項に規定する特定任期付職員業績

手当」と、給与条例第22条第３項中「職員」とあるのは「職員及び任期付職

員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特定

任期付職員」という。）」と、給与条例第22条の２第１項中「定める職員」

とあるのは「定める職員及び特定任期付職員」と、給与条例第23条第２項中

「、６月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合にお

いては100分の137.5」とあるのは「100分の157.5            

                      」とする。 



- 6 - 

○一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２５年条例第３号）【第４条関係】                     （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条、第22条第３項、第22条の２第１

項及び第23条第２項の規定の適用については、給与条例第２条中「及び災害

派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣

手当を含む。以下同じ。）」とあるのは「、災害派遣手当（武力攻撃災害等

派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。）

及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２５年条例第３号。以

下「任期付職員条例」という。）第７条第４項に規定する特定任期付職員業

績手当」と、給与条例第22条第３項中「職員」とあるのは「職員及び任期付

職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特

定任期付職員」という。）」と、給与条例第22条の２第１項中「定める職員」

とあるのは「定める職員及び特定任期付職員」と、給与条例第23条第２項中

「、６月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合にお

いては100分の137.5」とあるのは「100分の162.5            

                     」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条、第22条第３項、第22条の２第１

項及び第23条第２項の規定の適用については、給与条例第２条中「及び災害

派遣手当（武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣

手当を含む。以下同じ。）」とあるのは「、災害派遣手当（武力攻撃災害等

派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。）

及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２５年条例第３号。以

下「任期付職員条例」という。）第７条第４項に規定する特定任期付職員業

績手当」と、給与条例第22条第３項中「職員」とあるのは「職員及び任期付

職員条例第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特

定任期付職員」という。）」と、給与条例第22条の２第１項中「定める職員」

とあるのは「定める職員及び特定任期付職員」と、給与条例第23条第２項中

「、６月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合にお

いては100分の137.5」とあるのは「、６月に支給する場合においては100分

の157.5、12月に支給する場合においては100分の167.5」とする。 
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議案第９４号 

特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例（昭和６３年条例第１０号）【第１条関係】             （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（給与の額等） 

第３条 （略） 

２・３ （略） 

４ 市議会議員には期末手当を、市長等には通勤手当及び期末手当を、職員の

給与に関する条例（昭和31年条例第15号。以下「給与条例」という。）の適

用を受ける職員（以下「一般職の職員」という。）の例により支給する。こ

の場合において、給与条例第23条第２項中「100分の122.5」とあるのは「1

00分の202.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の227.5」と読み替

えるものとし、同条第４項において規則で定めることとされている割合は、

同項の規定にかかわらず、100分の20とする。 

（給与の額等） 

第３条 （略） 

２・３ （略） 

４ 市議会議員には期末手当を、市長等には通勤手当及び期末手当を、職員の

給与に関する条例（昭和31年条例第15号。以下「給与条例」という。）の適

用を受ける職員（以下「一般職の職員」という。）の例により支給する。こ

の場合において、給与条例第23条第２項中「100分の122.5」とあるのは「1

00分の202.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の217.5」と読み替

えるものとし、同条第４項において規則で定めることとされている割合は、

同項の規定にかかわらず、100分の20とする。 
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○特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例（昭和６３年条例第１０号）【第２条関係】             （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（給与の額等） 

第３条 （略） 

２・３ （略） 

４ 市議会議員には期末手当を、市長等には通勤手当及び期末手当を、職員の

給与に関する条例（昭和31年条例第15号。以下「給与条例」という。）の適

用を受ける職員（以下「一般職の職員」という。）の例により支給する。こ

の場合において、給与条例第23条第２項中「100分の122.5」とあるのは「1

00分の207.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の222.5」と読み替

えるものとし、同条第４項において規則で定めることとされている割合は、

同項の規定にかかわらず、100分の20とする。 

別表第１（第３条、第７条関係） 

区分 議員報酬及び報

酬 

費用弁償 

日当 

（１日に

つき） 

宿泊料 

（１夜に

つき） 

食卓料 

（１夜に

つき） 

鉄道賃、船賃、

航空賃及び車

賃 

市議会 議長 月額 520,000

円 

（略） （略） （略） （略） 

副議長 月額 480,000

円 

議員 月額 440,000

円 

（略） 
 

別表第２（第３条、第７条関係） 

区分 給料月額 日当 

（１日に

つき） 

宿泊料 

（１夜に

つき） 

食卓料 

（１夜に

つき） 

鉄道賃、船賃、

航空賃及び車賃 

市長 940,000円 （略） （略） （略） （略） 

副市長 765,000円 

教育長 702,000円 
 

 

（給与の額等） 

第３条 （略） 

２・３ （略） 

４ 市議会議員には期末手当を、市長等には通勤手当及び期末手当を、職員の

給与に関する条例（昭和31年条例第15号。以下「給与条例」という。）の適

用を受ける職員（以下「一般職の職員」という。）の例により支給する。こ

の場合において、給与条例第23条第２項中「100分の122.5」とあるのは「1

00分の202.5」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の227.5」と読み替

えるものとし、同条第４項において規則で定めることとされている割合は、

同項の規定にかかわらず、100分の20とする。 

別表第１（第３条、第７条関係） 

区分 議員報酬及び報

酬 

費用弁償 

日当 

（１日に

つき） 

宿泊料 

（１夜に

つき） 

食卓料 

（１夜に

つき） 

鉄道賃、船賃、

航空賃及び車

賃 

市議会 議長 月額 500,000

円 

（略） （略） （略） （略） 

副議長 月額 460,000

円 

議員 月額 420,000

円 

（略）   
 

別表第２（第３条、第７条関係） 

区分 給料月額 日当 

（１日に

つき） 

宿泊料 

（１夜に

つき） 

食卓料 

（１夜に

つき） 

鉄道賃、船賃、

航空賃及び車賃 

市長 920,000円 （略） （略） （略） （略） 

副市長 745,000円 

教育長 702,000円 
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議案第９５号 

職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例案新旧対照表 

○職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第９号）【第１条関係】                           （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 

(１)～(３) (略)  (１)～(３) (略)  

(４) 職員の配偶者同行休業に関する条例（平成26年条例第１号。以下「配

偶者同行休業条例」という。）第９条第１項の規定により任期を定めて採

用された職員 

(４) 職員の配偶者同行休業に関する条例（平成26年条例第１号     

            ）第９条第１項の規定により任期を定めて採

用された職員 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める者）  

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める者は、児童福祉法（昭和

22年法律第164号）第６条の４第２項に規定する養育里親である職員（児童

の親その他同法第27条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定に

より同法第６条の４第１項に規定する里親であって養子縁組によって養親

となることを希望している者として当該児童を委託することができない職

員に限る。）に同法第27条第１項第３号の規定により委託されている当該児

童とする。 

(新設) 

（育児休業法第２条第１項ただし書の人事院規則で定める期間を基準とし

て条例で定める期間） 

（育児休業法第２条第１項ただし書の人事院規則で定める期間を基準とし

て条例で定める期間） 

第２条の３ (略) 第２条の２ (略) 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情） （育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に

掲げる事情とする。 

第３条 育児休業法第２条第１項    の条例で定める特別の事情は、次に

掲げる事情とする。 

(１)～(５) (略)  (１)～(５) (略)  

（育児短時間勤務をすることができない職員） （育児短時間勤務をすることができない職員） 

第８条 育児休業法第10条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 

第８条 育児休業法第10条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 

(１)・(２) (略)  (１)・(２) (略)  

(３) 配偶者同行休業条例第９条第１項の規定により任期を定めて採用さ

れた職員 

(新設) 
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改正後 改正前 

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員） 

第16条 育児休業法第19条第１項の条例で定める職員は、         

育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員とする。 

第16条 育児休業法第19条第１項の条例で定める職員は、育児短時間勤務又は

育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員とする。 
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○職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第９号）【第２条関係】                           （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める者） （育児休業法第２条第１項の条例で定める者） 

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める者は、児童福祉法（昭和

22年法律第164号）第６条の４第１号に規定する養育里親である職員（児童

の親その他同法第27条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定に

より同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親          

             として当該児童を委託することができない職

員に限る。）に同法第27条第１項第３号の規定により委託されている当該児

童とする。 

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める者は、児童福祉法（昭和

22年法律第164号）第６条の４第２項に規定する養育里親である職員（児童

の親その他同法第27条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定に

より同法第６条の４第１項に規定する里親であって養子縁組によって養親

となることを希望している者として当該児童を委託することができない職

員に限る。）に同法第27条第１項第３号の規定により委託されている当該児

童とする。 
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○職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第３号）【第３条関係】                        （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） （育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第８条の２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子（民法（明治2

9年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該職員との間にお

ける同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者

（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であ

って、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第１項に規定する里親で

ある職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親と

なることを希望している者及び同法第６条の４第２項に規定する養育里親

である職員（児童の親その他同法第27条第４項に規定する者の意に反するた

め、同項の規定により同法第６条の４第１項に規定する里親であって養子縁

組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託するこ

とができない職員に限る。）に同号の規定により委託されている当該児童を

含む。以下この条において同じ。）のある職員（職員の配偶者      

     が、深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。以下こ

の項において同じ。）において常態として当該子を養育することができるも

のとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、規

則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務

の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。 

第８条の２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子       

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                のある職員（職員の配偶者で当該子の親

であるものが、深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。以下こ

の項において同じ。）において常態として当該子を養育することができるも

のとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、規

則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務

の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。 

２・３ (略) ２・３ (略) 

４ 前３項    の規定は、第15条第１項に規定する          

                要介護者の介護を    する職員に

ついて準用する。この場合において、第１項中「小学校就学の始期に達する

までの子（民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職

員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について

家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属して

いる場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭

和22年法律第164号）第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第１

項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子

縁組によって養親となることを希望している者及び同法第６条の４第２項

に規定する養育里親である職員（児童の親その他同法第27条第４項に規定す

４ 第１項及び前項の規定は、第15条第１項に規定する日常生活を営むのに支

障がある者（以下この項において「要介護者」という。）を介護する職員に

ついて準用する。この場合において、第１項中「小学校就学の始期に達する

までの子                             
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改正後 改正前 

る者の意に反するため、同項の規定により同法第６条の４第１項に規定する

里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当

該児童を委託することができない職員に限る。）に同号の規定により委託さ

れている当該児童を含む。以下この条において同じ。）のある職員（職員の

配偶者           が、深夜（午後10時から翌日の午前５時まで

の間をいう。以下この項において同じ。）において常態として当該子を養育

することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該

職員を除く。）が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは

「第15条第１項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところによ

り、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜（午後1

0時から翌日の午前５時までの間をいう。）における」と、第２項中「３歳

に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」と

あるのは「第15条第１項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めると

ころにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業務を処理

するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常

な運営を妨げる」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職

員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第１

項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介

護者を介護」と読み替えるものとする。 

                                 

                                 

                                 

                         のある職員（職員の

配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後10時から翌日の午前５時まで

の間をいう。以下この項において同じ。）において常態として当該子を養育

することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該

職員を除く。）が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは

「要介護者          のある職員が、規則で定めるところによ

り、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜（午後1

0時から翌日の午前５時までの間をいう。）における」と        

                                 

                                 

                                 

                                 

         、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職

員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者 

          のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介

護者を介護」と読み替えるものとする。 

（休暇の種類） （休暇の種類） 

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護

時間及び組合休暇とする。 

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇   

  及び組合休暇とする。 

（介護休暇） （介護休暇） 

第15条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、子、

配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定め

る期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）の

介護をするため、市長が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、

要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回を超

えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期間（以下「指定期

間」という。）内において勤務しないことが相当であると認められる場合に

おける休暇とする。 

第15条 介護休暇は、職員が     配偶者（届出をしないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、子、

配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定め

る期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの         の

介護をするため、                          

                                 

                                 

           勤務しないことが相当であると認められる場合に

おける休暇とする。 
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改正後 改正前 

２ 介護休暇の期間は、指定期間                    

                       内において必要と認め

られる期間とする。 

２ 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要

とする一の継続する状態ごとに連続する６月の期間内において必要と認め

られる期間とする。 

３ (略) ３ (略) 

 （介護時間）  

第15条の２ 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々

 が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当

 該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。）内において１日の勤務

 時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における

 休暇とする。 

(新設) 

２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において、１日につき２時間を

超えない範囲内で必要と認められる時間とする。 

 

３ 介護時間については、前条第３項の規定を準用する。  

（病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認） （病気休暇、特別休暇及び介護休暇     の承認） 

第16条 病気休暇、特別休暇（規則で定めるものを除く。）、介護休暇及び介

護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなけ

ればならない。 

第16条 病気休暇、特別休暇（規則で定めるものを除く。）及び介護休暇  

   については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなけ

ればならない。 
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○職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第３号）【第４条関係】                        （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） （育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第８条の２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子（民法（明治2

9年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該職員との間にお

ける同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者

（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であ

って、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁

組里親である職員に委託されている児童               

                及び同法第６条の４第１号に規定する

養育里親である職員（児童の親その他同法第27条第４項に規定する者の意に

反するため、同項の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里

親                           として当該

児童を委託することができない職員に限る。）に同法第27条第１項第３号の

規定により委託されている当該児童を含む。以下この条において同じ。）の

ある職員（職員の配偶者が、深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間を

いう。以下この項において同じ。）において常態として当該子を養育するこ

とができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を

除く。）が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した

場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせ

てはならない。 

第８条の２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子（民法（明治2

9年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該職員との間にお

ける同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者

（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であ

って、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第１項に規定する里親 

   である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によっ

て養親となることを希望している者及び同法第６条の４第２項に規定する

養育里親である職員（児童の親その他同法第27条第４項に規定する者の意に

反するため、同項の規定により同法第６条の４第１項に規定する里親   

 であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該

児童を委託することができない職員に限る。）に同号         の

規定により委託されている当該児童を含む。以下この条において同じ。）の

ある職員（職員の配偶者が、深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間を

いう。以下この項において同じ。）において常態として当該子を養育するこ

とができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を

除く。）が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した

場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせ

てはならない。 

２・３ (略) ２・３ (略) 

４ 前３項の規定は、第15条第１項に規定する要介護者の介護をする職員につ

いて準用する。この場合において、第１項中「小学校就学の始期に達するま

での子（民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員

が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家

庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属してい

る場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭

和22年法律第164号）第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２

号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童      

                         及び同法第６条の

４第１号に規定する養育里親である職員（児童の親その他同法第27条第４項

４ 前３項の規定は、第15条第１項に規定する要介護者の介護をする職員につ

いて準用する。この場合において、第１項中「小学校就学の始期に達するま

での子（民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員

が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家

庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属してい

る場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭

和22年法律第164号）第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第１

項に規定する里親    である職員に委託されている児童のうち、当該職

員が養子縁組によって養親となることを希望している者及び同法第６条の

４第２項に規定する養育里親である職員（児童の親その他同法第27条第４項
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改正後 改正前 

に規定する者の意に反するため、同項の規定により同法第６条の４第２号に

規定する養子縁組里親                       

    として当該児童を委託することができない職員に限る。）に同法第

27条第１項第３号の規定により委託されている当該児童を含む。以下この条

において同じ。）のある職員（職員の配偶者が、深夜（午後10時から翌日の

午前５時までの間をいう。以下この項において同じ。）において常態として

当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合

における当該職員を除く。）が、規則で定めるところにより、当該子を養育」

とあるのは「第15条第１項に規定する要介護者のある職員が、規則で定める

ところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深

夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。）における」と、第２項

中「３歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を

養育」とあるのは「第15条第１項に規定する要介護者のある職員が、規則で

定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業

務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公

務の正常な運営を妨げる」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子

のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第

15条第１項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、

当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。 

に規定する者の意に反するため、同項の規定により同法第６条の４第１項に

規定する里親    であって養子縁組によって養親となることを希望し

ている者として当該児童を委託することができない職員に限る。）に同号 

        の規定により委託されている当該児童を含む。以下この条

において同じ。）のある職員（職員の配偶者が、深夜（午後10時から翌日の

午前５時までの間をいう。以下この項において同じ。）において常態として

当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合

における当該職員を除く。）が、規則で定めるところにより、当該子を養育」

とあるのは「第15条第１項に規定する要介護者のある職員が、規則で定める

ところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深

夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。）における」と、第２項

中「３歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を

養育」とあるのは「第15条第１項に規定する要介護者のある職員が、規則で

定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした職員の業

務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公

務の正常な運営を妨げる」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子

のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第

15条第１項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、

当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。 
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○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４２年条例第１３号）【第５条関係】                   （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（扶養手当） （扶養手当） 

第６条 (略) 第６条 (略) 

２ 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主として

その職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。 

２ 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主として

その職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。 

(１) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。） 

(１) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含 

 む     。） 

(２) 22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子    (２) 22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子及び孫 

(３) 22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある孫 (新設) 

(４) (略) (３) (略) 

(５) (略) (４) (略) 

(６) (略) (５) (略) 

（給与の減額） （給与の減額） 

第15条 (略) 第15条 (略) 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子（民

法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該職員

との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に

請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限

る。）であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律

第164号）第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第１項に規定す

る里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によつ

て養親となることを希望している者及び同法第６条の４第２項に規定する

養育里親である職員（児童の親その他同法第27条第４項に規定する者の意に

反するため、同項の規定により同法第６条の４第１項に規定する里親であつ

て養子縁組によつて養親となることを希望している者として当該児童を委

託することができない職員に限る。）に同号の規定により委託されている当

該児童を含む。）を養育するため１日の勤務時間の一部（２時間を超えない

範囲内の時間に限る。）を勤務しないことをいう。）、介護休暇（当該職員

が要介護者（配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負

傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支

障があるものをいう。以下同じ。）の介護をするため、市長の定めるところ

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

        を養育するため１日の勤務時間の一部（２時間を超えない

範囲内の時間に限る。）を勤務しないことをいう。）又は介護休暇（当該職

員が    配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負

傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支

障があるもの        の介護をするため、           
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改正後 改正前 

により、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の

継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内

で指定する期間（以下この項において「指定期間」という。）内において勤

務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。）又は介

護時間（当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護

を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護者

に係る指定期間と重複する期間を除く。）内において１日の勤務時間の一部

につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をい

う。）の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その

勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給

する。 

                                 

                                 

                                勤

務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。）   

                                 

                                 

                                 

                                 

   の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その

勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給

する。 
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○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４２年条例第１３号）【第６条関係】                   （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（給与の減額） （給与の減額） 

第15条 (略) 第15条 (略) 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子（民

法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該職員

との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に

請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限

る。）であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律

第164号）第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定す

る養子縁組里親である職員に委託されている児童           

                    及び同法第６条の４第１号に

規定する養育里親である職員（児童の親その他同法第27条第４項に規定する

者の意に反するため、同項の規定により同法第６条の４第２号に規定する養

子縁組里親                           と

して当該児童を委託することができない職員に限る。）に同法第27条第１項

第３号の規定により委託されている当該児童を含む。）を養育するため１日

の勤務時間の一部（２時間を超えない範囲内の時間に限る。）を勤務しない

ことをいう。）、介護休暇（当該職員が要介護者（配偶者、父母、子、配偶

者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市長が指定す

る期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）の

介護をするため、市長の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護

者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回を超えず、

かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期間（以下この項において

「指定期間」という。）内において勤務しないことが相当であると認められ

る場合における休暇をいう。）又は介護時間（当該職員が要介護者の介護を

するため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごと

に、連続する３年の期間（当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除

く。）内において１日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当である

と認められる場合における休暇をいう。）の承認を受けて勤務しない場合に

は、前項の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当

たりの給与額を減額して給与を支給する。 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子（民

法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該職員

との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に

請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限

る。）であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律

第164号）第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第１項に規定す

る里親    である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁

組によつて養親となることを希望している者及び同法第６条の４第２項に

規定する養育里親である職員（児童の親その他同法第27条第４項に規定する

者の意に反するため、同項の規定により同法第６条の４第１項に規定する里

親    であつて養子縁組によつて養親となることを希望している者と

して当該児童を委託することができない職員に限る。）に同号      

   の規定により委託されている当該児童を含む。）を養育するため１日

の勤務時間の一部（２時間を超えない範囲内の時間に限る。）を勤務しない

ことをいう。）、介護休暇（当該職員が要介護者（配偶者、父母、子、配偶

者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市長が指定す

る期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）の

介護をするため、市長の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護

者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回を超えず、

かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期間（以下この項において

「指定期間」という。）内において勤務しないことが相当であると認められ

る場合における休暇をいう。）又は介護時間（当該職員が要介護者の介護を

するため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごと

に、連続する３年の期間（当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除

く。）内において１日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当である

と認められる場合における休暇をいう。）の承認を受けて勤務しない場合に

は、前項の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当

たりの給与額を減額して給与を支給する。 
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議案第９６号 

廿日市市社会体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市社会体育施設設置及び管理条例（昭和５４年条例第２９号）                           （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

昭北グラウンド 廿日市市木材港北1063番地１ 

昭北テニスコート 廿日市市木材港北1064番地１ 

阿品台野球場 廿日市市阿品台五丁目3111番地２ 

阿品台テニスコート 廿日市市阿品台五丁目3111番地２ 

宮園野球場 廿日市市宮園四丁目１番地 

宮園テニスコート 廿日市市宮園四丁目１番地 

四季が丘テニスコート 廿日市市四季が丘十一丁目22番地 

吉和グラウンド 廿日市市吉和802番地２ 

平良体育館 廿日市市上平良1355番地１ 

小田島テニスコート 廿日市市沖塩屋四丁目6385番地50 

小田島多目的広場 廿日市市沖塩屋四丁目6385番地43 

小田島グラウンド 廿日市市沖塩屋四丁目6385番地35 
 

名称 位置 

昭北グラウンド 廿日市市木材港北1063番地１ 

昭北テニスコート 廿日市市木材港北1064番地１ 

阿品台野球場 廿日市市阿品台五丁目3111番地２ 

阿品台テニスコート 廿日市市阿品台五丁目3111番地２ 

宮園野球場 廿日市市宮園四丁目１番地 

宮園テニスコート 廿日市市宮園四丁目１番地 

四季が丘テニスコート 廿日市市四季が丘十一丁目22番地 

吉和グラウンド 廿日市市吉和802番地２ 

平良体育館 廿日市市上平良1355番地１ 

小田島テニスコート 廿日市市沖塩屋四丁目6385番地50 

小田島多目的広場 廿日市市沖塩屋四丁目6385番地43 

小田島グラウンド 廿日市市沖塩屋四丁目6385番地35 
 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

 

施設の名称 照明の方法 単位 使用料 

昭北グラウンド屋外照

明施設 

全点灯 １面 １回 3,150円 

２面 １回 6,300円 

阿品台野球場屋外照明

施設 

全点灯 １面 １回 7,350円 

２分の１点灯 １面 １回 3,150円 

宮園野球場屋外照明施

設 

全点灯 １面 １回 7,350円 

２分の１点灯 １面 １回 3,150円 

吉和グラウンド屋外照

明施設 

全点灯 １面 １時間 2,040円 

２分の１点灯 １面 １時間 1,020円 

平良体育館屋内照明施

設 

全点灯 １面 １時間 95円 

２面 １時間 190円 
 

施設の名称 照明の方法 単位 使用料 

昭北グラウンド屋外照

明施設 

全点灯 １面 １回 3,150円 

２面 １回 6,300円 

阿品台野球場屋外照明

施設 

全点灯 １面 １回 7,350円 

２分の１点灯 １面 １回 3,150円 

宮園野球場屋外照明施

設 

全点灯 １面 １回 7,350円 

２分の１点灯 １面 １回 3,150円 

吉和グラウンド屋外照

明施設 

全点灯 １面 １時間 2,040円 

２分の１点灯 １面 １時間 1,020円 

平良体育館屋内照明施

設 

全点灯 １面 １時間 95円 

２面 １時間 190円 

 備考 １回とは、使用時間３時間を限度とする使用をいう。  備考 １回とは、使用時間３時間を限度とする使用をいう。 
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議案第９７号 

廿日市市自転車等の放置防止に関する条例等の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市自転車等の放置防止に関する条例（昭和５８年条例第２１号）【第１条関係】                   （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

(費用の徴収） (費用の徴収） 

第10条 市長は、第８条第２項又は前条第２項の規定により自転車等を移送し

たときは、当該措置に要した費用として、次に掲げる額を当該自転車等の利

用者等から徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、こ

の限りでない。 

第10条 市長は、第８条第２項又は前条第２項の規定により自転車等を移送し

たときは、当該措置に要した費用として、次に掲げる額を当該自転車等の利

用者等から徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、こ

の限りでない。 

(１) 自転車 1,650円 (１) 自転車 1,570円 

(２) 原動機付自転車 2,200円 (２) 原動機付自転車 2,100円 

(３) 自動二輪車 2,750円 (３) 自動二輪車 2,620円 
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○廿日市市立幼稚園保育料等徴収条例（平成１７年条例第９３号）【第２条関係】                      （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（趣旨） 

第１条 この条例は、廿日市市立幼稚園（以下「幼稚園」という。）の保育料

及び預かり保育料（以下「保育料等」という。）の徴収について必要な事項

を定めるものとする。 

（保育料） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、廿日市市立幼稚園（以下「幼稚園」という。）の保育料

及び預かり保育料（以下「保育料等」という。）の徴収について必要な事項

を定めるものとする。 

（保育料） 

第２条 幼稚園の保育料の額は、次の各号に掲げる園児の区分に応じ、当該各

号に定める額とし、保護者からその一部を徴収する。 

(１) 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第27条第１項に規定す

る特定教育・保育（以下この号において「特定教育」という。）を受け

る園児 同条第３項第１号に規定する内閣総理大臣が定める基準により

算定した費用の額（その額が現に当該特定教育に要した費用の額を超え

るときは、当該現に特定教育に要した費用の額） 

第２条 幼稚園の保育料は、園児１人につき月額6,500円とし、保護者からこ

れを徴収する。 

２ 保育料は、毎月10日までにその月分を徴収する。ただし、その月の全日数

を通じて保育を行わない場合は、その前月に徴収することができる。 

３ 月の中途において入園し、又は退園した場合は、その月分の保育料を徴収

する。 

(２) 子ども・子育て支援法第28条第１項第３号に規定する特別利用教育（以

下この号において「特別利用教育」という。）を受ける園児 同条第２

項第３号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額

（その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えるときは、当

該現に特別利用教育に要した費用の額） 

 

２ 保護者は、規則で定めるところにより、保育料のうち規則で定める額（以

下「利用者負担額」という。）を納付しなければならない。 

 

 （預かり保育料） （預かり保育料） 

第３条 幼稚園の預かり保育料の額は、園児１人につき日額400円（休業日に

ついては、日額600円）とし、保護者からこれを徴収する。 

２ 保護者は、規則で定めるところにより、預かり保育料を納付しなければな

らない。 

第３条 幼稚園の預かり保育料ああは、園児１人につき日額300円（休業日に

ついては、日額500円）とし、保護者からこれを徴収する。 

２ 預かり保育料は、毎月10日までに前月分を一括して徴収する。 

 （利用者負担額又は預かり保育料の減免） （保育料等あああああああああの減免） 

第４条 市長   は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額又は

預かり保育料を減免することができる。 

第４条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、保育料等     

       を減免することができる。 
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○廿日市市社会体育施設設置及び管理条例（昭和５４年条例第２９号）【第３条関係】                    （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（使用の許可） （使用の許可） 

第３条 施設及び附属設備（以下「施設等」という。）を使用しようとする者

は、文書をもつてあらかじめ廿日市市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）の許可を受けなければならない。 

第３条 施設                  を使用しようとする者

は、文書をもつてあらかじめ廿日市市教育委員会（以下「教育委員会」とい

う。）の許可を受けなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の許可に施設等の管理上必要な条件を付することがで

きる。 

２ 教育委員会は、前項の許可に施設 の管理上必要な条件を付することがで

きる。 

（使用の不許可） （使用の不許可） 

第４条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の使用

を許可しないことができる。 

第４条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設 の使用

を許可しないことができる。 

(１)～(４) （略）  (１)～(４) （略）  

(５) 施設等   を破損するおそれがある使用 (５) 建物又は設備を破損するおそれがある使用 

(６) （略） (６) （略） 

（使用許可の取消し） （使用許可の取消し） 

第５条 教育委員会は、第３条第１項の規定による許可を受けた者（以下「使

用者」という。）が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の使用の

許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。ただし、これによ

つて生じた損害に対して教育委員会は、責任を負わない。 

第５条 教育委員会は、第３条   の規定による許可を受けた者（以下「使

用者」という。）が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設 の使用の

許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。ただし、これによ

つて生じた損害に対して教育委員会は、責任を負わない。 

(１) （略） 

(２) 施設等の管理上教育委員会が必要と認めてする指示に従わないとき。 

(１) （略） 

(２) 施設 の管理上教育委員会が必要と認めてする指示に従わないとき。 

(３) 不正な行為により施設等の使用の許可を受けたことが明らかになつた

とき。 

(３) 不正な行為により施設 の使用の許可を受けたことが明らかになつた

とき。 

(４) （略） (４) （略） 

（使用料の納付等） （使用料） 

第６条 別表の左欄に掲げる施設等を使用しようとする者は、それぞれ同表の

右欄に定める使用料を納付しなければならない。 

第６条 使用者が施設を使用する場合には、無料とする。ただし、照明施設を

使用する場合には、別表に定める使用料を前納しなければならない。 

２ 使用料は、第３条第１項の許可を受ける際に納付しなければならない。た

だし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

２ 前項の照明施設使用料は、教育委員会が特別の事由があると認めるとき

は、その使用料の全部又は一部を減免することができる。 

３ 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができ

る。 

３ 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、教育委員会において相当の

事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 
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改正後 改正前 

４ 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認める

ときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 

（原状回復義務） （原状回復義務） 

第７条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消

されたときは、直ちに原状に復さなければならない。 

第７条 使用者は、施設 の使用を終了したとき、又はその使用許可を取り消

されたときは、直ちに原状に復さなければならない。 

２ （略）  ２ （略） 

（遵守義務） （遵守義務） 

第８条 施設等の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 第８条 施設 の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

 (１)  施設等を毀損し、又は汚損しないこと。  (１)  施設等をき損し、又は汚損しないこと。 

(２)～(４) （略） (２)～(４) （略） 

２ 教育委員会は、施設等の使用者が前項の規定に違反した場合は、その行為

をやめることを指示するとともに、これに従わないときは、施設から退去を

命ずることができる。 

２ 教育委員会は、施設 の使用者が前項の規定に違反した場合は、その行為

をやめることを指示するとともに、これに従わないときは、施設から退去を

命ずることができる。 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

 

区 分 単 位 使用料 

昭北グラウンド １時間につき 640円 

阿品台野球場 １時間につき 640円 

宮園野球場 １時間につき 640円 

宮園テニスコート １面１時間につき 430円 

四季が丘テニスコート １面１時間につき 430円 

吉和グラウンド １時間につき 640円 

小田島テニスコート １面１時間につき 430円 

小田島多目的広場 １時間につき 280円 

小田島グラウンド １時間につき 640円 

昭北グラウンド照明設備 １回につき 6,300円 

阿品台野球場照明設備 
全点灯１回につき 7,350円 

２分の１点灯１回につき 3,150円 

宮園野球場照明設備 
全点灯１回につき 7,350円 

２分の１点灯１回につき 3,150円 

吉和グラウンド照明設備 
全点灯１時間につき 2,040円 

２分の１点灯１時間につき 1,020円 

備考 １回とは、使用時間３時間を限度とする使用をいう。 

施設の名称 照明の方法 単位 使用料 

昭北グラウンド屋外照明施設 全点灯 １面 １回 3,150円 

２面 １回 6,300円 

阿品台野球場屋外照明施設 全点灯 １面 １回 7,350円 

２分の１点灯 １面 １回 3,150円 

宮園野球場屋外照明施設 全点灯 １面 １回 7,350円 

２分の１点灯 １面 １回 3,150円 

吉和グラウンド屋外照明施設 全点灯 １面 １時間 2,040円 

２分の１点灯 １面 １時間 1,020円 
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改正後 改正前 

備考  

 １ １回とは、使用時間３時間を限度とする使用をいう。 

 ２ 昭北グラウンド、吉和グラウンド及び小田島グラウンドを２分の１に

区分して使用する場合の施設の使用料の額は、それぞれこの表に定める

使用料の額に２分の１を乗じて得た額とする。 

 ３ 昭北グラウンドを２分の１に区分して使用する場合の昭北グラウン

ド照明設備の使用料の額は、この表に定める使用料の額に２分の１を乗

じて得た額とする。 
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○廿日市市公園条例（昭和６３年条例第２１号）【第４条関係】                              （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

別表第３（第22条関係） 別表第３（第22条関係） 

定期利用券 定期利用券 

区   分 利用料金の範囲 

廿日市市スポー

ツセンター 

プール、トレー

ニング室、サウ

ナ室 

６か月間 小人 8,750円から16,250円

まで 

大人 17,500円から32,500円

まで 

３か月間 小人 5,250円から9,750円ま

で 

大人 10,500円から19,500円

まで 

佐伯総合スポー

ツ公園体育館 

トレーニング

室、アリーナ 

１年間 小人 4,200円から7,800円ま

で 

大人 8,400円から15,600円

まで 

６か月間 小人 2,450円から4,550円ま

で 

大人 4,900円から9,100円ま

で 

３か月間 小人 1,400円から2,600円ま

で 

大人 2,800円から5,200円ま

で 
 

区   分 利用料金の範囲 

廿日市市スポー

ツセンター 

プール、トレー

ニング室、サウ

ナ室 

１年間 小人 14,000円から26,000円

まで 

大人 28,000円から52,000円

まで 

６か月間 小人 8,750円から16,250円

まで 

大人 17,500円から32,500円

まで 

３か月間 小人 5,250円から9,750円ま

で 

大人 10,500円から19,500円

まで 

佐伯総合スポー

ツ公園体育館 

トレーニング

室、アリーナ 

１年間 小人 4,200円から7,800円ま

で 

大人 8,400円から15,600円

まで 

６か月間 小人 2,450円から4,550円ま

で 

大人 4,900円から9,100円ま

で 

３か月間 小人 1,400円から2,600円ま

で 

大人 2,800円から5,200円ま

で 
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○廿日市市大野体育館等設置及び管理条例（平成１７年条例第９８号）【第５条関係】                    （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

別表第２（第８条関係） 別表第２（第８条関係） 

大野テニスコート 大野テニスコート 

区   分 単   位 使 用 料 

テニスコート １面１時間につき 430円 
 

区   分 単   位 使 用 料 

テニスコート １面１時間につき 420円 
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議案第９８号 

廿日市市簡易水道事業設置条例及び廿日市市上水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市簡易水道事業設置条例（平成１５年条例第２０号）【第１条関係】                        （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 給水区域 給水人口 １日最大給水量 

津田簡易水道 津田、栗栖及び浅原の

各一部 

3,250人 1,590立方メートル 

南部簡易水道 峠、友田及び河津原の

各一部 

4,030人 1,640立方メートル 

東部簡易水道 玖島、永原及び友田の

各一部 

2,700人 850立方メートル 

浅原簡易水道 浅原の一部 800人 270立方メートル 

吉和簡易水道 吉和の一部 610人 620立方メートル 

宮島簡易水道 宮島町の一部 2,300人 5,000立方メートル 
 

名称 給水区域 給水人口 １日最大給水量 

津田簡易水道 津田、栗栖及び浅原の

各一部 

3,250人 1,590立方メートル 

南部簡易水道 峠、友田及び河津原の

各一部 

4,030人 1,640立方メートル 

東部簡易水道 玖島、永原及び友田の

各一部 

2,700人 850立方メートル 

浅原簡易水道 浅原の一部 800人 270立方メートル 

吉和簡易水道 吉和の一部 610人 620立方メートル 

宮島簡易水道 宮島町の一部 2,300人 5,000立方メートル 
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○廿日市市上水道事業の設置等に関する条例（昭和４２年条例第１１号）【第２条関係】                   （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（経営の基本） （経営の基本） 

第２条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増

進するよう運営されなければならない。 

第２条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増

進するよう運営されなければならない。 

２ 水道事業の給水区域、給水人口及び１日最大給水量は、次のとおりとする。 ２ 水道事業の給水区域、給水人口及び１日最大給水量は、次のとおりとする。 

(1) 給水区域 別表に掲げる区域 (1) 給水区域 別表に掲げる区域 

(2) 給水人口 10万6,900人 (2) 給水人口 10万3,300人 

(3) １日最大給水量 ４万1,300立方メートル (3) １日最大給水量 ４万3,600立方メートル 

３ （略） ３ （略） 

  

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

可愛、須賀、廿日市一丁目、廿日市二丁目、天神、駅前、桜尾本町、桜尾一丁

目、桜尾二丁目、桜尾三丁目、木材港北、木材港南、佐方一丁目、佐方二丁目、

佐方三丁目、佐方四丁目、山陽園、佐方本町、城内一丁目、城内二丁目、城内

三丁目、大東、本町、住吉一丁目、住吉二丁目、新宮一丁目、新宮二丁目、下

平良一丁目、下平良二丁目、平良一丁目、平良二丁目、平良山手、串戸一丁目、

串戸二丁目、串戸三丁目、串戸四丁目、串戸五丁目、串戸六丁目、六本松一丁

目、六本松二丁目、地御前一丁目、地御前二丁目、地御前三丁目、地御前四丁

目、地御前五丁目、阿品一丁目、阿品二丁目、阿品三丁目、阿品四丁目、阿品

台一丁目、阿品台二丁目、阿品台三丁目、阿品台四丁目、阿品台五丁目、阿品

台東、阿品台西、阿品台北、阿品台山の手、峰高一丁目、峰高二丁目、宮内一

丁目、宮内四丁目、地御前北一丁目、地御前北二丁目、地御前北三丁目、宮園

一丁目、宮園二丁目、宮園三丁目、宮園四丁目、宮園五丁目、宮園六丁目、宮

園七丁目、宮園八丁目、宮園九丁目、宮園上一丁目、宮園上二丁目、宮園上三

丁目、宮園上四丁目、宮園上五丁目、四季が丘一丁目、四季が丘二丁目、四季

が丘三丁目、四季が丘四丁目、四季が丘五丁目、四季が丘六丁目、四季が丘七

丁目、四季が丘八丁目、四季が丘九丁目、四季が丘十丁目、四季が丘十一丁目、

四季が丘上、宮内工業団地、陽光台一丁目、陽光台二丁目、陽光台三丁目、陽

光台四丁目、陽光台五丁目、佐方（字清末、字同免、字宮ノ上、字城内、字南

尾、字南小浦、字雀ケ堂及び字精石山）、下平良（字小野、字八ケ迫、字尾野

山、字永石山、字法花山及び字砂走山）、上平良（字伴丈木、字大原、字末森、

字郡塚、字宗高尾、字ゴヾロ、字吉野、字菊ケ迫、字藤原尾、字野田ケ原及び 
 

可愛、須賀、廿日市一丁目、廿日市二丁目、天神、駅前、桜尾本町、桜尾一丁

目、桜尾二丁目、桜尾三丁目、木材港北、木材港南、佐方一丁目、佐方二丁目、

佐方三丁目、佐方四丁目、山陽園、佐方本町、城内一丁目、城内二丁目、城内

三丁目、大東、本町、住吉一丁目、住吉二丁目、新宮一丁目、新宮二丁目、下

平良一丁目、下平良二丁目、平良一丁目、平良二丁目、平良山手、串戸一丁目、

串戸二丁目、串戸三丁目、串戸四丁目、串戸五丁目、串戸六丁目、六本松一丁

目、六本松二丁目、地御前一丁目、地御前二丁目、地御前三丁目、地御前四丁

目、地御前五丁目、阿品一丁目、阿品二丁目、阿品三丁目、阿品四丁目、阿品

台一丁目、阿品台二丁目、阿品台三丁目、阿品台四丁目、阿品台五丁目、阿品

台東、阿品台西、阿品台北、阿品台山の手、峰高一丁目、峰高二丁目、宮内一

丁目、宮内四丁目、地御前北一丁目、地御前北二丁目、地御前北三丁目、宮園

一丁目、宮園二丁目、宮園三丁目、宮園四丁目、宮園五丁目、宮園六丁目、宮

園七丁目、宮園八丁目、宮園九丁目、宮園上一丁目、宮園上二丁目、宮園上三

丁目、宮園上四丁目、宮園上五丁目、四季が丘一丁目、四季が丘二丁目、四季

が丘三丁目、四季が丘四丁目、四季が丘五丁目、四季が丘六丁目、四季が丘七

丁目、四季が丘八丁目、四季が丘九丁目、四季が丘十丁目、四季が丘十一丁目、

四季が丘上、宮内工業団地、陽光台一丁目、陽光台二丁目、陽光台三丁目、陽

光台四丁目、陽光台五丁目、佐方（字清末、字同免、字宮ノ上、字城内、字南

尾、字南小浦、字雀ケ堂及び字精石山）、下平良（字小野、字八ケ迫、字尾野

山、字永石山、字法花山及び字砂走山）、上平良（字伴丈木、字大原、字末森、

字郡塚、字宗高尾、字ゴヾロ、字吉野、字菊ケ迫、字藤原尾、字野田ケ原及び 
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改正後 改正前 

字御棒杖）、原（字半明原、字下ケ原、字矢之崎及び字宇治久保）、宮内（字新

屋敷、字河田、字鏡田、字北山、字宮迫、字針田、字砂原、字大幸、字東岡迫、

字西岡迫、字的場、字石原、字東鎗出、字佐原田、字高通、字国広、字玉野井、

字大方、字峰高、字六本松及び字野坂）及び地御前（字大神、字我迫、字神賀、

字木上、字田屋及び字阿品）の全部。佐方（字東谷、字狼倉、字荒蒔、字大谷、

字苅揚谷、字流及び字桃栗迫）、下平良字広池山、上平良（字堂垣内、字広池、

字大迫、字二重原、字寺ケ迫、字河野原及び字高尾山）、原（字橋本、字長野、

字長谷、字森宗、字中小路、字国実、字下河末、字上河末、字川末及び字宇治

窪）及び宮内（字東畑口、字西畑口、字西鎗出、字高砂及び字入野）の各一部。 

玖島、永原、峠、友田、河津原、津田、浅原及び栗栖の各一部。宮島口一丁目、

宮島口二丁目、宮島口三丁目、宮島口四丁目、宮島口東一丁目、宮島口東二丁

目、宮島口東三丁目、宮島口西一丁目、宮島口西二丁目、宮島口西三丁目、宮

島口上一丁目、宮島口上二丁目、福面一丁目、福面二丁目、福面三丁目、対厳

山一丁目、対厳山二丁目、対厳山三丁目、深江一丁目、深江二丁目、深江三丁

目、前空一丁目、前空二丁目、前空三丁目、前空四丁目、前空五丁目、前空六

丁目、物見東一丁目、物見東二丁目、物見西一丁目、物見西二丁目、物見西三

丁目、上の浜一丁目、上の浜二丁目、下の浜、梅原一丁目、梅原二丁目、塩屋

一丁目、塩屋二丁目、沖塩屋一丁目、沖塩屋二丁目、沖塩屋三丁目、沖塩屋四

丁目、大野一丁目、大野二丁目、大野中央一丁目、大野中央二丁目、大野中央

三丁目、大野中央四丁目、大野中央五丁目、大野原一丁目、大野原二丁目、大

野原三丁目、大野原四丁目、林が原一丁目、林が原二丁目、丸石一丁目、丸石

二丁目、丸石三丁目、丸石四丁目、丸石五丁目、宮浜温泉一丁目、宮浜温泉二

丁目、宮浜温泉三丁目、八坂一丁目、八坂二丁目及び大野（字四郎峠、字中山、

字戸石川、字十郎原、字高見、字鯛ノ原、字水口、字中別府、字三鎗谷、字土

井、字田屋、字高畑、字陣場、字筏津、字沖筏津、字池田、字棚田、字知安、

字別府、字下更地、字上更地、字赤崎、字深江、字熊ケ浦、字早時、字賀撫津、

字屋田越、字大手、字上之浜、字水之越、字小田ノ口、字中津岡、字滝ノ下、

字郷、字古川、字橋本、字三郎右衛門新開、字新開、字大新開、字毛保、字護

安、字小山、字原、字下原、字塩屋、字上桐、字林ケ原、字丸石、字向原、字

尾立、字四拾八坂、字垣ノ浦、字下灘、字鳴川、字観音、字福面、字対厳山、

字尾中山、字丸子、字前空、字物見山及び字八坂）の全部。大野（字平岩、字

亀ケ岡、字襄ケ嶽、字滝山、字城山及び字清水峯）の各一部 
 

字御棒杖）、原（字半明原、字下ケ原、字矢之崎及び字宇治久保）、宮内（字新

屋敷、字河田、字鏡田、字北山、字宮迫、字針田、字砂原、字大幸、字東岡迫、

字西岡迫、字的場、字石原、字東鎗出、字佐原田、字高通、字国広、字玉野井、

字大方、字峰高、字六本松及び字野坂）及び地御前（字大神、字我迫、字神賀、

字木上、字田屋及び字阿品）の全部。佐方（字東谷、字狼倉、字荒蒔、字大谷、

字苅揚谷、字流及び字桃栗迫）、下平良字広池山、上平良（字堂垣内、字広池、

字大迫、字二重原、字寺ケ迫、字河野原及び字高尾山）、原（字橋本、字長野、

字長谷、字森宗、字中小路、字国実、字下河末、字上河末、字川末及び字宇治

窪）及び宮内（字東畑口、字西畑口、字西鎗出、字高砂及び字入野）の各一部。 

玖島、永原、峠、友田、河津原、津田、浅原及び栗栖の各一部。宮島口一丁目、

宮島口二丁目、宮島口三丁目、宮島口四丁目、宮島口東一丁目、宮島口東二丁

目、宮島口東三丁目、宮島口西一丁目、宮島口西二丁目、宮島口西三丁目、宮

島口上一丁目、宮島口上二丁目、福面一丁目、福面二丁目、福面三丁目、対厳

山一丁目、対厳山二丁目、対厳山三丁目、深江一丁目、深江二丁目、深江三丁

目、前空一丁目、前空二丁目、前空三丁目、前空四丁目、前空五丁目、前空六

丁目、物見東一丁目、物見東二丁目、物見西一丁目、物見西二丁目、物見西三

丁目、上の浜一丁目、上の浜二丁目、下の浜、梅原一丁目、梅原二丁目、塩屋

一丁目、塩屋二丁目、沖塩屋一丁目、沖塩屋二丁目、沖塩屋三丁目、沖塩屋四

丁目、大野一丁目、大野二丁目、大野中央一丁目、大野中央二丁目、大野中央

三丁目、大野中央四丁目、大野中央五丁目、大野原一丁目、大野原二丁目、大

野原三丁目、大野原四丁目、林が原一丁目、林が原二丁目、丸石一丁目、丸石

二丁目、丸石三丁目、丸石四丁目、丸石五丁目、宮浜温泉一丁目、宮浜温泉二

丁目、宮浜温泉三丁目、八坂一丁目、八坂二丁目及び大野（字四郎峠、字中山、

字戸石川、字十郎原、字高見、字鯛ノ原、字水口、字中別府、字三鎗谷、字土

井、字田屋、字高畑、字陣場、字筏津、字沖筏津、字池田、字棚田、字知安、

字別府、字下更地、字上更地、字赤崎、字深江、字熊ケ浦、字早時、字賀撫津、

字屋田越、字大手、字上之浜、字水之越、字小田ノ口、字中津岡、字滝ノ下、

字郷、字古川、字橋本、字三郎右衛門新開、字新開、字大新開、字毛保、字護

安、字小山、字原、字下原、字塩屋、字上桐、字林ケ原、字丸石、字向原、字

尾立、字四拾八坂、字垣ノ浦、字下灘、字鳴川、字観音、字福面、字対厳山、

字尾中山、字丸子、字前空、字物見山及び字八坂）の全部。大野（字平岩、字

亀ケ岡、字襄ケ嶽、字滝山、字城山及び字清水峯）の各一部 
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議案第９９号 

廿日市市吉和診療所条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市吉和診療所条例（平成１５年条例第５２号）                                   （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（位置） （位置） 

第２条 診療所の位置は、廿日市市吉和1771番地１とする。 第２条 診療所の位置は、廿日市市吉和617番地あとする。 
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議案第１００号 

廿日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○ 廿日市市風致地区内における建築等の規制に関する条例（平成２４年条例第３４号）                    （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（許可の特例） （許可の特例） 

第３条 国、県、市又は次に掲げる法人が行う行為については、前条第１項の

許可を受けることを要しない。この場合において、当該国、県、市又は法人

は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければな

らない。協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。 

第３条 国、県、市又は次に掲げる法人が行う行為については、前条第１項の

許可を受けることを要しない。この場合において、当該国、県、市又は法人

は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければな

らない。協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。 

(１) 国立研究開発法人森林研究・整備機構 (１) 国立研究開発法人森林総合研究所 

(２)～(10) （略） (２)～(10) （略） 

２ （略） ２ （略） 

 

 



- 38 - 

 

 


