
第6回廿日市市議会（第4回定例会）条例案新旧対照表

議案第88号　廿日市市公民館条例の一部を改正する条例

議案第89号　廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例

議案第90号　廿日市市立学校設置条例の一部を改正する条例

廿　日　市　市



議案第88号

廿日市市公民館条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市公民館条例（昭和47年条例第2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　 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。 第 2 条　 公民館の名称及び位置は、次のとお りとする。

名称　　　　　　　　　　　　　　　 位置 名称　　　　　　　　　　　　　　　 位置

（略）　　　　　　　　　　　　　 （略） （略）　　　　　　　　　　　　　　 （略）

廿日市市佐方公民館　　　　　 廿日市市佐万一丁 目4 番 2 8 号 廿 日市市佐方公民館　　　　　 廿日市市佐方二丁目1 1 番 1 8 号

（略）　 （略）

別表第 1 （第 1 0 条関係）

（略）　 （略）

別表第 1 （第 1 0 条関係）

1 から5 まで　 （略） 1 から5 まで　 （略）

6　 廿日市市佐方公民館 6　 廿日市市佐方公民館

区全

基本使用料 　　　　 基本使用料

塑 9芸 12 13孟 覧17 17票 21 荒 業 慧 警芸 13岩 12
生塾 宣登 埜塑 午前・午後 午後・夜間 ⊥旦

9時から12 13時から17 17時から21 9時から17 13時から21 9時から21

時30分まで 壁呈ヱ 時30分まで 時まで 時30分まで 時30分まで 時30分まで　時まで　　 時30分まで　時まで　　 時30分まで　時30分まで

去壁

些室

ホール 650円 ヱ墾田 830円 1，490円 1，570円 2．320円 大研修室　　　　　 920円　 1．050円　 1，180円　　 2，100円　　 2．230円　　 3，280円

ステージ 480円 塾坦 610円 1．100円 1，160円 1．710円 第1研修室　　　　 500円　　 570円　　 650円　 1．150円　 1，220円　 1．800円

第1研修室 290円 340円 380円 680円 720円 1．060円 第2研修室　　　 320円　　 360円　　 410円　　 730円　　 770円　 ⊥149田

第2研修室 290円 340円 380円 680円 720円 1．060円 和室 （第1）　　　 320円　　 370円　　 410円　　　 740円　　　 780円　 1，150円

第3研修室 塾坦 380円 430円 770円 810円 1．200円 和室 （第2）　　 些旦日　　 量旦哩　　 380円　　 680円　　 720円　 1，060円

工作室 160円 1些日 200円 370円 380円 迎 巴 研修・児童室 140円 160円 180円 320円 340円 500円

調理室　 770円 880円 990円 1，770円 1．870円 旦L遡 日

備考 1 の表備考の規定は、この裏について準用する。

児童室 230円 260円 290円 520円 塾哩 810円

重

量

和室1 190円 220円 250円 450円 470円 700円

和室2 230円 260円 300円 週 日 560円 830円

260円丞塵 嬰巴 墨旦巴 塑巴 170円 170円
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改正後 改正前

垂
理
童

実習室 週坦 弘旦巴 680円 1，220円 1，290円 」些 ＿巴

7 から1 8 まで　 （略）

準備室 180円 210円 240円 420円 450円 660円

備考 1 の表備考の規定は、■この表について準用する。

7 から1 8 まで （略）
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議案第89号

廿日市市国民健康保険条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市国民健康保険条例（昭和35年条例第17号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（国民健康保険運営協議会の委員の定数） （国民健康保険運営協議会の委員の定数）

第 2 粂　 国民健康保険運営協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。第 2 粂　 国民健康保険運営協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。

（1 ） 被保険者を代表する委員　 3 人 （1 ） 被保険者を代表する委員　 旦△

（2 ） 保険医又は保険薬剤師を代表する委員　 3 人 （2 ） 保険医又は保険薬剤師を代表する委員　 5 人

（3 ） 公益を代表する委員　 3 人 （3 ） 公益を代表する委員　 5 人

（4 ） 被用者保険等保険者を代表する委員 ⊥△

（出産育児一時金）

（4 ） 被用者保険等保険者を代表する委員 2 人

（出産育児一時金）

第 6 条　 被保険者が出産 したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に第 6 条　 被保険者が出産 したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に
対 し、出産育児一時金として3 5 万円を支給する。ただし、市長が必要があ

ると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3 万円を上限として加
対 し、出産育児一時金 として3 5 万円を支給する。

2 （略）

算するものとする。

2 （略）
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議案第90号

廿日市市立学校設置条例の一部を改正する条例案新旧対照表
○廿日市市立学校設置条例 （昭和39年3 月24日条例第18号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（設置） （設置）

第 1条　 廿日市市は、幼稚園、小学校及び中学校を設置する。 第 1粂 廿日市市は、小学校、中学校及び幼稚園を設置する。

（小学校の名称及び位置）

（幼稚園の名称及び位置）

第2 粂　 幼稚園の名称及び位置は、別表第1 のとおりとする。

（小学校の名称及び位置）

第3 条　 小学校の名称及び位置は、別表第2 のとおりとする。 第2 条　 小学校の名称及び位置は、別表第 1のとおりとする。

（中学校の名称及び位置） （中学校の名称及び位置）

第4 条 中学校の名称及び位置は、別表第3 のとおりとする。

別表第 1 （第 2 条関係）

第3 条 中学校の名称及び位置は、別表第2 のとおりとする。

（幼稚園の名称及び位置）

第4 条 幼稚園の名称及び位置は、別表第3 のとおりとする。

別表第 1 （第 2 粂関係）

幼稚園の名称　 l　　　　 生壁　　　　 l

廿 日市市立宮島幼稚園　 l廿日市市宮島町77時 地 5　　　 l

別表第2 （第3 条関係）

小学校の名称　　　　　　　　　　　 位置 小学校の名称　　　　　　　　　　　 位置

廿日市市立廿日市小学校　 廿日市市本町2 番13号 廿日市市立廿日市小学校　 廿日市市本町2 番13号

廿日市市立平良小学校　　 廿日市市陽光台一丁目4 番地 1 廿日市市立平良小学校　　 廿日市市陽光台一丁目4 番地 1

廿日市市立原小学校　　　 廿日市市原433番地 廿日市市立原小学校　　　 廿日市市原433番地

廿日市市立宮内小学校　　 廿日市市宮内1518番地 廿日市市立宮内小学校　　 廿日市市宮内1518番地

廿日市市立地御前小学校　 廿日市市地御前四丁目3 番 1 号 廿日市市立地御前小学校　 廿日市市地御前四丁目3 番 1号

廿日市市立佐方小学校　　 廿日市市佐方10番地 1 廿日市市立佐方小学校　　 廿日市市佐方10番地 1

廿日市市立阿品台東小学校 廿日市市阿品台東2 番 1号 廿日市市立阿品台東小学校 廿日市市阿品台東2 番 1号

廿日市市立阿品台西小学校 廿日市市阿品台西1 番 1号 廿日市市立阿品台西小学校 廿日市市阿品台西 1番 1号

廿日市市立金剛寺小学校　 廿日市市地御前二丁目22番 1 号 廿日市市立金剛寺小学校　 廿日市市地御前二丁目22番 1 号

廿日市市立宮園小学校　　 廿日市市宮園一丁目1番地 2 廿日市市立宮園小学校　　 廿日市市宮園一丁目1番地 2
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改正後 改正前

別

廿日市市立四季が丘小学校 廿日市市四季が丘八丁目1番地 1

別

廿日市市立四季が丘小学校 廿日市市四季が丘八丁目1番地 1

廿日市市立玖島小学校 廿日市市玖島4323番地 廿日市市立玖島小学校　　 廿日市市玖島4323番地

廿日市市立友和小学校 廿日市市友田19番地 廿日市市立友和小学校　　 廿日市市友田19番地

廿日市市立津田小学校 廿日市市津田2740番地 廿日市市立津田小学校　　 廿日市市津田2740番地

廿日市市立浅原小学校 廿日市市浅原2662番地3 廿日市市立浅原小学校　　 廿日市市浅原2662番地3

廿日市市立吉和小学校 廿日市市吉和1555番地 1 廿日市市立吉和小学校　　 廿日市市吉和1555番地 1

廿日市市立大野東小学校 廿日市市大野720番地 廿日市市立大野東小学校　 廿日市市大野720番地

廿日市市立大野西小学校 廿日市市大野原四丁目3 番 1号 廿日市市立大野西小学校　 廿日市市大野原四丁目3 番1 号

廿日市市立宮島小学校 廿日市市宮島町779番地2 廿日市市立宮島小学校　　 廿日市市宮島町779番地2

第3 （第4 条関係） 第2 （第3 条関係）

中学校の名称　　　　　　　　　　　 位置

別

中学校の名称　　　　　　　　　　　 位置

廿日市市立廿日市中学校　 廿日市市桜尾三丁目9 番 1号 廿日市市立廿日市中学校　 廿日市市桜尾三丁目9番 1号

廿日市市立七尾中学校　　 廿日市市平良二丁目2 番34号 廿日市市立七尾中学校　　 廿日市市平良二丁目2 番34号

廿日市市立阿品台中学校　 廿日市市阿品台東 1番 1号 廿日市市立阿品台中学校　 廿日市市阿品台東 1番 1号

廿日市市立野坂中学校　　 廿日市市地御前北一丁目3 番 1号 廿日市市立野坂中学校　　 廿日市市地御前北一丁目3 番1 号

廿日市市立四季が丘中学校 廿日市市四季が丘二丁目1 番地 1 廿日市市立四季が丘中学校 廿日市市四季が丘二丁目1番地 1

廿日市市立佐伯中学校　　 廿日市市津田69番地 1 廿日市市立佐伯中学校　　 廿日市市津田69番地 1

廿日市市立吉和中学校　　 廿日市市吉和1555番地 1 廿日市市立吉和中学校　　 廿日市市吉和1413番地

廿日市市立大野中学校　　 廿日市市大野原四丁目21番60号 廿日市市立大野中学校　　 廿日市市大野原四丁目2番60号

廿日市市立大野東中学校　 廿日市市大野414番地 廿日市市立大野東中学校　 廿日市市大野414番地

廿日市市立宮島中学校　　 廿日市市宮島町779番地 廿日市市立宮島中学校　　 廿日市市宮島町779番地

表第3 （第4 条関係）
l　 幼稚園の名称　 l　　　　 生壁　　　　 l

l廿日市市立宮島幼廃園　 l廿日市市宮島町779番地5　　　 1
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議案第90号

廿日市市立学校設置条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市立学校施設使用条例（昭和50年10月1日条例第34号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

別表 （第 6 粂関係） 別表 （第 6粂 関係）

区分

使用料 （1 時間につき）

区分

使用料 （1 時間につき）

屋内運

動場
運動場

柔剣道

場

地域交

流スペ

ース

ミ－7‾

イング

ル－ム

運動場

照明設

備

屋内運

動場
運動場

柔剣道

場

地域交

流スペ

ース

ミー‾■ア

イング

ル－ム

運動場

照明設

備

廿 日市小学校

円

1，460

円

400

円 円 円 円

廿 日市小学校

円

1，46

円

400

円 円 円 円

平良小学校 1，46 400 34 7 平良小学校 1，46 400 340 ■7

原小学校 1，46 400 原小学校 1，46 400

宮内小学校 1，46 400 宮内小学校 1．46 400

地御前小学校 1，460 400 地御前小学校 1，46 400

佐方小学校 1，46 400 佐方小学校 1．46 400

阿品台東小学校 1，46 400 阿品台東小学校 1，46 40

阿品台酉小学校 1，46 400 阿品台西小学校 1，46 400

金剛寺小学校 1，46 400 金剛寺小学校 1．46 400

宮園小学校 1，46 400 宮園小学校 1，46 40

四季が丘小学校 1．46 400 四季が丘小学校 1．46 40

玖島小学校 730 400 19 玖島小学校 73 400 190

友和小学校 1．46 40 友和小学校 1，46 400

津田小学校 730 400 津田小学校 73 40

浅原小学校 73 400 190 浅原小学校 73 400 19

吉和小学校 1，46 40 190 吉和小学校 1．46 400 19

大野東小学校 730 400 大野東小学校 73 400

大野西小学校 1，460 40 190 大野西小学校 1，46 40 190
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改正後 改正前

宮島小学校 730 400 190

人口

宮島小学校 730 400 190

人
口

廿 日市中学校 1，46 40 58 廿日市中学校 1，46 400 58

七尾中学校 1．46 400 29 七尾中学校 1，46 400 29

阿品台中学校 1，460 400 58 阿品台中学校 1，46 400 58

野坂中学校 1，460 400 58 野坂中学校 1，46 400 58

四季が丘中学校 1，460 400 58 四季が丘中学校 1，46 40 58

佐伯中学校 1，460 400 58 19 佐伯中学校 1，46 40 58 190

（削る） 吉和中学校 73 400

大野中学校 730 400 29 野中学校 730 400 29

大野東中学校 1，460 400 29 190 大野東中学校 1，46 40 29 19

宮島中学校 1，46 40 19 宮島中学校 1，46 400 190

備考　 分割 して使用できる施設 を分割 して使用する場合は、分割の宵 備考　 分割 して使用できる施設を分割 して使用する場合は、分割の宵

で徴収する。 で徴収する。
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