
平成21年第5回廿日市市議会（第3回定例会）条例案新旧対照表

議案第58号　職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
議案第59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60号　廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
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議案第58号
職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成7年条例第3号）

改正後 改正前

（下線の部分は改正部分）

（1週間の勤務時間）

第2条　職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき

1週間当たり38時間45分とする。

2　（略）

3　育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員（以下「任期付短

時間勤務職員」という。）の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休

憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり弘壁盟までの範

囲内で、任命権者が定める。

4　地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定により採用

された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるも

の（以下「再任用短時間勤務職員」という。）の勤務時間は、第1項の規

定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当

たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める0

5　（略）

（週休日及び勤務時間の割振り）

第3条　（略）

2　任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につきヱ壁

盟坐全の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等

については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に

（1週間の勤務時間）

第2条　職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき

1週間当たり40時間　　とする。

2　（略）

3　育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員（以下「任期付短

時間勤務職員」という。）の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休

憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり迎までの範

囲内で、任命権者が定める。

4　地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定により採用

された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるも

の（以下「再任用短時間勤務職員」という。）の勤務時間は、第1項の規

定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当

たり16時間から32時間　　までの範囲内で、任命権者が定める0

5　（略）

（週休日及び勤務時間の割振り）

第3条　（略）

従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものと

し、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間

ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間

を割り振るものとする。

2　任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1目につき旦壁

旦＿＿の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等

については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に

従い1日につき8時間　　を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものと

し、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間

ごとの期間について、1日につき8時間　　を超えない範囲内で勤務時間

を割り振るものとする。
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○職員の給与に関する条例（昭和31年条例第15号）

改正後

（時間外勤務手当）

第17条　（略）

（1）（略）

（2）（略）

2　短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の

勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日に

おける正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対

する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外に勤務し

た次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150まで

の範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

（時間外勤務手当）

第17条　（略）

3　（略）

4　短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の

正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間（規則で定める

時間を除く。）と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に

達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

（勤務1時間当たりの給与額の算出）

第20条　勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手

当の月額の合計敏に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗

じたものから7時間45分に19を乗じたものを減じたもので除して得た額と

（下線の部分は改正部分）

（1）（略）

（2）（略）

2　短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の

勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日に

おける正規の勤務時間との合計が 8時間　　に達するまでの間の勤務に対

する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外に勤務し

た次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150まで

の範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3　（略）

4　短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の

正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間（規則で定める

時間を除く。）と割振り変更前の正規の勤務時間との 合計が40時間　　に

達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

（勤務1時間当たりの給与額の算出）

第20条　勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手

当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗

じたものから8時間　に19を乗じたものを減じたもので除して得た額と
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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）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （下線の部分は改正部分）

し 、一　 策　　　　　改正後 改正前

（育児休業法第10条第 1 項第 5 号の条例で定める勤務の形態）

第10条 育児休業法第10条第 1 項第 5 号の条例で定める勤務の形態は、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。以下 「勤務時間

条例」という。）第4 条第 1 項の規定の適用を受ける職員とし、次に掲げ

る勤務の形態 （育児休業法第10条第 1 項第 1 号から第 4 号までに掲げる勤

務の形態を除 き、勤務 日が引き続き規則で定める目数を超えず、かつ、 1

回の勤務が規則で定める時間を超えない ものに限る。）とする。

（1 ） 4 週間ごとの期間につき8 日以上を週休 日とし、当該期間につき 1

週間当たりの勤務時間が20時間、24時間又は25時間

となるように勤務すること。

（2 ） 4 週間を超えない期間につき 1 週間当たり1 日以上の割合の日を週

休日とし、当該期間につき1 週間当たりの勤務時間が20時間、24時間又

は25時間 となるように勤務すること。

（育児休業法第10条第 1 項第 5 号の条例で定める勤務の形態）

第10条 育児休業法第10条第 1 項第 5 号の条例で定める勤務の形態は、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。以下 「勤務時間

条例」という。）第 4 条第 1 項の規定の適用を受ける職員とし、次に掲げ

る勤務の形態 （育児休業法第10条第 1 項第 1 号から第 4 号までに掲げる勤

務の形態を除き、勤務日が引 き続き規則で定める日数を超えず、かつ、 1

回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。）とする。

（1 ） 4 週間ごとの期間につき8 日以上を週休 日とし、当該期間につき1

週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時

間35分となるように勤務すること。

（2 ） 4 週間を超えない期間につき 1 週間当たり1 日以上の割合の日を週

休 日とし、当該期間につき1 週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時

間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務す ること。
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議案第59号　　　　　　　　ノ

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17号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（出産育児一時金） （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35万円を支給する。ただし、市長が必要があ 対し、出産育児一時金として35万円を支給する。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 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

て加算するものとする。 て加算するものとする。

2　 （略） 2　 （略）

附　 則 附　 則

（施行期日） （新設）

1　 （略） 1　 （略）

（経過措置） （新設）

2 ～7　 （略） 2 ～7　 （略）

M 附　 則

（平成 2 1 年 1 0 月から平成 2 3 年 3 月までの間の出産に係る出産 （新設）

育児一時金に関する経過措置）

8 被保険者が平成 2 1 年 1 0 月 1 日か ら平成 2 3 年 3 月3 1 日まで

の間に出産 したときに支給する出産育児一時金についての第 6 条第

1 項の規定の適用については、同項中 「3 5 万円」とあるのは、 「3

9 万円」とする。
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議案第60号
。廿。市市国民健康保険税条例 （昭和3 5 諾 篭習 健康保険税条例の一部を改正する条例案新旧対照表　　 （下線の部分は改正部分）

　　　　 改正後

附 則

改正前

附　 則

（上場株式等に係る配当所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

（新設）

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第33条の2 第5 項の配当所得を有する場合における第
　　　　 ヽ
3 条 第5 条の3 第6 条及び第19条の規定の適用については、第3 条第　 　ヽ　　 ヽ
1項中 「及び山林所得金額」とあるのは 「及び山林所得金額並びに法附則

　　　　　　 ヽ
第33条の2 第5 項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、 「同
条第2 項」とあるのは 「法第314条の2 第2 項」と、同条第2 項中 「又は山

林所得金額」とあるのは 「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2 第

5 項に規定すると場株式等に係る配当所得の金額」と、第19条中 「及び山

林所得金額」とあるのは 「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2 第5

項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一
世帯所属者が法附則第34条第4 項の譲渡所得を有する場合における第3 世帯所属者が法附則第34条第4 項の譲渡所得を有する場合における第3

条、第5 条の3 、第6 条及び第19条の規定の適用については、第3 条第 1

項中 「及び山林所得金額の合計額から同条第2 項」とあるのは 「及び山林

条、第5 条の3 、第 6条及び第19条の規定の適用については、第3 条第1

項中 「及び山林所得金額の合計額から同条第2 項」とあるのは 「及び山林

所得金額並びに法附則第34条第4 項に規定する長期譲渡所得の金額 （租税 所得金額並びに法附則第34条第4 項に規定する長期譲渡所得の金額 （租税

特別措置法 （昭和32年法律第26号）第33条の4 第 1項若しくは第2 項、第 特別措置法 （昭和32年法律第26号）第33条の4 第 1項若しくは第2項、第

34条第 1項、第34条の2 第 1項、第34条の3 第 1項、第35条第 1項、第35 34条第 1項、第34条の2 第 1項、第34条の3 第 1項、第35条第 1項

条の2 第 1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用

により同法第31条第 1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額

　　 又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用

により同法第31条第 1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額

を控除した金額。以下この項において 「控除後の長期譲渡所得の金額」と を控除した金額。以下この項において 「控除後の長期譲渡所得の金額」と

いう。）の合計額から法第314条の2 第2 項」と、 「及び山林所得金額の合 いう。）の合計額から法第314条の2 第2 項」と、 「及び山林所得金額の合

計額 （」とあるのは 「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金 計額 （」とあるのは 「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金
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改正後　　　　　　　　　　 l 改正前　　　 一ノく

額の合計額 （」と、同条第2 項中 「又は山林所得金額」とあるのは 「若し

くは山林所得金額又は法附則第34条第4 項に規定する長期譲渡所得の金

額」と、第19条中 「及び山林所得金額」とあるのは 「及び山林所得金額並

びに法附則第34条第4 項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

（短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

5 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第 5項の譲渡所得を有する場合

について準用する。この場合において、前項中 「法附則第34条第4 項」と

あるのは 「法附則第35条第5 項」と、 「長期譲渡所得の金額」とあるのは

額の合計額 （」と、同条第2 項中 「又は山林所得金額」とあるのは 「若 し

くは山林所得金額又は法附則第34条第4 項に規定する長期譲渡所得の金

額」と、第19条中 「及び山林所得金額」とあるのは 「及び山林所得金額並

びに法附則第34条第4 項に規定する長期譲渡所得の金額」とする0

（短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

4 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若

しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合

について準用する。この場合において、前項中 博 附則第34条第4 項」と

あるのは 「法附則第35条第5 項」と、 「長期譲渡所得の金額」とあるのは
「短期譲渡所得の金額」と、 「、第35条の2 第 1項又は第36条」とあるの

は 「又は第36条」と、 「第31条第 1項」とあるのは 「第32条第 1項」と読

み替えるものとする。

（株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

6 （略）

「短期譲渡所得の金額」と、

「第31条第 1項」とあるのは 「第32条第1項」と読

み替えるものとする。

（株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

5 （略）

（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る国民健康保険 （新設）

（上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除に係る国民健康保険税の課税の特

税の課税の特例）

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若 しくは特定同一
世帯所属者が法附則第35条の2 の6 第11項又は第15項の規定の適用を受け

る場合における附則第3 項の規定の適用については、同項中 「上場株式等
　　　　 ヽ

に係る配当所得の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得の金額 （法
附則第35条の2 の6 第11項叉は第15項の規定の適用がある場合には、その
′ヽ

適用後の金額）」とする。

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若 しくは特定同一

但し

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第35条の2 の6 第15項の規定の適用を受ける場合にお 世帯所属者が法附則第35条の2 の6 第7 項の規定の適用を受ける場合にお

ける附則第6 項の規定の適用については、同項中 「株式等に係る譲渡所得 ける前項　　 の規定の適用については、同項中 「株式等に係る譲渡所得

等の金額」とあるのは 「株式等に係る譲渡所得等の金額 （法附則第35条の 等の金額」とあるのは 「株式等に係る譲渡所得等の金額 （法附則第35条の
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改正後

2の6第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」とする。

（特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に係る国民健

康保険税の課税の特例）

9　世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第35条の3第11項の規定の適用を受ける場合における

附則箪旦塁の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の

金額」とあるのは「株式等に係る譲渡所得等の金額（法附則第35条の3第

11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」とする。

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

10　世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を

有する場合における第3条、第5条の3、第6条及び第19条の規定の適用

については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同

条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、

第19条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

（先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除等に係る国民健康保険税の

課税の特例）

11～20　（略）

改正前

2の6第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」とする0

（特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等に係る国民健

康保険税の課税の特例）

7　世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第35条の3第11項の規定の適用を受ける場合における

附則登旦塵の規定の適用については、同項中「株式等に係る譲渡所得等の

金額」とあるのは「株式等に係る譲渡所得等の金額（法附則第35条の3第

11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」とする。

（先物取引に係る維所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得 又は雑所得を

有する場合における第3条、第5条の3、第6条及び第19条の規定の適用

については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得

等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同

条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、

第19条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

（先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除等に係る国民健康保険税の

課税の特例）

9～18
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議案第61号
甘廿市市小規模下水道条例及び廿日市市下水道条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

、一紙 ・・ 昭　 免　 3 ロ　　　　　　　　　　　　 （下線の部分は改正部分）

　　　　　　 改正後

l　 久‾‾、

改正前

別表第 1 （第3 条関係）

名称 主たる処理施設の位置 処理区域 名称 主たる処理施設の位置 処理区域

峰高台下水道 廿日市市峰高二丁目13番20号
市長が告示する区

域

阿品台下水道 廿日市市阿品台二丁目25番49号
市長が告示する区

域
阿品台下水道 廿日市市阿品台二丁目25番49号

市長が告示する区

域

月見台下水道 広島市西区扇一丁目1 番 1 号
市長が告示する区

域
月見台下水道 広島市西区扇一丁目 1 番 1 号

市長が告示する区

域

ふじタウン‾下水

道
廿日市市阿品四丁目393番地137

市長が告示する区

域

ふじタウン下水

道
廿日市市阿品四丁目393番地137

市長が告示する区

域

■
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改正す 条例案新旧対照表



○廿 日市市下水道条例等切 一一・部を改正する条例 （平成 1 9 年条例第 3 0 号）　　　　　　　　　　　　　　　　 （下線の部分は改正部分）

　　　　 改正後

附 則

改正前

附　 則

3　 次の各号に掲げる期間における公共下水道 （廿日市処理区、友和処理区、3　 次の各号に掲げる期間における公共下水道 （廿日市処理区、友和処理区、

大野処理区及び宮島処矧 貢に限る。）の使用分に係る使用料の額は、改正 大野処理区及び宮島処理区に限る。）の使用分に係る使用料の額は、改正

後の廿日市市下水道条例第19条第 2 項の規定にかかわ らず、それぞれ当該 後の廿 日市市下水道条例第19条第2 項の規定にかかわ らず、それぞれ当該

各号に掲げる額 とする。 各号に掲げる額とする。

（1 ）・ （2 ）　 （略） （1 ）・ （2 ） （略）

4　 廿 日市市小規模下水道条例及び廿 日市市下水道条例等の一部を改正する （新設）

4 次の各号に掲げる期間における小規模下水道の使用分に係る使用料の額

正　 る条働 （、成21年条例第　　 号）による改正前の廿日

／、　　 7 、首条 ‾ l三一・九一1 の峰高台下水道の処理区域の平成22年 2 月

、　　 4 1　 までの ‾‘用分に係る使用料の額は、前項第 2 号の規定に

かかわらず、なお従前の例による。

5 次の各号に掲げる期間における小規模下水道の使用分に係る使用料の額

は、改正後の廿日市市小規模下水道条例第17条第 1 項及び別表第2 の規定 は、改正後の廿日市市小規模下水道条例第17条第 1 項及び別表第 2 の規定

にかかわ らず、それぞれ当該各号に掲げる額 とする。 にかかわ らず、それぞれ当該各号に掲げる額 とする。

（1 ） （略） （1 ） （略）

（2 ） 平成22年 2 月から平成24年 1 月までの使用分　 使用量に応 じ、次の （2 ） 平成22年 2 月から平成24年 1 月までの使用分　 使用量に応 じ、次の

表に定める額に使用月数を乗 じて得た額 （その額に 1 円未満の端数があ 表に定める額に使用月数を乗 じて得た額 （その額に 1 円未満の端数があ

端　　 ′1 を　 り企てた額） るときは、その端数金額を切 り捨てた額）

名称

基本使用量 基本料金 超過使用量 超過料金 （1 立

名称

基本使用量 基本料金 超過使用量 超過料金 （1 立

（1 月につ （1 月につ
（1 月につき）

方 メー トルに （1 月につ （1 月につ
（1 月につき）

方メー トルに

き） き） つき） き） き） つき）

峰高

10立方メー トルを

127円 5 銭

超え15立方メー ト

ルまで台下

水道 15立方メー トルを

139円65銭超え20立方メー ト
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改正後 改正前

10立方メー ト
966円

ルまで

20立方メー トルを

160円65銭

超え25立方メー ト

ルまで

25立方メー トルを

173円25銭

超え30立方メー ト
ルまで

ルまで

30立方メー トルを

190円 5 銭

超え50立方メー ト

ルまで

50立方メー トルを

203円70銭

超え100立方メー ト

ルまで

100立方メー トルを

217円35銭超えるもの

阿品

台下

水道

及び

月見

台下

水道

10立方メー ト

ルまで
1，008円

10立方メー トルを

超え15立方メー ト

ルまで 131円25、
阿品

台下

水道

及び

月見

台下

水道

10立方メー ト

ルまで
1，008円

10立方メー トルを

超え15立方メー ト

ルまで 131円25銭

15立方メー トルを

超え20立方メー ト

ルまで 143円85銭

15立方メー トルを

超え20立方メー ト

ルまで 143円85、

20立方メー トルを

超え25立方メー ト

ルまで 164円85銭

20立方メー トルを

超え25立方メー ト

ルまで 164円85

25立方メー トルを

超え30立方メー ト

ルまで 177円45、

25立方メー トルを

超え30立方メー ト

ルまで 177円45銭

－13　－



改正後 改正前

6

30立方メー トルを

超え50立方メー ト

ルまで 192円15銭

5

30立方メー トルを

超え50立方メー ト

ルまで 192円15銭

50立方メー トルを

超え100立方メー ト

ルまで 203円70銭

50立方メー トルを

超え100立方メー ト

ルまで 203円70銭

100立方メー トルを

超えるもの 219円45銭

100立方メー トルを

超えるもの 2 19円45銭

（略） （略）
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