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議案第22号　職員の給与に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関
する条例の一部を改正する条例

議案第23号　廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

議案第24号　廿日市市自転車駐車場設置及び管理条例の一部を改正する
条例

廿　日　市　市



議案第22号

職員の給与に関する条例及び職員の勤務時間、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
○職員の給与に関する条例（昭和31年9月30日条例第15号）【第1条関係】 （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（時間外勤務手当）

第17条　正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の

勤務時間外に勤務した仝時間に対して、勤務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に正規の勤務時間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（その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの

間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合）を乗じて得た額

を時間外勤務手当として支給する。

（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

の勤務時間生追した勤務のうち、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　前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あら

かじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4粂により割り振られた1週間

の正規の勤務時間（以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時

間」という。）生邑勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前

の正規の勤務時間坐旦勤務した仝時間（規則で定める時間を除く。）に

対して、勤務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

額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて

（時間外勤務手当）

第17条　正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規

の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務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に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

範囲内で競則で定める割合（その勤務が午後10時から翌日の午前5時ま

での間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合）を乗じて得

た額を時間外勤務手当として支給する。

（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。

3　前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あら

かじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間

の正規の勤務時間（以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時

間」という。）を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変

更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間（規則で定める時間を除

く。）に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当た

りの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合
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改正後 改正前

得た額を時間外勤務手当として支給する。

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

の正規の勤務時間生生した勤務のうち、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。
5　正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし
た勤務（勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく
週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この粂におい

て「第1項勤務」という。）の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間
外に勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間外にした
勤務（第3項に規定する規則で定める時間における勤務を除く。以下こ

の条において「第3項勤務」という。）の時間を合計した時間が1箇月
について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した第1項
勤務及び第3項勤務の仝時間に対して、第1項（第2項の規定により読
み替えて適用する場合を含む。）及び第3項の規定にかかわらず、勤務
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に第1項勤
務にあっては、100分の150（その勤務が午後10時から翌日の午前5時ま

での間である場合は、100分の175）、第3項勤務にあっては、100分の50
を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6　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を指定
された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかった
ときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した第1項勤務及び第3項
勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外
勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間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に第1項勤務にあっては、100分の
150（その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100
分の175）から第1項に規定する規則で定める割合（その時間が午後10
時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加
算した割合）を減じた割合、第3項勤務にあっては、100分の50から第3
項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤
務手当を支給することを要しない。

7　第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間につ

を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

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。
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改正後 改正前

いて前 2 項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規

定の適用については、同項中 「第 1 項に規定する規則で定める割合」と

あるのは、 「100分の100」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3月28日条例第3号）【第2条関係】　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（正規の勤務時間外の時間における勤務）
第8条　任命権者は、市長（労働基準法（昭和22年法律第49号）別表第

1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあ
っては労働基準監督署長）の許可を受けて、第2条から第5条までに規

定する勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。L盟の時間において
職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務そ
の他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。た
だし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の
運営に著しい支障が生ずると認められる場合として競則で定める場合に
限り、正規の勤務時間外の時間において当該断続的な勤務をすることを

命ずることができる。
2　任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の
勤務時間外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をするこ
とを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等で
ある場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場
合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間外の時間において同
項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
（時間外勤務代休時間）

第8条の3　任命権者は、職員の給与に関する条例（昭和31年条例第15
号）第17粂第5項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対し
て、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代
わる措置の対象となるべき時間（以下「時間外勤務代休時間」という。）
として、規則で定める期間内にある第3条第2項、第4条又は第5条の
規定により勤務時間が割り振られた日（以下「勤務日等」という。）（第

10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。）に割り振られた勤務時
間の全部又は一部を指定することができる。

2　前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間
外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規
の勤務時間においても勤務することを要しない。

（休日の代休日）

第10条　任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日（以下

（正規の勤務時間以外の時間における勤務）
第8条　任命権者は、市長（労働基準法（昭和22年法律第49号）別表第

1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあ
っては労働基準監督署長）の許可を受けて、第2条から第5条までに規

定する勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。L以坐の時間におい
て職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務
その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務
の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合
に限り、正規の勤務時間以外の時間において当該断続的な勤務をするこ
とを命ずることができる。

2　任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の
勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をする

ことを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等
である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる
場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間におい
て同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

（休日の代休日）

第10粂　任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日（以下
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改正後 改正前

この条において「休日」と総称する。）である勤務日等に割り振られた

勤務時間の全部（次項において「休日の全勤務時間」という。）につい

て特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当

該休日前に、当該休日に代わる目（次項において「代休日」という。）

として、当該休日後の勤務日等（第8条の3第1項の規定により時間外

勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。）を指定すること

ができる。

2　（略）

（介護休暇）
15粂　（略）

2　（略）
3　介護休暇については、職員の給与に関する条例第25条の規定にかかわ

らず、その勤務しない1時間につき、同条例第20条に規定する勤務1時
間当たりの給与額を減額する。

この条において「休日」と総称する。）である第3条第2項、第4条又

は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日（以下この項において

「勤務日等」という。）に割り振られた勤務時間の全部（次項において

「休日の仝勤務時間」という。）について特に勤務することを命じた場

合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる

日（次項において「代休日」という。）として、当該休日後の勤務日等

．上座且を除く。）を指定することができる。

2　（略）

（介護休暇）
第15条　（略）
2　（略）
3　介護休暇については、職員の給与に関する条例（昭和31年条例第15号）
第25条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第20
条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
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議案第23号

廿日市市国民健康保険税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税条例（昭和35年条例第18号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（国民健康保険の被保険者に係る所得割額）

第3条　前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る

地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第314条の2第1

項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定

による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎

控除後の総所得金額等」という。）に100分の5．25を乗じて算定する。

2　（略）

（国民健康保険の被保険者に係る資産割額）

第4粂　第2条第2項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち、土

地及び家屋に係る部分の額に100分の11．9を乗じて算定する。

（国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額）

第5条　第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について旦亘

5，800円とする。

（国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額）

第5条の2　第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

（1）特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法（昭和33年法律第

192号）第6粂第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であっ

て、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後5年を経過するまでの

間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）

と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯（当該世帯に他の被保険者

がいない場合に限る。）をいう。次号、第5条の6及び第19条において

同じ。）以外の世帯　2万2．200円

（2）特定世帯　1万1，100円

（国民健康保険税の減額）

（国民健康保険の被保険者に係る所得剖額）

第3条　前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る

地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第314条の2第1

項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定

による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎

控除後の総所得金額等」という。）に100分の4．6を乗じて算定する。

2　（略）

（国民健康保険の被保険者に係る資産割街）

第4条　第2条第2項の資産割額は、当該年度分の固定資産税額のうち、土

地及び家屋に係る部分の額に100分の10．1を乗じて算定する。

（国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額）

第5条　第2粂第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について2万

000円とする。

（国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額）

第5条の2　第2粂第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

（1）特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康保険法（昭和33年法律第

192号）第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であっ

て、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後5年を経過するまでの

間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）

と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯（当該世帯に他の被保険者

がいない場合に限る。）をいう。次号、第5条の6及び第19条において

同じ。）以外の世帯　2万1

（2）特定世帯　1万500円

（国民健康保険税の減額）
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改正後 改正前

第19条　次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して

課する国民健康保険税の額は、第2粂第2項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が47万円を超える場

合には、47万円）、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からり及

び工に掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が12万円を超える

場合には、12万円）並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及び

カに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が10万円を超える場

合には、10万円）の合算額とする。

（1）法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、法第314条の2第2項に規定する金額を超えない世帯に係る納税

義務者

ア　国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額　被保険者（第1

条第2項に規定する世帯主を除く。）　1人について　1万8，060円

イ　国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額　次に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれに定める額

（ア）特定世帯以外の世帯　1万5

（イ）特定世帯　7，770円

ウ～カ　（略）

（2）法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、法第314条の2第2項に規定する金額に被保険者（当該納税義務

者を除く。）及び特定同一世帯所属者（当該納税義務者を除く。）1人

につき24万5，000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（

号に該当する者を除く。）

ア　国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額　被保険者（第1

条第2項に規定する世帯主を除く。）　1人について　1万2

イ　国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額　次に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれに定める額

（ア）特定世帯以外の世帯　1万1，100円

第19粂　次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して

課する国民健康保険税の額は、第2粂第2項本文の基礎課税額からア及び

イに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が47万円を超える場

合には、47万円）、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からり及

び工に掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が12万円を超える

場合には、12万円）並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及び

カに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が10万円を超える場

合には、10万円）の合算額とする。

（1）法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、法第314条の2第2項に規定する金額を超えない世帯に係る納税

義務者

ア　国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額　被保険者（第1

条第2項に規定する世帯主を除く。）　1人について　1万6，800円

イ　国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額　次に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれに定める額

（ア）特定世帯以外の世帯　1万4，700円

（イ）特定世帯　7．350円

ウ～カ　（略）

（2）法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、法第314条の2第2項に競走する金額に被保険者（当該納税義務

者を除く。）及び特定同一世帯所属者（当該納税義務者を除く。）1人

につき24万5，000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前

号に該当する者を除く。）

ア　国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額　被保険者（第1

条第2項に規定する世帯主を除く。）1人について　1万2，000円

イ　国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額　次に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれに定める額

（ア）特定世帯以外の世帯　1万500円
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改正後 改正前

（イ）特定世帯　5

ウ～カ　（略）

（3）法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、法第314条の2第2項に規定する金額に被保険者及び特定同一世

帯所属者1人につき35万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前2号に該当する者を除く。）

ア　国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額　被保険者（第1

粂第2項に規定する世帯主を除く。）1人について　5，160円

イ　国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額　次に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれに定める額

（ア）特定世帯以外の世帯　4．440円

（イ）特定世帯　2．220円

り～カ　（略）

（イ）特定世帯　5，250円

ウ～カ　（略）

（3）法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、法第314条の2第2項に規定する金額に被保険者及び特定同一世

帯所属者1人につき35万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前2号に該当する者を除く。）

ア　国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額　被保険者（第1

粂第2項に規定する世帯主を除く。）1人について　4，800円

イ　国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額　次に掲げる世帯の

区分に応じ、それぞれに定める額

（ア）特定世帯以外の世帯　4，200円

（イ）特定世帯　2

ウ～カ　（略）
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議案第24号

廿日市市自転車駐車場設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表
○廿日市市自転車駐車場設置及び管理条例（昭和58年条例第20号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

別表第2 （第 2 条関係） 別表第 2 （第 2 粂関係）

名称 位置 名称 位置

山陽女子大前 自転車駐車場 廿 日市市大東1051番地 1 山陽女子大前 自転車駐車場 廿日市市大東1051番地 1

宮内駅前 自転車駐車場 廿 日市市串戸三丁 目4823番地 2 宮内駅前 自転車駐車場 廿日市市串戸三丁 目4823番地 2

地御前駅前 自転車患三幸場
廿 日市市地御前一丁 目1351番地

5
地御前駅前 自転車駐車場

廿 日市市地御前一丁 目1351番地

5

廿 日市市役所前駅 自転車駐車場 廿 日市市新宮二丁 目144番地 1 廿日市市役所前駅 自転車駐車場 廿 日市市新宮二丁 目144番地 1

阿品駅前自転車駐車場 廿 日市市阿品二丁 目2436番地 8 阿品駅前 自転車駐車場 廿 日市市阿品二丁目24 14番地 1

阿品東 自転車駐車場 廿 日市市阿品一丁 目1973番地 5 阿品東自転車駐車場 廿 日市市阿品一丁目1973番地 5

宮島口自転車駐車場

広電宮島口駅前 自転車駐車場

廿 日市市宮島口二丁 目2558番地

7

廿 日市市宮島口一丁 目9094番地

2

宮島口自転車駐車場

広電宮島口駅前自転車駐車場

廿 日市市宮島口二丁 目2558番地

7

廿 日市市宮島口一丁目9094番地

2

前空 自転車駐車場 廿日市市前空五丁 目880番地129 前空 自転車駐車場 廿 日市市前空五丁 目880番地129
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