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議案第６５号

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案新旧対照表

○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成１８年条例第２３号）【第２条関係】 （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

附 則

（給料の切替えに伴う経過措置）

附 則

（給料の切替えに伴う経過措置）

７ 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者

の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額（平成21年12月１日

において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該

各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数を生じた

ときはこれを切り捨てた額とする。）に達しないこととなるもの（規則で

定める職員を除く。）には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給

料として支給する。

７ 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者

の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額（平成21年12月１日

において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該

各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数を生じた

ときはこれを切り捨てた額とする。）に達しないこととなるもの（規則で

定める職員を除く。）には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給

料として支給する。

(１) 次の表に掲げる号給を受けている職員 100分の99.34 (１) 次の表に掲げる号給を受けている職員 100分の99.83

適用給料表 職務の級及び号給 適用給料表 職の級及び号給

１級１号給から56号給まで １級１号給から56号給まで

２級１号給から24号給まで ２級１号給から24号給まで

行政職給料表

３級１号給から８号給まで

行政職給料表

３級１号給から８号給まで

１級１号給から52号給まで １級１号給から52号給まで

２級１号給から44号給まで ２級１号給から44号給まで

３級１号給から32号給まで ３級１号給から32号給まで

消防職給料表

４級１号給から16号給まで

消防職給料表

４級１号給から16号給まで

(２) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.1 (２) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.59
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議案第６６号

廿日市市税条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市税条例（昭和３１年条例第２９号） （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（入湯税の課税免除） （入湯税の課税免除）

第142条 次に掲げる者に対しては入湯税を課さない。 第142条 次に掲げる者に対しては入湯税を課さない。

(１) 12歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者 (１) 年齢12歳未満の者

(２) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者 (２) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

（新設）(３) 学校教育法（昭和22年法律26号）第１条に規定する学校（大学を除

く。）に就学し、修学旅行その他の学校教育上の見地から行われる行事

に参加している者並びに当該行事における引率者及び付添人

（入湯税の税率） （入湯税の税率）

第143条 入湯税の税率は、入湯客１人１日について150円 とする。ただし、

日帰りの入湯客にあつては、１人１日について50円とする。

第143条 入湯税の税率は、入湯客１人１日について、150円とする。
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議案第６７号

廿日市市地区集会所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市地区集会所設置及び管理に関する条例（昭和５７年条例第２９号） （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

名称 位置 名称 位置

佐方三丁目集会所 廿日市市佐方三丁目３番６号 佐方三丁目集会所 廿日市市佐方三丁目３番６号

佐方上集会所 廿日市市佐方626番地１ 佐方上集会所 廿日市市佐方626番地１

大東集会所 廿日市市桜尾本町２番26号 大東集会所 廿日市市桜尾本町２番26号

桜尾二丁目集会所 廿日市市桜尾二丁目１番７号 桜尾二丁目集会所 廿日市市桜尾二丁目１番７号

上平良集会所 廿日市市上平良1032番地１ 上平良集会所 廿日市市上平良1032番地１

新宮一丁目集会所 廿日市市新宮一丁目３番16号 新宮一丁目集会所 廿日市市新宮一丁目３番16号

平良山手集会所 廿日市市平良山手８番５号 平良山手集会所 廿日市市平良山手８番５号

後畑集会所 廿日市市原2378番地２ 後畑集会所 廿日市市原2378番地２

六本松一丁目集会所 廿日市市六本松一丁目８番９号 六本松一丁目集会所 廿日市市六本松一丁目８番９号

扇園集会所 廿日市市地御前一丁目12番６号 扇園集会所 廿日市市地御前一丁目12番６号

阿品台一丁目集会所 廿日市市阿品台一丁目４番42号 阿品台一丁目集会所 廿日市市阿品台一丁目４番42号

阿品台二丁目集会所 廿日市市阿品台二丁目15番26号 阿品台二丁目集会所 廿日市市阿品台二丁目15番26号

阿品台三丁目集会所 廿日市市阿品台三丁目９番１号 阿品台三丁目集会所 廿日市市阿品台三丁目９番１号

地御前北二丁目集会所 廿日市市地御前北二丁目10番30号 地御前北二丁目集会所 廿日市市地御前北二丁目10番30号

城内集会所 廿日市市城内一丁目８番８号 城内集会所 廿日市市城内一丁目８番８号

阿品台五丁目第一集会所 廿日市市阿品台五丁目26番23号 阿品台五丁目第一集会所 廿日市市阿品台五丁目26番23号

佐方一丁目集会所 廿日市市佐方一丁目13番32号 佐方一丁目集会所 廿日市市佐方一丁目13番32号

橋本集会所 廿日市市原560番地２ 橋本集会所 廿日市市原560番地２

阿品台四丁目集会所 廿日市市阿品台五丁目１番83号 阿品台四丁目集会所 廿日市市阿品台五丁目１番83号

阿品台北見晴らし集会所 廿日市市阿品台北６番１号 阿品台北見晴らし集会所 廿日市市阿品台北６番１号

鼓ヶ浜集会所 廿日市市阿品三丁目17番15号 鼓ヶ浜集会所 廿日市市阿品三丁目17番15号

田尻集会所 廿日市市阿品四丁目49番31号 田尻集会所 廿日市市阿品四丁目49番31号

阿品台山の手集会所 廿日市市阿品台山の手１番18号 阿品台山の手集会所 廿日市市阿品台山の手１番18号



- 6 -

改正後 改正前

明石集会所 廿日市市宮内2856番地 明石集会所 廿日市市宮内2856番地

佐方西集会所 廿日市市佐方15番地2 佐方西集会所 廿日市市佐方1058番地１

串戸五丁目集会所 廿日市市串戸五丁目３番29号 串戸五丁目集会所 廿日市市串戸五丁目３番29号

砂原集会所 廿日市市宮園七丁目1651番地１ 砂原集会所 廿日市市宮園七丁目1651番地１

本町集会所 廿日市市本町７番43号 本町集会所 廿日市市本町７番43号

中平良集会所 廿日市市上平良1306番地１ 中平良集会所 廿日市市上平良1306番地１

新宮二丁目集会所 廿日市市新宮二丁目３番９号 新宮二丁目集会所 廿日市市新宮二丁目３番９号

下平良一丁目集会所 廿日市市下平良一丁目８番14号 下平良一丁目集会所 廿日市市下平良一丁目８番14号

国実集会所 廿日市市原1376番地 国実集会所 廿日市市原1376番地

的場集会所 廿日市市宮園七丁目1651番地５ 的場集会所 廿日市市宮園七丁目1651番地５

宮迫集会所 廿日市市宮園二丁目甲1312番地 宮迫集会所 廿日市市宮園二丁目甲1312番地

桜尾一丁目集会所 廿日市市桜尾一丁目８番７号 桜尾一丁目集会所 廿日市市桜尾一丁目８番７号

四季が丘十一丁目集会所 廿日市市四季が丘十一丁目３番地19 四季が丘十一丁目集会所 廿日市市四季が丘十一丁目３番地19

川末集会所 廿日市市原1658番地 川末集会所 廿日市市原1658番地

阿品台五丁目第二集会所 廿日市市阿品台五丁目３番16号 阿品台五丁目第二集会所 廿日市市阿品台五丁目３番16号

六本松二丁目集会所 廿日市市六本松二丁目20番１号 六本松二丁目集会所 廿日市市六本松二丁目20番１号

佐方四丁目集会所 廿日市市佐方四丁目４番50号 佐方四丁目集会所 廿日市市佐方四丁目４番50号

宮園上二丁目集会所 廿日市市宮園上二丁目１番地11 宮園上二丁目集会所 廿日市市宮園上二丁目１番地11

地御前四丁目集会所 廿日市市地御前四丁目20番14号 地御前四丁目集会所 廿日市市地御前四丁目20番14号

佐方本町集会所 廿日市市佐方本町８番15号 佐方本町集会所 廿日市市佐方本町８番15号

須賀集会所 廿日市市須賀３番12号 須賀集会所 廿日市市須賀３番12号

宮園二丁目集会所 廿日市市宮園二丁目７番地22 宮園二丁目集会所 廿日市市宮園二丁目７番地22

四季が丘九丁目集会所 廿日市市四季が丘九丁目18番地 四季が丘九丁目集会所 廿日市市四季が丘九丁目18番地

地御前三丁目堀集会所 廿日市市地御前三丁目18番36号 地御前三丁目堀集会所 廿日市市地御前三丁目18番36号

宮園八丁目集会所 廿日市市宮園八丁目４番地１ 宮園八丁目集会所 廿日市市宮園八丁目４番地１

北山集会所 廿日市市宮内1005番地１ 北山集会所 廿日市市宮内1005番地１

阿品台北中央集会所 廿日市市阿品台北31番13号 阿品台北中央集会所 廿日市市阿品台北31番13号

阿品二丁目集会所 廿日市市阿品二丁目16番34号 阿品二丁目集会所 廿日市市阿品二丁目16番34号
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改正後 改正前

四季が丘二丁目集会所 廿日市市四季が丘二丁目18番地 四季が丘二丁目集会所 廿日市市四季が丘二丁目18番地

可愛集会所 廿日市市可愛７番３号 可愛集会所 廿日市市可愛７番３号

佐原田集会所 廿日市市宮内4240番地２ 佐原田集会所 廿日市市宮内4240番地２

畑口集会所 廿日市市宮内3670番地１ 畑口集会所 廿日市市宮内3670番地１

港町集会所 廿日市市地御前一丁目５番３号 港町集会所 廿日市市地御前一丁目５番３号

四季が丘八丁目集会所 廿日市市四季が丘八丁目32番地 四季が丘八丁目集会所 廿日市市四季が丘八丁目32番地

速谷集会所 廿日市市陽光台一丁目１番地３ 速谷集会所 廿日市市陽光台一丁目１番地３

廿日市一丁目集会所 廿日市市廿日市一丁目１番13号 廿日市一丁目集会所 廿日市市廿日市一丁目１番13号

北山２区集会所 廿日市市宮内1260番地８ 北山２区集会所 廿日市市宮内1260番地８

串戸四丁目集会所 廿日市市串戸四丁目９番32号 串戸四丁目集会所 廿日市市串戸四丁目９番32号

廿日市光ヶ丘集会所 廿日市市阿品一丁目２番８号 廿日市光ヶ丘集会所 廿日市市阿品一丁目２番８号

本郷集会所 廿日市市浅原3066番地５ 本郷集会所 廿日市市浅原3066番地５

永原集会所 廿日市市永原737番地１ 永原集会所 廿日市市永原737番地１

花上集会所 廿日市市津田1726番地２ 花上集会所 廿日市市津田1726番地２

吉末集会所 廿日市市玖島970番地１ 吉末集会所 廿日市市玖島970番地１

林集会所 廿日市市津田4734番地５ 林集会所 廿日市市津田4734番地５

戸屋原集会所 廿日市市浅原668番地５ 戸屋原集会所 廿日市市浅原668番地５

小田原集会所 廿日市市浅原1777番地３ 小田原集会所 廿日市市浅原1777番地３

中道集会所 廿日市市中道387番地１ 中道集会所 廿日市市中道387番地１

飯山集会所 廿日市市飯山191番地２ 飯山集会所 廿日市市飯山191番地２

友田集会所 廿日市市友田1227番地２ 友田集会所 廿日市市友田1227番地２

下川上集会所 廿日市市玖島601番地１ 下川上集会所 廿日市市玖島601番地１

大町集会所 廿日市市玖島1333番地１ 大町集会所 廿日市市玖島1333番地１

下栗栖集会所 廿日市市栗栖88番地 下栗栖集会所 廿日市市栗栖88番地

平谷集会所 廿日市市玖島2172番地 平谷集会所 廿日市市玖島2172番地

グランドハイツ集会所 廿日市市峠90番地267 グランドハイツ集会所 廿日市市峠90番地267

上川上集会所 廿日市市玖島128番地４ 上川上集会所 廿日市市玖島128番地４

佐伯光ヶ丘集会所 廿日市市友田24番地49 佐伯光ヶ丘集会所 廿日市市友田24番地49
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改正後 改正前

大沢集会所 廿日市市玖島217番地 大沢集会所 廿日市市玖島217番地

所山集会所 廿日市市虫所山62番地３ 所山集会所 廿日市市虫所山62番地３

上大町集会所 廿日市市玖島2618番地６ 上大町集会所 廿日市市玖島2618番地６

冷川集会所 廿日市市浅原993番地１ 冷川集会所 廿日市市浅原993番地１

助藤集会所 廿日市市虫所山1059番地２ 助藤集会所 廿日市市虫所山1059番地２

成ヶ原集会所 廿日市市浅原1562番地 成ヶ原集会所 廿日市市浅原1562番地

小更集会所 廿日市市津田乙90番地 小更集会所 廿日市市津田乙90番地

市野集会所 廿日市市浅原甲2174番地１ 市野集会所 廿日市市浅原甲2174番地１

小市集会所 廿日市市浅原615番地 小市集会所 廿日市市浅原615番地

大虫集会所 廿日市市虫所山1374番地 大虫集会所 廿日市市虫所山1374番地

昭和集会所 廿日市市峠1547番地 昭和集会所 廿日市市峠1547番地

吉和第一集会所 廿日市市吉和153番地 吉和第一集会所 廿日市市吉和153番地

吉和第二集会所 廿日市市吉和738番地11 吉和第二集会所 廿日市市吉和738番地11

吉和第三集会所 廿日市市吉和甲3282番地１ 吉和第三集会所 廿日市市吉和甲3282番地１

石原集会所 廿日市市吉和2534番地１ 石原集会所 廿日市市吉和2534番地１

鍛冶屋川集会所 廿日市市吉和2026番地１ 鍛冶屋川集会所 廿日市市吉和2026番地１

吉和中央集会所 廿日市市吉和3624番地１ 吉和中央集会所 廿日市市吉和3624番地１

平良一丁目集会所 廿日市市平良一丁目11番９号 平良一丁目集会所 廿日市市平良一丁目11番９号

天神集会所 廿日市市天神14番６号 天神集会所 廿日市市天神14番６号

大野１区集会所 廿日市市宮島口一丁目２番14号 大野１区集会所 廿日市市宮島口一丁目２番14号

大野２区集会所 廿日市市深江三丁目５番10号 大野２区集会所 廿日市市深江三丁目５番10号

大野３区集会所 廿日市市大野582番地５ 大野３区集会所 廿日市市大野582番地５

大野４区集会所 廿日市市大野1446番地４ 大野４区集会所 廿日市市大野1446番地４

大野６区集会所 廿日市市大野中央二丁目14番23号 大野６区集会所 廿日市市大野中央二丁目14番23号

大野７区集会所 廿日市市大野原二丁目４番24号 大野７区集会所 廿日市市大野原二丁目４番24号

大野８区集会所 廿日市市塩屋二丁目２番32号 大野８区集会所 廿日市市塩屋二丁目２番32号

大野９区集会所 廿日市市丸石三丁目１番５号 大野９区集会所 廿日市市丸石三丁目１番５号

大野10区集会所 廿日市市八坂一丁目12番９号 大野10区集会所 廿日市市八坂一丁目12番９号
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改正後 改正前

福面集会所 廿日市市宮島口上二丁目18番５号 福面集会所 廿日市市宮島口上二丁目18番５号

青葉台集会所 廿日市市福面三丁目７番７号 青葉台集会所 廿日市市福面三丁目７番７号

柿の浦集会所 廿日市市宮島口東二丁目12番21号 柿の浦集会所 廿日市市宮島口東二丁目12番21号

対厳山集会所 廿日市市対厳山三丁目６番７号 対厳山集会所 廿日市市対厳山三丁目６番７号

中山集会所 廿日市市大野219番地２ 中山集会所 廿日市市大野219番地２

更地集会所 廿日市市大野1909番地１ 更地集会所 廿日市市大野1909番地１

早時集会所 廿日市市大野3262番地２ 早時集会所 廿日市市大野3262番地２

宮島台集会所 廿日市市前空二丁目９番21号 宮島台集会所 廿日市市前空二丁目９番21号

物見山東集会所 廿日市市物見東一丁目17番６号 物見山東集会所 廿日市市物見東一丁目17番６号

上の浜集会所 廿日市市上の浜一丁目５番13号 上の浜集会所 廿日市市上の浜一丁目５番13号

梅原集会所 廿日市市梅原二丁目８番16号 梅原集会所 廿日市市梅原二丁目８番16号

沖塩屋集会所 廿日市市沖塩屋四丁目２番１号 沖塩屋集会所 廿日市市沖塩屋四丁目２番１号

丸石集会所 廿日市市丸石一丁目１番10号 丸石集会所 廿日市市丸石一丁目１番10号

大西集会所 廿日市市宮島町90番地 大西集会所 廿日市市宮島町90番地

中西集会所 廿日市市宮島町131番地 中西集会所 廿日市市宮島町131番地

滝町集会所 廿日市市宮島町242番地２ 滝町集会所 廿日市市宮島町242番地２

西連集会所 廿日市市宮島町756番地３ 西連集会所 廿日市市宮島町756番地３

杉之浦集会所 廿日市市宮島町990番地２ 杉之浦集会所 廿日市市宮島町990番地２

長野集会所 廿日市市原164番地４ 長野集会所 廿日市市原164番地４

大野コミュニティセンタ

ー
廿日市市大野4521番地

大野コミュニティセンタ

ー
廿日市市大野4521番地

陽光台集会所 廿日市市陽光台四丁目10番地７ 陽光台集会所 廿日市市陽光台四丁目10番地７
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議案第６８号

廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ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

○廿日市市宮浜温泉グラウンド・ゴルフ場設置及び管理条例（平成２２年条例第８号） （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（開場時間等） （開場時間等）

第４条 グラウンド・ゴルフ場の開場時間は、午前９時から午後５時まで（７

月から９月までの間にあっては、午前７時から午後７時まで）とする。

第４条 グラウンド・ゴルフ場の開場時間は、午前９時から午後５時まで

とする。

２ （略） ２ （略）

（業務報告の聴取等） （業務報告の聴取等）

第14条 市長は、グラウンド・ゴルフ場の管理の適正を期するため、指定管

理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する

報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

第14条 市長は、グラウンド・ゴルフ場の管理の適正を期するため、指定管

理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する

報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。

別表（第８条関係） 別表（第８条関係）

区分 利用料金の範囲 区分 単位 利用料金の範囲

１人１回につき 200円から520円まで 大人 １人１回につき 100円から260円まで

定期利用券（１年間） 5,000円から13,000円まで 小人 １人１回につき 50円から130円まで

定期利用券（６か月間） 2,500円から6,500円まで 用具 １人１回につき 市長が定める範囲
大人

回数券（11回分） 2,000円から5,200円まで

１人１回につき 100円から260円まで

定期利用券（１年間） 2,500円から6,500円まで

定期利用券（６か月間） 1,250円から3,250円まで
小人

回数券（11回分） 1,000円から2,600円まで

用具 １人１回につき 市長が定める範囲

備考 この表において、「小人」とは小学校、中学校、高等学校、中等教育

学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及び

これら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の

３月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に

達する日以後の最初の３月31日までの間にないものをいう。

備考 この表において、「小人」とは小学校、中学校、高等学校、中等教育

学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及び

これら以外の者で15歳に達する日の翌日から18歳に達する日以後の最初の

３月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に

達する日以後の最初の３月31日までの間にないものをいう。
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