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議案第３号 

 

淡路市個人情報保護条例及び淡路市情報公開条例の一部を改正する

条例制定の件 

 

淡路市個人情報保護条例及び淡路市情報公開条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。 

 

  平成３０年３月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

淡路市条例第  号 

    

淡路市個人情報保護条例及び淡路市情報公開条例の一部を改正する

条例 

 

 （淡路市個人情報保護条例の一部改正） 

第１条 淡路市個人情報保護条例（平成１７年淡路市条例第１６号）の一部を次の

ように改正する。 

  第２条第１号中「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特

定の個人が識別され得るもの（他の情報と照合することにより、特定の個人が識

別され得るものを含む。）」を「次のいずれかに該当するもの」に改め、同号に次

のように加える。 

   ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しく

は電磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式をいう。）で作られる記録をいう。以

下同じ。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法

を用いて表された一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。以下同じ。）

により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合すること

ができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを

含む。） 

   イ 個人識別符号が含まれるもの 

  第２条中第１０号を第１２号とし、第９号を第１１号とし、同条第８号中「（特

定個人情報のうち第１号ただし書の規定により個人情報に該当しないものを含

む。）」を削り、同号を同条第１０号とし、同条中第７号を第９号とし、第６号を

第８号とし、同条第５号本文中「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ
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っては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）」を削り、同号を同条第７号と

し、同条中第２号から第４号までを２号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の２号を

加える。 

  (２) 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５８号）第２条第３項に規定する個人識別符号をいう。 

  (３) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、

犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不

利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして行政機関

の保有する個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５４８号）

第４条に規定する記述等が含まれる個人情報をいう。 

  第６条第２項本文中「思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別

の原因となるおそれのある個人情報については、」を「要配慮個人情報を」に改

め、同項第２号中「当該個人情報」を「当該要配慮個人情報」に改める。 

  第１５条第２号中「含む。）」の右に「若しくは個人識別符号が含まれるもの」

を加える。 

 

 （淡路市情報公開条例の一部改正） 

第２条 淡路市情報公開条例（平成１７年淡路市条例第１５号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条第２号本文中「電磁的記録」の右に「（電磁的方式」を加え、「で作られ

た記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」を「をいう。）

で作られる記録」に改める。 

  第７条第１号本文中「記述等」の右に「（文書、図画若しくは電磁的記録に記

載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切

の事項をいう。）」を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



   淡路市個人情報保護条例及び淡路市情報公開条例の一部を改正する条例新旧 

対照表 

   第１条による改正（淡路市個人情報保護条例の一部改正） 

現        行 改   正   案 
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（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(１) 個人情報 個人に関する情報であっ

て、当該情報に含まれる氏名、生年月日

その他の記述等により特定の個人が識別

され得るもの（他の情報と照合すること

により、特定の個人が識別され得るもの

を含む。）をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(１) 個人情報 個人に関する情報であっ

て、次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日

その他の記述等（文書、図画若しくは

電磁的記録（電磁的方式（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式をいう。）

で作られる記録をいう。以下同じ。）

に記載され、若しくは記録され、又は

音声、動作その他の方法を用いて表さ

れた一切の事項（個人識別符号を除

く。）をいう。以下同じ。）により特

定の個人を識別することができるもの

（他の情報と照合することができ、そ

れにより特定の個人を識別することが

できることとなるものを含む。） 

イ 個人識別符号が含まれるもの 

(２) 個人識別符号 行政機関の保有する

個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５８号）第２条第３項に規定す

る個人識別符号をいう。 

(３) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、

社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪に

より害を被った事実その他本人に対する

不当な差別、偏見その他の不利益が生じ

ないようにその取扱いに特に配慮を要す

るものとして行政機関の保有する個人情

報の保護に関する法律施行令（平成１５

年政令第５４８号）第４条に規定する記



   淡路市個人情報保護条例及び淡路市情報公開条例の一部を改正する条例新旧 

対照表 

   第１条による改正（淡路市個人情報保護条例の一部改正） 

現        行 改   正   案 
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(２) (略) 

(３) (略) 

(４) (略) 

(５) 公文書 実施機関の職員が職務上作

成し、又は取得した文書、図面及び写真

（これらを撮影したマイクロフィルムを

含む。以下同じ。）並びに電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で

作られた記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。

以下同じ。）であって、当該実施機関の

職員が組織的に用いるものとして、当該

実施機関が保有しているものをいう。た

だし、次に掲げるものを除く。 

ア 実施機関が一般の利用に供すること

を目的として保有しているもの 

イ 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その

他不特定多数の者に販売することを目

的として発行されるもの 

(６) (略) 

(７) (略) 

(８) 保有個人情報 公文書に記録されて

いる個人情報（特定個人情報のうち第１

号ただし書の規定により個人情報に該当

しないものを含む。）をいう。 

(９) (略) 

(１０) (略) 

 

（収集の制限） 

第６条 実施機関は、個人情報（特定個人情

報を除く。以下この条において同じ。）を

収集するときは、個人情報を取り扱う目的

述等が含まれる個人情報をいう。 

(４) (略) 

(５) (略) 

(６) (略) 

(７) 公文書 実施機関の職員が職務上作

成し、又は取得した文書、図面及び写真

（これらを撮影したマイクロフィルムを

含む。以下同じ。）並びに電磁的記録で

あって、当該実施機関の職員が組織的に

用いるものとして、当該実施機関が保有

しているものをいう。ただし、次に掲げ

るものを除く。 

 

 

 

 

ア 実施機関が一般の利用に供すること

を目的として保有しているもの 

イ 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その

他不特定多数の者に販売することを目

的として発行されるもの 

(８) (略) 

(９) (略) 

(１０) 保有個人情報 公文書に記録され

ている個人情報をいう。 

 

 

(１１) (略) 

(１２) (略) 

 

（収集の制限） 

第６条 実施機関は、個人情報（特定個人情

報を除く。以下この条において同じ。）を

収集するときは、個人情報を取り扱う目的



   淡路市個人情報保護条例及び淡路市情報公開条例の一部を改正する条例新旧 

対照表 

   第１条による改正（淡路市個人情報保護条例の一部改正） 

現        行 改   正   案 
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を明確にし、当該目的を達成するために必

要な範囲内で、適法かつ公正な手段により

収集しなければならない。 

２ 実施機関は、思想、信条及び信教に関す

る個人情報並びに社会的差別の原因となる

おそれのある個人情報については、収集し

てはならない。ただし、次の各号のいずれ

かに該当するときは、この限りでない。 

(１) 法令又は条例（以下「法令等」とい

う。）に定めがあるとき。 

(２) 実施機関が、淡路市情報公開条例（平

成１７年淡路市条例第１５号）第２２条

第１項に規定する淡路市情報公開・個人

情報保護審査会（以下「審査会」という。）

の意見を聴いて、事務の目的を達成する

ために当該個人情報が必要不可欠である

と認めるとき。 

３・４ (略) 

 

（保有個人情報の開示義務） 

第１５条 実施機関は、開示請求があったと

きは、開示請求に係る保有個人情報に次の

各号に掲げる情報（以下「不開示情報」と

いう。）のいずれかが含まれている場合を

除き、開示請求者に対し、当該保有個人情

報を開示しなければならない。 

(１) (略) 

(２) 開示請求者以外の個人に関する情報

（事業を営む個人の当該事業に関する情

報を除く。）であって、当該情報に含ま

れる氏名、生年月日その他の記述等によ

り開示請求者以外の特定の個人を識別す

ることができるもの（他の情報と照合す

ることにより、特定の個人を識別するこ

を明確にし、当該目的を達成するために必

要な範囲内で、適法かつ公正な手段により

収集しなければならない。 

２ 実施機関は、要配慮個人情報を収集して

はならない。ただし、次の各号のいずれか

に該当するときは、この限りでない。 

 

 

(１) 法令又は条例（以下「法令等」とい

う。）に定めがあるとき。 

(２) 実施機関が、淡路市情報公開条例（平

成１７年淡路市条例第１５号）第２２条

第１項に規定する淡路市情報公開・個人

情報保護審査会（以下「審査会」という。）

の意見を聴いて、事務の目的を達成する

ために当該要配慮個人情報が必要不可欠

であると認めるとき。 

３・４ (略) 

 

（保有個人情報の開示義務） 

第１５条 実施機関は、開示請求があったと

きは、開示請求に係る保有個人情報に次の

各号に掲げる情報（以下「不開示情報」と

いう。）のいずれかが含まれている場合を

除き、開示請求者に対し、当該保有個人情

報を開示しなければならない。 

(１) (略) 

(２) 開示請求者以外の個人に関する情報

（事業を営む個人の当該事業に関する情

報を除く。）であって、当該情報に含ま

れる氏名、生年月日その他の記述等によ

り開示請求者以外の特定の個人を識別す

ることができるもの（他の情報と照合す

ることにより、特定の個人を識別するこ



   淡路市個人情報保護条例及び淡路市情報公開条例の一部を改正する条例新旧 

対照表 

   第１条による改正（淡路市個人情報保護条例の一部改正） 

現        行 改   正   案 
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とができることとなるものを含む。）の

うち、開示することにより、開示請求者

以外の者の利益を害すると認められるも

の又は開示請求者以外の特定の個人を識

別することはできないが、開示すること

により、なお開示請求者以外の個人の権

利利益を害するおそれがあるもの 

 

(３)～(７) (略) 

 

 

とができることとなるものを含む。）若

しくは個人識別符号が含まれるもののう

ち、開示することにより、開示請求者以

外の者の利益を害すると認められるもの

又は開示請求者以外の特定の個人を識別

することはできないが、開示することに

より、なお開示請求者以外の個人の権利

利益を害するおそれがあるもの 

(３)～(７) (略) 

 

 



   淡路市個人情報保護条例及び淡路市情報公開条例の一部を改正する条例新旧 

対照表 

   第２条による改正（淡路市情報公開条例の一部改正） 

現        行 改   正   案 
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（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号の定めるところ

による。 

(１) 実施機関 市長、教育委員会、選挙

管理委員会、監査委員、農業委員会、固

定資産評価審査委員会及び議会をいう。 

(２) 公文書 実施機関の職員が職務上作

成し、又は取得した文書、図画及び写真

（これらを撮影したマイクロフィルムを

含む。以下同じ。）並びに電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で

作られた記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。

以下同じ。）であって、当該実施機関の

職員が組織的に用いるものとして、当該

実施機関が保有しているものをいう。た

だし、次に掲げるものを除く。 

ア 実施機関が一般の利用に供すること

を目的として保有しているもの 

イ 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その

他不特定多数の者に販売することを目

的として発行されるもの 

 

（公文書の公開義務） 

第７条 実施機関は、公開請求があったとき

は、当該公開請求に係る公文書に次の各号

のいずれかに該当する情報（以下「非公開

情報」という。）が記載されている場合を

除き、公開請求者に対し、当該公文書を公

開しなければならない。 

(１) 個人に関する情報（事業を営む個人

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号の定めるところ

による。 

(１) 実施機関 市長、教育委員会、選挙

管理委員会、監査委員、農業委員会、固

定資産評価審査委員会及び議会をいう。 

(２) 公文書 実施機関の職員が職務上作

成し、又は取得した文書、図画及び写真

（これらを撮影したマイクロフィルムを

含む。以下同じ。）並びに電磁的記録（電

磁的方式（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することがで

きない方式をいう。）で作られる記録を

いう。以下同じ。）であって、当該実施

機関の職員が組織的に用いるものとし

て、当該実施機関が保有しているものを

いう。ただし、次に掲げるものを除く。 

 

ア 実施機関が一般の利用に供すること

を目的として保有しているもの 

イ 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その

他不特定多数の者に販売することを目

的として発行されるもの 

 

（公文書の公開義務） 

第７条 実施機関は、公開請求があったとき

は、当該公開請求に係る公文書に次の各号

のいずれかに該当する情報（以下「非公開

情報」という。）が記載されている場合を

除き、公開請求者に対し、当該公文書を公

開しなければならない。 

(１) 個人に関する情報（事業を営む個人



   淡路市個人情報保護条例及び淡路市情報公開条例の一部を改正する条例新旧 

対照表 

   第２条による改正（淡路市情報公開条例の一部改正） 

現        行 改   正   案 
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の当該事業に関する情報を除く。）であ

って、当該情報に含まれる氏名、生年月

日その他の記述等により特定の個人を識

別することができるもの（他の情報と照

合することにより、特定の個人を識別す

ることができることとなるものを含む。）

のうち、通常他人に知られたくないと認

められるもの又は特定の個人を識別する

ことはできないが、公にすることにより、

なお個人の権利利益を害するおそれがあ

るもの。ただし、人の生命、健康、生活

又は財産を保護するため、公にすること

が必要であると認められる情報を除く。 

 

 

 

 

(２)～(６) (略) 

 

の当該事業に関する情報を除く。）であ

って、当該情報に含まれる氏名、生年月

日その他の記述等（文書、図画若しくは

電磁的記録に記載され、若しくは記録さ

れ、又は音声、動作その他の方法を用い

て表された一切の事項をいう。）により

特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と照合することにより、特定

の個人を識別することができることとな

るものを含む。）のうち、通常他人に知

られたくないと認められるもの又は特定

の個人を識別することはできないが、公

にすることにより、なお個人の権利利益

を害するおそれがあるもの。ただし、人

の生命、健康、生活又は財産を保護する

ため、公にすることが必要であると認め

られる情報を除く。 

(２)～(６) (略) 
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議案第４号 

 

   淡路市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定の件    

 

 淡路市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  平成３０年３月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例    

 

 淡路市職員の定年等に関する条例（平成１７年淡路市条例第３１号）の一部を次

のように改正する。 

 第３条に次のただし書を加える。 

  ただし、淡路市職員の給与に関する条例（平成１７年淡路市条例第４９号）別

表第２医師職給料表の適用を受ける職員の定年は、年齢６５年とする。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 



   淡路市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

現        行 改   正   案 
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 （定年） 

第３条 職員の定年は、年齢６０年とする。 

 

 

 

 

 

 （定年） 

第３条 職員の定年は、年齢６０年とする。た

だし、淡路市職員の給与に関する条例（平成

１７年淡路市条例第４９号）別表第２医師職

給料表の適用を受ける職員の定年は、年齢６

５年とする。 
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議案第５号 

 

   淡路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例制定の件 

 

 淡路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例を次のように定める。 

 

  平成３０年３月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条 

例の一部を改正する条例    

 

 淡路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７

年淡路市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

 別表行政不服審査会の項の次に次のように加える。 

審理員 日額      １２，０００円 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 



   淡路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部    

   を改正する条例新旧対照表 

現        行 改   正   案 
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別表（第２条関係） 

 区分 報酬の額  

 教育委員会委員 月額 35,000円

（略） 

情報公開・個人情

報保護審査会 

会長 日額 12,000円

委員 日額 10,000円

行政不服審査会 会長 日額 12,000円

委員 日額 10,000円

公務災害補償等

認定委員会 

委員長 日額 8,000円

（略） 

上記以外の非常勤の委員

等 

職務の内容に

より、任命権者

が市長と協議

して定める額 
 

 

別表（第２条関係） 

 区分 報酬の額  

 教育委員会委員 月額 35,000円

（略） 

情報公開・個人情

報保護審査会 

会長 日額 12,000円

委員 日額 10,000円

行政不服審査会 会長 日額 12,000円

委員 日額 10,000円

審理員 日額 12,000円

公務災害補償等

認定委員会 

委員長 日額 8,000円

（略） 

上記以外の非常勤の委員

等 

職務の内容に

より、任命権者

が市長と協議

して定める額 
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議案第６号 

 

   淡路市職員の給与に関する条例及び淡路市職員の給与の特例に関する

条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 淡路市職員の給与に関する条例及び淡路市職員の給与の特例に関する条例の一部

を改正する条例を次のように定める。 

 

  平成３０年３月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市職員の給与に関する条例及び淡路市職員の給与の特例に関する

条例の一部を改正する条例 

 

 （淡路市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 淡路市職員の給与に関する条例（平成１７年淡路市条例第４９号）の一部

を次のように改正する。 

  第２８条中「前条」を「第２６条」に改める。 

  第３２条第１項中「に対し、」の右に「その者の基準日以前における直近の人

事評価の結果及び」を加え、「その者の勤務成績」を「勤務の状況」に改める。 

  第３６条第２項及び第３項中「、期末手当及び勤勉手当」を「及び期末手当」

に改め、同条第６項中「又は勤勉手当」を削る。 

 

 （淡路市職員の給与の特例に関する条例の一部改正） 

第２条 淡路市職員の給与の特例に関する条例（平成１９年淡路市条例第３０号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「平成３０年３月３１日」を「平成３１年３月３１日」に改め

る。 

 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成３０年４月１日か

ら施行する。 

 



   淡路市職員の給与に関する条例及び淡路市職員の給与の特例に関する条例の一部

を改正する条例新旧対照表 

第１条による改正（淡路市職員の給与に関する条例の一部改正）    

現        行 改   正   案 
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（時間外勤務手当等に関する規定の適用除

外） 

第２８条 第２１条、第２２条第１項及び第２

３条の規定は、前条に規定する職にある職員

には適用しない。 

 

（勤勉手当） 

第３２条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１

日（以下この条においてこれらの日を「基準

日」という。）に、それぞれ在職する職員に対

し、基準日以前６か月以内の期間におけるそ

の者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の

属する月の規則で定める日に支給する。これ

らの基準日前１か月以内に退職し、若しくは

法第１６条第１号に該当して法第２８条第４

項の規定により失職し、又は死亡した職員（第

３６条第２項の規定の適用を受ける職員及び

規則で定める職員を除く。）についても同様と

する。 

 

２～５ （略） 

 

（休職者の給与） 

第３６条 （略） 

２ 職員が結核性疾患又は精神障害にかかり法

第２８条第２項第１号に掲げる理由に該当し

て休職にされたときは、その休職の期間が満

２年に達するまでは、これに給料、扶養手当、

住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ

１００分の８０を支給することができる。 

３ 職員が前２項以外の心身の故障により法第

２８条第２項第１号に掲げる理由に該当して

休職にされたときは、その休職の期間が満１

 

（時間外勤務手当等に関する規定の適用除

外） 

第２８条 第２１条、第２２条第１項及び第２

３条の規定は、第２６条に規定する職にある

職員には適用しない。 

 

（勤勉手当） 

第３２条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１

日（以下この条においてこれらの日を「基準

日」という。）に、それぞれ在職する職員に対

し、その者の基準日以前における直近の人

事評価の結果及び基準日以前６か月以内の

期間における勤務の状況に応じて、それぞれ

基準日の属する月の規則で定める日に支給す

る。これらの基準日前１か月以内に退職し、

若しくは法第１６条第１号に該当して法第２

８条第４項の規定により失職し、又は死亡し

た職員（第３６条第２項の規定の適用を受け

る職員及び規則で定める職員を除く。）につい

ても同様とする。 

２～５ （略） 

 

（休職者の給与） 

第３６条 （略） 

２ 職員が結核性疾患又は精神障害にかかり法

第２８条第２項第１号に掲げる理由に該当し

て休職にされたときは、その休職の期間が満

２年に達するまでは、これに給料、扶養手当、

住居手当及び期末手当のそれぞれ１００分の

８０を支給することができる。 

３ 職員が前２項以外の心身の故障により法第

２８条第２項第１号に掲げる理由に該当して

休職にされたときは、その休職の期間が満１



   淡路市職員の給与に関する条例及び淡路市職員の給与の特例に関する条例の一部

を改正する条例新旧対照表 

第１条による改正（淡路市職員の給与に関する条例の一部改正）    

現        行 改   正   案 
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年に達するまでは、これに給料、扶養手当、

住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ

１００分の８０を支給することができる。 

４・５ （略） 

６ 第２項又は第３項に規定する職員が当該各

項に規定する期間内で第２９条第１項又は第

３２条第１項に規定する基準日前１か月以内

に退職し、若しくは法第１６条第１号に該当

して法第２８条第４項の規定により失職し、

又は死亡したときは、当該各項の例による額

の期末手当又は勤勉手当を支給することがで

きる。ただし、規則で定める職員については、

この限りでない。 

７ （略） 

 

年に達するまでは、これに給料、扶養手当、

住居手当及び期末手当のそれぞれ１００分の

８０を支給することができる。 

４・５ （略） 

６ 第２項又は第３項に規定する職員が当該各

項に規定する期間内で第２９条第１項又は第

３２条第１項に規定する基準日前１か月以内

に退職し、若しくは法第１６条第１号に該当

して法第２８条第４項の規定により失職し、

又は死亡したときは、当該各項の例による額

の期末手当を支給することができる。ただし、

規則で定める職員については、この限りでな

い。 

７ （略） 

 

 



   淡路市職員の給与に関する条例及び淡路市職員の給与の特例に関する条例の一部

を改正する条例新旧対照表 

第２条による改正（淡路市職員の給与の特例に関する条例の一部改正） 

現        行 改   正   案 
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 （地域手当に関する特例） 

第２条 給与条例第７条第１項各号に掲げる給

料表の適用を受ける職員に支給する地域手当

は、給与条例附則第１１項及び第１２項の規

定にかかわらず、平成１９年４月１日から平

成３０年３月３１日までの間は、支給しない。 

２・３ (略) 

 

 

 

 （地域手当に関する特例） 

第２条 給与条例第７条第１項各号に掲げる給

料表の適用を受ける職員に支給する地域手当

は、給与条例附則第１１項及び第１２項の規

定にかかわらず、平成１９年４月１日から平

成３１年３月３１日までの間は、支給しない。 

２・３ (略) 
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議案第７号 

 

   淡路市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例制定

の件 

 

 淡路市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例を次のように定

める。 

 

  平成３０年３月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

淡路市条例第 号 

 

   淡路市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例 

 

 淡路市災害派遣手当等の支給に関する条例（平成１７年淡路市条例第５１号）の

一部を次のように改正する。 

 別表備考中「ホテル営業及び旅館営業」を「旅館・ホテル営業」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年６月１５日から施行する。 

 



   淡路市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

    

現        行 改   正   案 
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別表（第２条関係） 

  

 利用施設の区分公用の施設

又はこれに

準ずる施設

（１日につ

き） 

その他の施

設 

（１日につ

き） 

 

 

市の区域内に滞

在した期間 

 

 ３０日以内の期

間 

３，９７０円６，６２０円 

 ３０日を超え６

０日以内の期間 

３，９７０円５，８７０円 

 ６０日を超える

期間 

３，９７０円５，１４０円 

 備考 

  「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、

旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２

条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設

以外の施設をいう。 

 

 

 

 

別表（第２条関係） 

  

 利用施設の区分公用の施設

又はこれに

準ずる施設

（１日につ

き） 

その他の施

設 

（１日につ

き） 

 

 

市の区域内に滞

在した期間 

 

 ３０日以内の期

間 

３，９７０円６，６２０円 

 ３０日を超え６

０日以内の期間 

３，９７０円５，８７０円 

 ６０日を超える

期間 

３，９７０円５，１４０円 

 備考 

  「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、

旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２

条に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の

施設をいう。 
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議案第８号 

 

   淡路市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例制定の件    

 

 淡路市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  平成３０年３月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例    

 

 淡路市職員等の旅費に関する条例（平成１７年淡路市条例第５２号）の一部を

次のように改正する。 

 第６条第１項中「、日当」を削り、同条中第６項を削り、第７項を第６項とし、

第８項から第１２項までを１項ずつ繰り上げる。 

 第９条中「日当又は」を削る。 

 第１６条を次のように改める。 

第１６条 削除 

 第２０条中「日当定額及び同表の宿泊料定額の、」を「宿泊料定額及び」に改め

る。 

 第２１条第１項第１号及び第３号並びに同条第２項中「日当、」を削る。 

 第２２条第１項中「第６条第１２項」を「第６条第１１項」に改める。 

 第２３条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

 (２) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、職員が旅行命令権

者の承認を受けて自家用自動車等を運転して旅行した場合は、第１５条第１項

の規定による車賃 

 別表第１を次ように改める。 

別表第１（第１７条、第１８条関係） 

宿泊料及び食事料 

 

 区分 宿泊料１夜につき 食事料１夜につき  

 東京以外 １１，８００円
２，２００円

東京 １３，１００円
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の淡路市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後

に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例に

よる。 

 （淡路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

３ 淡路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１

７年淡路市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「、日当」を削る。 

 （淡路市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正） 

４ 淡路市証人等の実費弁償に関する条例（平成１７年淡路市条例第４５号）の一

部を次のように改正する。 

  第３条中「（日当を除く。）」を削る。 

 （淡路市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

５ 淡路市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（平成１７年淡

路市条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項中「、日当」を削る。 

  別表第２日当（１日につき）の欄を削る。 



   淡路市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

現        行 改   正   案 
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 （旅費の種類） 

第６条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、

車賃、日当、宿泊料、食事料、移転料、着後

手当及び扶養親族移転料とする。 

２～５ （略） 

６ 日当は、旅行中の日数に応じ１日当たりの

定額により支給する。 

７ （略） 

８ （略） 

９ （略） 

１０ （略） 

１１ （略） 

１２ （略） 

 

第９条 １日の旅行において、日当又は宿泊料

（扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相

当する部分を含む。以下この条において同

じ。）について定額を異にする理由が生じた場

合には、額の多い方の定額による日当又は宿

泊料を支給する。 

 

 （日当） 

第１６条 日当の額は、別表第１の定額による。 

２ 前項の規定にかかわらず、島内の旅行につ

いては、日当を支給しない。 

 

 （着後手当） 

第２０条 着後手当の額は、別表第１の日当定

額及び同表の宿泊料定額の、別表第２の路程

の区分に応じ、当該各号に掲げる分に相当す

る額による。 

 （扶養親族移転料） 

第２１条 扶養親族移転料の額は、赴任の際扶

養親族をその住所又は居所から在勤地まで随

 

 （旅費の種類） 

第６条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、

車賃、宿泊料、食事料、移転料、着後手当及

び扶養親族移転料とする。 

２～５ （略） 

 

 

６ （略） 

７ （略） 

８ （略） 

９ （略） 

１０ （略） 

１１ （略） 

 

第９条 １日の旅行において、宿泊料（扶養親

族移転料のうち、これらの旅費に相当する部

分を含む。以下この条において同じ。）につい

て定額を異にする理由が生じた場合には、額

の多い方の定額による宿泊料を支給する。 

 

 

  

第１６条 削除 

 

 

 

 （着後手当） 

第２０条 着後手当の額は、別表第１の宿泊料

定額及び別表第２の路程の区分に応じ、当該

各号に掲げる分に相当する額による。 

 

 （扶養親族移転料） 

第２１条 扶養親族移転料の額は、赴任の際扶

養親族をその住所又は居所から在勤地まで随
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伴する場合には、赴任を命じられた日におけ

る扶養親族１人ごとに、その移転の際におけ

る年齢に従い、次に掲げる額の合計額による。 

 (１) １２歳以上の者については、その移転

の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航

空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、

食事料及び着後手当の３分の２に相当する

額 

 (２) （略） 

 (３) ６歳未満の者については、その移転の

際における職員相当の日当、宿泊料、食事

料及び着後手当の定額の３分の１に相当す

る額。ただし、６歳未満の者を３人以上随

伴するときは、２人を超える者ごとに、そ

の移転の際における職員相当の鉄道賃及び

船賃の２分の１に相当する金額を加算す

る。 

 (４) （略） 

２ 前項第１号から第３号までの規定により日

当、宿泊料、食事料及び着後手当の額を計算

する場合において、これらの額に円位未満の

端数を生じたときは、これらを切り捨てるも

のとする。 

３ （略） 

 （日額旅費） 

第２２条 第６条第１２項の規定により日額旅

費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち、

当該旅行の性質上日額旅費を支給することを

適当と認めて市長が指定するものとする。 

 (１)・(２) （略） 

２ （略） 

 （在勤地内旅行の旅費） 

第２３条 市内における旅行については、次の

各号に掲げる場合において、当該各号に掲げ

る旅費を支給する。 

伴する場合には、赴任を命じられた日におけ

る扶養親族１人ごとに、その移転の際におけ

る年齢に従い、次に掲げる額の合計額による。 

 (１) １２歳以上の者については、その移転

の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航

空賃及び車賃の全額並びに宿泊料、食事料

及び着後手当の３分の２に相当する額 

 

 (２) （略） 

 (３) ６歳未満の者については、その移転の

際における職員相当の宿泊料、食事料及び

着後手当の定額の３分の１に相当する額。

ただし、６歳未満の者を３人以上随伴する

ときは、２人を超える者ごとに、その移転

の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の

２分の１に相当する金額を加算する。 

 

 (４) （略）  

２ 前項第１号から第３号までの規定により宿

泊料、食事料及び着後手当の額を計算する場

合において、これらの額に円位未満の端数を

生じたときは、これらを切り捨てるものとす

る。 

３ （略） 

 （日額旅費） 

第２２条 第６条第１１項の規定により日額旅

費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち、

当該旅行の性質上日額旅費を支給することを

適当と認めて市長が指定するものとする。 

 (１)・(２) （略） 

２ （略） 

 （在勤地内旅行の旅費） 

第２３条 市内における旅行については、次の

各号に掲げる場合において、当該各号に掲げ

る旅費を支給する。 
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 (１) 交通機関を利用する必要のある場合

は、その実費 

  

 

 

 

 

 (２) 公務上の必要又は天災その他やむを得

ない事情により宿泊する場合には、別表第

１に定める額の範囲内の実費額 

 

別表第１（第１６条－第１８条関係） 

日当、宿泊料及び食事料 

 

 
区分 

日当１日に

つき 

宿泊料１夜

につき 

食事料１夜

につき 

 

 東京以

外 1,250円 
11,800円

2,200円 

東京 13,100円
 

 (１) 交通機関を利用する必要のある場合

は、その実費 

 (２) 公務上の必要又は天災その他やむを得

ない事情により、職員が旅行命令権者の承

認を受けて自家用自動車等を運転して旅行

した場合は、第１５条第１項の規定による

車賃 

 (３) 公務上の必要又は天災その他やむを得

ない事情により宿泊する場合には、別表第

１に定める額の範囲内の実費額 

 

別表第１（第１７条、第１８条関係） 

宿泊料及び食事料 

 

 
区分  

宿泊料１夜

につき 

食事料１夜

につき 

 

 東京以

外 
 11,800円

2,200円

東京  13,100円
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 （費用弁償） 

第５条 特別職の職員が公務のため旅行したと

きは、その旅行について費用弁償として、旅

費を支給する。 

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車

賃、日当及び食事料とし、その額は、淡路市

職員等の旅費に関する条例（平成１７年淡路

市条例第５２号。以下「旅費条例」という。）

に規定する額とする。 

３ 前項の旅費の支給については、この条例に

定めるもののほか、旅費条例の支給の例によ

る。 

 

 

 （費用弁償） 

第５条 特別職の職員が公務のため旅行したと

きは、その旅行について費用弁償として、旅

費を支給する。 

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車

賃及び食事料とし、その額は、淡路市職員等

の旅費に関する条例（平成１７年淡路市条例

第５２号。以下「旅費条例」という。）に規定

する額とする。 

３ 前項の旅費の支給については、この条例に

定めるもののほか、旅費条例の支給の例によ

る。 
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 （実費弁償の額） 

第３条 証人等が出頭し、参加し、又は出席し

た場合は、１回につき、１，０００円を支給

する。この場合において、淡路市職員等の旅

費に関する条例（平成１７年淡路市条例第５

２号）に規定する額（日当を除く。）を加算す

る。 

 

 

 （実費弁償の額） 

第３条 証人等が出頭し、参加し、又は出席し

た場合は、１回につき、１，０００円を支給

する。この場合において、淡路市職員等の旅

費に関する条例（平成１７年淡路市条例第５

２号）に規定する額を加算する。 
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 （旅費） 

第６条 特別職の職員が公務のため旅行すると

きは、旅費を支給する。 

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車

賃、日当、宿泊料及び食事料とし、その額は、

別表第２のとおりとする。 

 

別表第２（第６条関係） 

  

 

鉄道

賃 

船

賃 

航空

賃 
車賃 

日当

（１日

につ

き） 

宿泊料

（１夜

につ

き） 

食事料 

 

 

実費 
実

費 
実費 

一般職

の職員

の例に

よる。 

一般職

の職員

の例に

よる。 

一般職

の職員

の例に

よる。 

一般職

の職員

の例に

よる。 

 

 

 

 

 （旅費） 

第６条 特別職の職員が公務のため旅行すると

きは、旅費を支給する。 

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車

賃、宿泊料及び食事料とし、その額は、別表

第２のとおりとする。 

 

別表第２（第６条関係） 

  

 
鉄道

賃 

船

賃 

航空

賃 
車賃    

宿泊料

（１夜

につき）

食事料 

 

 

実費 
実

費 
実費 

一般職

の職員

の例に

よる。 

   

一般職

の職員

の例に

よる。 

一般職

の職員

の例に

よる。 
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議案第９号 

 

   淡路市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例制定    

   の件 

 

 淡路市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

 

  平成３０年３月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

淡路市条例第 号 

 

   淡路市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例    

 

 淡路市職員の自己啓発等休業に関する条例（平成１９年淡路市条例第４１号）の

一部を次のように改正する。 

 第４条第２号中「第１０４条第４項第２号」を「第１０４条第７項第２号」に改

める。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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（大学等教育施設） 

第４条 法第２６条の５第１項の条例で定める

教育施設は、次に掲げる教育施設とする。 

(１) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

第８３条に規定する大学（当該大学に置か

れる同法第９１条に規定する専攻科及び同

法第９７条に規定する大学院を含む。） 

(２) 学校教育法第１条に規定する学校以外

の教育施設で学校教育に類する教育を行う

もののうち、当該教育を行うにつき他の法

律に特別の規定があるものであって同法第

１０４条第４項第２号の規定により大学又

は大学院に相当する教育を行うと認められ

る課程を置く教育施設（自己啓発等休業を

しようとする職員が当該課程を履修する場

合に限る。） 

(３) 前２号に相当する外国の大学（これに

準ずる教育施設を含む。） 

(４) 学校教育法第１０８条に規定する短期

大学 

(５) 学校教育法第１２４条に規定する専修

学校 

 

 

（大学等教育施設） 

第４条 法第２６条の５第１項の条例で定める

教育施設は、次に掲げる教育施設とする。 

(１) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

第８３条に規定する大学（当該大学に置か

れる同法第９１条に規定する専攻科及び同

法第９７条に規定する大学院を含む。） 

(２) 学校教育法第１条に規定する学校以外

の教育施設で学校教育に類する教育を行う

もののうち、当該教育を行うにつき他の法

律に特別の規定があるものであって同法第

１０４条第７項第２号の規定により大学又

は大学院に相当する教育を行うと認められ

る課程を置く教育施設（自己啓発等休業を

しようとする職員が当該課程を履修する場

合に限る。） 

(３) 前２号に相当する外国の大学（これに

準ずる教育施設を含む。） 

(４) 学校教育法第１０８条に規定する短期

大学 

(５) 学校教育法第１２４条に規定する専修

学校 

 

 


