
１ 条例制定  ５件 

 

 (１) 新規条例  ２件 
 
議案等番号 件           名 頁 

議案第３５号 淡路市香りの公園の設置及び管理に関する条例制定の件 
 １ 

議案第３６号 淡路市佐野運動公園第１野球場夜間照明設備の設置及び管理に関

する条例制定の件  ５ 

 

 (２) 改正条例  ３件 
 
議案等番号 件           名 頁 

議案第３７号 淡路市福祉医療費の助成に関する条例（平成１７年淡路市条例

第１０６号）の一部を改正する条例制定の件 
１０ 

議案第３８号 淡路市地域包括支援センターの職員等の基準に関する条例（平

成２７年淡路市条例第５号）の一部を改正する条例制定の件 
１２ 

議案第３９号 
淡路市営土地改良事業分担金徴収条例（平成１７年淡路市条例

第１８３号）及び淡路市県営土地改良事業分担金徴収条例（平

成２１年淡路市条例第９号）の一部を改正する条例制定の件 

１４ 
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議案第３５号 

 

   淡路市香りの公園の設置及び管理に関する条例制定の件 

 

 淡路市香りの公園の設置及び管理に関する条例を次のように定める。 

 

  平成２９年９月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市香りの公園の設置及び管理に関する条例 

 

（設置） 

第１条 四季折々の草花と木の香りに親しむことができる憩いの広場を市民に提

供し、交流やレクリエーション活動を通じて心身の健康の増進を図るため、淡路

市香りの公園（以下「公園」という。）を設置する。 

（位置) 

第２条 公園の位置は、淡路市多賀５３０番地１とする。 

（業務） 

第３条 市長は、第１条の目的を達成するため、公園において次に掲げる業務を行

う。 

(１) 市民と観光客等の憩いの場、交流の場として、施設を提供すること。 

(２) 草花及び木の香りに係る知識の普及に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な業務 

（行為の制限） 

第４条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けな

ければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。 

(１) 行商、募金、イベントその他これらに類する行為をすること。 

(２) 業として写真、動画、映画又はテレビジョンを撮影すること。 

(３) 興行を行うこと。 

(４) 集会その他これに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用

すること。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所

その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 
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３ 市長は、前項の申請に係る行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合

に限り、第１項の許可を与えることができる。 

４ 市長は、第１項の許可をする場合において、公園の管理上必要な範囲内で条件

を付することができる。 

（許可の取消し等） 

第５条 市長は、前条第１項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、許可に係る利用を停止し、又は許可の全部若しくは一部を取り消

すことができる。 

(１) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(２) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。 

(３) 公園の管理上必要な職員の指示に従わないとき。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、公園の管理上特に必要があると認めるとき。 

（行為の禁止） 

第６条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 公園の施設を損傷し、又は汚損すること。 

(２) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。 

(３) 土地の形質を変更すること。 

(４) たき火その他危険な行為をすること。 

(５) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。 

(６) 風紀を乱し、その他公園を利用する者に著しく迷惑をかけること。 

(７) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。 

(８) ごみその他の汚物を捨てること。 

 (９) 前各号に定めるもののほか、公園の利用を妨げる行為をすること。 

（利用の禁止又は制限） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、区域を定めて、

公園の利用を禁止し、又は制限することができる。 

(１) 公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められるとき。 

(２) 公園に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。 

 （原状回復の義務等） 

第８条 第４条第１項の許可を受けた者は、行為の期間が終了したとき、又は許可

の取消しがあったときは、速やかに公園を原状に回復しなければならない。 

２ 第４条第１項の許可を受けた者が、前項の義務を履行しないときは、市長にお

いて原状に回復し、これに要した費用は、当該許可を受けた者の負担とする。 

３ 利用者がその責めに帰すべき理由により、公園の施設又は植物を損傷し、又は

滅失した場合は、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければ

ならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 



- 3 - 

 

 （使用料） 

第９条 第４条第１項の許可を受けて公園を利用する者は、別表に定める使用料を

納めなければならない。 

 （使用料の減免） 

第１０条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、使用料を減額

し、又は免除することができる。 

 （使用料の不還付） 

第１１条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が許可を受けた者の責

めに帰することができない理由により公園を利用することができないと認める

ときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（指定管理者による管理） 

第１２条 公園の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第３項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）にこれを行わせることができる。 

２ 指定管理者は、第１条に定める設置の目的を達成するため、公園の善良かつ効

果的な管理を行い、公園利用者の期待に応えなければならない。 

３ 第１項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第３条及び第

７条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。 

（指定管理者の業務） 

第１３条 指定管理者は、第３条に定める業務のほか、次に掲げる業務を行うもの

とする。 

(１) 公園の維持管理に関する業務 

(２) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務 

（委任） 

第１４条 この条例に定めるもののほか、公園の管理に関して必要な事項は、規則

で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、淡路市公園条例（平成１９年淡路市条例第

１８号）の規定により淡路市香りの公園についてなされた処分、手続その他の行

為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 
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別表（第９条関係） 

 

区分 使用料 

行商、募金、イベントその他これ

らに類する行為に利用する場合 

利用面積１平方メートルにつき

１日 

４６円

業として写真、動画、映画又はテ

レビジョンの撮影に利用する場合 

利用面積１平方メートルにつき

１日 

４６円

興行に利用する場合 利用面積１平方メートルにつき

１日 

８０円

集会その他これに類する催しに利

用する場合 

利用面積１平方メートルにつき

１日 

１５円

備考 使用料の算定の基礎となる数値が、この表に掲げる単位に満たないと

き、又はこの表に掲げる単位に満たない端数があるときは、これを当該

単位とする。 
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議案第３６号 

 

淡路市佐野運動公園第１野球場夜間照明設備の設置及び管理に関す

る条例制定の件 

 

淡路市佐野運動公園第１野球場夜間照明設備の設置及び管理に関する条例を次

のように定める。 

 

  平成２９年９月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

淡路市条例第  号 

    

淡路市佐野運動公園第１野球場夜間照明設備の設置及び管理に関す

る条例 

 

 （設置） 

第１条 市民のスポーツの普及及び健康の増進を図るため、兵庫県立淡路佐野運動

公園内に淡路市佐野運動公園第１野球場夜間照明設備（以下「照明設備」という。）

を設置する。 

 （位置） 

第２条 照明設備の位置は、淡路市佐野新島９番地６とする。 

 （管理） 

第３条 照明設備は、淡路市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が管理す

る。 

 （職員） 

第４条 照明設備に必要な職員を置くことができる。 

 （利用時間） 

第５条 照明設備の利用時間は、日没から午後９時までとする。 

２ 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の

利用時間を変更することができる。 

 （休業日） 

第６条 照明設備の休業日は、次に掲げる日とする。 

 (１) 火曜日 

 (２) １２月２９日から翌年の１月３日までの日 
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２ 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の休業日以外の日において臨

時に休業し、又は休業日において臨時に開業することができる。 

 （利用の許可） 

第７条 照明設備を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければなら

ない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 教育委員会は、前項の許可をする場合において、照明設備の管理上必要な条件

を付することができる。 

 （利用の制限） 

第８条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許

可をしないことができる。 

 (１) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。 

 (２) 照明設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、照明設備の管理上支障があるとき、又は教育

委員会が適当でないと認めるとき。 

 （許可の取消し等） 

第９条 教育委員会は、第７条第１項の規定により利用の許可を受けた者（以下「利

用者」という。）が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、

又は当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止することができる。 

 (１) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

 (２) 偽りその他不正の手段により第７条第１項の利用の許可を受けたとき。 

 (３) 照明設備を損傷し、又はそのおそれがあるとき。 

 (４) 照明設備の管理上必要な職員の指示に従わないとき。 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、照明設備の管理上必要があると認めるとき。 

 （使用料） 

第１０条 利用者は、別表に定める額（消費税相当分を含む。）を使用料として前

納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合又は教育委

員会が特別の理由があると認めた場合は、後納させることができる。 

 （使用料の減免） 

第１１条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又

は免除することができる。 

 （使用料の不還付） 

第１２条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、特別の理由

があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 （原状回復の義務等） 
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第１３条 利用者は、照明設備の利用が終わったときは、速やかに当該設備を原状

に回復しなければならない。第９条の規定により利用の停止又は許可の取消しの

処分を受けたときも、同様とする。 

２ 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、

これに要した費用は、利用者の負担とする。 

 （損害賠償の義務） 

第１４条 利用者が故意又は過失により照明設備を損傷し、又は滅失したときは、

利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が

特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

 （指定管理者による管理） 

第１５条 照明設備の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条

の２第３項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの

（以下「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

２ 前項の規定により照明設備の管理を指定管理者に行わせる場合は、第５条第１

項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委

員会の承認を得て、同項に規定する利用時間を変更することができる。 

３ 第１項の規定により照明設備の管理を指定管理者に行わせる場合は、第６条第

１項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、教育

委員会の承認を得て、同項に規定する休業日を変更し、又は臨時に休業日を定め

ることができる。 

４ 第１項の規定により照明設備の管理を指定管理者に行わせる場合は、第７条か

ら第９条までの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替える

ものとする。 

５ 第１項の規定により照明設備の管理を指定管理者に行わせる場合において、当

該指定管理者が照明設備の管理を行うこととされた期間前にされた第７条第１

項（前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定による許可の

申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。 

６ 第１項の規定により照明設備の管理を指定管理者に行わせる場合において、当

該指定管理者が照明設備の管理を行うこととされた期間前に第７条第１項（第４

項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定による許可を受けて

いる者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。 

 （指定管理者の業務） 

第１６条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 (１) 照明設備の利用の許可に関する業務 

 (２) 照明設備の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）に関する業務 

 (３) 照明設備の維持管理に関する業務 
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 (４) 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務 

 （利用料金） 

第１７条 第１０条の規定にかかわらず、第１５条第１項の規定により、照明設備

の管理を指定管理者に行わせる場合には、利用者は、当該指定管理者に利用料金

を納めなければならない。 

２ 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認

を得て定める額とする。利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。 

３ 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は

免除することができる。 

４ 指定管理者は、利用者の責めに帰することができない理由により、利用の取消

し、中止又は変更となったときは、利用料金の全部又は一部を還付することがで

きる。 

 （委任） 

第１８条 この条例に定めるもののほか、照明設備の管理に関して必要な事項は、

教育委員会が規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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別表（第１０条及び第１７条関係） 

 

利用区分 単位 照度区分 使用料 

興行のために

利用する場合 

野球に利用

する場合 １時間につき 

全点灯 １５，０００円 

２／３点灯 １０，５００円 

１／３点灯 ６，０００円 

野球以外に

利用する場

合 

１時間につき 

全点灯 ２５，０００円 

２／３点灯 １７，５００円 

１／３点灯 １０，０００円 

興行のため以外に利用する

場合 
１時間につき 

全点灯 ５，０００円 

２／３点灯 ３，５００円 

１／３点灯 ２，０００円 

 備考 

  １ 準備及び原状回復のための時間は、使用料計算の時間に含まれるものとす

る。 

  ２ 使用料の算定の基礎となる利用の時間が、この表に掲げる時間に満たない

とき、又はこの表に掲げる時間に満たない端数があるときは、これを当該時

間とする。 

  ３ 市内にある学校等（保育所（園）、認定こども園又は学校教育法（昭和２

２年法律第２６号）第１条に規定する学校（大学を除く。）をいう。以下同

じ。）が行事若しくはクラブ活動に利用する場合又は学校等に通所（園）若

しくは通学する園児、児童若しくは生徒であって市内に住所を有する者若し

くは身体障害者等（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又

は戦傷病者手帳のいずれかを有している者をいう。）が半数以上を占める利

用の場合の照明設備の使用料は、この表の規定にかかわらず、次表に掲げる

使用料とする。 

単位 照度区分 使用料 

１時間につき 

全点灯 ４，０００円 

２／３点灯 ２，５００円 

１／３点灯 １，５００円 
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議案第３７号 

 

   淡路市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 淡路市福祉医療費の助成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２９年９月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

淡路市条例第  号 

 

淡路市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

 淡路市福祉医療費の助成に関する条例（平成１７年淡路市条例第１０６号）の一

部を次のように改正する。 

 第４条第２号中「及び同法附則第５条の４第６項並びに同法附則第５条の４の２

第６項」を「、同法附則第５条の４第６項、同法附則第５条の４の２第６項及び同

法附則第７条の２第４項」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の淡路市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この

条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に

係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

 



淡路市福祉医療費の助成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 
 

- 11 - 
 

 

（所得による支給制限） 

第４条 前条の規定にかかわらず、市長は、支

給区分に応じて定める次の所得状況に該当

する場合には、福祉医療費を支給しないもの

とする。ただし、特別の理由があると認めら

れるときは、支給の対象とすることができ

る。 

(１) (略) 

(２) 重度障害者については、重度障害者及

びその配偶者（婚姻の届出をしていない

が、事実上婚姻と同様の事情にある者を含

む。）並びに重度障害者の民法（明治２９

年法律第８９号）第８７７条第１項に定め

る扶養義務者（以下「扶養義務者」という。）

でその重度障害者の生計を維持する者に

ついて医療保険各法の給付が行われた月

の属する年度分の地方税法の規定による

市町村民税の同法第２９２条第１項第２

号に掲げる所得割の額（同法第３１４条の

７及び同法附則第５条の４第６項並びに

同法附則第５条の４の２第６項の規定に

よる控除をされるべき金額があるときは、

当該金額を加算した額。以下同じ。）の合

計額が２３万５，０００円以上であると

き。 

(３)・(４) (略) 

 

 

（所得による支給制限） 

第４条 前条の規定にかかわらず、市長は、支

給区分に応じて定める次の所得状況に該当

する場合には、福祉医療費を支給しないもの

とする。ただし、特別の理由があると認めら

れるときは、支給の対象とすることができ

る。 

(１) (略) 

(２) 重度障害者については、重度障害者及

びその配偶者（婚姻の届出をしていない

が、事実上婚姻と同様の事情にある者を含

む。）並びに重度障害者の民法（明治２９

年法律第８９号）第８７７条第１項に定め

る扶養義務者（以下「扶養義務者」という。）

でその重度障害者の生計を維持する者に

ついて医療保険各法の給付が行われた月

の属する年度分の地方税法の規定による

市町村民税の同法第２９２条第１項第２

号に掲げる所得割の額（同法第３１４条の

７、同法附則第５条の４第６項、同法附則

第５条の４の２第６項及び同法附則第７

条の２第４項の規定による控除をされる

べき金額があるときは、当該金額を加算し

た額。以下同じ。）の合計額が２３万５，

０００円以上であるとき。 

(３)・(４) (略) 
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議案第３８号 

 

   淡路市地域包括支援センターの職員等の基準に関する条例の一部を

改正する条例の制定の件 

 

 淡路市地域包括支援センターの職員等の基準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２９年９月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市地域包括支援センターの職員等の基準に関する条例の一部を

改正する条例 

 

 淡路市地域包括支援センターの職員等の基準に関する条例（平成２７年淡路市条

例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項第３号中「第１４０条の６８第１項」を「第１４０条の６６第１

号イ(３)」に改め、「研修を修了した者」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の淡路市地域包括支援センターの職員等の基準に関す

る条例第４条第１項第３号に規定する主任介護支援専門員は、介護保険法施行規

則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第４８号。以下「平成２９年

改正省令」という。）附則第２条第１項及び第２項の規定により介護保険法施行

規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６第１号イ（３）に規定す

る主任介護支援専門員に該当することとなる者並びに平成２９年改正省令附則

第２条第４項の規定によりなお従前の例によることとされる平成２９年改正省

令による改正前の介護保険法施行規則第１４０条の６６第１号イ（３）（平成２

９年改正省令附則第３条の規定による改正前の介護保険法施行規則の一部を改

正する省令（平成２７年厚生労働省令第１９号）附則第３条の規定により読み替

えて適用される場合を含む。）に規定する主任介護支援専門員を含む。 



淡路市地域包括支援センターの職員等の基準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 
 

- 13 - 
 

 

（職員の基準及び当該職員の員数） 

第４条 一の地域包括支援センターが担当す

る区域における第１号被保険者の数がおお

むね３，０００人以上６，０００人未満ご

とに置くべき専らその職務に従事する常勤

の職員及びその員数は、原則として次の各

号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号の

定めるところによる。 

(１)・(２) (略) 

(３) 主任介護支援専門員（介護保険法施

行規則（平成１１年厚生省令第３６号。

以下「省令」という。）第１４０条の６

８第１項に規定する主任介護支援専門員

研修を修了した者をいう。）その他これ

に準ずる者 １人 

２ (略) 

 

 

（職員の基準及び当該職員の員数） 

第４条 一の地域包括支援センターが担当す

る区域における第１号被保険者の数がおお

むね３，０００人以上６，０００人未満ご

とに置くべき専らその職務に従事する常勤

の職員及びその員数は、原則として次の各

号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号の

定めるところによる。 

(１)・(２) (略) 

(３) 主任介護支援専門員（介護保険法施

行規則（平成１１年厚生省令第３６号。

以下「省令」という。）第１４０条の６

６第１号イ(３)に規定する主任介護支援

専門員をいう。）その他これに準ずる者

 １人 

２ (略) 
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議案第３９号 

 

   淡路市営土地改良事業分担金徴収条例及び淡路市県営土地改良事業分    

担金徴収条例の一部を改正する条例制定の件 

 

 淡路市営土地改良事業分担金徴収条例及び淡路市県営土地改良事業分担金徴収条

例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  平成２９年９月１日提出 

淡路市長 門  康 彦  

 

淡路市条例第  号 

 

   淡路市営土地改良事業分担金徴収条例及び淡路市県営土地改良事業分    

担金徴収条例の一部を改正する条例 

 

 （淡路市営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正） 

第１条 淡路市営土地改良事業分担金徴収条例（平成１７年淡路市条例第１８３号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条第３項中「第１１３条の２第２項」を「第１１３条の３第３項」に改め

る。 

  第４条中「第８８条」を「第８７条の４第１項、第２項及び第４項、第８７条

の５並びに第８８条第１９項及び第２０項」に改める。 

 

 （淡路市県営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正） 

第２条 淡路市県営土地改良事業分担金徴収条例（平成２１年淡路市条例第９号）

の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「第１１３条の２第３項」を「第１１３条の３第３項」に改め

る。 

 

   附 則 

 この条例は、土地改良法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第３９号）附

則第１条本文に規定する施行の日から施行する。 



   淡路市営土地改良事業分担金徴収条例及び淡路市県営土地改良事業分担金徴収条    

例の一部を改正する条例新旧対照表 

   第１条による改正（淡路市営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正） 

 

現        行 改   正   案 
 

- 15 - 

 

 

（賦課の基準等の決定） 

第２条 前条の規定により徴収する各年度の賦

課金の額（第３項に規定するものを除く。）は、

その年度における当該事業の施行に要する経

費のうち、国又は県から受ける補助金の額を

除いたものを超えない範囲内において市長が

定める。 

２ 前項の賦課の基準は、当該事業の施行に係

る地域内にある土地の利益を勘案して受益地

積割とし、その徴収は一時払いの方法による

ものとする。 

３ 事業の施行に係る地域内の農地が、法第１

１３条の２第２項の規定に基づく当該事業の

工事の完了の公告の日（その公告において工

事完了の日が示されたときは、その示された

日）の属する年度の翌年度（その年度の到来

する以前に知事が指定する場合にあっては、

当該指定する年度）から起算して８年を経過

しない間に農地以外に転用される場合（当該

転用に係る農地の面積が知事の指定する面積

を超えない場合又は知事が補助金の返還を要

しないものとして承認した場合を除く。）にお

いて、当該転用に係る農地（以下「転用農地」

という。）につき法第３条に規定する資格を有

する者から徴収する賦課金の額は、県から交

付を受けた国及び県補助金の額に相当するも

のを第１項に規定する賦課金の算定方式によ

り当該転用農地に割り振って得られる額（当

該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に

活用することにより生じる収入がある場合に

は、当該収入のうち当該転用農地に係るもの

を差し引いた額）とする。 

 

 

 （賦課の基準等の決定） 

第２条 前条の規定により徴収する各年度の賦

課金の額（第３項に規定するものを除く。）は、

その年度における当該事業の施行に要する経

費のうち、国又は県から受ける補助金の額を

除いたものを超えない範囲内において市長が

定める。 

２ 前項の賦課の基準は、当該事業の施行に係

る地域内にある土地の利益を勘案して受益地

積割とし、その徴収は一時払いの方法による

ものとする。 

３ 事業の施行に係る地域内の農地が、法第１

１３条の３第３項の規定に基づく当該事業の

工事の完了の公告の日（その公告において工

事完了の日が示されたときは、その示された

日）の属する年度の翌年度（その年度の到来

する以前に知事が指定する場合にあっては、

当該指定する年度）から起算して８年を経過

しない間に農地以外に転用される場合（当該

転用に係る農地の面積が知事の指定する面積

を超えない場合又は知事が補助金の返還を要

しないものとして承認した場合を除く。）にお

いて、当該転用に係る農地（以下「転用農地」

という。）につき法第３条に規定する資格を有

する者から徴収する賦課金の額は、県から交

付を受けた国及び県補助金の額に相当するも

のを第１項に規定する賦課金の算定方式によ

り当該転用農地に割り振って得られる額（当

該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に

活用することにより生じる収入がある場合に

は、当該収入のうち当該転用農地に係るもの

を差し引いた額）とする。 

 



   淡路市営土地改良事業分担金徴収条例及び淡路市県営土地改良事業分担金徴収条    

例の一部を改正する条例新旧対照表 

   第１条による改正（淡路市営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正） 

 

現        行 改   正   案 
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（急施の場合の特例） 

第４条 法第９６条の４第１項において準用す

る法第８８条の規定による応急工事計画に基

づく事業に要する経費の賦課徴収について

は、あらかじめその徴収を受けるべき者の３

分の２以上の同意を得なければならない。 

（急施の場合の特例） 

第４条 法第９６条の４第１項において準用す

る法第８７条の４第１項、第２項及び第４項、

第８７条の５並びに第８８条第１９項及び第

２０項の規定による応急工事計画に基づく事

業に要する経費の賦課徴収については、あら

かじめその徴収を受けるべき者の３分の２以

上の同意を得なければならない。 

 

 

 

 

 



   淡路市営土地改良事業分担金徴収条例及び淡路市県営土地改良事業分担金徴収条    

例の一部を改正する条例新旧対照表 

   第２条による改正（淡路市県営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正） 

 

現        行 改   正   案 
 

- 17 - 

 

 

 （特別徴収金） 

第４条 市長は、県営土地改良事業の施行に係

る地域内の農地が、法第１１３条の２第３項

の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告

の日（その公告において工事完了の日が示さ

れたときは、その示された日）の属する年度

の翌年度（その年度の到来する以前に知事が

指定する場合にあっては、当該指定する年度）

から起算して８年を経過しない間に農地以外

に転用される場合（当該転用に係る農地の面

積が知事の指定する面積を超えない場合又は

知事が補助金の返還を要しないものとして承

認した場合を除く。）において、当該転用に係

る農地（以下「転用農地」という。）につき、

その受益者から特別徴収金を徴収する。 

２ 特別徴収金の額は、県が国から交付を受け

た補助金の額に相当するものを第３条に規定

する分担金の算定方式により当該転用農地に

割り振って得られる額（当該転用に伴い遊休

化する施設を目的外用途に活用することによ

り生じる収入がある場合には、当該収入のう

ち当該転用農地に係るものを差し引いた額）

とする。 

 

 （特別徴収金） 

第４条 市長は、県営土地改良事業の施行に係

る地域内の農地が、法第１１３条の３第３項

の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告

の日（その公告において工事完了の日が示さ

れたときは、その示された日）の属する年度

の翌年度（その年度の到来する以前に知事が

指定する場合にあっては、当該指定する年度）

から起算して８年を経過しない間に農地以外

に転用される場合（当該転用に係る農地の面

積が知事の指定する面積を超えない場合又は

知事が補助金の返還を要しないものとして承

認した場合を除く。）において、当該転用に係

る農地（以下「転用農地」という。）につき、

その受益者から特別徴収金を徴収する。 

２ 特別徴収金の額は、県が国から交付を受け

た補助金の額に相当するものを第３条に規定

する分担金の算定方式により当該転用農地に

割り振って得られる額（当該転用に伴い遊休

化する施設を目的外用途に活用することによ

り生じる収入がある場合には、当該収入のう

ち当該転用農地に係るものを差し引いた額）

とする。 

 


