議案第６１号
淡路市岩屋ポートターミナルの設置及び管理に関する条例制定の件
淡路市岩屋ポートターミナルの設置及び管理に関する条例を次のように定める。
令和３年１１月２９日提出
淡路市長
淡路市条例第

門

康

彦

号

淡路市岩屋ポートターミナルの設置及び管理に関する条例
（設置）
第１条

淡路島の玄関口としての機能の充実、日常生活における移動手段の確保及

び観光交流人口の増加を図り、もって利用者の利便性の向上と地域間交流の高揚
に寄与することを目的として、淡路市岩屋ポートターミナル（以下「ポートター
ミナル」という。）を設置する。
（位置）
第２条

ポートターミナルの位置は、淡路市岩屋９２５番地内とする。

（施設）
第３条

ポートターミナルには、次に掲げる施設を設置する。

(１)

利便施設

(２)

乗船施設

（利用時間）
第４条

ポートターミナルの利用時間は、ポートターミナルの施設を利用する公共

交通機関が、関係官庁から認可を得た運航時間又は運行時間の範囲内とする。
２

前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、同項に規定す
る利用時間を変更し、又は臨時に供用を休止することができる。
（利用の許可）

第５条

市長は、第１条の目的を達成するため、ポートターミナルの施設を専用利

用しようとする者に対し、ポートターミナルの施設の一部について利用を許可す
ることができる。
２

市長は、前項の許可をする場合において、ポートターミナルの施設の管理上必
要な条件を付することができる。

３

市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第１項の許可をしな
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いものとする。
(１)

公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(２)

ポートターミナルの施設又は設備を損傷し、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、ポートターミナルの管理上支障があるとき。

（利用許可の取消し）
第６条

市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第１項の許

可の全部又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)

偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(３)

前２号に掲げるもののほか、ポートターミナルの管理上支障があるとき。

（使用料）
第７条

第５条第１項の許可を受けた者（以下「専用利用者」という。）は、別表に

定める使用料を納付しなければならない。
（使用料の減免）
第８条

市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は

免除することができる。
（使用料の不還付）
第９条

既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が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。
（原状回復義務）
第１０条

専用利用者及びポートターミナルの利用者は、その責めに帰すべき理由

により、ポートターミナルの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これ
を原状に回復し、又はこれに要する費用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。
２

前項の規定は、第５条第１項の許可の期間が終了し、又は第６条の規定により
当該許可が取り消され、専用利用者が当該許可に係るポートターミナルの施設を
市に明け渡す場合に準用する。
（指定管理者による管理）

第１１条

ポートターミナルの施設の管理は、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。）に行わせることができる。
２

前項の規定によりポートターミナルの施設の管理を指定管理者に行わせる場

合は、第４条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、市長の承認を得て、利用時間を変更し、又は臨時に供用を休止することがで
きる。
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３

第１項の規定によりポートターミナルの施設の管理を指定管理者に行わせる

場合は、第５条及び第６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。
４

第１項の規定によりポートターミナルの施設の管理を指定管理者に行わせる

場合において、当該指定管理者がポートターミナルの施設の管理を行うこととさ
れた期間前にされた第５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。
５

第１項の規定によりポートターミナルの施設の管理を指定管理者に行わせる

場合において、当該指定管理者がポートターミナルの施設の管理を行うこととさ
れた期間前に第５条第１項（第３項の規定により読み替えて適用される場合を含
む。）の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１２条

指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(１)

ポートターミナルの施設の利用の許可に関する業務

(２)

ポートターミナルの施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）に

関する業務
(３)

ポートターミナルの施設の維持管理に関する業務

(４)

前３号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

（利用料金）
第１３条

第１１条第１項の規定によりポートターミナルの施設の管理を指定管

理者に行わせる場合は、第７条の規定にかかわらず、専用利用者は、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、専用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１４条
附

この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
則

（施行期日）
１

この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、附則第３項及び第４項
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の規定は、公布の日から起算して６か月を超えない範囲内において規則で定める
日から施行する。
（準備行為）
２

第５条第１項の許可その他ポートターミナルの施設の専用利用に関し必要な

手続その他の行為は、前項本文に規定する施行の日前においても行うことができ
る。
（淡路市岩屋ポートビルの設置及び管理に関する条例の廃止）
３

淡路市岩屋ポートビルの設置及び管理に関する条例（平成１８年淡路市条例第
３６号。以下「旧条例」という。）は、廃止する。
（経過措置）

４

附則第１項ただし書に規定する施行の日前に請求した、又は請求すべきであっ
た前項の規定による廃止前の旧条例の規定による使用料、経費及び敷金並びに同
日前に徴収した同項の規定による廃止前の旧条例の規定による使用料、経費及び
敷金の還付については、なお従前の例による。

別表（第７条、第１３条関係）
(１)

利便施設
区分

１階・２階
(２)

店舗
倉庫

使用料（１か月につき）
１㎡当たり

１，９７０円

乗船施設
区分

使用料（１か月につき）

乗船施設

１６５，２８０円

備考
１

使用料の算定の基礎となる面積が１㎡未満であるとき、又は１㎡未満の端
数があるときは、これを１㎡とする。

２

使用料の算定の基礎となる利用の月数が１か月に満たないとき、又は１か
月未満の端数があるときは、これを１か月とする。

３

使用料を計算する場合において、使用料の額に１０円未満の端数が生じた
ときは、これを切り捨てるものとする。
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淡路市岩屋ポートターミナルの設置及び管理に関する条例附則第３項の規定によ
る淡路市岩屋ポートビルの設置及び管理に関する条例の廃止新旧対照表
現

行

改

淡路市岩屋ポートビルの設置及び

（条例の廃止）

管理に関する条例
平成１８年６月１９日
条例第３６号
淡路市岩屋ポートビルの設置及び管理に関す
る条例（平成１７年条例第１７１号）の全部を
改正する。
（設置）
第１条

岩屋港の乗降客の福祉と利便を図り、

岩屋港を真に淡路島を象徴する港湾としての
整備を図るため、淡路市岩屋ポートビル等（以
下「ポートビル等」という。
）を設置する。
（位置）
第２条

ポートビル等の位置は、淡路市岩屋９

２５番地内とする。
（施設）
第３条

ポートビル等には、次に掲げる施設を

設置する。
(１)

岩屋ポートビル（以下「ポートビル」

という。
）
(２)

岩屋ポートビル乗船施設（以下「乗船

施設」という。
）
（利用時間）
第４条

ポートビル等の利用時間は、施設を利

用する公共交通機関が、関係官庁から認可を
得た運航時間又は運行時間の範囲内の間とす
る。ただし、ポートビルの会議室の利用時間
は、午前８時から午後１０時までとする。
２

前項の規定にかかわらず、市長は、必要が

あると認めるときは、同項に規定する利用時
間を変更し、又は臨時に供用を休止すること
ができる。
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正

案

淡路市岩屋ポートターミナルの設置及び管理に関する条例附則第３項の規定によ
る淡路市岩屋ポートビルの設置及び管理に関する条例の廃止新旧対照表
現

行

改

（利用の許可）
第５条

市長は、ポートビル等の効率的な利用

及び利用者の利便の向上を目的として、ポー
トビル等を利用しようとする者に対し、その
一部について専用利用又は共用利用の許可を
することができる。
２

ポートビルの会議室を利用しようとする者

は、あらかじめ市長の許可を受けなければな
らない。
３

市長は、前２項の許可をする場合において、

ポートビル等の施設の管理上必要な条件を付
することができる。
（利用許可の取消し等）
第６条

市長は、次の各号のいずれかに該当す

ると認めるときは、前条第１項又は第２項の
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)

偽りその他不正の手段により利用の許

可を受けたとき。
(３)

前２号に掲げるもののほか、ポートビ

ル等の管理上支障があるとき。
（専用利用に係る使用料等）
第７条

第５条第１項の規定により許可を受け

た専用利用者（以下「専用許可者」という。
）
は、別表に定める使用料を納付し、及び次に
掲げる経費を負担しなければならない。
(１) 専用利用に係る維持管理に要する経費
(２)

ポートビル又は乗船施設の共用設備に

係る維持管理に要する経費の一部
（会議室の使用料）
第８条

第５条第２項の許可を受けた者（以下

「利用者」という。
）は、別表に定める使用料
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（条例の廃止）

正

案

淡路市岩屋ポートターミナルの設置及び管理に関する条例附則第３項の規定によ
る淡路市岩屋ポートビルの設置及び管理に関する条例の廃止新旧対照表
現

行

改

を納付しなければならない。
２

前項に定めるもののほか、附属設備の利用

料は、別に規則で定める。
（区分所有者の経費負担）
第９条

ポートビルの区分所有者は、次に掲げ

る経費を負担しなければならない。
(１)

区分所有者の営業区画に係る維持管理

に要する経費
(２)

ポートビルの共用設備に係る維持管理

に要する経費の一部
(３)

市が兵庫県に支払うポートビル建物敷

地料に区分所有者が利用し、又は所有し、
若しくは共用利用する面積を当該建物敷地
面積で除して乗じて得た額
（使用料等の減免）
第１０条

市長は、特別の理由があると認める

ときは、第７条から前条までに規定する使用
料又は経費若しくは利用料の全部若しくは一
部を免除することができる。
（使用料等の不還付）
第１１条

既に納めた使用料又は経費若しくは

利用料は、還付しない。ただし、市長が特別
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。
（損害賠償等）
第１２条

専用許可者及びポートビル等の利用

者は、その責めに帰すべき理由により、ポー
トビル等の施設、設備等を損傷し、又は滅失
したときは、これを原状に回復し、又はこれ
に要する費用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。
（指定管理者による管理）
第１３条

ポートビル等の施設の管理は、地方
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（条例の廃止）

正

案

淡路市岩屋ポートターミナルの設置及び管理に関する条例附則第３項の規定によ
る淡路市岩屋ポートビルの設置及び管理に関する条例の廃止新旧対照表
現

行

改

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。
）に行わせることができる。
２

前項の規定により施設の管理を指定管理者

に行わせる場合は、第４条の規定にかかわら
ず、当該指定管理者は、必要があると認める
ときは、市長の承認を得て、利用時間を変更
し、又は臨時に供用を休止することができる。
３

第１項の規定により施設の管理を指定管理

者に行わせる場合は、第５条及び第６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。
４

第１項の規定により施設の管理を指定管理

者に行わせる場合において、当該指定管理者
が施設の管理を行うこととされた期間前にさ
れた第５条第１項又は第２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。
５

第１項の規定により施設の管理を指定管理

者に行わせる場合において、当該指定管理者
が施設の管理を行うこととされた期間前に第
５条第１項又は第２項（第３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１４条

指定管理者は、次に掲げる業務を行

うものとする。
(１) 施設の利用の許可に関する業務
(２)

施設の利用に係る料金（以下「利用料

金」という。
）に関する業務
(３) 施設の維持管理に関する業務
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（条例の廃止）

正

案

淡路市岩屋ポートターミナルの設置及び管理に関する条例附則第３項の規定によ
る淡路市岩屋ポートビルの設置及び管理に関する条例の廃止新旧対照表
現
(４)

行

改

前３号に掲げるもののほか、市長が別

に定める業務

（条例の廃止）

（利用料金）
第１５条

第７条及び第８条の規定にかかわら

ず、第１３条第１項の規定により、施設の管
理を指定管理者に行わせる場合には、施設の
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１６条

この条例に定めるもののほか、この

条例の施行に関し必要な事項は、市長が定め
る。
別表（第７条、第８条関係）
(１) ポートビル
使用料
区分

（１か月につ

敷金

き）
１階 事務所 １㎡当 3,300 １㎡当 9,900
たり
売店

たり

円

１㎡当 2,200 １㎡当

6,600

たり

円
円

たり

円
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正

案

淡路市岩屋ポートターミナルの設置及び管理に関する条例附則第３項の規定によ
る淡路市岩屋ポートビルの設置及び管理に関する条例の廃止新旧対照表
現
倉庫

行

改

１㎡当 1,210 １㎡当
たり

円

たり

円

２・３ 店舗・ １㎡当 1,100 １㎡当
階

事務所 たり

円

3,630
（条例の廃止）

3,300

たり

円

(２) 乗船施設
区分

期間

乗船施設

１か月

使用料
165,280円

(３) 会議室

区分

単位

１室

１時間

使用料

冷暖房設
備使用料

550円

100円

備考
１

使用料算定の基礎となる面積が１㎡未

満であるとき、又は１㎡未満の端数があ
るときは、これを１㎡とする。
２

使用料算定の基礎となる利用の月数が

１月に満たないとき、又は１月未満の端
数があるときは、これを１月とする。
３

使用料算定の基礎となる利用の時間が

１時間に満たないとき、又は１時間未満
の端数があるときは、これを１時間とす
る。
４

会議室の冷暖房設備を利用するとき

は、当該利用区分に係る使用料の額に当
該利用区分に係る冷暖房設備使用料を加
算した額とする。
５

使用料を計算する場合において、使用

料の額に１０円未満の端数が生じたとき
は、これを切り捨てるものとする。
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正

案

議案第６２号
淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件
淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。
令和３年１１月２９日提出
淡路市長
淡路市条例第

門

康

彦

号

淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
淡路市国民健康保険税条例（平成１７年淡路市条例第１４５号）の一部を次の
ように改正する。
第３条の見出し及び第５条の見出し中「係る」の右に「基礎課税額の」を加え
る。
第６条の見出し中「係る」の右に「基礎課税額の」を加え、同条第１号中「次
号、第１０条及び第２８条」を「次号、第１０条及び第２８条第１項」に、「第
３号、第１０条及び第２８条」を「第３号、第１０条及び同項」に改める。
第７条中「賦課期日の属する年の前年の所得に係る」を削る。
第１８条第１項中「同条」を「その減額後」に改める。
第２８条第１号中「第７０３条の５」を「第７０３条の５第１項」に改め、同
号ア及びイ中「係る」の右に「基礎課税額の」を加え、同条第２号中「第７０３
条の５」を「第７０３条の５第１項」に改め、同号ア及びイ中「係る」の右に
「基礎課税額の」を加え、同条第３号中「第７０３条の５」を「第７０３条の５
第１項」に改め、同号ア及びイ中「係る」の右に「基礎課税額の」を加え、同条
に次の１項を加える。
２

国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最初の

３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合にお
ける当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯
に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減
額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）
は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該
各号に定める額を減額して得た額とする。
(１)

国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額
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次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額
ア

前項第１号アに規定する金額を減額した世帯

３，７９５円

イ

前項第２号アに規定する金額を減額した世帯

６，３２５円

ウ

前項第３号アに規定する金額を減額した世帯

１０，１２０円

エ

アからウまでに掲げる世帯以外の世帯

(２)

１２，６５０円

国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均

等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に

定める額
ア

前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯

１，３６５円

イ

前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯

２，２７５円

ウ

前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯

３，６４０円

エ

アからウまでに掲げる世帯以外の世帯

４，５５０円

第２８条の２中「前条の」を「前条第１項の」に、「前条第１号」を「前条第
１項第１号」に、「「総所得金額」」を「「総所得金額及び」」に改め、「第３
号において同じ。）」の右に「及び」を加える。
附則第２項中「第２８条」を「第２８条第１項」に、「同条中」を「同項中」
に、「第７０３条の５」を「第７０３条の５第１項」に改める。
附則第３項、第４項及び第６項から第１３項までの規定中「第２８条」を「第
２８条第１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。ただし、第６条第１号及び第１８条第

１項の改正規定、第２８条の改正規定（「係る」の右に「基礎課税額の」を加
える部分を除く。）並びに第２８条の２の改正規定（「前条の」を「前条第１
項の」に、「前条第１号」を「前条第１項第１号」に改める部分に限る。）並
びに附則第２項から第４項まで及び第６項から第１３項までの改正規定並びに
次項の規定は、令和４年４月１日から施行する。
（適用区分）
２

この条例（前項ただし書に規定する改正規定に限る。）による改正後の淡路

市国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後の年度分の国民健康保険税に
ついて適用し、令和３年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例
による。
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淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表
現

行

改

（国民健康保険の被保険者に係る所得割額）

正

案

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額
の所得割額）

第３条 (略)

第３条 (略)

（国民健康保険の被保険者に係る被保険者均

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

等割額）

の被保険者均等割額）

第５条 (略)

第５条 (略)

（国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額

割額）

の世帯別平等割額）

第６条

第２条第２項の世帯別平等割額は、次

第６条

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

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。

当該各号に定める額とする。

(１)

(１)

特定世帯（特定同一世帯所属者（国民

特定世帯（特定同一世帯所属者（国民

健康保険法第６条第８号の規定により被保

健康保険法第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

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以後継続して同一の

格を喪失した日の前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

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

同一の世帯に属する被保険者が属する世帯

であって同日の属する月（以下この号にお

であって同日の属する月（以下この号にお

いて「特定月」という。）以後５年を経過

いて「特定月」という。）以後５年を経過

する月までの間にあるもの（当該世帯に他

する月までの間にあるもの（当該世帯に他

の被保険者がいない場合に限る。）をいう。

の被保険者がいない場合に限る。）をいう。

次号、第１０条及び第２８条において同

次号、第１０条及び第２８条第１項におい

じ。）及び特定継続世帯（特定同一世帯所

て同じ。）及び特定継続世帯（特定同一世

属者と同一の世帯に属する被保険者が属す

帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が

る世帯であって特定月以後５年を経過する

属する世帯であって特定月以後５年を経過

月の翌月から特定月以後８年を経過する月

する月の翌月から特定月以後８年を経過す

までの間にあるもの（当該世帯に他の被保

る月までの間にあるもの（当該世帯に他の

険者がいない場合に限る。）をいう。第３

被保険者がいない場合に限る。）をいう。

号、第１０条及び第２８条において同じ。）

第３号、第１０条及び同項において同じ。）

以外の世帯 ２２，１００円

以外の世帯 ２２，１００円

(２)・(３) (略)

(２)・(３) (略)

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の所得割額）

支援金等課税額の所得割額）
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淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表
現
第７条

行

改

第２条第３項の所得割額は、賦課期日

第７条

正

案

第２条第３項の所得割額は、基礎控除

の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の

後の総所得金額等に１００分の２．７を乗じ

総所得金額等に１００分の２．７を乗じて算

て算定する。

定する。
（納税義務の発生、消滅等に伴う賦課）
第１８条

（納税義務の発生、消滅等に伴う賦課）

国民健康保険税の賦課期日後に納税

第１８条

国民健康保険税の賦課期日後に納税

義務が発生した者には、その発生した日の属

義務が発生した者には、その発生した日の属

する月から、月割をもつて算定した第２条第

する月から、月割をもつて算定した第２条第

１項の額（第２８条の規定による減額が行わ

１項の額（第２８条の規定による減額が行わ

れた場合には、同条の国民健康保険税の額と

れた場合には、その減額後の国民健康保険税

する。以下この条において同じ。）を課する。

の額とする。以下この条において同じ。）を
課する。

２～８ (略)

２～８ (略)

（国民健康保険税の減額）
第２８条

（国民健康保険税の減額）

次の各号のいずれかに該当する国民

第２８条

次の各号のいずれかに該当する国民

健康保険税の納税義務者に対して課する国民

健康保険税の納税義務者に対して課する国民

健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎

健康保険税の額は、第２条第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

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６３万円を超え

た額（当該減額して得た額が６３万円を超え

る場合には、６３万円）、同条第３項本文の

る場合には、６３万円）、同条第３項本文の

後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲

後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た

げる額を減額して得た額（当該減額して得た

額が１９万円を超える場合には、１９万円）

額が１９万円を超える場合には、１９万円）

並びに同条第４項本文の介護納付金課税額か

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

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１７万円を超える場合に

該減額して得た額が１７万円を超える場合に

は、１７万円）の合算額とする。

は、１７万円）の合算額とする。

(１)

(１)

法第７０３条の５に規定する総所得金

法第７０３条の５第１項に規定する総

額及び山林所得金額の合算額が、４３万円

所得金額及び山林所得金額の合算額が、４

（納税義務者並びにその世帯に属する国民

３万円（納税義務者並びにその世帯に属す

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世

者のうち給与所得を有する者（前年中に法

帯所属者のうち給与所得を有する者（前年

第７０３条の５に規定する総所得金額に係

中に法第７０３条の５第１項に規定する総
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淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表
現

行

改

正

案

る所得税法（昭和４０年法律第３３号）第

所得金額に係る所得税法（昭和４０年法律

２８条第１項に規定する給与所得について

第３３号）第２８条第１項に規定する給与

同条第３項に規定する給与所得控除額の控

所得について同条第３項に規定する給与所

除を受けた者（同条第１項に規定する給与

得控除額の控除を受けた者（同条第１項に

等の収入金額が５５万円を超える者に限

規定する給与等の収入金額が５５万円を超

る。）をいう。以下この号において同じ。）

える者に限る。）をいう。以下この号にお

の数及び公的年金等に係る所得を有する者

いて同じ。）の数及び公的年金等に係る所

（前年中に法第７０３条の５に規定する総

得を有する者（前年中に法第７０３条の５

所得金額に係る所得税法第３５条第３項に

第１項に規定する総所得金額に係る所得税

規定する公的年金等に係る所得について同

法第３５条第３項に規定する公的年金等に

条第４項に規定する公的年金等控除額の控

係る所得について同条第４項に規定する公

除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっ

的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６

ては当該公的年金等の収入金額が６０万円

５歳未満の者にあっては当該公的年金等の

を超える者に限り、年齢６５歳以上の者に

収入金額が６０万円を超える者に限り、年

あっては当該公的年金等の収入金額が１１

齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金

０万円を超える者に限る。）をいい、給与

等の収入金額が１１０万円を超える者に限

所得を有する者を除く。）の数の合計数（以

る。）をいい、給与所得を有する者を除く。）

下この条において「給与所得者等の数」と

の数の合計数（以下この条において「給与

いう。）が２以上の場合にあっては、４３

所得者等の数」という。）が２以上の場合

万円に当該給与所得者等の数から１を減じ

にあっては、４３万円に当該給与所得者等

た数に１０万円を乗じて得た金額を加算し

の数から１を減じた数に１０万円を乗じて

た金額）を超えない世帯に係る納税義務者

得た金額を加算した金額）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

ア

被保険者（第１条第２項に

規定する世帯主を除く。）

税額の被保険者均等割額

１人につい

１人について１７，７１０円

国民健康保険の被保険者に係る世帯別

平等割額

被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。）

て１７，７１０円
イ

国民健康保険の被保険者に係る基礎課

イ

次に掲げる世帯の区分に応

国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯

じ、それぞれに定める額

の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア)～(ウ) (略)

(ア)～(ウ) (略)

ウ～カ (略)
(２)

ウ～カ (略)

法第７０３条の５に規定する総所得金

(２)

法第７０３条の５第１項に規定する総

額及び山林所得金額の合算額が、４３万円

所得金額及び山林所得金額の合算額が、４

（納税義務者並びにその世帯に属する国民

３万円（納税義務者並びにその世帯に属す
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淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表
現

行

改

正

案

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世

者のうち給与所得者等の数が２以上の場合

帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上

にあっては、４３万円に当該給与所得者等

の場合にあっては、４３万円に当該給与所

の数から１を減じた数に１０万円を乗じて

得者等の数から１を減じた数に１０万円を

得た金額を加算した金額）に被保険者及び

乗じて得た金額を加算した金額）に被保険

特定同一世帯所属者１人につき２８万５，

者及び特定同一世帯所属者１人につき２８

０００円を加算した金額を超えない世帯に

万５，０００円を加算した金額を超えない

係る納税義務者（前号に該当する者を除

世帯に係る納税義務者（前号に該当する者

く。）

を除く。）

ア

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。）

税額の被保険者均等割額

１人につい

１人について１２，６５０円

国民健康保険の被保険者に係る世帯別

平等割額

被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主を除く。）

て１２，６５０円
イ

国民健康保険の被保険者に係る基礎課

イ

次に掲げる世帯の区分に応

国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯

じ、それぞれに定める額

の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア)～(ウ) (略)

(ア)～(ウ) (略)

ウ～カ (略)
(３)

ウ～カ (略)

法第７０３条の５に規定する総所得金

(３)

法第７０３条の５第１項に規定する総

額及び山林所得金額の合算額が、４３万円

所得金額及び山林所得金額の合算額が、４

（納税義務者並びにその世帯に属する国民

３万円（納税義務者並びにその世帯に属す

健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属

る国民健康保険の被保険者及び特定同一世

者のうち給与所得者等の数が２以上の場合

帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上

にあっては、４３万円に当該給与所得者等

の場合にあっては、４３万円に当該給与所

の数から１を減じた数に１０万円を乗じて

得者等の数から１を減じた数に１０万円を

得た金額を加算した金額）に被保険者及び

乗じて得た金額を加算した金額）に被保険

特定同一世帯所属者１人につき５２万円を

者及び特定同一世帯所属者１人につき５２

加算した金額を超えない世帯に係る納税義

万円を加算した金額を超えない世帯に係る

務者（前２号に該当する者を除く。）

納税義務者（前２号に該当する者を除く。）

ア

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

国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額

被保険者（第

規定する世帯主を除く。）１人について

１条第２項に規定する世帯主を除く。）

５，０６０円

１人について５，０６０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
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イ

国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯

淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表
現

行

改

正

案

じ、それぞれに定める額

の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア)～(ウ) (略)

(ア)～(ウ) (略)

ウ～カ (略)

ウ～カ (略)
２

国民健康保険税の納税義務者の属する世帯

内に６歳に達する日以後の最初の３月３１日
以前である被保険者（以下「未就学児」とい
う。）がある場合における当該納税義務者に
対して課する被保険者均等割額（当該納税義
務者の世帯に属する未就学児につき算定した
被保険者均等割額（前項に規定する金額を減
額するものとした場合にあっては、その減額
後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該
被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区
分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減
額して得た額とする。
(１)

国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の被保険者均等割額

次に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ未就学児１人につ
いて次に定める額
ア

前項第１号アに規定する金額を減額し

た世帯 ３，７９５円
イ

前項第２号アに規定する金額を減額し

た世帯 ６，３２５円
ウ

前項第３号アに規定する金額を減額し

た世帯 １０，１２０円
エ

アからウまでに掲げる世帯以外の世帯
１２，６５０円

(２)

国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額
次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未
就学児１人について次に定める額
ア

前項第１号ウに規定する金額を減額し

た世帯 １，３６５円
イ

前項第２号ウに規定する金額を減額し

た世帯 ２，２７５円
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淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表
現

行

改
ウ

正

案

前項第３号ウに規定する金額を減額し

た世帯 ３，６４０円
エ

アからウまでに掲げる世帯以外の世帯
４，５５０円

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税

の課税の特例）

の課税の特例）

第２８条の２

国民健康保険税の納税義務者で

第２８条の２

国民健康保険税の納税義務者で

ある世帯主又はその世帯に属する国民健康保

ある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

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

特例対象被保険者等（法第７０３条の５の２

特例対象被保険者等（法第７０３条の５の２

第２項に規定する特例対象被保険者等をい

第２項に規定する特例対象被保険者等をい

う。第２９条の２において同じ。）である場

う。第２９条の２において同じ。）である場

合における第３条及び前条の規定の適用につ

合における第３条及び前条第１項の規定の適

いては、第３条第１項中「規定する総所得金

用については、第３条第１項中「規定する総

額」とあるのは「規定する総所得金額（第２

所得金額」とあるのは「規定する総所得金額

８条の２に規定する特例対象被保険者等の総

（第２８条の２に規定する特例対象被保険者

所得金額に給与所得が含まれている場合にお

等の総所得金額に給与所得が含まれている場

いては、当該給与所得については、所得税法

合においては、当該給与所得については、所

第２８条第２項の規定によって計算した金額

得税法第２８条第２項の規定によって計算し

の１００分の３０に相当する金額によるもの

た金額の１００分の３０に相当する金額によ

とする。次項において同じ。）」と、「同条

るものとする。次項において同じ。）」と、

第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２

「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の

項」と、前条第１号中「総所得金額」とある

２第２項」と、前条第１項第１号中「総所得

のは「総所得金額（次条に規定する特例対象

金額及び」とあるのは「総所得金額（次条に

被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれ

規定する特例対象被保険者等の総所得金額に

ている場合においては、当該給与所得につい

給与所得が含まれている場合においては、当

ては、所得税法第２８条第２項の規定によっ

該給与所得については、所得税法第２８条第

て計算した金額の１００分の３０に相当する

２項の規定によって計算した金額の１００分

金額によるものとする。次号及び第３号にお

の３０に相当する金額によるものとする。次

いて同じ。）」とする。

号及び第３号において同じ。）及び」とする。

附 則

附 則

１～１の３ (略)

１～１の３ (略)

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険

税の課税の特例）

税の課税の特例）
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淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表
現
２

行

改

当分の間、世帯主又はその世帯に属する国

２

正

案

当分の間、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

民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が、前年中に所得税法第３５条第３項

所属者が、前年中に所得税法第３５条第３項

に規定する公的年金等に係る所得について同

に規定する公的年金等に係る所得について同

条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢

条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢

６５歳以上である者に係るものに限る。）の

６５歳以上である者に係るものに限る。）の

控除を受けた場合における第２８条の規定の

控除を受けた場合における第２８条第１項の

適用については、同条中「法第７０３条の５

規定の適用については、同項中「法第７０３

に規定する総所得金額及び山林所得金額」と

条の５第１項に規定する総所得金額及び山林

あるのは「法第７０３条の５に規定する総所

所得金額」とあるのは「法第７０３条の５第

得金額（所得税法第３５条第３項に規定する

１項に規定する総所得金額（所得税法第３５

公的年金等に係る所得については、同条第２

条第３項に規定する公的年金等に係る所得に

項第１号の規定によって計算した金額から１

ついては、同条第２項第１号の規定によって

５万円を控除した金額によるものとする。）

計算した金額から１５万円を控除した金額に

及び山林所得金額」と、「１１０万円」とあ

よるものとする。）及び山林所得金額」と、

るのは「１２５万円」とする。

「１１０万円」とあるのは「１２５万円」と
する。

３

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例）

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

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

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項の配当所得等を有す

附則第３３条の２第５項の配当所得等を有す

る場合における第３条、第７条、第１１条及

る場合における第３条、第７条、第１１条及

び第２８条の規定の適用については、第３条

び第２８条第１項の規定の適用については、

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

第３条第１項中「及び山林所得金額」とある

び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第

のは「及び山林所得金額並びに法附則第３３

５項に規定する上場株式等に係る配当所得等

条の２第５項に規定する上場株式等に係る配

の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法

当所得等の金額」と、「同条第２項」とある

第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又

のは「法第３１４条の２第２項」と、同条第

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

所得金額又は法附則第３３条の２第５項に規

しくは山林所得金額又は法附則第３３条の２

定する上場株式等に係る配当所得等の金額」

第５項に規定する上場株式等に係る配当所得

と、第２８条中「及び山林所得金額」とある

等の金額」と、第２８条第１項中「及び山林

のは「及び山林所得金額並びに法附則第３３

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

条の２第５項に規定する上場株式等に係る配

びに法附則第３３条の２第５項に規定する上
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淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表
現

４

５

６

行

改

正

案

当所得等の金額」とする。

場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税

の特例）

の特例）

世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

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

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

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７条、第１１条及び第２

における第３条、第７条、第１１条及び第２

８条の規定の適用については、第３条第１項

８条第１項の規定の適用については、第３条

中「及び山林所得金額の合計額から同条第２

第１項中「及び山林所得金額の合計額から同

項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並

附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得

びに法附則第３４条第４項に規定する長期譲

の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第

渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年

２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、

法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは

第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３

第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１

４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条

項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、

の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６

第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又

条の規定に該当する場合には、これらの規定

は第３６条の規定に該当する場合には、これ

の適用により同法第３１条第１項に規定する

らの規定の適用により同法第３１条第１項に

長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除

規定する長期譲渡所得の金額から控除する金

した金額。以下この項において「控除後の長

額を控除した金額。以下この項において「控

期譲渡所得の金額」という。）の合計額から

除後の長期譲渡所得の金額」という。）の合

法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所

計額から法第３１４条の２第２項」と、「及

得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所

び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及

得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の

び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得

合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得

の金額の合計額（」と、同条第２項中「又は

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

は法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡

得金額又は法附則第３４条第４項に規定する

所得の金額」と、第２８条中「及び山林所得

長期譲渡所得の金額」と、第２８条第１項中

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所

所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定

得の金額」とする。

する長期譲渡所得の金額」とする。

(略)

５

(略)

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健

（一般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）

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

６
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世帯主又はその世帯に属する国民健康保険

淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表
現

７

行

改

正

案

の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法

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第５項の一般株式等に係る

附則第３５条の２第５項の一般株式等に係る

譲渡所得等を有する場合における第３条、第

譲渡所得等を有する場合における第３条、第

７条、第１１条及び第２８条の規定の適用に

７条、第１１条及び第２８条第１項の規定の

ついては、第３条第１項中「及び山林所得金

適用については、第３条第１項中「及び山林

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

附則第３５条の２第５項に規定する一般株式

びに法附則第３５条の２第５項に規定する一

等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２

般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同

項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」

条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあ

２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

るのは「若しくは山林所得金額又は法附則第

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附

３５条の２第５項に規定する一般株式等に係

則第３５条の２第５項に規定する一般株式等

る譲渡所得等の金額」と、第２８条中「及び

に係る譲渡所得等の金額」と、第２８条第１

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

額並びに法附則第３５条の２第５項に規定す

山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とす

項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の

る。

金額」とする。

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健

（上場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）

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

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

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２第５項の上場株式等に

附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に

係る譲渡所得等を有する場合における第３

係る譲渡所得等を有する場合における第３

条、第７条、第１１条及び第２８条の規定の

条、第７条、第１１条及び第２８条第１項の

適用については、第３条第１項中「及び山林

規定の適用については、第３条第１項中「及

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

びに法附則第３５条の２の２第５項に規定す

金額並びに法附則第３５条の２の２第５項に

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金

「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の

額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３

２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得

１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

は法附則第３５条の２の２第５項に規定する

得金額又は法附則第３５条の２の２第５項に

上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第

規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金

２８条中「及び山林所得金額」とあるのは「及

額」と、第２８条第１項中「及び山林所得金

び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法
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２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所

附則第３５条の２の２第５項に規定する上場

得等の金額」とする。

株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保

（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）

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

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世帯所属者が法

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

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、

得又は雑所得を有する場合における第３条、

第７条、第１１条及び第２８条の規定の適用

第７条、第１１条及び第２８条第１項の規定

については、第３条第１項中「及び山林所得

の適用については、第３条第１項中「及び山

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

法附則第３５条の４第４項に規定する先物取

並びに法附則第３５条の４第４項に規定する

引に係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」

先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条

とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、

第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

は「若しくは山林所得金額又は法附則第３５

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附

条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所

則第３５条の４第４項に規定する先物取引に

得等の金額」と、第２８条中「及び山林所得

係る雑所得等の金額」と、第２８条第１項中

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

法附則第３５条の４第４項に規定する先物取

所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に

引に係る雑所得等の金額」とする。

規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と
する。

９

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例）

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

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

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３第５項の事業所得又は雑所

附則第３３条の３第５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７条、第

得を有する場合における第３条、第７条、第

１１条及び第２８条の規定の適用について

１１条及び第２８条第１項の規定の適用につ

は、第３条第１項中「及び山林所得金額」と

いては、第３条第１項中「及び山林所得金額」

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

３３条の３第５項に規定する土地等に係る事

第３３条の３第５項に規定する土地等に係る

業所得等の金額」と、「同条第２項」とある

事業所得等の金額」と、「同条第２項」とあ

のは「法第３１４条の２第２項」と、同条第

るのは「法第３１４条の２第２項」と、同条

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若
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しくは山林所得金額又は法附則第３３条の３

しくは山林所得金額又は法附則第３３条の３

第５項に規定する土地等に係る事業所得等の

第５項に規定する土地等に係る事業所得等の

金額」と、第２８条中「及び山林所得金額」

金額」と、第２８条第１項中「及び山林所得

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

第３３条の３第５項に規定する土地等に係る

法附則第３３条の３第５項に規定する土地等

事業所得等の金額」とする。

に係る事業所得等の金額」とする。

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課

税の特例）

税の特例）

１０

世帯主又はその世帯に属する国民健康保

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

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

外国居住者等の所得に対する相互主義による

外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７

所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７

年法律第１４４号）第８条第２項に規定する

年法律第１４４号）第８条第２項に規定する

特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定

特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定

する特例適用利子等又は同法第１６条第２項

する特例適用利子等又は同法第１６条第２項

に規定する特例適用利子等に係る利子所得、

に規定する特例適用利子等に係る利子所得、

配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を

配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を

有する場合における第３条、第７条、第１１

有する場合における第３条、第７条、第１１

条及び第２８条の規定の適用については、第

条及び第２８条第１項の規定の適用について

３条第１項中「山林所得金額の合計額から同

は、第３条第１項中「山林所得金額の合計額

条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに

から同条第２項」とあるのは「山林所得金額

外国居住者等の所得に対する相互主義による

並びに外国居住者等の所得に対する相互主義

所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７

による所得税等の非課税等に関する法律（昭

年法律第１４４号）第８条第２項（同法第１

和３７年法律第１４４号）第８条第２項（同

２条第５項及び第１６条第２項において準用

法第１２条第５項及び第１６条第２項におい

する場合を含む。）に規定する特例適用利子

て準用する場合を含む。）に規定する特例適

等の額（以下この条及び第２８条において「特

用利子等の額（以下この条及び第２８条第１

例適用利子等の額」という。）の合計額から

項において「特例適用利子等の額」という。）

法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金

の合計額から法第３１４条の２第２項」と、

額の合計額（」とあるのは「山林所得金額並

「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山

びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同

林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計

条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等

とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例

の額」と、第２８条中「山林所得金額」とあ

適用利子等の額」と、第２８条第１項中「山

るのは「山林所得金額並びに特例適用利子等

林所得金額」とあるのは「山林所得金額並び

- 23 -

淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表
現

行

改

正

案

の額」とする。

に特例適用利子等の額」とする。

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課

税の特例）

税の特例）

１１

世帯主又はその世帯に属する国民健康保

１１

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

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

外国居住者等の所得に対する相互主義による

外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律第８条第４

所得税等の非課税等に関する法律第８条第４

項に規定する特例適用配当等、同法第１２条

項に規定する特例適用配当等、同法第１２条

第６項に規定する特例適用配当等又は同法第

第６項に規定する特例適用配当等又は同法第

１６条第３項に規定する特例適用配当等に係

１６条第３項に規定する特例適用配当等に係

る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場

る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場

合における第３条、第７条、第１１条及び第

合における第３条、第７条、第１１条及び第

２８条の規定の適用については、第３条第１

２８条第１項の規定の適用については、第３

項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」

条第１項中「山林所得金額の合計額から同条

とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者

第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外

等の所得に対する相互主義による所得税等の

国居住者等の所得に対する相互主義による所

非課税等に関する法律第８条第４項（同法第

得税等の非課税等に関する法律第８条第４項

１２条第６項及び第１６条第３項において準

（同法第１２条第６項及び第１６条第３項に

用する場合を含む。）に規定する特例適用配

おいて準用する場合を含む。）に規定する特

当等の額（以下この条及び第２８条において

例適用配当等の額（以下この条及び第２８条

「特例適用配当等の額」という。）の合計額

第１項において「特例適用配当等の額」とい

から法第３１４条の２第２項」と、「山林所

う。）の合計額から法第３１４条の２第２項」

得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金

と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは

額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、

「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得

は「若しくは山林所得金額又は特例適用配当

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

等の額」と、第２８条中「山林所得金額」と

は特例適用配当等の額」と、第２８条第１項

あるのは「山林所得金額並びに特例適用配当

中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金

等の額」とする。

額並びに特例適用配当等の額」とする。

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課

税の特例）

税の特例）

１２

世帯主又はその世帯に属する国民健康保

１２

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

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法

及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４

及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４
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４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特

４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特

例法」という。）第３条の２の２第１０項に

例法」という。）第３条の２の２第１０項に

規定する条約適用利子等に係る利子所得、配

規定する条約適用利子等に係る利子所得、配

当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有

当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有

する場合における第３条、第７条、第１１条

する場合における第３条、第７条、第１１条

及び第２８条の規定の適用については、第３

及び第２８条第１項の規定の適用について

条第１項中「及び山林所得金額の合計額から

は、第３条第１項中「及び山林所得金額の合

同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額

計額から同条第２項」とあるのは「及び山林

並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法

所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得

人税法及び地方税法の特例等に関する法律

税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約

る法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租

等実施特例法」という。）第３条の２の２第

税条約等実施特例法」という。）第３条の２

１０項に規定する条約適用利子等の額の合計

の２第１０項に規定する条約適用利子等の額

額から法第３１４条の２第２項」と、「及び

の合計額から法第３１４条の２第２項」と、

山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び

「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは

山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第

「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特

３条の２の２第１０項に規定する条約適用利

例法第３条の２の２第１０項に規定する条約

子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又

適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の

は山林所得金額又は租税条約等実施特例法第

２の２第１０項に規定する条約適用利子等の

３条の２の２第１０項に規定する条約適用利

額」と、第２８条中「及び山林所得金額」と

子等の額」と、第２８条第１項中「及び山林

あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定

びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第

する条約適用利子等の額」とする。

１０項に規定する条約適用利子等の額」とす
る。

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課

税の特例）

税の特例）

１３

世帯主又はその世帯に属する国民健康保

１３

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

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が

租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２

租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等に係る利子所

項に規定する条約適用配当等に係る利子所

得、配当所得及び雑所得を有する場合におけ

得、配当所得及び雑所得を有する場合におけ

る第３条、第７条、第１１条及び第２８条の

る第３条、第７条、第１１条及び第２８条第

規定の適用については、第３条第１項中「及

１項の規定の適用については、第３条第１項
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淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表
現

行

改

正

案

び山林所得金額の合計額から同条第２項」と

中「及び山林所得金額の合計額から同条第２

あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約

項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租

等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及

税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律

び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４

第４６号。以下「租税条約等実施特例法」と

年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例

いう。）第３条の２の２第１２項に規定する

法」という。）第３条の２の２第１２項に規

条約適用配当等の額の合計額から法第３１４

定する条約適用配当等の額の合計額から法第

条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合

３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金

計額（」とあるのは「及び山林所得金額並び

額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金

に租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の

２項に規定する条約適用配当等の額の合計額

２第１２項に規定する条約適用配当等の額の

（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」

合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得

とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に

は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

規定する条約適用配当等の額」と、第２８条

２項に規定する条約適用配当等の額」と、第

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

２８条第１項中「及び山林所得金額」とある

林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３

のは「及び山林所得金額並びに租税条約等実

条の２の２第１２項に規定する条約適用配当

施特例法第３条の２の２第１２項に規定する

等の額」とする。

条約適用配当等の額」とする。

１４～１７ (略)

１４～１７ (略)
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議案第６３号
淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に
関する条例及び淡路市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関
する条例の一部を改正する条例制定の件
淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例
及び淡路市家庭的保育事業等の設備及び運営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。
令和３年１１月２９日提出
淡路市長
淡路市条例第

門

康

彦

号

淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に
関する条例及び淡路市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関
する条例の一部を改正する条例
（淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条
例の一部改正）
第１条

淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関す

る条例（平成２６年淡路市条例第１５号）の一部を次のように改正する。
目次中「第５３条」の右に「・第５４条」を加える。
第５条第２項から第６項までを削る。
第３８条第２項を削る。
第４２条第１項第３号中「この号」の右に「及び第４項第１号」を加え、同
条第３項第１号中「されている」を「される」に改め、同条第４項第１号中
「第２４条第３項」の右に「（同法第７３条第１項の規定により読み替えて適
用する場合を含む。）」を加え、同条第５項中「、次」を「次」に、「行う
者」を「行う施設」に改める。
第５３条を第５４条とし、第４章中同条の前に次の１条を加える。
（電磁的記録等）
第５３条

特定教育・保育施設等は、記録、作成、保存その他これらに類する

もののうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄
本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することが
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できる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同
じ。）により行うことが規定されているものについては、当該書面等に代え
て、当該書面等に係る電磁的記録（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る記録であって、電子計算
機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）
により行うことができる。
２

特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又は提出に

ついては、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書
面等の交付又は提出に代えて、第４項で定めるところにより、教育・保育給
付認定保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項(以下この条におい
て「記載事項」という。）を電子情報処理組織（特定教育・保育施設等の使
用に係る電子計算機と、教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機
とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において
同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次
に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供す
ることができる。この場合において、当該特定教育・保育施設等は、当該書
面等を交付し、又は提出したものとみなす。
(１)
ア

電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの
特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認定

保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信
し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方
法
イ

特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録された記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定保護
者の閲覧に供し、教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計算機に
備えられた当該教育・保育給付認定保護者のファイルに当該記載事項を
記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨
の申出をする場合にあっては、特定教育・保育施設等の使用に係る電子
計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法）
(２)

磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により

一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイ
ルに記載事項を記録したものを交付する方法
３

前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者がファイルへの記録

を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
４

特定教育・保育施設等は、第２項の規定により記載事項を提供しようとす

るときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保護者
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に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は
電磁的方法による承諾を得なければならない。
(１)

第２項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用するも

の
(２)
５

ファイルへの記録の方式

前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教育・保育給

付認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受け
ない旨の申出があったときは、当該教育・保育給付認定保護者に対し、第２
項に規定する記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、
当該教育・保育給付認定保護者が再び前項の規定による承諾をした場合は、
この限りでない。
６

第２項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の

取得について準用する。この場合において、第２項中「書面等の交付又は提
出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項（以下この条において「記載事
項」という。）」とあるのは「書面等による同意」と、「第４項」とあるの
は「第６項において準用する第４項」と、「提供する」とあるのは「得る」
と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得
た」と、「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、「提供を受け
る」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、
「交付する」とあるのは「得る」と、第３項中「前項各号」とあるのは「第
６項において準用する前項各号」と、第４項中「第２項の」とあるのは「第
６項において準用する第２項の」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは
「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようと
する」と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは「第６項において準用す
る第２項各号」と、前項中「前項」とあるのは「次項において準用する前
項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第２項に
規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による
同意の取得」と読み替えるものとする。
（淡路市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）
第２条

淡路市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６

年淡路市条例第１７号）の一部を次のように改正する。
目次中「第４９条」の右に「・第５０条」を加える。
第６条第１項中「、家庭的保育事業者等」を「家庭的保育事業者等」に、
「第３号」を「以下この条」に改め、同項第３号中「この号」の右に「及び第
４項第１号」を加え、同条第５項中「、次」を「次」に、「行う者」を「行う
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施設」に改める。
第４９条を第５０条とし、第６章中同条の前に次の１条を加える。
（電磁的記録）
第４９条

家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類

するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、
抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識すること
ができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同
じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に
代えて、当該書面に係る電磁的記録（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る記録であって、電子計
算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。
附

則

この条例は、公布の日から施行する。
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淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例及
び淡路市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準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（淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の
基準に関する条例の一部改正）
現

行

改

目次

案

目次

第１章～第３章 (略)

第１章～第３章 (略)

第４章 雑則（第５３条）

第４章 雑則（第５３条・第５４条）

附則

附則

（内容及び手続の説明及び同意）

（内容及び手続の説明及び同意）

第５条 (略)
２

正

第５条 (略)

特定教育・保育施設は、利用申込者からの
申出があった場合には、前項の規定による文

書の交付に代えて、第５項で定めるところに
より、当該利用申込者の承諾を得て、当該文
書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を
使用する方法その他の情報通信の技術を利用
する方法であって次に掲げるもの（以下この
条において「電磁的方法」という。
）により提
供することができる。この場合において、当
該特定教育・保育施設は、当該文書を交付し
たものとみなす。
(１)

電子情報処理組織を使用する方法のう

ちア又はイに掲げるもの
ア

特定教育・保育施設の使用に係る電子

計算機と利用申込者の使用に係る電子計
算機とを接続する電気通信回線を通じて
送信し、受信者の使用に係る電子計算機
に備えられたファイルに記録する方法
イ

特定教育・保育施設の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに記録され
た前項に規定する重要事項を電気通信回
線を通じて利用申込者の閲覧に供し、当
該利用申込者の使用に係る電子計算機に
備えられたファイルに当該重要事項を記
録する方法（電磁的方法による提供を受
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淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例及
び淡路市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準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（淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の
基準に関する条例の一部改正）
現

行

改

ける旨の承諾又は受けない旨の申出をす
る場合にあっては、特定教育・保育施設
の使用に係る電子計算機に備えられたフ
ァイルにその旨を記録する方法）
(２)

磁気ディスク、シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事項
を確実に記録しておくことができる物をも
って調製するファイルに前項に規定する重
要事項を記録したものを交付する方法
３

前項に掲げる方法は、利用申込者がファイ

ルへの記録を出力することによる文書を作成
することができるものでなければならない。
４

第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、

特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機
と、利用申込者の使用に係る電子計算機とを
電気通信回線で接続した電子情報処理組織を
いう。
５

特定教育・保育施設は、第２項の規定によ

り第１項に規定する重要事項を提供しようと
するときは、あらかじめ、当該利用申込者に
対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種
類及び内容を示し、文書又は電磁的方法によ
る承諾を得なければならない。
(１)

第２項各号に規定する方法のうち特定

教育・保育施設が使用するもの
(２) ファイルへの記録の方式
６

前項の規定による承諾を得た特定教育・保

育施設は、当該利用申込者から文書又は電磁
的方法により電磁的方法による提供を受けな
い旨の申出があったときは、当該利用申込者
に対し、第１項に規定する重要事項の提供を
電磁的方法によってしてはならない。ただし、
当該利用申込者が再び前項の規定による承諾
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正

案

淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例及
び淡路市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準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（淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の
基準に関する条例の一部改正）
現

行

改

正

案

をした場合は、この限りでない。
（内容及び手続の説明及び同意）

（内容及び手続の説明及び同意）

第３８条 (略)
２

第３８条 (略)

第５条第２項から第６項までの規定は、前

項の規定による文書の交付について準用す
る。
（特定教育・保育施設等との連携）
第４２条

（特定教育・保育施設等との連携）

特定地域型保育事業者（居宅訪問型

第４２条

特定地域型保育事業者（居宅訪問型

保育事業を行う者を除く。以下この項から第

保育事業を行う者を除く。以下この項から第

５項までにおいて同じ。
）は、特定地域型保育

５項までにおいて同じ。
）は、特定地域型保育

が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・

が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・

保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる

保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる

事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼

事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼

稚園又は保育所（以下「連携施設」という。
）

稚園又は保育所（以下「連携施設」という。
）

を適切に確保しなければならない。

を適切に確保しなければならない。

(１)・(２) (略)

(１)・(２) (略)

(３)

(３)

当該特定地域型保育事業者により特定

当該特定地域型保育事業者により特定

地域型保育の提供を受けていた満３歳未満

地域型保育の提供を受けていた満３歳未満

保育認定子ども（事業所内保育事業を利用

保育認定子ども（事業所内保育事業を利用

する満３歳未満保育認定子どもにあって

する満３歳未満保育認定子どもにあって

は、第３７条第２項に規定するその他の小

は、第３７条第２項に規定するその他の小

学校就学前子どもに限る。以下この号にお

学校就学前子どもに限る。以下この号及び

いて同じ。
）を、当該特定地域型保育の提供

第４項第１号において同じ。）を、当該特定

の終了に際して、当該満３歳未満保育認定

地域型保育の提供の終了に際して、当該満

子どもに係る教育・保育給付認定保護者の

３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育

希望に基づき、引き続き当該連携施設にお

給付認定保護者の希望に基づき、引き続き

いて受け入れて教育・保育を提供すること。

当該連携施設において受け入れて教育・保
育を提供すること。

２

(略)

２

(略)

３

前項の場合において、特定地域型保育事業

３

前項の場合において、特定地域型保育事業

者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
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現

行

改

案

それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号

それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号

に掲げる事項に係る連携協力を行う者として

に掲げる事項に係る連携協力を行う者として

適切に確保しなければならない。

適切に確保しなければならない。

(１)

(１)

当該特定地域型保育事業者が特定地域

当該特定地域型保育事業者が特定地域

型保育事業を行う場所又は事業所（次号に

型保育事業を行う場所又は事業所（次号に

おいて「事業実施場所」という。
）以外の場

おいて「事業実施場所」という。
）以外の場

所又は事業所において代替保育が提供され

所又は事業所において代替保育が提供され

ている場合

る場合

小規模保育事業Ａ型若しくは

小規模保育事業Ａ型若しくは小規

小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業

模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行

を行う者（次号において「小規模保育事業

う者（次号において「小規模保育事業Ａ型

Ａ型事業者等」という。
）

事業者等」という。
）

(２) (略)
４

正

(２) (略)

市長は、次のいずれかに該当するときは、

４

市長は、次のいずれかに該当するときは、

第１項第３号の規定を適用しないこととする

第１項第３号の規定を適用しないこととする

ことができる。

ことができる。

(１)

市長が、児童福祉法第２４条第３項の

(１) 市長が、児童福祉法第２４条第３項（同

規定による調整を行うに当たって、特定地

法第７３条第１項の規定により読み替えて

域型保育事業者による特定地域型保育の提

適用する場合を含む。）の規定による調整を

供を受けていた満３歳未満保育認定子ども

行うに当たって、特定地域型保育事業者に

を優先的に取り扱う措置その他の特定地域

よる特定地域型保育の提供を受けていた満

型保育事業者による特定地域型保育の提供

３歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱

の終了に際して、当該満３歳未満保育認定

う措置その他の特定地域型保育事業者によ

子どもに係る教育・保育給付認定保護者の

る特定地域型保育の提供の終了に際して、

希望に基づき、引き続き必要な教育・保育

当該満３歳未満保育認定子どもに係る教

が提供されるよう必要な措置を講じている

育・保育給付認定保護者の希望に基づき、

とき。

引き続き必要な教育・保育が提供されるよ
う必要な措置を講じているとき。

(２) (略)
５

(２) (略)

前項（同項第２号に該当する場合に限る。） ５

前項（同項第２号に該当する場合に限る。）

の場合において、特定地域型保育事業者は、

の場合において、特定地域型保育事業者は、

児童福祉法第５９条第１項に規定する施設の

児童福祉法第５９条第１項に規定する施設の

うち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以

うち次に掲げるもの（入所定員が２０人以上

上のものに限る。
）であって、市長が適当と認

のものに限る。
）であって、市長が適当と認め
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第１条による改正（淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の
基準に関する条例の一部改正）
現

行

改

正

案

めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る

るものを第１項第３号に掲げる事項に係る連

連携協力を行う者として適切に確保しなけれ

携協力を行う施設として適切に確保しなけれ

ばならない。

ばならない。

(１)・(２) (略)

(１)・(２) (略)

６～９ (略)

６～９ (略)

第４章 雑則

第４章 雑則
（電磁的記録等）
第５３条

特定教育・保育施設等は、記録、作

成、保存その他これらに類するもののうち、
この条例の規定において書面等（書面、書類、
文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文
字、図形等人の知覚によって認識することが
できる情報が記載された紙その他の有体物を
いう。以下この条において同じ。）により行う
ことが規定されているものについては、当該
書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記
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
られる記録であって、電子計算機による情報
処理の用に供されるものをいう。以下この条
において同じ。
）により行うことができる。
２

特定教育・保育施設等は、この条例の規定
による書面等の交付又は提出については、当

該書面等が電磁的記録により作成されている
場合には、当該書面等の交付又は提出に代え
て、第４項で定めるところにより、教育・保
育給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等
に記載すべき事項（以下この条において「記
載事項」という。
）を電子情報処理組織（特定
教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と、
教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子
計算機とを電気通信回線で接続した電子情報
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現

行

改

正

案

処理組織をいう。以下この条において同じ。
）
を使用する方法その他の情報通信の技術を利
用する方法であって次に掲げるもの（以下こ
の条において「電磁的方法」という。
）により
提供することができる。この場合において、
当該特定教育・保育施設等は、当該書面等を
交付し、又は提出したものとみなす。
(１)

電子情報処理組織を使用する方法のう

ちア又はイに掲げるもの
ア

特定教育・保育施設等の使用に係る電

子計算機と教育・保育給付認定保護者の
使用に係る電子計算機とを接続する電気
通信回線を通じて送信し、受信者の使用
に係る電子計算機に備えられたファイル
に記録する方法
イ

特定教育・保育施設等の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに記録さ
れた記載事項を電気通信回線を通じて教
育・保育給付認定保護者の閲覧に供し、
教育・保育給付認定保護者の使用に係る
電子計算機に備えられた当該教育・保育
給付認定保護者のファイルに当該記載事
項を記録する方法（電磁的方法による提
供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申
出をする場合にあっては、特定教育・保
育施設等の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルにその旨を記録する方
法）
(２)

磁気ディスク、シー・ディー・ロムそ

の他これらに準ずる方法により一定の事項
を確実に記録しておくことができる物をも
って調製するファイルに記載事項を記録し
たものを交付する方法
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現

行

改
３

正

案

前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付

認定保護者がファイルへの記録を出力するこ
とによる文書を作成することができるもので
なければならない。
４

特定教育・保育施設等は、第２項の規定に

より記載事項を提供しようとするときは、あ
らかじめ、当該記載事項を提供する教育・保
育給付認定保護者に対し、その用いる次に掲
げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書
又は電磁的方法による承諾を得なければなら
ない。
(１)

第２項各号に規定する方法のうち特定

教育・保育施設等が使用するもの
(２) ファイルへの記録の方式
５

前項の規定による承諾を得た特定教育・保

育施設等は、当該教育・保育給付認定保護者
から文書又は電磁的方法により、電磁的方法
による提供を受けない旨の申出があったとき
は、当該教育・保育給付認定保護者に対し、
第２項に規定する記載事項の提供を電磁的方
法によってしてはならない。ただし、当該教
育・保育給付認定保護者が再び前項の規定に
よる承諾をした場合は、この限りでない。
６

第２項から前項までの規定は、この条例の

規定による書面等による同意の取得について
準用する。この場合において、第２項中「書
面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等
に記載すべき事項（以下この条において「記
載事項」という。）」とあるのは「書面等によ
る同意」と、
「第４項」とあるのは「第６項に
おいて準用する第４項」と、
「提供する」とあ
るのは「得る」と、
「書面等を交付し、又は提
出した」とあるのは「書面等による同意を得
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基準に関する条例の一部改正）
現

行

改

正

案

た」と、
「記載事項」とあるのは「同意に関す
る事項」と、
「提供を受ける」とあるのは「同
意を行う」と、
「受けない」とあるのは「行わ
ない」と、
「交付する」とあるのは「得る」と、
第３項中「前項各号」とあるのは「第６項に
おいて準用する前項各号」と、第４項中「第
２項の」とあるのは「第６項において準用す
る第２項の」と、
「記載事項を提供しよう」と
あるのは「同意を得よう」と、
「記載事項を提
供する」とあるのは「同意を得ようとする」
と、同項第１号中「第２項各号」とあるのは
「第６項において準用する第２項各号」と、
前項中「前項」とあるのは「次項において準
用する前項」と、
「提供を受けない」とあるの
は「同意を行わない」と、
「第２項に規定する
記載事項の提供」とあるのは「この条例の規
定による書面等による同意の取得」と読み替
えるものとする。
（委任）
第５３条

（委任）
この条例で定めるもののほか、この

第５４条

この条例で定めるもののほか、この

条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に

条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。

定める。
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行

改

目次

正

案

目次

第１章～第５章 (略)

第１章～第５章 (略)

第６章 雑則（第４９条）

第６章 雑則（第４９条・第５０条）

附則

附則

（保育所等との連携）

（保育所等との連携）

第６条

家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育

第６条

家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育

事業を行う者（以下「居宅訪問型保育事業者」

事業を行う者（以下「居宅訪問型保育事業者」

という。
）を除く。以下この条、次条第１項、

という。）を除く。以下この条、次条第１項、

第１４条第１項及び第２項、第１５条第１項、

第１４条第１項及び第２項、第１５条第１項、

第２項及び第５項、第１６条並びに第１７条

第２項及び第５項、第１６条並びに第１７条

第１項から第３項までにおいて同じ。
）は、利

第１項から第３項までにおいて同じ。）は、利

用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行わ

用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行わ

れ、及び、家庭的保育事業者等による保育の

れ、及び家庭的保育事業者等による保育の提

提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必

供の終了後も満３歳以上の児童に対して必要

要な教育（教育基本法（平成１８年法律第１

な教育（教育基本法（平成１８年法律第１２

２０号）第６条第１項に規定する法律に定め

０号）第６条第１項に規定する法律に定める

る学校において行われる教育をいう。第３号

学校において行われる教育をいう。以下この

において同じ。
）又は保育が継続的に提供され

条において同じ。）又は保育が継続的に提供さ

るよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行

れるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を

う保育所（子ども・子育て支援法（平成２４

行う保育所（子ども・子育て支援法（平成２

年法律第６５号）第７条第４項に規定する保

４年法律第６５号）第７条第４項に規定する

育所をいう。
）、幼稚園（同項に規定する幼稚

保育所をいう。）、幼稚園（同項に規定する幼

園をいう。
）又は認定こども園（同項に規定す

稚園をいう。）又は認定こども園（同項に規定

る認定こども園をいう。
）
（以下「連携施設」

する認定こども園をいう。
）
（以下「連携施設」

という。
）を適切に確保しなければならない。

という。）を適切に確保しなければならない。

(１)・(２) (略)

(１)・(２) (略)

(３)

(３)

当該家庭的保育事業者等により保育の

当該家庭的保育事業者等により保育の

提供を受けていた利用乳幼児（事業所内保

提供を受けていた利用乳幼児（事業所内保

育事業の利用乳幼児にあっては、第４２条

育事業の利用乳幼児にあっては、第４２条

に規定するその他の乳児又は幼児に限る。

に規定するその他の乳児又は幼児に限る。

以下この号において同じ。
）を、当該保育の

以下この号及び第４項第１号において同
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行

改

案

提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係

じ。）を、当該保育の提供の終了に際して、

る保護者の希望に基づき、引き続き当該連

当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づ

携施設において受け入れて教育又は保育を

き、引き続き当該連携施設において受け入

提供すること。

れて教育又は保育を提供すること。

２・３ (略)

２・３ (略)

４

４

市長は、次のいずれかに該当するときは、

市長は、次のいずれかに該当するときは、

第１項第３号の規定を適用しないこととする

第１項第３号の規定を適用しないこととする

ことができる。

ことができる。

(１)

(１)

市長が、法第２４条第３項の規定によ

市長が、法第２４条第３項の規定によ

る調整を行うに当たって、家庭的保育事業

る調整を行うに当たって、家庭的保育事業

者等による保育の提供を受けていた利用乳

者等による保育の提供を受けていた利用乳

幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭

幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭

的保育事業者等による保育の提供の終了に

的保育事業者等による保育の提供の終了に

際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に

際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に

基づき、引き続き必要な教育又は保育が提

基づき、引き続き必要な教育又は保育が提

供されるよう必要な措置を講じていると

供されるよう必要な措置を講じていると

き。

き。

(２)

５

正

家庭的保育事業者等による第１項第３

(２)

家庭的保育事業者等による第１項第３

号に掲げる事項に係る連携施設の確保が、

号に掲げる事項に係る連携施設の確保が、

著しく困難であると認めるとき（前号に該

著しく困難であると認めるとき（前号に該

当する場合を除く。
）
。

当する場合を除く。）
。

前項（同項第２号に該当する場合に限る。） ５

前項（同項第２号に該当する場合に限る。）

の場合において、家庭的保育事業者等は、法

の場合において、家庭的保育事業者等は、法

第５９条第１項に規定する施設のうち、次に

第５９条第１項に規定する施設のうち次に掲

掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに

げるもの（入所定員が２０人以上のものに限

限る。
）であって、市長が適当と認めるものを

る。）であって、市長が適当と認めるものを第

第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を

１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行

行う者として適切に確保しなければならな

う施設として適切に確保しなければならな

い。

い。

(１)・(２) (略)

(１)・(２) (略)

第６章 雑則

第６章 雑則
（電磁的記録）
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淡路市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例及
び淡路市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準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（淡路市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例
の一部改正）
現

行

改
第４９条

正

案

家庭的保育事業者等及びその職員

は、記録、作成その他これらに類するものの
うち、この条例の規定において書面（書面、
書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本そ
の他文字、図形等人の知覚によって認識する
ことができる情報が記載された紙その他の有
体物をいう。以下この条において同じ。
）で行
うことが規定されている又は想定されるもの
については、書面に代えて、当該書面に係る
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
方式で作られる記録であって、電子計算機に
よる情報処理の用に供されるものをいう。）に
より行うことができる。
（委任）
第４９条

（委任）
この条例で定めるもののほか、この

第５０条

この条例で定めるもののほか、この

条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に

条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。

定める。
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