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議案第１号

   地方自治法第９６条第２項の規定による議会の議決すべき事件を定

める条例の一部を改正する条例制定の件

地方自治法第９６条第２項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例の

一部を改正する条例を次のように定める。

  令和４年３月１日提出

淡路市長 門  康 彦

淡路市条例第  号

   地方自治法第９６条第２項の規定による議会の議決すべき事件を定

める条例の一部を改正する条例

地方自治法第９６条第２項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例（平

成２４年淡路市条例第３１号）の一部を次のように改正する。

本則第１号中「又は改廃」を「、変更又は廃止」に改め、本則第２号中「基本構

想」の右に「又は同構想」を、「制定」の右に「、変更又は廃止」を加え、本則第

３号中「若しくは変更又はその協定の廃止通告」を「、変更又は廃止」に改める。

   附 則

この条例は、公布の日から施行する。



   地方自治法第９６条第２項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例の一

部を改正する条例新旧対照表

現        行 改   正   案
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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９

６条第２項の規定による議会の議決すべき事件

は、次のとおりとする。

(１) 市民憲章の制定又は改廃に関するこ

と。

(２) 基本構想に基づく基本計画の制定に関

すること。

(３) 定住自立圏形成協定の締結若しくは変

更又はその協定の廃止通告に関すること。

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９

６条第２項の規定による議会の議決すべき事件

は、次のとおりとする。

(１) 市民憲章の制定、変更又は廃止に関す

ること。

(２) 基本構想又は同構想に基づく基本計画

の制定、変更又は廃止に関すること。

(３) 定住自立圏形成協定の締結、変更又は

廃止に関すること。
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議案第２号

   淡路市情報公開条例及び淡路市個人情報保護条例の一部を改正する

条例制定の件

淡路市情報公開条例及び淡路市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。

  令和４年３月１日提出

淡路市長 門  康 彦

淡路市条例第  号

   淡路市情報公開条例及び淡路市個人情報保護条例の一部を改正する

条例

（淡路市情報公開条例の一部改正）

第１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７条第２号中「独立行政法人等」の右に「（個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）第２条第９項に規定する独立行政法人等をいう。以下同

じ。）」を、「地方独立行政法人」の右に「（同条第１０項に規定する地方独立

行政法人をいう。以下同じ。）」を加える。

（淡路市個人情報保護条例の一部改正）

第２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２号中「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」を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号）第２条第２項」に改め、同条第３号中「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」を「個人

情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号）第２条」に改め、

同条第５号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５９号）第２条第１項」を「個人情報の保護に関する法律第２条第９

項」に、「地方独立行政法人法（平成１５年法律１１８号）第２条第１項」を「同

条第１０項」に改める。

   附 則

この条例は、令和４年４月１日から施行する。



   淡路市情報公開条例及び淡路市個人情報保護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（淡路市情報公開条例の一部改正）

現        行 改   正   案
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（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) (略)

(２) 法人その他の団体（国、独立行政法人

等、地方公共団体及び地方独立行政法人を

除く。以下「法人等」という。）に関する

情報又は事業を営む個人の当該事業に関す

る情報であって、公にすることにより、当

該法人等又は当該個人の権利、競争上の地

位その他正当な利益を害するおそれがある

もの。ただし、人の生命、健康に危害を及

ぼすおそれのある事業活動又は人の財産若

しくは生活に重大な影響を及ぼす違法若し

くは著しく不当な事業活動に関する情報を

除く。

(３)～(６) (略)

（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) (略)

(２) 法人その他の団体（国、独立行政法人

等（個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５７号）第２条第９項に規定す

る独立行政法人等をいう。以下同じ。）、

地方公共団体及び地方独立行政法人（同条

第１０項に規定する地方独立行政法人をい

う。以下同じ。）を除く。以下「法人等」

という。）に関する情報又は事業を営む個

人の当該事業に関する情報であって、公に

することにより、当該法人等又は当該個人

の権利、競争上の地位その他正当な利益を

害するおそれがあるもの。ただし、人の生

命、健康に危害を及ぼすおそれのある事業

活動又は人の財産若しくは生活に重大な影

響を及ぼす違法若しくは著しく不当な事業

活動に関する情報を除く。

(３)～(６) (略)



   淡路市情報公開条例及び淡路市個人情報保護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) (略)

(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５４

８号）第４条に規定する記述等が含まれる

個人情報をいう。

(４) 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。

(５) 事業者 法人その他の団体（国、独立

行政法人等（独立行政法人等の保有する個

人情報の保護に関する法律（平成１５年法

律第５９号）第２条第１項に規定する独立

行政法人等をいう。以下同じ。）、地方公

共団体及び地方独立行政法人（地方独立行

政法人法（平成１５年法律１１８号）第２

条第１項に規定する地方独立行政法人をい

う。以下同じ。）を除く。以下「法人等」

という。）及び事業を営む個人をいう。

(６)～(１２) (略)

（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) (略)

(２) 個人識別符号 個人情報の保護に関す

る法律（平成１５年法律第５７号）第２条

第２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

して個人情報の保護に関する法律施行令

（平成１５年政令第５０７号）第２条に規

定する記述等が含まれる個人情報をいう。

(４) 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。

(５) 事業者 法人その他の団体（国、独立

行政法人等（個人情報の保護に関する法律

第２条第９項に規定する独立行政法人等を

いう。以下同じ。）、地方公共団体及び地

方独立行政法人（同条第１０項に規定する

地方独立行政法人をいう。以下同じ。）を

除く。以下「法人等」という。）及び事業

を営む個人をいう。

(６)～(１２) (略)
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議案第３号

   淡路市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件   

淡路市職員の育児休業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。

  令和４年３月１日提出

淡路市長 門  康 彦

淡路市条例第  号

   淡路市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

淡路市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年淡路市条例第３６号）の一部

を次のように改正する。

第２条第３号ア(ア)を削り、同号ア(イ)中「特定職に引き続き」を「引き続いて

任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に」に改め、同号ア中(イ)を(ア)

とし、(ウ)を(イ)とする。

第２０条第２号中「次のいずれにも該当する」を「勤務日の日数及び勤務日ごと

の勤務時間を考慮して規則で定める」に改め、同号ア及びイを削る。

第２４条を第２６条とし、第２３条の次に次の２条を加える。

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等）

第２４条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊

娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に

対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承

認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなけ

ればならない。

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員

が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

（勤務環境の整備に関する措置）

第２５条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、

次に掲げる措置を講じなければならない。

(１) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(２) 育児休業に関する相談体制の整備

(３) 前２号に掲げるもののほか、育児休業に係る勤務環境の整備に関し必要な
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措置

   附 則

この条例は、令和４年４月１日から施行する。



   淡路市職員の育児休業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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（育児休業をすることができない職員）

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定め

る職員は、次に掲げる職員とする。

(１)・(２) (略)

(３) 次のいずれかに該当する非常勤職員以

外の非常勤職員

  ア 次のいずれにも該当する非常勤職員

   (ア) 任命権者を同じくする職（以下「特

定職」という。）に引き続き在職した期

間が１年以上である非常勤職員

   (イ) その養育する子（育児休業法第２

条第１項に規定する子をいう。以下同

じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１

歳６か月到達日」という。）（第２条の

４の規定に該当する場合にあっては、

２歳に達する日）までに、その任期（任

期が更新される場合にあっては、更新

後のもの）が満了すること及び特定職

に引き続き採用されないことが明らか

でない非常勤職員

   (ウ) 勤務日の日数を考慮して規則で定

める非常勤職員

  イ・ウ (略)

（部分休業をすることができない職員）

第２０条 育児休業法第１９条第１項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。

(１) 育児休業法第１７条の規定による短時

間勤務をしている職員

(２) 次のいずれにも該当する非常勤職員以

外の非常勤職員（地方公務員法第２８条の

５第１項に規定する短時間勤務の職を占め

る職員（以下「再任用短時間勤務職員」と

（育児休業をすることができない職員）

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定め

る職員は、次に掲げる職員とする。

(１)・(２) (略)

(３) 次のいずれかに該当する非常勤職員以

外の非常勤職員

  ア 次のいずれにも該当する非常勤職員

   

   (ア) その養育する子（育児休業法第２

条第１項に規定する子をいう。以下同

じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１

歳６か月到達日」という。）（第２条の

４の規定に該当する場合にあっては、

２歳に達する日）までに、その任期（任

期が更新される場合にあっては、更新

後のもの）が満了すること及び引き続

いて任命権者を同じくする職（以下「特

定職」という。）に採用されないことが

明らかでない非常勤職員

   (イ) 勤務日の日数を考慮して規則で定

める非常勤職員

  イ・ウ (略)

（部分休業をすることができない職員）

第２０条 育児休業法第１９条第１項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。

(１) 育児休業法第１７条の規定による短時

間勤務をしている職員

(２) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時

間を考慮して規則で定める非常勤職員以外

の非常勤職員（地方公務員法第２８条の５

第１項に規定する短時間勤務の職を占める



   淡路市職員の育児休業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

- 9 -

いう。）を除く。）

  ア 特定職に引き続き在職した期間が１年

以上である非常勤職員

  イ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時

間を考慮して規則で定める非常勤職員

（部分休業の承認の取消理由）

第２３条 (略)

（委任）

第２４条 この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。

職員（以下「再任用短時間勤務職員」とい

う。）を除く。）

（部分休業の承認の取消理由）

第２３条 (略)

（妊娠又は出産等についての申出があった場

合における措置等）

第２４条 任命権者は、職員が当該任命権者に

対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又

は出産したことその他これに準ずる事実を申

し出たときは、当該職員に対して、育児休業

に関する制度その他の事項を知らせるととも

に、育児休業の承認の請求に係る当該職員の

意向を確認するための面談その他の措置を講

じなければならない。

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出

をしたことを理由として、当該職員が不利益

な取扱いを受けることがないようにしなけれ

ばならない。

（勤務環境の整備に関する措置）

第２５条 任命権者は、育児休業の承認の請求

が円滑に行われるようにするため、次に掲げ

る措置を講じなければならない。

(１) 職員に対する育児休業に係る研修の実

施

(２) 育児休業に関する相談体制の整備

(３) 前２号に掲げるもののほか、育児休業

に係る勤務環境の整備に関し必要な措置

（委任）

第２６条 この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。
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議案第４号

   淡路市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例制

定の件   

淡路市職員の配偶者同行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。

  令和４年３月１日提出

淡路市長 門  康 彦

淡路市条例第  号

   淡路市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例

淡路市職員の配偶者同行休業に関する条例（平成２６年淡路市条例第１４号）の

一部を次のように改正する。

第１条中「、第２項、第３項、第６項、第７項、第８項及び第１１項」を「（同条

第４項において準用する場合を含む。）から第３項まで、第６項から第８項まで及

び第１１項において準用する法第２６条の５第６項」に改める。

第４条中「第７条」を「第７条第１号」に改める。

第７条第２号中「淡路市職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成１７年淡路

市規則第３３号）第２７条第１項第８号又は第９号で定める場合における」を「淡

路市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１７年淡路市条例第３５号）第１

６条の規定による」に改め、「特別休暇」の右に「（当該職員の出産を事由とするも

のに限る。）」を加える。

第９条第１項中「第６条」を「第６条第１項」に改め、同条第３項中「第１項」

を「前項」に改め、「任期を定めて採用された職員の」を削り、「あらかじめ」の右

に「第１項の規定により任期を定めて採用された」を加える。

   附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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別紙３ （新旧対照表）

（趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号。以下「法」という。）第２

６条の６第１項、第２項、第３項、第６項、第

７項、第８項及び第１１項の規定に基づき、

職員（常時勤務することを要しない職員、臨

時的に任用された職員その他の規則で定める

職員を除く。）の配偶者同行休業（法第２６条

の６第１項に規定する配偶者同行休業をい

う。以下同じ。）に関し必要な事項を定めるも

のとする。

（配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国

に滞在する事由）

第４条 法第２６条の６第１項の条例で定める

事由は、次に掲げる事由（６か月以上にわた

り継続することが見込まれるものに限る。第

７条において「配偶者外国滞在事由」という。）

とする。

(１)～(４) (略)

（配偶者同行休業の期間の延長）

第６条 配偶者同行休業をしている職員は、当

該配偶者同行休業を開始した日から引き続き

配偶者同行休業をしようとする期間が第３条

に規定する休業の期間を超えない範囲内にお

いて、延長をしようとする期間の末日を明ら

かにして、任命権者に対し、配偶者同行休業

の期間の延長を請求することができる。

２・３ (略)

（配偶者同行休業の承認の取消事由）

第７条 法第２６条の６第６項の条例で定める

事由は、次に掲げる事由とする。

（趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号。以下「法」という。）第２

６条の６第１項（同条第４項において準用す

る場合を含む。）から第３項まで、第６項から

第８項まで及び第１１項において準用する法

第２６条の５第６項の規定に基づき、職員（常

時勤務することを要しない職員、臨時的に任

用された職員その他の規則で定める職員を除

く。）の配偶者同行休業（法第２６条の６第１

項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同

じ。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国

に滞在する事由）

第４条 法第２６条の６第１項の条例で定める

事由は、次に掲げる事由（６か月以上にわた

り継続することが見込まれるものに限る。第

７条第１号において「配偶者外国滞在事由」

という。）とする。

(１)～(４) (略)

（配偶者同行休業の期間の延長）

第６条 配偶者同行休業をしている職員は、当

該配偶者同行休業を開始した日から引き続き

配偶者同行休業をしようとする期間が第３条

に規定する休業の期間を超えない範囲内にお

いて、延長をしようとする期間の末日を明ら

かにして、任命権者に対し、配偶者同行休業

の期間の延長を請求することができる。

２・３ (略)

（配偶者同行休業の承認の取消事由）

第７条 法第２６条の６第６項の条例で定める

事由は、次に掲げる事由とする。
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(１) (略)

(２) 配偶者同行休業をしている職員が、淡

路市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

（平成１７年淡路市規則第３３号）第２７

条第１項第８号又は第９号で定める場合に

おける特別休暇を取得することとなったこ

と。

(３) (略)

（配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時

的任用）

第９条 任命権者は、第２条又は第６条の規定

による請求があった場合において、当該請求

に係る期間（以下この項及び次項において「請

求期間」という。）について職員の配置換えそ

の他の方法によって当該請求をした職員の業

務を処理することが困難であると認めるとき

は、当該業務を処理するため、次の各号に掲

げる任用のいずれかを行うことができる。こ

の場合において、第２号に掲げる任用は、請

求期間について１年を超えて行うことができ

ない。

(１)・(２) (略)

２ 任命権者は、前項の規定により任期を定め

て採用された職員の任期が請求期間に満たな

い場合にあっては、当該請求期間の範囲内に

おいて、その任期を更新することができる。

３ 任命権者は、第１項の規定により任期を定

めて採用された職員の任期を更新する場合に

は、あらかじめ職員の同意を得なければなら

ない。

(１) (略)

(２) 配偶者同行休業をしている職員が、淡

路市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

（平成１７年淡路市条例第３５号）第１６

条の規定による特別休暇（当該職員の出産

を事由とするものに限る。）を取得すること

となったこと。

(３) (略)

（配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時

的任用）

第９条 任命権者は、第２条又は第６条第１項

の規定による請求があった場合において、当

該請求に係る期間（以下この項及び次項にお

いて「請求期間」という。）について職員の配

置換えその他の方法によって当該請求をした

職員の業務を処理することが困難であると認

めるときは、当該業務を処理するため、次の

各号に掲げる任用のいずれかを行うことがで

きる。この場合において、第２号に掲げる任

用は、請求期間について１年を超えて行うこ

とができない。

(１)・(２) (略)

２ 任命権者は、前項の規定により任期を定め

て採用された職員の任期が請求期間に満たな

い場合にあっては、当該請求期間の範囲内に

おいて、その任期を更新することができる。

３ 任命権者は、前項の規定により任期を更新

する場合には、あらかじめ第１項の規定によ

り任期を定めて採用された職員の同意を得な

ければならない。
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議案第５号

   淡路市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件

淡路市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  令和４年３月１日提出

淡路市長 門  康 彦

淡路市条例第  号

   淡路市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例  

淡路市消防団員等公務災害補償条例（平成１７年淡路市条例第２２０号）の一部

を次のように改正する。

第３条第２項ただし書を削る。

   附 則

この条例は、令和４年４月１日から施行する。
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- 14 -

（損害補償を受ける権利）

第２条 (略)

第３条 非常勤消防団員又は非常勤水防団員

は、その身分を失った場合においても、損害

補償を受ける権利は変更されることはない。

２ 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保

に供し、又は差し押さえることはできない。

ただし、傷病補償年金又は年金である障害補

償若しくは遺族補償を受ける権利を株式会社

日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫

に担保に供する場合は、この限りでない。

（損害補償を受ける権利）

第２条 (略)

第３条 非常勤消防団員又は非常勤水防団員

は、その身分を失った場合においても、損害

補償を受ける権利は変更されることはない。

２ 損害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保

に供し、又は差し押さえることはできない。
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議案第６号

   淡路市営仮屋漁港駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例制定の件

淡路市営仮屋漁港駐車場の設置及び管理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４年３月１日提出

淡路市長 門  康 彦

淡路市条例第  号

   淡路市営仮屋漁港駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例

淡路市営仮屋漁港駐車場の設置及び管理に関する条例（平成１７年淡路市条例第

２０５号）の一部を次のように改正する。

題名中「淡路市営仮屋漁港駐車場」を「淡路市漁港駐車場」に改める。

第１条中「仮屋漁港区域内」を「漁港区域内」に、「仮屋漁港施設」を「漁港施設」

に、「淡路市営仮屋漁港駐車場」を「淡路市漁港駐車場」に改める。

第２条の見出し中「位置」を「名称及び位置」に改め、同条中「位置」を「名称

及び位置」に、「淡路市仮屋漁港内」を「次のとおり」に改め、同条に次の表を加え

る。

名称 位置

岩屋漁港駐車場 岩屋漁港内

仮屋漁港駐車場 仮屋漁港内

第３条ただし書中「変更」の右に「し、又は臨時に供用を休止」を加える。

第５条の見出しを「（使用料）」に改め、同条第１項中「指定管理者（第１２条に

規定する指定管理者をいう。以下この条から第７条までにおいて同じ。）に、その利

用に係る料金（以下「利用料金」という。）を納め」を「別表に定める使用料を納付

し」に改め、同項ただし書中「指定管理者」を「市長」に改め、同条第２項及び第

３項を削る。

第６条の見出しを「（使用料の減免等）」に改め、同条中「指定管理者は、あらか

じめ市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は」を「市長は、特別の理由があ

ると認めるときは、使用料を減額し、又は使用料の全部若しくは」に改める。
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第７条の見出し中「利用料金」を「使用料」に改め、同条中「収受した利用料金」

を「納めた使用料」に改め、同条ただし書中「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、駐車場を利用できない」を「市長が特別の理由があ

ると認める」に改める。

第９条第２号中「に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わない」を「又はこ

の条例に基づく規則の規定に違反した」に改め、同条第３号中「前２号」を「前各

号」に、「特に必要があると認められる」を「支障がある」に改め、同号を同条第５

号とし、同条第２号の次に次の２号を加える。

(３) 駐車場の管理者の指示に従わないとき。

(４) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

第１０条第１項中「駐車場の利用者が」を「利用者は」に、「その施設又は設備を

滅失し、又は損傷」を「駐車場の設備等を損傷し、又は滅失」に改め、同条第２項

中「市長」を「市」に改める。

第１１条を削る。

第１２条中「施設の」を削り、「ものとする」を「ことができる」に改め、同条に

次の４項を加える。

２ 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第３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項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第４条、第

４条の２、第８条及び第９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項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該

指定管理者が駐車場の管理を行うこととされた期間前にされた第４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項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該

指定管理者が駐車場の管理を行うこととされた期間前に第４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。

第１２条を第１１条とする。

第１３条各号を次のように改める。

(１) 駐車場の利用の許可に関する業務

(２) 駐車場の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）に関する業務

(３) 駐車場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
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第１３条を第１２条とし、同条の次に次の１条を加える。

（利用料金）

第１３条 第５条の規定にかかわらず、第１１条第１項の規定により、駐車場の管

理を指定管理者に行わせる場合は、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。

附則の次に次の別表を加える。

別表（第５条、第１３条関係）

(１) 岩屋漁港駐車場

区分 使用料（自動車１台につき）

７月１日から８月３１

日まで

１時間以内 無料

１時間を超え２時間以内 １００円

２時間を超え４時間以内 ５００円

４時間を超え５時間以内 ６００円

５時間を超え６時間以内 ７００円

６時間を超え７時間以内 ８００円

７時間を超え８時間以内 ９００円

８時間を超え２４時間以内 １，０００円

９月１日から翌年６月

３０日まで

１時間以内 無料

１時間を超え２時間以内 １００円

２時間を超え２４時間以内 ５００円

備考

  １ 岩屋漁港駐車場の使用料は、当該駐車場に入場した日の区分に応じ、それ

ぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

  ２ １回の利用の時間が２４時間を超えるときは、２４時間ごとに算定した使

用料の合計額とする。

(２) 仮屋漁港駐車場
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区分 使用料（自動車１台につき）

通年 １日１回につき １５０円

備考

  １ １日とは午前零時から午後１２時までをいい、１回とは仮屋漁港駐車場に

入場してから出場するまでの利用をいう。

  ２ １回の利用が１日を超えるときは、１日ごとに算定した使用料の合計額と

する。

   附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年７月１日から施行する。

（準備行為）

２ この条例による改正後の淡路市漁港駐車場の設置及び管理に関する条例第２

条に規定する岩屋漁港駐車場に係る同条例第４条第１項の利用の許可その他当

該駐車場の利用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前におい

ても行うことができる。
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  淡路市営仮屋漁港駐車場の設置及

び管理に関する条例

（設置）

第１条 仮屋漁港区域内の車両整理及び仮屋漁

港施設の円滑な利用促進を図るため、淡路市

営仮屋漁港駐車場（以下「駐車場」という。）

を置く。

（位置）

第２条 駐車場の位置は、淡路市仮屋漁港内と

する。

（利用時間）

第３条 駐車場の利用時間は、終日とする。た

だし、市長が特別の理由があると認めるとき

は、これを変更することができる。

（利用料金）

第５条 第４条第１項の許可を受けた者（以下

「利用者」という。）は、あらかじめ指定管理

者（第１２条に規定する指定管理者をいう。

以下この条から第７条までにおいて同じ。）

に、その利用に係る料金（以下「利用料金」

という。）を納めなければならない。ただし、

指定管理者が特別の理由があると認めるとき

は、後納させることができる。

２ 利用料金の額は、駐車１日１回につき、１

５０円の範囲内において、あらかじめ市長の

承認を得て、指定管理者が定める。

３ 利用料金は、指定管理者の収入とする。

（利用料金の免除）

   淡路市漁港駐車場の設置及び管

理に関する条例

（設置）

第１条 漁港区域内の車両整理及び漁港施設の

円滑な利用促進を図るため、淡路市漁港駐車

場（以下「駐車場」という。）を置く。

（名称及び位置）

第２条 駐車場の名称及び位置は、次のとおり

とする。

名称 位置

岩屋漁港駐車場 岩屋漁港内

仮屋漁港駐車場 仮屋漁港内

（利用時間）

第３条 駐車場の利用時間は、終日とする。た

だし、市長が特別の理由があると認めるとき

は、これを変更し、又は臨時に供用を休止す

ることができる。

（使用料）

第５条 第４条第１項の許可を受けた者（以下

「利用者」という。）は、あらかじめ別表に定

める使用料を納付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、

後納させることができる。

（使用料の減免等）
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第６条 指定管理者は、あらかじめ市長が定め

る基準に従い、利用料金の全部又は一部を免

除することができる。

（利用料金の不還付）

第７条 既に収受した利用料金は、還付しない。

ただし、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、駐車場を利用

できないときは、その全部又は一部を還付す

ることができる。

（許可の取消し等）

第９条 市長は、利用者が次の各号のいずれか

に該当すると認めるときは、第４条第１項の

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) (略)

(２) この条例に違反し、又はこの条例に基

づく指示に従わないとき。

(３) 前２号に掲げるもののほか、駐車場の

管理上特に必要があると認められるとき。

（損害賠償等）

第１０条 駐車場の利用者が、その責めに帰す

べき理由により、その施設又は設備を滅失し、

又は損傷したときは、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 市長は、駐車場の利用者が、第三者若しく

はその責めに帰すべき理由又は天災その他不

可抗力により、駐車場内において自動車の損

傷、滅失、盗難等の事故又は交通事故等の損

第６条 市長は、特別の理由があると認めると

きは、使用料を減額し、又は使用料の全部若

しくは一部を免除することができる。

（使用料の不還付）

第７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。

（許可の取消し等）

第９条 市長は、利用者が次の各号のいずれか

に該当すると認めるときは、第４条第１項の

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) (略)

(２) 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。

(３) 駐車場の管理者の指示に従わないと

き。

(４) 偽りその他不正の手段により利用の許

可を受けたとき。

(５) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の

管理上支障があるとき。

（損害賠償等）

第１０条 利用者は、その責めに帰すべき理由

により、駐車場の設備等を損傷し、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。

２ 市は、駐車場の利用者が、第三者若しくは

その責めに帰すべき理由又は天災その他不可

抗力により、駐車場内において自動車の損傷、

滅失、盗難等の事故又は交通事故等の損害が
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害が生じてもその賠償の責めを負わない。

（利用の休止）

第１１条 市長は、駐車場の補修その他必要が

あると認めるときは、駐車場の全部又は一部

の利用を休止することができる。

（指定管理者による管理）

第１２条 駐車場の施設の管理は、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。）に行わせるものとする。

生じてもその賠償の責めを負わない。

（指定管理者による管理）

第１１条 駐車場の管理は、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 前項の規定により駐車場の管理を指定管理

者に行わせる場合は、第３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項の規定により駐車場の管理を指定管

理者に行わせる場合は、第４条、第４条の２、

第８条及び第９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項の規定により駐車場の管理を指定管

理者に行わせる場合において、当該指定管理

者が駐車場の管理を行うこととされた期間前

にされた第４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項の規定により駐車場の管理を指定管

理者に行わせる場合において、当該指定管理

者が駐車場の管理を行うこととされた期間前

に第４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。
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（指定管理者による業務）

第１３条 指定管理者は、次に掲げる業務を行

うものとする。

(１) 駐車場の維持管理に関する業務

(２) 第３条本文の規定にかかわらず、駐車

場の管理上必要があると認めるときに、市

長の承認を得て、利用時間を変更すること。

(３) 第４条第１項の規定により、許可をす

ること、及び同条第２項の規定により、許

可に条件を付すること。

(４) 第４条の２の規定により、許可をしな

いこと。

(５) 第８条の規定により、同条第１号から

第４号までのいずれかに該当すると認める

ときに、駐車を拒否すること。

(６) 第９条の規定により、同条第１号から

第３号までのいずれかに該当すると認める

ときに、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。

(７) 第１１条の規定により、駐車場の全部

又は一部の利用を休止すること。

(８) 前各号に掲げるもののほか、市長が別

に定める業務

（指定管理者による業務）

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) 駐車場の利用の許可に関する業務

(２) 駐車場の利用に係る料金（以下「利用

料金」という。）に関する業務

(３) 駐車場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５条の規定にかかわらず、第１１

条第１項の規定により、駐車場の管理を指定

管理者に行わせる場合は、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
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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。

別表（第５条、第１３条関係）

(１) 岩屋漁港駐車場

区分 使用料（自動車１台につき）

７ 月 １ 日

か ら ８ 月

３ １ 日 ま

で

１時間以内 無料

１時間を超え２時

間以内

100円

２時間を超え４時

間以内

500円

４時間を超え５時

間以内

600円

５時間を超え６時

間以内

700円

６時間を超え７時

間以内

800円

７時間を超え８時

間以内

900円

８時間を超え２４

時間以内

1,000円

９ 月 １ 日

か ら 翌 年

６ 月 ３ ０

日まで

１時間以内 無料

１時間を超え２時

間以内
100円

２時間を超え２４

時間以内
500円

備考

  １ 岩屋漁港駐車場の使用料は、当該駐車

場に入場した日の区分に応じ、それぞれ

当該右欄に定めるとおりとする。

  ２ １回の利用の時間が２４時間を超える
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ときは、２４時間ごとに算定した使用料

の合計額とする。

(２) 仮屋漁港駐車場

区分 使用料（自動車１台につき）

通年 １日１回につき 150円

備考

  １ １日とは午前零時から午後１２時まで

をいい、１回とは仮屋漁港駐車場に入場

してから出場するまでの利用をいう。

  ２ １回の利用が１日を超えるときは、１

日ごとに算定した使用料の合計額とす

る。
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議案第７号

   淡路市体育センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例制定の件

淡路市体育センターの設置及び管理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４年３月１日提出

淡路市長 門  康 彦

淡路市条例第  号

   淡路市体育センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例

淡路市体育センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年淡路市条例第２５

０号）の一部を次のように改正する。

第２条の表長澤体育センターの項を削る。

第４条第１項第２号アの表長澤体育センターの項を削る。

別表第５項の表中

「

円 円 円

長澤体育センター
市民 １時間 １５０ ― １００

市民外 〃 ３１０ ― １００

仁井体育センター
市民 〃 １５０ ― １００

市民外 〃 ３１０ ― １００

                                    」

を

「

円 円 円

仁井体育センター
市民 １時間 １５０ ― １００

市民外 〃 ３１０ ― １００

                                    」

に改める。
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附 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。

（経過措置）

２ この条例による改正後の淡路市体育センターの設置及び管理に関する条例別

表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日

前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
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（名称及び位置）

第２条 体育センターの名称及び位置は、次のと

おりとする。

名称 位置

津名体育センター 淡路市大谷１７６番地１

(略)

一宮体育センター 淡路市多賀２２７番地

長澤体育センター 淡路市長澤７２７番地

仁井体育センター 淡路市仁井５８番地

(略)

東浦体育センター 淡路市釜口１３２６番地

（利用時間及び休館日）

第４条 体育センターの利用時間及び休館日は、

次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要

と認めるときは、これを変更することができる。

(１) 利用時間 午前９時から午後１０時まで

(２) 休館日は、以下のとおりとする。

ア

名称 休館日

津名体育センター 毎週火曜日

(略)

一宮体育センター ―

長澤体育センター ―

仁井体育センター ―

(略)

東浦体育センター 毎週月曜日

イ・ウ (略)

２ (略)

（名称及び位置）

第２条 体育センターの名称及び位置は、次のと

おりとする。

名称 位置

津名体育センター 淡路市大谷１７６番地１

(略)

一宮体育センター 淡路市多賀２２７番地

仁井体育センター 淡路市仁井５８番地

(略)

東浦体育センター 淡路市釜口１３２６番地

（利用時間及び休館日）

第４条 体育センターの利用時間及び休館日は、

次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要

と認めるときは、これを変更することができる。

(１) 利用時間 午前９時から午後１０時まで

(２) 休館日は、以下のとおりとする。

ア

名称 休館日

津名体育センター 毎週火曜日

(略)

一宮体育センター ―

仁井体育センター ―

(略)

東浦体育センター 毎週月曜日

イ・ウ (略)

２ (略)
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別表（第９条、第１６条関係）

１～４ (略)

５ 体育センター

区分 単位

使用料 照明設

備使用

料
全面 半面

円 円 円

長澤体

育セン

ター

市民 １時間 150 ― 100

市民

外
〃 310 ― 100

仁井体

育セン

ター

市民 〃 150 ― 100

市民

外
〃 310 ― 100

(略)

東浦体

育セン

ター

市民 〃 150 ― 100

市民

外
〃 310 ― 100

別表（第９条、第１６条関係）

１～４ (略)

５ 体育センター

区分 単位

使用料 照明設

備使用

料
全面 半面

円 円 円

仁井体

育セン

ター

市民 １時間 150 ― 100

市民

外
〃 310 ― 100

(略)

東浦体

育セン

ター

市民 〃 150 ― 100

市民

外
〃 310 ― 100
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議案第８号

   淡路市暴力団対策基金条例を廃止する条例制定の件

淡路市暴力団対策基金条例を廃止する条例を次のように定める。

  令和４年３月１日提出

淡路市長 門  康 彦

淡路市条例第  号

   淡路市暴力団対策基金条例を廃止する条例  

淡路市暴力団対策基金条例（令和２年淡路市条例第４号）は、廃止する。

   附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（基金残額の処分）

２ この条例の施行の際、淡路市暴力団対策基金に残額があるときは、当該基金の

残額を一般会計歳入歳出予算に繰り入れるものとする。
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   淡路市暴力団対策基金条例

令和２年３月３０日

条例第４号

（設置）

第１条 市民生活の安全と平穏の確保を目的と

して市民団体が行う暴力団排除活動の支援に

要する費用の財源に充てるため、淡路市暴力

団対策基金（以下「基金」という。）を設置す

る。

（基金の積立額）

第２条 基金として積み立てる額は、次に掲げ

る額とする。

(１) 前条の目的を達成するための寄附金の

額

(２) 基金の運用から生ずる収益の額

(３) 前２号に定めるもののほか、予算で定

める額

（基金の管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預

金その他 も確実かつ有利な方法により保管

しなければならない。

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、 も確

実かつ有利な有価証券に換えることができ

る。

（基金の運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会

計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入

するものとする。

（基金の処分）

第５条 基金は、第１条に規定する目的を達成

するために要する費用の財源に充てる場合に

限り、予算の定めるところによりその全部又

は一部を処分することができる。

（条例の廃止）
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（基金の繰替運用）

第６条 市長は、財政上必要があると認めると

きは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を

定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り

替えて運用することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の

管理に関し必要な事項は、市長が定める。

（条例の廃止）
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議案第２５号

   淡路市職員の給与に関する条例及び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を改正する条例を次のように定める。

  令和４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２９条第２項中「１００分の１２７.５」を「１００分の１２０」に改め、同

条第３項中「１００分の１２７.５」を「１００分の１２０」に、「１００分の７

２.５」を「１００分の６７.５」に改める。

（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）

第２条 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５条第２項の表中

「

１００分の

２２２.５

１００分の

１７８

１００分の

１３３.５

１００分の

６６.７５

１００分の

２２２.５

１００分の

１７８

１００分の

１３３.５

１００分の

６６.７５

                              」

を

「

１００分の

２１５

１００分の

１７２

１００分の

１２９

１００分の

６４.５
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１００分の

２１５

１００分の

１７２

１００分の

１２９

１００分の

６４.５

                              」

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。

（令和４年６月に支給する期末手当に関する特例）

２ 職員に対する令和４年６月に支給する期末手当の額は、第１条による改正後の

淡路市職員の給与に関する条例第２９条第２項（同条第３項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）及び淡路市職員の給与に関する条例（以下この項に

おいて「給与条例」という。）第２９条第４項から第６項まで（淡路市職員の育児

休業等に関する条例（平成１７年淡路市条例第３６号）第１８条の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）又は第３６条第１項から第３項まで若しくは第

６項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額（以下こ

の項において「基準額」という。）から、令和３年１２月に支給された期末手当の

額に、同月１日（同日前１か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日）

における次の各号に掲げる職員（給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項

において同じ。）の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額

（以下この項において「調整額」という。）を減じた額とする。この場合において、

調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(１) 再任用職員（給与条例第１２条に規定する職員をいう。次号において同じ。）

以外の職員 １２７.５分の１５

(２) 再任用職員 ７２.５分の１０

３ 特別職の職員に対する令和４年６月に支給する期末手当の額は、第２条による

改正後の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第５条

第２項及び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第５

条第３項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、

令和３年１２月に支給された期末手当の額に、同月１日における次の各号に掲げ

る在職期間の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じ

た額とする。

(１) ６か月 ２２２.５分の１５

(２) ５か月以上６か月未満 １７８分の１２

(３) ３か月以上５か月未満 １３３.５分の９

(４) ３か月未満 ６６.７５分の４.５



   淡路市職員の給与に関する条例及び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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（期末手当）

第２９条 (略)

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００

分の１２７.５を乗じて得た額に、基準日以前

６か月以内の期間におけるその者の在職期間

の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。

(１)～(４) (略)

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の１２７.５」とあ

るのは「１００分の７２.５」とする。

４～６ (略)

（期末手当）

第２９条 (略)

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００

分の１２０を乗じて得た額に、基準日以前６

か月以内の期間におけるその者の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。

(１)～(４) (略)

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の１２０」とある

のは「１００分の６７.５」とする。

４～６ (略)



   淡路市職員の給与に関する条例及び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を改正する条例新旧対照表   

   第２条による改正（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）

現        行 改   正   案
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（期末手当）

第５条 (略)

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、次の

表の左欄に掲げる基準日につき、その者の当

該基準日以前６か月以内の期間における同表

の右欄に掲げる在職期間の区分に応じて、そ

れぞれ同欄に掲げる割合を乗じて得た額とす

る。

基準

日

在職期間

６か月
５か月以上

６か月未満

３か月以上

５か月未満
３か月未満

６月

１日

１００分の

２２２.５

１００分の

１７８

１００分の

１３３.５

１００分の

６６.７５

１２月

１日

１００分の

２２２.５

１００分の

１７８

１００分の

１３３.５

１００分の

６６.７５

３・４ (略)

（期末手当）

第５条 (略)

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、次の

表の左欄に掲げる基準日につき、その者の当

該基準日以前６か月以内の期間における同表

の右欄に掲げる在職期間の区分に応じて、そ

れぞれ同欄に掲げる割合を乗じて得た額とす

る。

基準

日

在職期間

６か月
５か月以上

６か月未満

３か月以上

５か月未満
３か月未満

６月

１日

１００分の

２１５

１００分の

１７２

１００分の

１２９

１００分の

６４.５

１２月

１日

１００分の

２１５

１００分の

１７２

１００分の

１２９

１００分の

６４.５

３・４ (略)


