
- 1 -

議案第４１号

   淡路市印鑑条例の一部を改正する条例制定の件

淡路市印鑑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９月１日提出

淡路市長 門  康 彦

淡路市条例第  号

   淡路市印鑑条例の一部を改正する条例

淡路市印鑑条例（平成１７年淡路市条例第１７号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号を第６号とし、第８

号を第７号とする。

第１３条中「第６条第１項第３号から第６号まで」を「第６条第１項第３号から

第５号まで」に、「第６条第１項第７号」を「第６条第１項第６号」に改める。

   附 則

この条例は、令和５年１月１日から施行する。



   淡路市印鑑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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（印鑑登録原票）

第６条 市長は、印鑑登録原票を備え、印鑑登

録申請書に記載されている事項その他必要な

事項について審査した上、印影のほか当該登

録申請者に係る次に掲げる事項を登録するも

のとする。

(１) 登録番号

(２) 登録年月日

(３) 氏名（氏に変更があった者に係る住民

票に旧氏の記載がされている場合にあって

は氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住

民票に通称の記載がされている場合にあっ

ては氏名及び当該通称）

(４) 出生の年月日

(５) 男女の別

(６) 住所

(７) 外国人住民に係る住民票の備考欄に記

載がされている氏名のカタカナ表記

(８) 前各号に掲げるもののほか、市長が必

要と認める事項

２ (略)

（印鑑登録証明書）

第１３条 印鑑登録証明書は、市長が、印鑑登

録原票に登録している印影の写し（印鑑登録

原票に登録している印影を光学画像読取装置

（これに準ずる方法により一定の画像を正確

に読み取ることができる機器を含む。）によ

り読み取って磁気ディスクに記録し、これを

プリンターから打ち出したものを含む。）に

第６条第１項第３号から第６号までに掲げる

事項を記載して証明するものとする。この場

合において、第５条第２項の規定による印鑑

の登録を受けているときは、第６条第１項第

７号に掲げる事項を記載するものとする。

（印鑑登録原票）

第６条 市長は、印鑑登録原票を備え、印鑑登

録申請書に記載されている事項その他必要な

事項について審査した上、印影のほか当該登

録申請者に係る次に掲げる事項を登録するも

のとする。

(１) 登録番号

(２) 登録年月日

(３) 氏名（氏に変更があった者に係る住民

票に旧氏の記載がされている場合にあって

は氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住

民票に通称の記載がされている場合にあっ

ては氏名及び当該通称）

(４) 出生の年月日

(５) 住所

(６) 外国人住民に係る住民票の備考欄に記

載がされている氏名のカタカナ表記

(７) 前各号に掲げるもののほか、市長が必

要と認める事項

２ (略)

（印鑑登録証明書）

第１３条 印鑑登録証明書は、市長が、印鑑登

録原票に登録している印影の写し（印鑑登録

原票に登録している印影を光学画像読取装置

（これに準ずる方法により一定の画像を正確

に読み取ることができる機器を含む。）によ

り読み取って磁気ディスクに記録し、これを

プリンターから打ち出したものを含む。）に

第６条第１項第３号から第５号までに掲げる

事項を記載して証明するものとする。この場

合において、第５条第２項の規定による印鑑

の登録を受けているときは、第６条第１項第

６号に掲げる事項を記載するものとする。
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議案第４２号

   淡路市北淡震災記念公園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

淡路市北淡震災記念公園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９月１日提出

淡路市長 門  康 彦

淡路市条例第 号

   淡路市北淡震災記念公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例

淡路市北淡震災記念公園の設置及び管理に関する条例（平成１７年淡路市条例第

２７号）の一部を次のように改正する。

第１条中「管理運営」を「管理」に改める。

第２条中「阪神淡路大震災」を「阪神・淡路大震災」に改める。

第３条中「小倉１７７番地」を「小倉１７３番地１」に改める。

第４条の表観光・レクリエーション施設（物産館・レストラン）の項を削り、同

表公園緑地広場等の項中「ふれあい」を「触れ合い」に改める。

第５条第１項中「以下同じ」を「次条から第８条まで及び第１２条において同じ」

に、「１２月２６日から３１日まで」を「１２月２４日から同月２９日まで」に改

める。

第６条中第２項を削り、第３項を第２項とする。

第７条第１項中「（野島断層保存館及び公園緑地広場等を除く。次条において同

じ。）」を削る。

第１０条第１項中「野島断層保存館（震災体験館を含む。）」を「震災記念公園

（野島断層保存館及び震災体験館に限る。）」に改める。

第１１条中「第１０条」を「第９条」に改める。

第１５条中「管理運営」を「管理」に改める。

別表第１を次のように改める。

別表第１（第９条関係）
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区分 利用料金
冷暖房設備利用料金

（１時間）

セミナーハウス 円 円

研修室１ １時間につき １，１５０ ２００

研修室２ １時間につき １，１５０ ２００

会議室 １時間につき １，１５０ １００

備考

１ 利用料金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。

２ 冷暖房設備を利用するときは、当該利用区分に係る利用料金の額に当該

利用区分に係る冷暖房設備利用料金を加算した額とする。

３ セミナーハウスの研修室１及び研修室２の２室を１室として同時に利用

する場合における利用料金又は冷暖房設備利用料金は、当該利用区分に係

る利用料金の額又は冷暖房設備利用料金の額をそれぞれ加算した額とする。

  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４条の表観光・レクリエーシ

ョン施設（物産館・レストラン）の項を削る改正規定並びに第６条及び別表第１

の改正規定は、公布の日から起算して１年６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。

（経過措置）

２ この条例による改正後の淡路市北淡震災記念公園の設置及び管理に関する条

例別表第１の規定は、前項ただし書に規定する施行の日以後の利用に係る利用料

金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例によ

る。
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（趣旨）

第１条 この条例は、淡路市北淡震災記念公園

（以下「震災記念公園」という。）の設置及び

管理運営に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（設置）

第２条 阪神淡路大震災の生きた教材である野

島断層を保存展示し、学術に関する知識の普

及及び文化の向上に資するとともに、地域住

民と観光客の交流の場としての利便施設を提

供し、市民の健康及び福祉の増進を図るため、

震災記念公園を設置する。

（位置）

第３条 震災記念公園の位置は、淡路市小倉１

７７番地とする。

（施設及び業務）

第４条 震災記念公園は、次の表の左欄に掲げ

る施設をもって構成し、これらの施設におい

て同表の右欄に掲げる業務を行う。

施設 業務

野島断層保

存館

野島断層を保存展示し、学術に

関する知識の普及を図るととも

に、防災教育の場を提供する。

セミナーハ

ウス

野島断層の学術に関する知識の

普及を図るための防災教育の

場、地域住民及び観光客の交流

の場としての利便施設を提供す

る。

震災体験館 地震の揺れを体験できる起震設

備により防災に関する正確な知

識及び技術・意識の向上を図る

とともに、防災教育の場を提供

する。

（趣旨）

第１条 この条例は、淡路市北淡震災記念公園

（以下「震災記念公園」という。）の設置及び

管理に関し必要な事項を定めるものとする。

（設置）

第２条 阪神・淡路大震災の生きた教材である

野島断層を保存展示し、学術に関する知識の

普及及び文化の向上に資するとともに、地域

住民と観光客の交流の場としての利便施設を

提供し、市民の健康及び福祉の増進を図るた

め、震災記念公園を設置する。

（位置）

第３条 震災記念公園の位置は、淡路市小倉１

７３番地１とする。

（施設及び業務）

第４条 震災記念公園は、次の表の左欄に掲げ

る施設をもって構成し、これらの施設におい

て同表の右欄に掲げる業務を行う。

施設 業務

野島断層保

存館

野島断層を保存展示し、学術に

関する知識の普及を図るととも

に、防災教育の場を提供する。

セミナーハ

ウス

野島断層の学術に関する知識の

普及を図るための防災教育の

場、地域住民及び観光客の交流

の場としての利便施設を提供す

る。

震災体験館 地震の揺れを体験できる起震設

備により防災に関する正確な知

識及び技術・意識の向上を図る

とともに、防災教育の場を提供

する。
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観光・レクリ

エーション

施設

地域住民と観光客の憩いの場、

交流の場としての利便施設を提

供する。

（物産館・レ

ストラン）

公園緑地広

場等

地域住民と観光客との憩いとふ

れあいを図り、相互の交流を推

進する。

       

（休館日）

第５条 震災記念公園（公園緑地広場等を除く。

以下同じ。）の休館日は、１２月２６日から３

１日までとする。

２ (略)

（利用時間）

第６条 震災記念公園の利用時間は、午前９時

から午後５時までとする。

２ 前項の規定にかかわらず、観光・レクリエ

ーション施設の利用時間は、次のとおりとす

る。

(１) Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ ＳＡＫＵＲＡ

午前１０時から午後９時まで

(２) イートインコーナー・ＳＨＯＰ Ｈｏ

ｋｕｄａｎ 午前９時から午後９時まで

３ 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、利用時間を変更すること

ができる。

（利用の許可）

第７条 震災記念公園（野島断層保存館及び公

園緑地広場等を除く。次条において同じ。）の

施設を利用しようとする者は、指定管理者の

許可を受けなければならない。許可を受けた

事項を変更しようとするときも、同様とする。

２ (略)

公園緑地広

場等

地域住民と観光客との憩いと触

れ合いを図り、相互の交流を推

進する。

        

（休館日）

第５条 震災記念公園（公園緑地広場等を除く。

次条から第８条まで及び第１２条において同

じ。）の休館日は、１２月２４日から同月２９

日までとする。

２ (略)

（利用時間）

第６条 震災記念公園の利用時間は、午前９時

から午後５時までとする。

２ 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、利用時間を変更すること

ができる。

（利用の許可）

第７条 震災記念公園の施設を利用しようとす

る者は、指定管理者の許可を受けなければな

らない。許可を受けた事項を変更しようとす

るときも、同様とする。

２ (略)
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（入館料）

第１０条 野島断層保存館（震災体験館を含

む。）に入館しようとする者は、指定管理者に

入館料を納付しなければならない。

２・３ (略)

（利用料金等の減免）

第１１条 指定管理者は、あらかじめ市長が定

める基準に従い、第１０条の利用料金又は前

条の入館料を減額し、又は免除することがで

きる。

（委任）

第１５条 この条例に定めるもののほか、震災

記念公園の管理運営に関し必要な事項は、規

則で定める。

別表第１（第９条関係）

区分

利用料金 冷 暖 房

設 備 利

用料金

（１時

間）

９時から

１３時ま

で

１３時か

ら１８時

まで

１８時か

ら２２時

まで

観光・レク

リエーシ

ョン施設

円 円 円 円

多目的

室

4,620 4,620 5,190 200

和室 2,310 2,310 2,880 100

観光・レ

クリエー

ション施

設

売上高の３％以内

（入館料）

第１０条 震災記念公園（野島断層保存館及び

震災体験館に限る。）に入館しようとする者

は、指定管理者に入館料を納付しなければな

らない。

２・３ (略)

（利用料金等の減免）

第１１条 指定管理者は、あらかじめ市長が定

める基準に従い、第９条の利用料金又は前条

の入館料を減額し、又は免除することができ

る。

（委任）

第１５条 この条例に定めるもののほか、震災

記念公園の管理に関し必要な事項は、規則で

定める。

別表第１（第９条関係）

区分 利用料金

冷暖 房

設備 利

用料金

（１時

間）

           円   円
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レスト

ラン

物販コ

ーナー

セミナー

ハウス

研修室

１

１時間につき 1,150 200

研修室

２

１時間につき 1,150 200

会議室 １時間につき 1,150 100

備考

１ 観光・レクリエーション施設の利用者の

住所が本市外であるときは、当該利用区分

に係る利用料金（冷暖房設備利用料金を除

く。）の額の１５０％の額とする。

２ 利用料金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。

３ 冷暖房設備を利用するときは、当該利用

区分に係る利用料金の額に当該利用区分に

係る冷暖房設備利用料金を加算した額とす

る。

４ セミナーハウスの研修室１及び研修室２

の２室を１室として同時に利用する場合に

おける利用料金又は冷暖房設備利用料金

は、当該利用区分に係る利用料金の額又は

冷暖房設備利用料金の額をそれぞれ加算し

た額とする。

セミナー

ハウス

研修室

１

１時間につき 1,150 200

研修室

２

１時間につき 1,150 200

会議室 １時間につき 1,150 100

備考

１ 利用料金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。

２ 冷暖房設備を利用するときは、当該利用

区分に係る利用料金の額に当該利用区分に

係る冷暖房設備利用料金を加算した額とす

る。

３ セミナーハウスの研修室１及び研修室２

の２室を１室として同時に利用する場合に

おける利用料金又は冷暖房設備利用料金

は、当該利用区分に係る利用料金の額又は

冷暖房設備利用料金の額をそれぞれ加算し

た額とする。
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議案第４３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９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号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であって、

次のいずれかに該当するもの」に改め、同号ア（ア）中「第２条の４」を「当該子

の出生の日から第３条の２に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあ

っては当該期間の末日から６か月を経過する日、第２条の４」に、「、２歳」を「当

該子が２歳」に改め、同号イを次のように改める。

  イ 次のいずれかに該当する非常勤職員

  (ア) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）（当

該子について当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げる場合に該当し

てする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である

場合にあっては、当該末日とされた日。以下（ア）において同じ。）におい

て育児休業をしている非常勤職員であって、同条第３号に掲げる場合に該

当して当該子の１歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休

業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている

場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特

定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新

前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしようとするもの

第２条第３号ウを削る。

第２条の３第２号中「以下この条及び次条において」を「以下」に、「において当
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該非常勤職員」を「において、当該非常勤職員」に改め、同条第３号中「養育する

ため、非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲

げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場

合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とさ

れた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日（当該

育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日

が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当該子の１歳到達日後の期間におい

てこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする

育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満

了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当

該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする

場合であって」を「養育する非常勤職員が」に、「該当するとき」を「該当する場合

（当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であっ

て第３条第７号に掲げる事情に該当するときはイ及びウに掲げる場合に該当する

場合、任命権者が定める特別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合に該当す

る場合）」に改め、同号イを同号ウとし、同号ア中「当該非常勤職員がする」を「当

該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする」に、「当該配偶者がする」を「当

該配偶者が同号に掲げる場合に又はこれに相当する場合に該当してする」に改め、

同号中アをイとし、同号にアとして次のように加える。

  ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げる場

合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場

合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末

日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とさ

れた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間

の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当該配偶者

がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業

をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日

以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

第２条の３第３号に次のように加える。

  エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員

が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当

該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）後の期間

においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

第２条の４中「養育するため、非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当

該子の１歳６か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末

日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任
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期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあって

は、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初

日とする育児休業をしようとする場合であって」を「養育する非常勤職員が」に、

「各号」を「各号に掲げる場合」に、「該当するとき」を「該当する場合（当該子に

ついてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第７号に掲

げる事情に該当するときは第２号及び第３号に掲げる場合に該当する場合、任命権

者が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合）」

に改め、同条中第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同条に第１号として次

の１号を加える。

(１) 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非常勤職員の配

偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児

休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌

日以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

第２条の４に次の１号を加える。

(４) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日後の期間に

おいてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

第２条の５を削る。

第３条中第５号を削り、第６号を第５号とし、同条第７号中「第２条の４」を「前

条」に改め、同号を同条第６号とし、同条第８号中「その任期」を「任期を定めて

採用された職員であって、当該任期」に、「非常勤職員」を「もの」に、「当該育児

休業に係る子について、当該任期」を「任期を」に、「に特定職に引き続き」を「引

き続いて特定職に」に、「当該任期の末日」を「当該育児休業に係る子について、当

該更新前の任期の末日」に、「当該引き続き採用される」を「当該採用の」に改め、

同号を同条第７号とし、同条の次に次の１条を加える。

（育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条例で

定める期間）

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準と

して条例で定める期間は、５７日間とする。

第１１条第６号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。

  附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例

による改正前の淡路市職員の育児休業等に関する条例第３条第５号及び第１１

条第６号の規定の適用については、なお従前の例による。
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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) 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) (略)

  イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当

する非常勤職員（その養育する子が１歳

に達する日（以下、この号及び同条にお

いて「１歳到達日」という。）（当該子に

ついて当該非常勤職員がする育児休業の

期間の末日とされた日が当該子の１歳到

達日後である場合にあっては、当該末日

とされた日）において育児休業をしてい

る非常勤職員に限る。）

（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) 非常勤職員であって、次のいずれかに

該当するもの以外の非常勤職員

  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。）（当該子の

出生の日から第３条の２に規定する期

間内に育児休業をしようとする場合に

あっては当該期間の末日から６か月を

経過する日、第２条の４の規定に該当

する場合にあっては当該子が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) (略)

  イ 次のいずれかに該当する非常勤職員

   (ア) その養育する子が１歳に達する日

（以下「１歳到達日」という。）（当該

子について当該非常勤職員が第２条の

３第２号に掲げる場合に該当してする

育児休業の期間の末日とされた日が当

該子の１歳到達日後である場合にあっ

ては、当該末日とされた日。以下(ア)

において同じ。）において育児休業をし

ている非常勤職員であって、同条第３

号に掲げる場合に該当して当該子の１
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  ウ その任期の末日を育児休業の期間の末

日とする育児休業をしている非常勤職員

であって、当該育児休業に係る子につい

て、当該任期が更新され、又は当該任期

の満了後に特定職に引き続き採用される

ことに伴い、当該任期の末日の翌日又は

当該引き続き採用される日を育児休業の

期間の初日とする育児休業をしようとす

るもの

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日）

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で

定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める日とする。

(１) (略)

(２) 非常勤職員の配偶者（届出をしないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）が当該非常勤職員の養育す

る子の１歳到達日以前のいずれかの日にお

いて当該子を養育するために育児休業法そ

の他の法律の規定による育児休業（以下こ

の条及び次条において「地方等育児休業」

という。）をしている場合において当該非常

勤職員が当該子について育児休業をしよう

歳到達日の翌日を育児休業の期間の初

日とする育児休業をしようとするもの

   (イ) その任期の末日を育児休業の期間

の末日とする育児休業をしている場合

であって、当該任期を更新され、又は

当該任期の満了後引き続いて特定職に

採用されることに伴い、当該育児休業

に係る子について、当該更新前の任期

の末日の翌日又は当該採用の日を育児

休業の期間の初日とする育児休業をし

ようとするもの

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日）

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で

定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める日とする。

(１) (略)

(２) 非常勤職員の配偶者（届出をしないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）が当該非常勤職員の養育す

る子の１歳到達日以前のいずれかの日にお

いて当該子を養育するために育児休業法そ

の他の法律の規定による育児休業（以下「地

方等育児休業」という。）をしている場合に

おいて、当該非常勤職員が当該子について

育児休業をしようとする場合（当該育児休
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とする場合（当該育児休業の期間の初日と

された日が当該子の１歳到達日の翌日後で

ある場合又は当該地方等育児休業の期間の

初日前である場合を除く。） 当該子が１歳

２か月に達する日（当該日が当該育児休業

の期間の初日とされた日から起算して育児

休業等可能日数（当該子の出生の日から当

該子の１歳到達日までの日数をいう。）から

育児休業等取得日数（当該子の出生の日以

後当該非常勤職員が労働基準法（昭和２２

年法律第４９号）第６５条第１項及び第２

項の規定により勤務しなかった日数と当該

子について育児休業をした日数を合算した

日数をいう。）を差し引いた日数を経過する

日より後の日であるときは、当該経過する

日）

(３) １歳から１歳６か月に達するまでの子

を養育するため、非常勤職員が当該子の１

歳到達日（当該子を養育する非常勤職員が

前号に掲げる場合に該当してする育児休業

又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げ

る場合若しくはこれに相当する場合に該当

してする地方等育児休業の期間の末日とさ

れた日が当該子の１歳到達日後である場合

にあっては、当該末日とされた日（当該育

児休業の期間の末日とされた日と当該地方

等育児休業の期間の末日とされた日が異な

るときは、そのいずれかの日））の翌日（当

該子の１歳到達日後の期間においてこの号

に掲げる場合に該当してその任期の末日を

育児休業の期間の末日とする育児休業をし

ている非常勤職員であって、当該任期が更

新され、又は当該任期の満了後に特定職に

引き続き採用されるものにあっては、当該

任期の末日の翌日又は当該引き続き採用さ

業の期間の初日とされた日が当該子の１歳

到達日の翌日後である場合又は当該地方等

育児休業の期間の初日前である場合を除

く。） 当該子が１歳２か月に達する日（当

該日が当該育児休業の期間の初日とされた

日から起算して育児休業等可能日数（当該

子の出生の日から当該子の１歳到達日まで

の日数をいう。）から育児休業等取得日数

（当該子の出生の日以後当該非常勤職員が

労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第

６５条第１項及び第２項の規定により勤務

しなかった日数と当該子について育児休業

をした日数を合算した日数をいう。）を差し

引いた日数を経過する日より後の日である

ときは、当該経過する日）

(３) １歳から１歳６か月に達するまでの子

を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合

のいずれにも該当する場合（当該子につい

てこの号に掲げる場合に該当して育児休業

をしている場合であって第３条第７号に掲

げる事情に該当するときはイ及びウに掲げ

る場合に該当する場合、任命権者が定める

特別の事情がある場合にあってはウに掲げ

る場合に該当する場合） 当該子の１歳６

か月到達日



   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

- 15 -

れる日）を育児休業の期間の初日とする育

児休業をしようとする場合であって、次に

掲げる場合のいずれにも該当するとき 当

該子の１歳６か月到達日

  ア 当該子について、当該非常勤職員が当

該子の１歳到達日（当該非常勤職員がす

る育児休業の期間の末日とされた日が当

該子の１歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日）において育児

休業をしている場合又は当該非常勤職員

の配偶者が当該子の１歳到達日（当該配

偶者がする地方等育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の１歳到達日後であ

る場合にあっては、当該末日とされた日）

において地方等育児休業をしている場合

  ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日

（当該非常勤職員が前号に掲げる場合に

該当してする育児休業又は当該非常勤職

員の配偶者が同号に掲げる場合若しくは

これに相当する場合に該当してする地方

等育児休業の期間の末日とされた日が当

該子の１歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日（当該育児休業

の期間の末日とされた日と当該地方等育

児休業の期間の末日とされた日が異なる

ときは、そのいずれかの日））の翌日（当

該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれ

に相当する場合に該当して地方等育児休

業をする場合にあっては、当該地方等育

児休業の期間の末日とされた日の翌日以

前の日）を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしようとする場合

  イ 当該子について、当該非常勤職員が当

該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前

号に掲げる場合に該当してする育児休業

の期間の末日とされた日が当該子の１歳

到達日後である場合にあっては、当該末

日とされた日）において育児休業をして

いる場合又は当該非常勤職員の配偶者が

当該子の１歳到達日（当該配偶者が同号

に掲げる場合に又はこれに相当する場合

に該当してする地方等育児休業の期間の

末日とされた日が当該子の１歳到達日後

である場合にあっては、当該末日とされ

た日）において地方等育児休業をしてい

る場合
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  イ 当該子の１歳到達日後の期間について

育児休業をすることが継続的な勤務のた

めに特に必要と認められる場合として規

則で定める場合に該当する場合

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場

合）

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で

定める場合は、１歳６か月から２歳に達する

までの子を養育するため、非常勤職員が当該

子の１歳６か月到達日の翌日（当該子の１歳

６か月到達日後の期間においてこの条の規定

に該当してその任期の末日を育児休業の期間

の末日とする育児休業をしている非常勤職員

であって、当該任期が更新され、又は当該任

期の満了後に特定職に引き続き採用されるも

のにあっては、当該任期の末日の翌日又は当

該引き続き採用される日）を育児休業の期間

の初日とする育児休業をしようとする場合で

あって、次の各号のいずれにも該当するとき

とする。

  ウ 当該子の１歳到達日後の期間について

育児休業をすることが継続的な勤務のた

めに特に必要と認められる場合として規

則で定める場合に該当する場合

  エ 当該子について、当該非常勤職員が当

該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前

号に掲げる場合に該当してする育児休業

の期間の末日とされた日が当該子の１歳

到達日後である場合にあっては、当該末

日とされた日）後の期間においてこの号

に掲げる場合に該当して育児休業をした

ことがない場合

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場

合）

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で

定める場合は、１歳６か月から２歳に達する

までの子を養育する非常勤職員が、次の各号

に掲げる場合のいずれにも該当する場合（当

該子についてこの条の規定に該当して育児休

業をしている場合であって次条第７号に掲げ

る事情に該当するときは第２号及び第３号に

掲げる場合に該当する場合、任命権者が定め

る特別の事情がある場合にあっては同号に掲

げる場合に該当する場合）とする。

(１) 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月

到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶者が

この条の規定に該当し、又はこれに相当す

る場合に該当して地方等育児休業をする場

合にあっては、当該地方等育児休業の期間

の末日とされた日の翌日以前の日）を育児

休業の期間の初日とする育児休業をしよう
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(１) 当該子について、当該非常勤職員が当

該子の１歳６か月到達日において育児休業

をしている場合又は当該非常勤職員の配偶

者が当該子の１歳６か月到達日において地

方等育児休業をしている場合

(２) 当該子の１歳６か月到達日後の期間に

ついて育児休業をすることが継続的な勤務

のために特に必要と認められる場合として

規則で定める場合に該当する場合

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で

定める期間）

第２条の５ 育児休業法第２条第１項ただし書

の条例で定める期間は、５７日間とする。

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で

定める特別の事情）

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条

例で定める特別の事情は、次に掲げる事情と

する。

(１)～(４) (略)

(５) 育児休業（この号の規定に該当したこ

とにより当該育児休業に係る子について既

にしたものを除く。）の終了後、３か月以上

の期間を経過したこと（当該育児休業をし

た職員が、当該育児休業の承認の請求の際

育児休業により当該子を養育するための計

画について育児休業等計画書により任命権

者に申し出た場合に限る。）。

(６) 配偶者が負傷又は疾病により入院した

こと、配偶者と別居したこと、育児休業に

係る子について児童福祉法第３９条第１項

とする場合

(２) 当該子について、当該非常勤職員が当

該子の１歳６か月到達日において育児休業

をしている場合又は当該非常勤職員の配偶

者が当該子の１歳６か月到達日において地

方等育児休業をしている場合

(３) 当該子の１歳６か月到達日後の期間に

ついて育児休業をすることが継続的な勤務

のために特に必要と認められる場合として

規則で定める場合に該当する場合

(４) 当該子について、当該非常勤職員が当

該子の１歳６か月到達日後の期間において

この条の規定に該当して育児休業をしたこ

とがない場合

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で

定める特別の事情）

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条

例で定める特別の事情は、次に掲げる事情と

する。

(１)～(４) (略)

(５) 配偶者が負傷又は疾病により入院した

こと、配偶者と別居したこと、育児休業に

係る子について児童福祉法第３９条第１項
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に規定する保育所、就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律（平成１８年法律第７７号）第２

条第６項に規定する認定こども園又は児童

福祉法第２４条第２項に規定する家庭的保

育事業等（以下「保育所等」という。）にお

ける保育の利用を希望し、申込みを行って

いるが、当面その実施が行われないことそ

の他の育児休業の終了時に予測することが

できなかった事実が生じたことにより、当

該育児休業に係る子について育児休業をし

なければその養育に著しい支障が生じるこ

ととなったこと。

(７) 第２条の３第３号に掲げる場合に該当

すること又は第２条の４の規定に該当する

こと。

(８) その任期の末日を育児休業の期間の末

日とする育児休業をしている非常勤職員

が、当該育児休業に係る子について、当該

任期が更新され、又は当該任期の満了後に

特定職に引き続き採用されることに伴い、

当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採

用される日を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしようとすること。

  

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算

して１年を経過しない場合に育児短時間勤務

をすることができる特別の事情）

に規定する保育所、就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律（平成１８年法律第７７号）第２

条第６項に規定する認定こども園又は児童

福祉法第２４条第２項に規定する家庭的保

育事業等（以下「保育所等」という。）にお

ける保育の利用を希望し、申込みを行って

いるが、当面その実施が行われないことそ

の他の育児休業の終了時に予測することが

できなかった事実が生じたことにより、当

該育児休業に係る子について育児休業をし

なければその養育に著しい支障が生じるこ

ととなったこと。

(６) 第２条の３第３号に掲げる場合に該当

すること又は前条の規定に該当すること。

(７) 任期を定めて採用された職員であっ

て、当該任期の末日を育児休業の期間の末

日とする育児休業をしているものが、当該

任期を更新され、又は当該任期の満了後引

き続いて特定職に採用されることに伴い、

当該育児休業に係る子について、当該更新

前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を

育児休業の期間の初日とする育児休業をし

ようとすること。

（育児休業法第２条第１項第１号の人事院規

則で定める期間を基準として条例で定める期

間）

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の

人事院規則で定める期間を基準として条例で

定める期間は、５７日間とする。

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算

して１年を経過しない場合に育児短時間勤務

をすることができる特別の事情）
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第１１条 育児休業法第１０条第１項ただし書

の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事

情とする。

(１)～(５) (略)

(６) 育児短時間勤務（この号の規定に該当

したことにより当該育児短時間勤務に係る

子について既にしたものを除く。）の終了

後、３か月以上の期間を経過したこと（当

該育児短時間勤務をした職員が、当該育児

短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤

務により当該子を養育するための計画につ

いて育児休業等計画書により任命権者に申

し出た場合に限る。）。

(７) (略)

第１１条 育児休業法第１０条第１項ただし書

の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事

情とする。

(１)～(５) (略)

(６) 育児短時間勤務（この号の規定に該当

したことにより当該育児短時間勤務に係る

子について既にしたものを除く。）の終了

後、３か月以上の期間を経過したこと（当

該育児短時間勤務をした職員が、当該育児

短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤

務により当該子を養育するための計画につ

いて育児短時間勤務計画書により任命権者

に申し出た場合に限る。）。

(７) (略)
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議案第４４号

   淡路市職員の互助共済制度に関する条例の一部を改正する条例制定の件

淡路市職員の互助共済制度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９月１日提出

淡路市長 門  康 彦

淡路市条例第  号

   淡路市職員の互助共済制度に関する条例の一部を改正する条例

淡路市職員の互助共済制度に関する条例（平成１７年淡路市条例第３７号）の一

部を次のように改正する。

第２条中「次に掲げる者」の右に「（１週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務

を要する職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である

者を除く。）」を加える。

   附 則

この条例は、令和４年１０月１日から施行する。
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（会員）

第２条 互助会の会員は、次に掲げる者とする。

(１) 兵庫県市町村職員共済組合の組合員

(２) 公立学校共済組合兵庫支部の組合員で

兵庫県学校厚生会の会員でない者

（会員）

第２条 互助会の会員は、次に掲げる者（１週

間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要

する職を占める職員の１週間当たりの通常の

勤務時間に比し短い時間である者を除く。）と

する。

(１) 兵庫県市町村職員共済組合の組合員

(２) 公立学校共済組合兵庫支部の組合員で

兵庫県学校厚生会の会員でない者
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議案第４５号

   淡路市職員の給与に関する条例及び淡路市会計年度任用職員の給与

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

淡路市職員の給与に関する条例及び淡路市会計年度任用職員の給与及び費用弁

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。

  令和４年９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会計年度任用職員の給与

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３９条に次の１号を加える。

(５) 兵庫県市町村職員共済組合の福祉事業に係る経費

（淡路市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正）

第２条 淡路市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年淡路

市条例第７号）の一部を次のように改正する。

  第２５条に次の１号を加える。

(３) 兵庫県市町村職員共済組合の福祉事業に係る経費

   附 則

この条例は、令和４年１０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会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例

   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）
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（給与からの控除）

第３９条 法第２５条第２項の規定により、次

に掲げるものは、職員に給与を支給する際、

その給与から控除することができる。

(１) 一般財団法人兵庫県市町職員互助会の

掛金

(２) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害

保険料

(３) 職員団体がその運営のため職員から徴

収する経費

(４) 近畿労働金庫の行う定期積立金又は貸

付金の返済金及び利息

（給与からの控除）

第３９条 法第２５条第２項の規定により、次

に掲げるものは、職員に給与を支給する際、

その給与から控除することができる。

(１) 一般財団法人兵庫県市町職員互助会の

掛金

(２) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害

保険料

(３) 職員団体がその運営のため職員から徴

収する経費

(４) 近畿労働金庫の行う定期積立金又は貸

付金の返済金及び利息

(５) 兵庫県市町村職員共済組合の福祉事業

に係る経費
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に関する条例の一部を改正する条例

   第２条による改正（淡路市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部改正）

現        行 改   正   案
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（会計年度任用職員の給与からの控除）

第２５条 法第２５条第２項の規定により、次

に掲げるものは、会計年度任用職員に給与を

支給する際、その給与から控除することがで

きる。

(１) 一般財団法人兵庫県市町職員互助会の

掛金

(２) 職員団体がその運営のため職員から徴

収する経費

（会計年度任用職員の給与からの控除）

第２５条 法第２５条第２項の規定により、次

に掲げるものは、会計年度任用職員に給与を

支給する際、その給与から控除することがで

きる。

(１) 一般財団法人兵庫県市町職員互助会の

掛金

(２) 職員団体がその運営のため職員から徴

収する経費

(３) 兵庫県市町村職員共済組合の福祉事業

に係る経費
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議案第４６号

   淡路市資源ごみ回収施設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

淡路市資源ごみ回収施設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９月１日提出

淡路市長 門  康 彦

淡路市条例第  号

   淡路市資源ごみ回収施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例

淡路市資源ごみ回収施設の設置及び管理に関する条例（平成１７年淡路市条例第

１３４号）の一部を次のように改正する。

第２条中「資源ごみ」を「資源ごみ並びに刈草及びせん定枝等」に改める。

第６条に次のただし書を加える。

  ただし、第２号の業務は、別表第１に掲げる岩屋エコプラザに限る。

第６条第３号中「前２号」を「前３号」に改め、同号を同条第４号とし、同条第

２号を同条第３号とし、同条第１号の次に次の１号を加える。

(２) 市内の家庭及び事業活動に伴って排出される刈草及びせん定枝等（以下

「草木ごみ」という。）の受入れ、分別及び搬出

第８条第２号中「前号」を「前２号」に改め、同号を同条第３号とし、同条第１

号の次に次の１号を加える。

(２) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）その他

関係法令に違反したとき。

第１０条を第１４条とし、第９条を第１３条とし、第８条の次に次の４条を加え

る。

（利用の取消し）

第９条 市長は、第７条第１項の許可を受けた者（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) この条例の規定に違反したとき。
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(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) その利用が公の秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(４) エコプラザの管理者の指示に従わないとき。

(５) 前各号に掲げるもののほか、エコプラザの管理上支障があるとき。

（手数料）

第１０条 利用者は、別表第３に定める手数料を納めなければならない。

（手数料の免除）

第１１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、手数料の全部

又は一部を免除することができる。

(１) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）により生活扶助を受けていると

き。

(２) 前号に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるとき。

（手数料の不還付）

第１２条 既納の手数料は、還付しない。

別表第２岩屋エコプラザの項中「毎週火・木・土曜日」を「毎週月・火・水・木・

金・土曜日」に改め、同表一宮資源ごみ回収ステーションの項中「毎週日・水・金

曜日」を「毎週日・月・水・金曜日」に改める。

別表に次の１表を加える。

別表第３（第１０条関係）

種別 単位 手数料

草木ごみ １０㎏につき １００円

備考 手数料の算定の基礎となる重量が１０㎏未満であるとき、又は１０㎏未

満の端数があるときは、これを１０㎏として計算する。

   附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。



淡路市資源ごみ回収施設の設置及び管理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

- 27 -

（設置）

第２条 エコプラザは、資源ごみの受入れ及び

その一時的な貯留を行い、ごみの減量化及び

再資源化の促進を行うとともに、廃棄物に対

する住民意識の高揚及び啓発を図るために設

置する。

（業務）

第６条 エコプラザは、第２条に規定する目的

を達成するため、次に掲げる業務を行うもの

とする。

(１) 市内の家庭から排出される資源ごみの

受入れ、分別及び搬出

(２) 廃棄物の減量及び再生利用に関する情

報の収集及び提供

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必

要と認める業務

（利用の制限）

第８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、エコプラザの利用を許可

しない。

(１) エコプラザの施設若しくは附属設備を

損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(２) 前号に掲げるもののほか、エコプラザ

の施設の管理上支障があると認めるとき。

（設置）

第２条 エコプラザは、資源ごみ並びに刈草及

びせん定枝等の受入れ及びその一時的な貯留

を行い、ごみの減量化及び再資源化の促進を

行うとともに、廃棄物に対する住民意識の高

揚及び啓発を図るために設置する。

（業務）

第６条 エコプラザは、第２条に規定する目的

を達成するため、次に掲げる業務を行うもの

とする。ただし、第２号の業務は、別表第１

に掲げる岩屋エコプラザに限る。

(１) 市内の家庭から排出される資源ごみの

受入れ、分別及び搬出

(２) 市内の家庭及び事業活動に伴って排出

される刈草及びせん定枝等（以下「草木ご

み」という。）の受入れ、分別及び搬出

(３) 廃棄物の減量及び再生利用に関する情

報の収集及び提供

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必

要と認める業務

（利用の制限）

第８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、エコプラザの利用を許可

しない。

(１) エコプラザの施設若しくは附属設備を

損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(２) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和４５年法律第１３７号）その他関係

法令に違反したとき。

(３) 前２号に掲げるもののほか、エコプラ

ザの施設の管理上支障があると認めると
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（損害賠償義務）

第９条 (略)

（委任）

第１０条 (略)

き。

（利用の取消し）

第９条 市長は、第７条第１項の許可を受けた

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) その利用が公の秩序若しくは風俗を乱

し、又は乱すおそれがあるとき。

(４) エコプラザの管理者の指示に従わない

とき。

(５) 前各号に掲げるもののほか、エコプラ

ザの管理上支障があるとき。

（手数料）

第１０条 利用者は、別表第３に定める手数料

を納めなければならない。

（手数料の免除）

第１１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、手数料の全部又は一部

を免除することができる。

(１) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）により生活扶助を受けているとき。

(２) 前号に掲げるもののほか、特別の理由

があると認めるとき。

（手数料の不還付）

第１２条 既納の手数料は、還付しない。

（損害賠償義務）

第１３条 (略)

（委任）

第１４条 (略)
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別表第２（第５条関係）

エコプラザの休日、受入日及び利用時間

名称 休日 受入日
利 用 時

間

津名エコ

プラザ

１月１日

から同月

３日まで

毎 週

日・月・

火・木・

金・土曜

日

午 前 ９

時 か ら

午 後 ４

時まで

岩屋エコ

プラザ

毎 週

火・木・

土曜日

北淡エコ

プラザ

毎 週

月・水・

土曜日

東浦エコ

プラザ

毎 週

日・月・

水・金曜

日

一宮資源

ごみ回収

ステーシ

ョン

毎 週

日・水・

金曜日

別表第２（第５条関係）

エコプラザの休日、受入日及び利用時間

名称 休日 受入日
利 用 時

間

津名エコ

プラザ

１月１日

から同月

３日まで

毎 週

日・月・

火・木・

金・土曜

日

午 前 ９

時 か ら

午 後 ４

時まで

岩屋エコ

プラザ

毎 週

月・火・

水・木・

金・土曜

日

北淡エコ

プラザ

毎 週

月・水・

土曜日

東浦エコ

プラザ

毎 週

日・月・

水・金曜

日

一宮資源

ごみ回収

ステーシ

ョン

毎 週

日・月・

水・金曜

日

別表第３（第１０条関係）

種別 単位 手数料

草木ごみ
１０㎏につ

き
１００円

備考 手数料の算定の基礎となる重量が１０㎏

未満であるとき、又は１０㎏未満の端数があ

るときは、これを１０㎏として計算する。


