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議案第12号
丹波市過疎地域持続的発展計画の変更について
１

提案の趣旨
丹波市過疎地域持続的発展計画の変更について、過疎対策事業債の予定事
業の追加及び字句を訂正するとともに、文中の表記を一部変更するため、過
疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第19号)第８条
第10項において準用する同条第１項の規定に基づき、提案するものである。

２

変更内容
(１) 事業内容の追加及び訂正
「第５章 交通施設の整備、交通手段の確保」（3）計画の表中におけ
る事業内容の追加及び訂正
(２) 文中表記の変更
「第７章 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増
進」、「過疎地域持続的発展特別事業一覧（事業計画 令和３年度～令和
７年度）」における文中表記の変更

３

新旧対照表

別紙

４

丹波市過疎地域持続的発展計画 別冊

【過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 抜粋】
（過疎地域持続的発展市町村計画）
第８条 過疎地域の市町村は、持続的発展方針に基づき、当該市町村の議会の
議決を経て過疎地域持続的発展市町村計画（以下単に「市町村計画」という。）
を定めることができる。
２～９ 略
10 第１項及び前３項の規定は、市町村計画の変更について準用する。
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70頁

手話講座

69頁

「障がい」のことを知る
出前講座

43頁

第７章 子育て環境の確
保、高齢者等の保健及び
福祉の向上及び増進

35頁

第５章 交通施設の整
備、交通手段の確保

35頁

第５章 交通施設の整
備、交通手段の確保

34頁

第５章 交通施設の整
備、交通手段の確保

変更箇所

上坂橋 「橋梁」

事業内容

事業内容

事業内容

市

事業
主体

事業
主体

事業
主体

聴覚障がいに対する理解を深めるため、企業等を対象とした手話教室
を開催し、手話の普及・啓発を行うことで、障がい者が安心して暮ら
せる環境づくりを図る。事業効果は将来持続的に及ぶものである。

障がい者への理解を深めるため、市民が自主的に開催する学習会など
へ講師を派遣することで、障がい者が安心して暮らせる環境づくりを
図る。事業効果は将来持続的に及ぶものである。

②障がい者の就労の支援
・関係機関との連携・調整
・事業者に対する支援

ウ 障がい福祉
①障がい者の安心な暮らしの支援
・まんがいちネットの整備、関係機関との連携
・緊急対応コーディネーターの配置
・地域包括ケアシステムを活用した有効な支援体制の構築

橋りょう

事業名（施設名）

（3）計画

橋りょう

事業名（施設名）

（3）計画

道路

（1）市町村道

事業名（施設名）

（3）計画

変更前

備考

備考

備考

上板橋 「橋梁」

事業内容

「橋梁」

「橋梁」

ヲチカタ橋

砂田橋

事業内容

遠阪川幹線 「舗装」
L=300m W=7.0m

聴覚障がいに対する理解を深めるため、企業等を対象とした手話教室
を開催し、手話の普及・啓発を行うことで、障がいのある人が安心し
て暮らせる環境づくりを図る。事業効果は将来持続的に及ぶものであ
る。

障がいのある人への理解を深めるため、市民が自主的に開催する学習
会などへ講師を派遣することで、障がいのある人が安心して暮らせる
環境づくりを図る。事業効果は将来持続的に及ぶものである。

②障がいのある人の就労の支援
・関係機関との連携・調整
・事業者に対する支援

市

事業
主体

市

市

事業
主体

市

市

「側溝」

芦生田中地線１号
L=30m W=2.0m

事業
主体
市

ウ 障がい福祉
①障がいのある人の安心な暮らしの支援
・まんがいちネットの整備、関係機関との連携
・緊急対応コーディネーターの配置
・地域包括ケアシステムを活用した有効な支援体制の構築

橋りょう

事業名（施設名）

（3）計画

橋りょう

事業名（施設名）

（3）計画

道路

（1）市町村道

事業内容

変更後

芝線３号 「側溝」
L=70m W=2.7m

新旧対照表

事業名（施設名）

（3）計画

丹波市過疎地域持続的発展計画

備考

備考

備考

別紙

表記変更

表記変更

表記変更

訂正

追加

追加

備考

議案第13号
丹波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
を改正する条例の制定について
１

提案の趣旨
国から令和３年度保育士等処遇改善臨時特例交付金が交付され、各現場で
働く地方公務員の処遇改善に必要な費用についても対象となることから、市
直営のアフタースクールで勤務する会計年度任用職員（放課後児童指導員）
の給料について改善するため、提案するものである。

２

改正の概要
収入を３％程度（月額9,000円）引き上げるため、新たに「給料の調整額」
を盛り込む。なお、詳細については規則で定める。

３

施行日
(１) 公布の日
(２) 改正後の丹波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
規定は、令和４年２月１日から適用する。

４

新旧対照表
別紙のとおり
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丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年丹波市条例第12号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市会計年度任用職員の給与及び費用
弁償に関する条例

○丹波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９月30日

令和元年９月30日

条例第12号

条例第12号

最終改正 令和２年11月27日条例第48号

最終改正 令和２年11月27日条例第48号
（給料の調整額）
第６条の２ 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若
しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環
境、その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の
職種に比して著しく特殊な職に対し適当でないと
認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につ
き適正な調整額を定めることができる。
２ 前項の規定による給料の調整額は、その調整前に
おける給料月額の100分の25を超えてはならない。

（パートタイム会計年度任用職員の報酬）

（パートタイム会計年度任用職員の報酬）

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度
任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタ
イム会計年度任用職員について定められた１週間
当たりの勤務時間を丹波市職員の勤務時間、休暇等
に関する条例（平成16年丹波市条例第34号。以下「勤
務時間条例」という。）第２条第１項に規定する勤
務時間で除して得た数を乗じて得た額（１円未満の
端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下
この条において同じ。）とする。

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度
任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタ
イム会計年度任用職員について定められた１週間
当たりの勤務時間を丹波市職員の勤務時間、休暇等
に関する条例（平成16年丹波市条例第34号。以下「勤
務時間条例」という。）第２条第１項に規定する勤
務時間で除して得た数を乗じて得た額（１円未満の
端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下
この条において同じ。）とする。

２ 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用
職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額
に、当該パートタイム会計年度任用職員について定
められた１日当たりの勤務時間を7.75で除して得
た数を乗じて得た額とする。

２ 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用
職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額
に、当該パートタイム会計年度任用職員について定
められた１日当たりの勤務時間を7.75で除して得
た数を乗じて得た額とする。

３ 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任
用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得
た額とする。

３ 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任
用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得
た額とする。

４ 前３項の「基準月額」とは、これらの規定に規定
するパートタイム会計年度任用職員の１週間当た
りの通常の勤務時間が勤務時間条例第２条第１項
に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、そ
の者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる
知識、技術及び職務経験等に照らして第４条から第
６条
までの規定を適用して得た額とする。

４ 前３項の「基準月額」とは、これらの規定に規定
するパートタイム会計年度任用職員の１週間当た
りの通常の勤務時間が勤務時間条例第２条第１項
に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、そ
の者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる
知識、技術及び職務経験等に照らして第４条から第
６条の２までの規定を適用して得た額とする。
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議案第14号
丹波市市民プラザに係る指定管理者の指定について
１

提案の趣旨
丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年丹波市
条例第３号。以下「条例」という。）第４条の規定により、丹波市市民プラザ
に係る指定管理者の候補者を選定したので、条例第３条及び地方自治法（昭
和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により、指定管理者を指定する
ため、提案するものである。

２

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設
名 称
丹波市市民プラザ
位 置
丹波市氷上町本郷300番地

３

指定管理者となる団体の名称等
名 称
特定非営利活動法人 丹波ひとまち支援機構
代表者
理事 久 隆浩
理事 戸田 幸典
所在地
兵庫県丹波市氷上町横田382番地

４

指定の期間
令和４年４月１日から令和８年３月31日まで

５

指定管理者選定の理由
丹波市市民プラザ（以下「市民プラザ」という。
）は、地域社会のあらゆる
分野において、市民一人ひとりがその個性と能力を生かし、活躍する社会の
実現に向けた取組を推進するとともに、そうした市民が主体となったまちづ
くりの促進に資する拠点として設置された施設である。
市民プラザの管理等については、市民活動を総合的に支援する中間支援機
能をもった組織として設立された特定非営利活動法人丹波ひとまち支援機構
が行うことによって、効果的な管理及び運営が期待できることから、条例第
４条の規定により、指定管理者の候補者に選定した。

６

指定管理協定内容（主要項目抜粋）
(１) 業務の範囲及び内容
ア 市民プラザの利用の許可に関する業務
イ 市民プラザの管理運営に関する業務
ウ 市民活動支援センターに関する業務
エ 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(２) 指定管理料
指定管理料は別途年度協定によって定める。
(３) 業務にかかる費用負担
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指定管理者が行う施設及び設備の維持管理等に関する業務に要する費
用は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その
他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認める
ものは、市の負担とする。
(４) 指定の取消し等
ア 市長は、指定管理者が本協定に定める規定に違反したとき、その他指
定管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することができないと
認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全
部若しくは一部の停止を命ずることができる。
イ 規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若し
くは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市
はその賠償の責めを負わない。
７

利用者数実績
年 度

令和元年度

利用者数
※令和元年10月22日開設
８

９

収支実績
年 度

（単位：人）
令和２年度

7,792

9,099

（単位：円）
令和２年度

令和元年度

収入額

97,660

222,676

支出額

19,576,828

28,359,302

差引額

△19,479,168

△28,136,626

指定管理料（見込み）
年度
指定管理料

（単位：千円）

４年間合計

令和４年度

令和５年度

令和６年度

令和７年度

105,676

26,419

26,419

26,419

26,419

【地方自治法 抜粋】
（公の施設の設置、管理及び廃止）
第244条の２
１～５ 略
６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あら
かじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
７～11 略
【丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例 抜粋】
（指定管理者の指定）
第３条 市長は、前条第２項の規定による申請があったときは、次の各号
のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議
会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
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(１) 申請に係る事業計画による公の施設の運営が、住民の平等利用の
確保等に寄与するものであること。
(２) 申請に係る事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮さ
せるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(３) 公の施設の管理運営を適正かつ確実に実施するために必要な経
理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
（指定管理者の候補者選定の特例）
第４条 市長は、第２条の規定にかかわらず、同条第２項の規定による申
請がなかった場合又は市長が特に必要と認める場合においては、公の施
設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められ
る公共団体若しくは公共的団体等、市が出資等をしている法人又は地域
の活性化を図ることを目的として設立された団体を指定管理者の候補
者として選定することができる。
２ 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ当該団体と協
議し、第２条に規定する申請を求めた上で、前条の規定に照らし総合的
に判断を行うものとする。
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議案第15号
丹波市立青垣パラグライダー練習場に係る指定管理者の指定につ
いて
１

提案の趣旨
丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年丹波市
条例第３号。以下「条例」という。）第４条の規定により、丹波市立青垣パラ
グライダー練習場に係る指定管理者の候補者を選定したので、条例第３条及
び地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により、指定
管理者を指定するため、提案するものである。

２

指定管理者に管理を行わせようとする公の施設
名 称
丹波市立青垣パラグライダー練習場
位 置
丹波市青垣町中佐治1588番地

３

指定管理者となる団体の名称等
名 称
青垣町スカイスポーツ運営協議会
代表者
会長 足立 宣昭
所在地
兵庫県丹波市青垣町市原字榎木田646番地

４

指定の期間
令和４年４月１日から令和７年３月31日まで

５

指定管理者選定の理由
丹波市立青垣パラグライダー練習場（以下「練習場」という。
）は、パラグ
ライダーをはじめとするスカイスポーツの振興を図るとともに、都市と農村
の交流を通じて地域の活性化や観光振興を図るために設置された施設である。
練習場の管理等については、パラグライダースクールインストラクターや
地元自治会の代表者等により組織され、また岩屋山の上級者用のフライト基
地の管理運営を行っている青垣町スカイスポーツ運営協議会が行うことによ
って、効果的な管理及び運営が期待できることから、条例第４条の規定によ
り、指定管理者の候補者に選定した。

６

指定管理協定内容（主要項目抜粋）
(１) 業務の範囲及び内容
ア 練習場の利用の許可に関する業務
イ 練習場の管理運営に関する業務
ウ パラグライダー愛好者の拡大その他スカイスポーツ振興に関する業務
エ 市民相互及び都市住民との交流促進に関する業務
オ 上記に掲げるもののほか、練習場の運営に関する事務のうち、市長の
みの権限に属する事務を除く事務
(２) 指定管理料

- 16 -

市が支払う指定管理料は無料とする。
(３) 業務にかかる費用負担
指定管理者が行う施設及び設備の維持管理等に関する業務に要する費
用は、指定管理者の負担とする。ただし、行政財産としての保全上その
他正当な理由により指定管理者に負担させることが適当でないと認める
ものは、市の負担とする。
(４) 指定の取消し等
ア 市長は、指定管理者が本協定に定める規定に違反したとき、その他指
定管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することができないと
認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全
部若しくは一部の停止を命じることができる。
イ 規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若し
くは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市
はその賠償の責めを負わない。
７

利用者数実績
年度
利用者数

８

収支実績
年度
収入額

平成 29 年度
1,150

平成 30 年度
1,015

平成 29 年度 平成 30 年度
5,988,365
5,139,960
(0)
(0)

令和元年度
659

令和元年度
3,959,546
(0)

（単位：人）
令和２年度
626
（単位：円）
令和２年度
3,511,624
(277,662)

支出額

5,371,515

4,729,321

3,497,661

2,751,159

差引額

616,850

410,639

461,885

760,465

※収入額の（ ）は、指定管理料を内訳で記載。ただし、令和２年度は、指
定管理料（新型コロナウイルス支援分）を記載。
【地方自治法 抜粋】
（公の施設の設置、管理及び廃止）
第244条の２
１～５ 略
６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あら
かじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
７～11 略
【丹波市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例 抜粋】
（指定管理者の指定）
第３条 市長は、前条第２項の規定による申請があったときは、次の各号
のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議
会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
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(１) 申請に係る事業計画による公の施設の運営が、住民の平等利用の
確保等に寄与するものであること。
(２) 申請に係る事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮さ
せるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(３) 公の施設の管理運営を適正かつ確実に実施するために必要な経
理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
（指定管理者の候補者選定の特例）
第４条 市長は、第２条の規定にかかわらず、同条第２項の規定による申
請がなかった場合又は市長が特に必要と認める場合においては、公の施
設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると認められ
る公共団体若しくは公共的団体等、市が出資等をしている法人又は地域
の活性化を図ることを目的として設立された団体を指定管理者の候補
者として選定することができる。
２ 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ当該団体と協
議し、第２条に規定する申請を求めた上で、前条の規定に照らし総合的
に判断を行うものとする。
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議案第16号
市有財産の無償譲渡について（賀茂神社）
１

提案の趣旨
市有財産を無償譲渡するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条
第１項第６号の規定に基づき、提案するものである。

２

土地の所在地、地目、地積及び譲渡の相手方
所在地
地目
地積（㎡）
大字
字
地番
氷上町賀茂 宮ノ前

１番２

原野

氷上町賀茂 宮ノ前

１番８

ため池

合

計（２筆）

譲渡の相手方

89
92 賀茂神社
181

【地方自治法 抜粋】
（議決事件）
第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければな
らない。
(１)～(５) 略
(６) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、
若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡
し、若しくは貸し付けること。
(７)～(15) 略
２ 略
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市有財産の無償譲渡について（賀茂神社）

位置図

【位置図】

１番２

１番８

北小学校

北田井公民館

出典：国土地理院発行地形図
出典：国土地理院発行地形図
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議案第17号
市有財産の無償譲渡について（追認）（高座神社）
１

提案の趣旨
平成29年度において、議決を得ず高座神社と無償譲渡契約を締結し、市有
財産を譲渡したため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第６
号の規定により、提案するものである。

２

土地の所在地、地目、地積及び譲渡の相手方
所在地
地目
地積（㎡） 譲渡の相手方
大字
字
地番
青垣町東芦田

宮ノ前

1609 番２

田

青垣町東芦田 井戸山田

1615 番１

宅地

23.14

青垣町東芦田

井戸

2283 番１

宅地

704.13

青垣町東芦田

榎原野

3009 番１

宅地

16.52

青垣町東芦田

紙屋奥

3323 番１

宅地

72.72

合

計（５筆）

23

高座神社

839.51

【地方自治法 抜粋】
（議決事件）
第96条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければな
らない。
(１)～(５) 略
(６) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、
若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡
し、若しくは貸し付けること。
(７)～(15) 略
２ 略
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市有財産の無償譲渡について（追認）（高座神社）

位置図

【位置図】
3323 番１

2283 番１
1615 番１

1609 番２

細見綾子生家

3009 番１
東芦田集会所

出典：国土地理院発行地形図
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議案第18号
丹波市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について
１

提案の趣旨
市民の利便性の向上と個人番号カードの普及促進を図るため、従来の個人
番号カードを使用してコンビニエンスストア等の民間事業者が設置した多機
能端末機を利用することによる印鑑登録証明書等の交付を行うコンビニ交付
サービスに加え、電子情報処理組織に電子署名を行うこと及び窓口において
印鑑登録証に代えて個人番号カードを添えることにより印鑑登録証明書の交
付申請を可能にすることについて、提案するものである。

２

改正の概要
印鑑登録証明書の交付申請手続きに下記の方法を追加する。
(１) 個人番号カード（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の
認証業務に関する法律（平成14年法律第153号）第３条第１項に規定する
署名用電子証明書が記載されているものに限る。）を使用して電子情報
処理組織に電子署名を行うことによりする方法（オンライン申請）
(２) 印鑑登録証に代えて個人番号カードを添えてする方法（窓口申請）

３

施行日
令和４年４月１日

４

新旧対照表
別紙のとおり
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丹波市印鑑条例（平成16年丹波市条例第12号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市印鑑条例

○丹波市印鑑条例
平成16年11月１日

平成16年11月１日

条例第12号

条例第12号

最終改正 令和２年３月10日条例第９号

最終改正 令和２年３月10日条例第９号

（印鑑登録証明書の交付申請）

（印鑑登録証明書の交付申請）

第14条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の
交付を申請する場合は、印鑑登録証を添えて、市長
に申請しなければならない。

第14条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の
交付を申請する場合は、印鑑登録証を添えて、市長
に申請しなければならない。ただし、登録者が自ら
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構
の認証業務に関する法律（平成14年法律第153号。
以下「公的個人認証法」という。）第22条第１項に
規定する利用者証明用電子証明書が記録された行
政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）第２
条第７項に規定する個人番号カード（以下「個人番
号カード」という。）を添えて申請したときは、印
鑑登録証の提出を省略することができる。

２ 前項
の場合において、印鑑登録証の提出は、 ２ 前項本文の場合において、印鑑登録証の提出は、
代理権の適正な授受の証しとみなす。
代理権の適正な授受の証しとみなす。
３ 第１項の規定にかかわらず、登録者は、電子署名
等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業
務に関する法律（平成14年法律第153号。以下「公
的個人認証法」という。）第22条第１項に規定する
利用者証明用電子証明書が記録された行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律（平成25年法律第27号）第２条第７項
に規定する個人番号カードを使用して多機能端末
機（本市の電子計算機と電気通信回線で接続された
地方公共団体情報システム機構と契約した民間事
業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作
を行うことにより証明書を自動的に交付する機能
を有するものをいう。以下同じ。）を利用すること
により、印鑑登録証明書の交付を申請することがで
きる。

３ 第１項の規定にかかわらず、登録者は、次の各号
のいずれかの方法により印鑑登録証明書の交付を
申請することができる。この場合において、印鑑登
録証の提出を要しない。
(１) 個人番号カードを使用して、多機能端末機
（本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線
で接続された地方公共団体情報システム機構と
契約した民間事業者が設置する端末機で利用者
自らが必要な操作を行うことにより証明書を自
動的に交付する機能を有するものをいう。）に、
暗証番号（公的個人認証法第２条第５項に規定す
る利用者証明利用者検証符号を利用するために
用いるものとして設定された暗証番号をいう。）
その他必要な事項を入力することによりする方
法
(２) 個人番号カード（公的個人認証法第３条第１
項に規定する署名用電子証明書が記録されてい
るものに限る。）を使用して、電子情報処理組織
（本市の使用に係る電子計算機と申請する者の
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。）に電子署名を行
うことによりする方法

４ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、
多機能端末機に入力された暗証番号と公的個人認
証法第２条第５項に規定する利用者証明利用者検
証符号を利用するために用いるものとして設定さ
れた暗証番号と照合し、相違がないことを確認する
ものとする。
（印鑑登録証明の拒否）

（印鑑登録証明の拒否）

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するとき

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するとき
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は、印鑑登録証明書の交付申請を受理しない。

は、印鑑登録証明書の交付申請を受理しない。

(１) 印鑑登録証の提出がないとき。

(１) 前条第１項の規定による申請をする場合に、
印鑑登録証又は個人番号カードの提出がないと
き。

(２) 文書に押印したものの証明を求められたと
き。

(２) 文書に押印したものの証明を求められたと
き。

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が不適当と
認めたとき。

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が不適当と
認めたとき。
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議案第19号
丹波市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
１

提案の趣旨
市民の利便性の向上を図るため、平成29年11月から、個人番号カードを使
用してコンビニエンスストア等の民間事業者が設置した多機能端末機を利用
することによる住民票の写し等の交付（以下「コンビニ交付サービス」とい
う。）を実施しているが、今後、コンビニ交付サービスの利用と個人番号カー
ドの普及を促進するため、コンビニ交付サービスによる交付手数料を引き下
げることについて、提案するものである。

２

改正の概要
コンビニ交付サービスによる手数料を改定する。
窓口交付
コンビニ
手数料を徴収する事項
単位
手数料
交付手数料
戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁 １通
450円
350円
気ディスクをもって調製された戸籍に
記録されている事項の全部若しくは一
部を証明した書面の交付
印鑑に関する証明
１件
300円
200円
住民票の写し又は戸籍の附票の写しに １件
300円
200円
関する証明
住民票記載事項の証明
１件
300円
200円
所得及び課税に関する証明
１件
300円
200円

３

施行日
令和４年４月１日

４

新旧対照表
別紙のとおり
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丹波市手数料条例（平成16年丹波市条例第56号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市手数料条例

○丹波市手数料条例
平成16年11月１日

平成16年11月１日

条例第56号

条例第56号

最終改正 令和３年６月25日条例第31号

最終改正 令和３年６月25日条例第31号

別表（第２条、第７条関係）

別表（第２条、第７条関係）

戸籍、住民基本台帳関係の手数料

戸籍、住民基本台帳関係の手数料

手数料を徴収する事項
単位
手数料の金額
１ 戸籍の謄本若しくは １通につ
円
抄本の交付又は磁気デ き
450
ィスクをもって調製さ
れた戸籍に記録されて
いる事項の全部若しく
は一部を証明した書面
の交付

手数料を徴収する事項
単位
手数料の金額
１ 戸籍の謄本若しくは １通につ
円
抄本の交付又は磁気デ き
450
ィスクをもって調製さ
（多機能端末機
れた戸籍に記録されて
（本市の使用に
いる事項の全部若しく
係る電子計算機
は一部を証明した書面
と電気通信回線
の交付
で接続された地
方公共団体情報
システム機構と
契約した民間事
業者が設置する
端末機で、利用者
自らが必要な操
作を行うことに
より証明書を自
動的に交付する
機能を有するも
のをいう。以下同
じ。）により交付
する場合は、350
円とする。）

≪省略≫

≪省略≫

８ 印鑑に関する証明

１件につ
き

300

８ 印鑑に関する証明

１件につ
き
10 住民票の写し又は戸 １件につ
籍の附票の写しに関す き
る証明

300

９ 印鑑登録証の交付

300

10 住民票の写し又は戸
籍の附票の写しに関す
る証明

11 広域交付住民票の写
しに関する証明
12 住民票記載事項の証
明

300

11 広域交付住民票の写
しに関する証明
12 住民票記載事項の証
明

９ 印鑑登録証の交付

１件につ
き
１件につ
き

300
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１件につ
300
き
（多機能端末機
により交付する
場合は、200円と
する。）
１件につ
300
き
１件につ
300
き
（多機能端末機
により交付する
場合は、200円と
する。）
１件につ
300
き
１件につ
300
き
（多機能端末機
により交付する
場合は、200円と
する。）

≪省略≫

≪省略≫

浄化槽保守点検、清掃関係の手数料

浄化槽保守点検、清掃関係の手数料

≪省略≫

≪省略≫

消防関係の手数料

消防関係の手数料

≪省略≫

≪省略≫

その他の手数料

その他の手数料

手数料を徴収する事項

単位

手数料の金額

手数料を徴収する事項

≪省略≫
18 住宅用家屋の証明 １件につき
19 所得及び課税に関 １件につき
する証明

20 租税（課税客体及び１件につき
課税標準を含む。）公
課に関する証明

単位

手数料の金額

≪省略≫
1,300 18 住宅用家屋の証明 １件につき
1,300
300 19 所得及び課税に関 １件につき
300
する証明
（多機能端末機
により交付する
場合は、200円と
する。）
300 20 租税（課税客体及び１件につき
300
課税標準を含む。）公
課に関する証明

≪省略≫

≪省略≫
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議案第20号
丹波市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
１

提案の趣旨
令和４年度国民健康保険税（基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額）の
賦課割合及び税率について丹波市国民健康保険運営協議会の答申を受けたこ
と及び全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を
改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（令和３年政令第
253号）が令和３年９月10日に公布され、令和４年４月１日から施行されるこ
とに伴い、所要の改正を行うため、提案するものである。

２

改正の概要
(１) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額を改正する。
(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
均等割額及び世帯別平等割額を改正する。
(３) 国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の算定に
おいて、未就学児（当該年度において７歳未満である被保険者をいう。
以下同じ。）に係る被保険者均等割額を10分の５に減額する条項を追加
する。
(４) 未就学児に係る被保険者均等割額を10分の５に減額する条項を追加す
ることに伴い、関係条項の整理を行う。
(５) 基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額に関する条項を区別しやすく
するため、基礎課税額に係る各条項の見出しを改める。
(６) 第23条の２において読み替える第23条の「総所得金額」について明確
に特定するため、改正する。
(７) 未就学児に係る被保険者均等割額の減額について定めるため、地方税
法第703条の５第２項が追加されたことに伴い、関係条項の整理を行う。
上段
変更後
下段 (変更前）
後期高齢者支援 介護納付金
区分
基礎課税額
金等課税額
課税額
8.00%
所得割
2.55%
2.75%
（8.50%）
8,500円
均等割額
27,100円
11,800円
(8,100円)
特定世帯及び特
6,500円
20,600円
6,100円
定継続世帯以外
(6,200円)
平
3,250円
等
特定世帯
10,300円
割
(3,100円)
額
4,875円
特定継続世帯
15,450円
(4,650円)
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区分
均等割額
７
割
軽
減

特定世帯及び特
平 定継続世帯以外
等
特定世帯
割
額
特定継続世帯
均等割額

５
割
軽
減

２
割
軽
減

(

未
就
学
児
軽
減

平
等
割
額

平
等
割
額

基礎課税額
18,970円
14,420円
7,210円
10,815円
13,550円

特定世帯及び特
定継続世帯以外

10,300円

特定世帯

5,150円

特定継続世帯

7,725円

均等割額

5,420円

特定世帯及び特
定継続世帯以外

4,120円

特定世帯

2,060円

特定継続世帯

3,090円

均等割額
７割軽減
均等割額
５割軽減
均等割額
２割軽減
均等割額

後期高齢者支援
金等課税額
5,950円
(5,670円)
4,550円
(4,340円)
2,275円
(2,170円)
3,413円
(3,255円)
4,250円
(4,050円)
3,250円
(3,100円)
1,625円
(1,550円)
2,438円
(2,325円)
1,700円
(1,620円)
1,300円
(1,240円)
650円
(620円)
975円
(930円)

13,550円

4,250円

4,065円

1,275円

6,775円

2,125円

10,840円

3,400円

３

介護納付金
課税額
8,260円
4,270円

5,900円
3,050円

2,360円
1,220円

施行日
(１) 令和４年４月１日
(２) 改正後の丹波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。

４

新旧対照表
別紙のとおり
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丹波市国民健康保険税条例（平成17年丹波市条例第48号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市国民健康保険税条例

○丹波市国民健康保険税条例

平成17年６月３日

平成17年６月３日

条例第48号

条例第48号

最終改正 令和２年12月25日条例第53号

最終改正 令和２年12月25日条例第53号

（国民健康保険の被保険者に係る
得割額）

所

（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 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する
年の前年の所得に係る地方税法（昭和25年法律第2
26号。以下「法」という。）第314条の２第１項に
規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額か
ら同条第２項の規定による控除をした後の総所得
金額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後
の総所得金額等」という。）に100分の8.50を乗じ
て算定する。

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の属する
年の前年の所得に係る地方税法（昭和25年法律第2
26号。以下「法」という。）第314条の２第１項に
規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額か
ら同条第２項の規定による控除をした後の総所得
金額及び山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後
の総所得金額等」という。）に100分の8.00を乗じ
て算定する。

２ 前項の場合における法第314条の２第１項に規定
する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合
においては、法第313条第９項中雑損失の金額に係
る部分の規定を適用しないものとする。

２ 前項の場合における法第314条の２第１項に規定
する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合
においては、法第313条第９項中雑損失の金額に係
る部分の規定を適用しないものとする。

（国民健康保険の被保険者に係る
保険者均等割額）

被

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険
者１人について27,100円とする。
（国民健康保険の被保険者に係る
帯別平等割額）

世

第５条の２ 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、それぞれ当該各号
に定める額とする。

（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）
第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、被保険
者１人について27,100円とする。
（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）
第５条の２ 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、それぞれ当該各号
に定める額とする。

(１) 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
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。次号、第７
条の３及び第23条
において同じ。）及び特
定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に
属する被保険者が属する世帯であって特定月以
後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年
を経過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。第３
号、第７条の３及び第23条
において同じ。）
以外の世帯 20,600円

(１) 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
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。次号、第７
条の３及び第23条第１項において同じ。）及び特
定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に
属する被保険者が属する世帯であって特定月以
後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年
を経過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。第３
号、第７条の３及び第23条第１項において同じ。）
以外の世帯 20,600円

(２) 特定世帯 10,300円

(２) 特定世帯 10,300円

(３) 特定継続世帯 15,450円

(３) 特定継続世帯 15,450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）

（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）

第７条の２ 第２条第３項の被保険者均等割額は、被

第７条の２ 第２条第３項の被保険者均等割額は、被
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保険者１人について8,100円とする。

保険者１人について8,500円とする。

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援
金等課税額の世帯別平等割額）

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援
金等課税額の世帯別平等割額）

第７条の３ 第２条第３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、それぞれ当該各号
に定める額とする。

第７条の３ 第２条第３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、それぞれ当該各号
に定める額とする。

(１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,2
00円

(１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,5
00円

(２) 特定世帯 3,100円

(２) 特定世帯 3,250円

(３) 特定継続世帯 4,650円

(３) 特定継続世帯 4,875円

（国民健康保険税の減額）

（国民健康保険税の減額）

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険
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
が施行令第56条の88の２第１項に規定する額を超
える場合には、同項に規定する額）、第２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
掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が
施行令第56条の88の２第２項に規定する額を超え
る場合には、同項に規定する額）並びに第２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（当該減額して得た額が施行令
第56条の88の２第３項に規定する額を超える場合
には、同項に規定する額）の合算額とする。

第23条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険
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
が施行令第56条の88の２第１項に規定する額を超
える場合には、同項に規定する額）、第２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
掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が
施行令第56条の88の２第２項に規定する額を超え
る場合には、同項に規定する額）並びに第２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（当該減額して得た額が施行令
第56条の88の２第３項に規定する額を超える場合
には、同項に規定する額）の合算額とする。

(１) 法第703条の５
に規定する総所得金額
及び山林所得金額の合算額が、43万円（納税義務
者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保
険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を
有する者（前年中に法第703条の５
に規定
する総所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第
33号）第28条第１項に規定する給与所得について
同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を
受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金
額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下こ
の号において同じ。）の数及び公的年金等に係る
所得を有する者（前年中に法第703条の５
に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第
３項に規定する公的年金等に係る所得について
同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除
を受けた者（年齢65歳未満の者にあっては当該公
的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、
年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の
収入金額が110万円を超える者に限る。）をいい、
給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以
下この条において「給与所得者等の数」という。）
が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所
得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて
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

(１) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額
及び山林所得金額の合算額が、43万円（納税義務
者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保
険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を
有する者（前年中に法第703条の５第１項に規定
する総所得金額に係る所得税法（昭和40年法律第
33号）第28条第１項に規定する給与所得について
同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を
受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金
額が55万円を超える者に限る。）をいう。以下こ
の号において同じ。）の数及び公的年金等に係る
所得を有する者（前年中に法第703条の５第１項
に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第
３項に規定する公的年金等に係る所得について
同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除
を受けた者（年齢65歳未満の者にあっては当該公
的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、
年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の
収入金額が110万円を超える者に限る。）をいい、
給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以
下この条において「給与所得者等の数」という。）
が２以上の場合にあっては、43万円に当該給与所
得者等の数から１を減じた数に10万円を乗じて
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 被保険者（第１条第２項

ア 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１条第２項
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に規定する世帯主を除く。）１人について18,
970円

に規定する世帯主を除く。）１人について18,
970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
応じ、それぞれに定める額

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 次に掲げる世帯の区分に
応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
14,420円

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
14,420円

(イ) 特定世帯 7,210円

(イ) 特定世帯 7,210円

(ウ) 特定継続世帯 10,815円

(ウ) 特定継続世帯 10,815円

ウ 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 被保険
者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）
１人について5,670円

ウ 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 被保険
者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）
１人について5,950円

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者
支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げ
る世帯区分に応じ、それぞれに定める額

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者
支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げ
る世帯区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
4,340円

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
4,550円

(イ) 特定世帯 2,170円

(イ) 特定世帯 2,275円

(ウ) 特定継続世帯 3,255円

(ウ) 特定継続世帯 3,413円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均
等割額 介護納付金課税被保険者（第１条第２
項に規定する世帯主を除く。）１人について8,
260円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均
等割額 介護納付金課税被保険者（第１条第２
項に規定する世帯主を除く。）１人について8,
260円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等
割額 １世帯について4,270円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等
割額 １世帯について4,270円

(２) 法第703条の５
に規定する総所得金額
及び山林所得金額の合算額が、43万円（納税義務
者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保
険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者
等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該
給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を
乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び
特定同一世帯所属者１人につき28万5,000円を加
算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前
号に該当する者を除く。）

(２) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額
及び山林所得金額の合算額が、43万円（納税義務
者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保
険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者
等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該
給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を
乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び
特定同一世帯所属者１人につき28万5,000円を加
算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前
号に該当する者を除く。）

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。）１人について13,550円

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。）１人について13,550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じ、それぞれ
に定める額

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じ、それぞれ
に定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
10,300円

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
10,300円

(イ) 特定世帯 5,150円

(イ) 特定世帯 5,150円

(ウ) 特定継続世帯 7,725円

(ウ) 特定継続世帯 7,725円

ウ 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 被保険
者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）
１人について4,050円
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ウ 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 被保険
者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）
１人について4,250円

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者
支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げ
る世帯区分に応じ、それぞれに定める額

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者
支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げ
る世帯区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
3,100円

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
3,250円

(イ) 特定世帯 1,550円

(イ) 特定世帯 1,625円

(ウ) 特定継続世帯 2,325円

(ウ) 特定継続世帯 2,438円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均
等割額 介護納付金課税被保険者（第１条第２
項に規定する世帯主を除く。）１人について5,
900円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均
等割額 介護納付金課税被保険者（第１条第２
項に規定する世帯主を除く。）１人について5,
900円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等
割額 １世帯について3,050円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等
割額 １世帯について3,050円

(３) 法第703条の５
に規定する総所得金額
及び山林所得金額の合算額が、43万円（納税義務
者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保
険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者
等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該
給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を
乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び
特定同一世帯所属者１人につき52万円を加算し
た金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号
に該当する者を除く。）

(３) 法第703条の５第１項に規定する総所得金額
及び山林所得金額の合算額が、43万円（納税義務
者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保
険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者
等の数が２以上の場合にあっては、43万円に当該
給与所得者等の数から１を減じた数に10万円を
乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び
特定同一世帯所属者１人につき52万円を加算し
た金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号
に該当する者を除く。）

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。）１人について5,420円

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。）１人について5,420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じ、それぞれ
に定める額

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じ、それぞれ
に定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
4,120円

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
4,120円

(イ) 特定世帯 2,060円

(イ) 特定世帯 2,060円

(ウ) 特定継続世帯 3,090円

(ウ) 特定継続世帯 3,090円

ウ 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 被保険
者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）
１人について1,620円

ウ 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 被保険
者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）
１人について1,700円

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者
支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げ
る世帯区分に応じ、それぞれに定める額

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者
支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げ
る世帯区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
1,240円

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯
1,300円

(イ) 特定世帯 620円

(イ) 特定世帯 650円

(ウ) 特定継続世帯 930円

(ウ) 特定継続世帯 975円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均
等割額 介護納付金課税被保険者（第１条第２
項に規定する世帯主を除く。）１人について2,
360円

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均
等割額 介護納付金課税被保険者（第１条第２
項に規定する世帯主を除く。）１人について2,
360円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等
割額 １世帯について1,220円

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等
割額 １世帯について1,220円
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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 4,065円
イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世
帯 6,775円
ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世
帯 10,840円
エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 13,
550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 1,275円
イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世
帯 2,125円
ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世
帯 3,400円
エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 4,2
50円
（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）

（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）

第23条の２ 国民健康保険税の納税義務者である世
第23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険の被保険
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特例対象被保険
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第２項に規定する特例対
者等（法第703条の５の２第２項に規定する特例対
象被保険者等をいう。第24条の２において同じ。）
象被保険者等をいう。第24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
である場合における第３条及び前条第１項の規定
の適用については、第３条第１項中「規定する総所
の適用については、第３条第１項中「規定する総所
得金額」とあるのは「規定する総所得金額（第23
得金額」とあるのは「規定する総所得金額（第23
条の２に規定する特例対象被保険者等の総所得金
条の２に規定する特例対象被保険者等の総所得金
額に給与所得が含まれている場合においては、当該
額に給与所得が含まれている場合においては、当該
給与所得については、所得税法第28条第２項の規定
給与所得については、所得税法第28条第２項の規定
によって計算した金額の100分の30に相当する金額
によって計算した金額の100分の30に相当する金額
によるものとする。次項において同じ。）」と、「同
によるものとする。次項において同じ。）」と、「同
条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、
条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、
前条第１号
中「総所得金額」
とあるのは
前条第１項第１号中「総所得金額及び」とあるのは
「総所得金額（次条に規定する特例対象被保険者等
「総所得金額（次条に規定する特例対象被保険者等
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の総所得金額に給与所得が含まれている場合にお
いては、当該給与所得については、所得税法第28
条第２項の規定によって計算した金額の100分の30
に相当する金額によるものとする。次号及び第３号
において同じ。）
」とする。

の総所得金額に給与所得が含まれている場合にお
いては、当該給与所得については、所得税法第28
条第２項の規定によって計算した金額の100分の30
に相当する金額によるものとする。次号及び第３号
において同じ。）及び」とする。

附 則

附 則

（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）

（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）

４ 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。）の控除を受けた場合における第23条
の規定の適用については、同条中「法第703条の５
に規定する総所得金額及び山林所得金額」と
あるのは「法第703条の５
に規定する総所得
金額（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は、同条第２項第１号の規定に
よって計算した金額から15万円を控除した金額に
よるものとする。）及び山林所得金額」と、「110
万円」とあるのは「125万円」とする。

４ 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。）の控除を受けた場合における第23条第１項
の規定の適用については、同項中「法第703条の５
第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額」と
あるのは「法第703条の５第１項に規定する総所得
金額（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は、同条第２項第１号の規定に
よって計算した金額から15万円を控除した金額に
よるものとする。）及び山林所得金額」と、「110
万円」とあるのは「125万円」とする。

（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）

（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）

５ 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６条、第８条及び第23条
の規定の
適用については、第３条第１項中「及び山林所得金
額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第
33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当
所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法
第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林
所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は
法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に
係る配当所得等の金額」と、第23条
中「及び
山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び
に法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等
に係る配当所得等の金額」とする。

５ 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６条、第８条及び第23条第１項の規定の
適用については、第３条第１項中「及び山林所得金
額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第
33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当
所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法
第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林
所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は
法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に
係る配当所得等の金額」と、第23条第１項中「及び
山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び
に法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等
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の特
例）

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特
例）

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被
６ 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附則第34
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における第３条、
条第４項の譲渡所得を有する場合における第３条、
第６条、第８条及び第23条
の規定の適用につ
第６条、第８条及び第23条第１項の規定の適用につ
いては、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計
いては、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計
額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額
額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額
並びに法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所
並びに法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所
得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）
得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）
第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第４項、
第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第４項、
第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１
第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１
項、第35条の２第１項、第35条の３第１項又は第3
項、第35条の２第１項、第35条の３第１項又は第3

- 36 -

6条の規定に該当する場合には、これらの規定の適
用により同法第31条第１項に規定する長期譲渡所
得の金額から控除する金額を控除した金額。以下こ
の項において「控除後の長期譲渡所得の金額」とい
う。）の合計額から法第314条の２第２項」と、「及
び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林
所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合
計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と
あるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34
条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第2
3条
中「及び山林所得金額」とあるのは「及
び山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規定
する長期譲渡所得の金額」とする。

6条の規定に該当する場合には、これらの規定の適
用により同法第31条第１項に規定する長期譲渡所
得の金額から控除する金額を控除した金額。以下こ
の項において「控除後の長期譲渡所得の金額」とい
う。）の合計額から法第314条の２第２項」と、「及
び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林
所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合
計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と
あるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34
条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第2
3条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及
び山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規定
する長期譲渡所得の金額」とする。

（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）

（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）

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被
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附則第35
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項に規定する一般株式等に係る譲渡所
条の２第５項に規定する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６条、第８条
得等を有する場合における第３条、第６条、第８条
及び第23条
の規定の適用については、第３条
及び第23条第１項の規定の適用については、第３条
第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山
第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山
林所得金額並びに法附則第35条の２第５項に規定
林所得金額並びに法附則第35条の２第５項に規定
する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同
する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同
条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、
条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、
同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若
同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若
しくは山林所得金額又は法附則第35条の２第５項
しくは山林所得金額又は法附則第35条の２第５項
に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」
に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」
と、第23条
中「及び山林所得金額」とあるの
と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあるの
は「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２第５
は「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２第５
項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」
項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」
とする。
とする。
（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）

（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）

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被
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附則第35
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項の上場株式等に係る譲渡所得等
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条、第６条、第８条及び
を有する場合における第３条、第６条、第８条及び
第23条
の規定の適用については、第３条第１
第23条第１項の規定の適用については、第３条第１
項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所
項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所
得金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規定
得金額並びに法附則第35条の２の２第５項に規定
する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同
する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同
条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、
条第２項」とあるのは「法第314条の２第２項」と、
同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若
同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若
しくは山林所得金額又は法附則第35条の２の２第
しくは山林所得金額又は法附則第35条の２の２第
５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金
５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金
額」と、第23条
中「及び山林所得金額」とあ
額」と、第23条第１項中「及び山林所得金額」とあ
るのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２
るのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の２
の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得
の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得
等の金額」とする。
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険税
の課税の特例）

（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）

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被
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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、譲渡所得又は雑所得を有
する場合における第３条、第６条、第８条及び第2
3条
の規定の適用については、第３条第１項
中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得
金額並びに法附則第35条の４第４項に規定する先
物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」
とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２
項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山
林所得金額又は法附則第35条の４第４項に規定す
る先物取引に係る雑所得等の金額」と、第23条
中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所
得金額並びに法附則第35条の４第４項に規定する
先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

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、譲渡所得又は雑所得を有
する場合における第３条、第６条、第８条及び第2
3条第１項の規定の適用については、第３条第１項
中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得
金額並びに法附則第35条の４第４項に規定する先
物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第２項」
とあるのは「法第314条の２第２項」と、同条第２
項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山
林所得金額又は法附則第35条の４第４項に規定す
る先物取引に係る雑所得等の金額」と、第23条第１
項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所
得金額並びに法附則第35条の４第４項に規定する
先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

（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）

（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）

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法附則第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６条、第８条及び第23条
の規定の適用については、第３条第１項中「及び山
林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る
事業所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは
「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は
山林所得金額」とあるのは「若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
係る事業所得等の金額」と、第23条
中「及び
山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び
に法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係
る事業所得等の金額」とする。

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法附則第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６条、第８条及び第23条第１項
の規定の適用については、第３条第１項中「及び山
林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに
法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係る
事業所得等の金額」と、「同条第２項」とあるのは
「法第314条の２第２項」と、同条第２項中「又は
山林所得金額」とあるのは「若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
係る事業所得等の金額」と、第23条第１項中「及び
山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び
に法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係
る事業所得等の金額」とする。

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の
特例）

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の
特例）

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被
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外国居住者
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所得税等の非課
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年法律第144号。以下「外
税等に関する法律（昭和37年法律第144号。以下「外
国居住者等所得相互免除法」という。）第８条第２
国居住者等所得相互免除法」という。）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
項に規定する特例適用利子等、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項に
規定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、配当所
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有する場合に
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６条、第８条及び第23条
の
おける第３条、第６条、第８条及び第23条第１項の
規定の適用については、第３条第１項中「山林所得
規定の適用については、第３条第１項中「山林所得
金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所
金額の合計額から同条第２項」とあるのは「山林所
得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主
得金額並びに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3
義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和3
7年法律第144号）第８条第２項（同法第12条第５項
7年法律第144号）第８条第２項（同法第12条第５項
及び第16条第２項において準用する場合を含む。）
及び第16条第２項において準用する場合を含む。）
に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び第
に規定する特例適用利子等の額（以下この条及び第
23条
において「特例適用利子等の額」とい
23条第１項において「特例適用利子等の額」とい
う。）の合計額から法第314条の２第２項」と、「山
う。）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「山林所得金額
林所得金額の合計額（」とあるのは「山林所得金額
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並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第
２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは
山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第23
条
中「山林所得金額」とあるのは「山林所得
金額並びに特例適用利子等の額」とする。

並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第
２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは
山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第23
条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得
金額並び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税の
特例）

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の
特例）

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被
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外国居住者
保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者
等所得相互免除法第８条第４項に規定する特例適
等所得相互免除法第８条第４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
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16条第３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
当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する
当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する
場合における第３条、第６条、第８条及び第23条
場合における第３条、第６条、第８条及び第23条第
の規定の適用については、第３条第１項中「山
１項の規定の適用については、第３条第１項中「山
林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは
林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは
「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対す
「山林所得金額並びに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
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年法律第144号）第８条第４項（同法第1
律（昭和37年法律第144号）第８条第４項（同法第1
2条第６項及び第16条第３項において準用する場合
2条第６項及び第16条第３項において準用する場合
を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下こ
を含む。）に規定する特例適用配当等の額（以下こ
の条及び第23条
において「特例適用配当等の
の条及び第23条第１項において「特例適用配当等の
額」という。）の合計額から法第314条の２第２項」
額」という。）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「山林
と、「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山林
所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、
所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、
同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若
同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若
しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、
しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、
第23条
中「山林所得金額」とあるのは「山林
第23条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林
所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
所得金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税の
特例）

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の
特例）

14 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44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する場
合における第３条、第６条、第８条及び第23条
の規定の適用については、第３条第１項中「及び
山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは
「及び山林所得金額並びに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44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項に規定
する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の
２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」と
あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施
特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用
利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山
林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又
は租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項に
規定する条約適用利子等の額」と、第23条
中

14 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44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する場
合における第３条、第６条、第８条及び第23条第１
項の規定の適用については、第３条第１項中「及び
山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは
「及び山林所得金額並びに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44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項に規定
する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の
２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」と
あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施
特例法第３条の２の２第10項に規定する条約適用
利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山
林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又
は租税条約等実施特例法第３条の２の２第10項に
規定する条約適用利子等の額」と、第23条第１項中
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「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金
額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第1
0項に規定する条約適用利子等の額」とする。

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金
額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第1
0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税の
特例）

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の
特例）

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被
15 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租税条約等
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項に規定する条約
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得、利子所得、配当所得及
適用配当等に係る利子所得、利子所得、配当所得及
び雑所得及び雑所得を有する場合における第３条、
び雑所得及び雑所得を有する場合における第３条、
第６条、第８条及び第23条
の規定の適用につ
第６条、第８条及び第23条第１項の規定の適用につ
いては、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計
いては、第３条第１項中「及び山林所得金額の合計
額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額
額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額
並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法
並びに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44年法律
及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律
第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）
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12項に規定する条約適用配当等
第３条の２の２第12項に規定する条約適用配当等
の額の合計額から法第314条の２第２項」と、「及
の額の合計額から法第314条の２第２項」と、「及
び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林
び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林
所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２
所得金額並びに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の額の合計
の２第12項に規定する条約適用配当等の額の合計
額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあ
額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあ
るのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施
るのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施
特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用
特例法第３条の２の２第12項に規定する条約適用
配当等の額」と、第23条
中「及び山林所得金
配当等の額」と、第23条第１項中「及び山林所得金
額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約
額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約
等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条
等実施特例法第３条の２の２第12項に規定する条
約適用配当等の額」とする。
約適用配当等の額」とする。
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議案第21号
丹波市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定
について
１

提案の趣旨
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律（令和２
年法律第40号）が公布され、年金担保貸付事業が廃止されることに伴い、消
防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律（昭和31年法律第107号）が
改正されたため、提案するものである。

２

改正の概要
第３条第２項中ただし書を削る。

３

施行日
(１) 令和４年４月１日
(２) この条例の施行の際現に担保に供されている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は、この条例の施行の日以
後も、なお従前の例により担保に供することができる。

４

新旧対照表
別紙のとおり
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丹波市消防団員等公務災害補償条例（平成16年丹波市条例第227号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市消防団員等公務災害補償条例

○丹波市消防団員等公務災害補償条例

平成16年11月１日

平成16年11月１日

条例第227号

条例第227号

最終改正 令和２年３月30日条例第28号

最終改正 令和２年３月30日条例第28号

（損害補償を受ける権利）

（損害補償を受ける権利）

第３条 非常勤消防団員は、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。

第３条 非常勤消防団員は、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、 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
又は差し押さえることはできない。
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。
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議案第22号
丹波市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例の制定について
１

提案の趣旨
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指
定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を
改正する省令（令和３年厚生労働省令第55号）が令和３年３月23日に公布され、
事業者の業務負担軽減等の観点から諸記録等の作成、保存等について電磁的
な対応を認めることとするため、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準（平成26年厚生労働省令第61号)が改正されたことに伴い、提案するもの
である。

２

改正の概要
家庭的保育事業者やその職員は、記録や作成する書面、書類、文書等で条例
において規定又は想定されるものについて、書面に代えて電磁的記録により
行うことができるよう改正する。

３

施行日
公布の日

４

新旧対照表
別紙のとおり
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丹波市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年丹波市条例第45号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市家庭的保育事業等の設備及び運営
に関する基準を定める条例

○丹波市家庭的保育事業等の設備及び運営
に関する基準を定める条例

平成26年10月17日

平成26年10月17日

条例第45号

条例第45号

最終改正 令和元年９月30日条例第11号

最終改正 令和元年９月30日条例第11号

目次

目次

第１章 総則（第１条―第22条）

第１章 総則（第１条―第22条）

第２章 家庭的保育事業（第23条―第27条）

第２章 家庭的保育事業（第23条―第27条）

第３章 小規模保育事業

第３章 小規模保育事業

第１節 通則（第28条）

第１節 通則（第28条）

第２節 小規模保育事業A型（第29条―第31条）

第２節 小規模保育事業A型（第29条―第31条）

第３節 小規模保育事業B型（第32条・第33条）

第３節 小規模保育事業B型（第32条・第33条）

第４節 小規模保育事業C型（第34条―第37条）

第４節 小規模保育事業C型（第34条―第37条）

第４章 居宅訪問型保育事業（第38条―第42条）

第４章 居宅訪問型保育事業（第38条―第42条）

第５章 事業所内保育事業（第43条―第49条）

第５章 事業所内保育事業（第43条―第49条）

第６章 雑則（第50条

第６章 雑則（第50条・第51条）

）

附則

附則
（電磁的記録）
第50条 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。

（その他）

（その他）

第50条 この条例に定めるもののほか家庭的保育事
業等の設備及び運営に関する基準について必要な
事項は、市長が別に定める。

第51条 この条例に定めるもののほか家庭的保育事
業等の設備及び運営に関する基準について必要な
事項は、市長が別に定める。
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議案第23号
丹波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
１

提案の趣旨
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援
施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正
する内閣府令（令和３年内閣府令第53号）が令和３年８月２日に公布され、保
育所等の事業者等が作成、保存等を行うものや、保育所等と保護者との間の手
続き等に関係するもので、書面等によることが規定又は想定されているもの
について、電磁的方法による対応も可能とするため、特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基
準（平成26年内閣府令第39号）が改正されたことに伴い、提案するものである。

２

改正の概要
(１) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者が作成する書面等やそ
の保存等について電磁的方法により行うことができるよう改正する。
(２) 教育・保育給付認定保護者等の承諾を得て、保育事業者と認定保護者間
で、ファイルに記録された記載事項を送信し、交付することができるよう
改正する。
(３) 従来の規定中の電磁的方法の規定部分の削除を行う。
(４) 字句の修正を行う。

３

施行日
公布の日

４

新旧対照表
別紙のとおり
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丹波市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
（平成26年丹波市条例第46号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市特定教育・保育施設及び特定地域
型保育事業の運営に関する基準を定める
条例

○丹波市特定教育・保育施設及び特定地域
型保育事業の運営に関する基準を定める
条例

平成26年10月17日

平成26年10月17日

条例第46号

条例第46号

最終改正 令和元年９月30日条例第19号

最終改正 令和元年９月30日条例第19号

目次

目次

第１章 総則（第１条―第３条）

第１章 総則（第１条―第３条）

第２章 特定教育・保育施設の運営に関する基準

第２章 特定教育・保育施設の運営に関する基準

第１節 利用定員に関する基準（第４条）

第１節 利用定員に関する基準（第４条）

第２節 運営に関する基準（第５条―第36条）

第２節 運営に関する基準（第５条―第36条）

第３節 特例施設型給付費に関する基準（第37
条・第38条）

第３節 特例施設型給付費に関する基準（第37
条・第38条）

第３章 特定地域型保育事業の運営に関する基準

第３章 特定地域型保育事業の運営に関する基準

第１節 利用定員に関する基準（第39条）

第１節 利用定員に関する基準（第39条）

第２節 運営に関する基準（第40条―第52条）

第２節 運営に関する基準（第40条―第52条）

第３節 特例地域型保育給付費に関する基準（第
53条・第54条）

第３節 特例地域型保育給付費に関する基準（第
53条・第54条）

第４章 雑則（第55条

）

第４章 雑則（第55条・第56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 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提
供の開始に際しては、あらかじめ、利用の申込みを
行った教育・保育給付認定保護者（以下「利用申込
者」という。）に対し、第20条に規定する運営規程
の概要、職員の勤務体制、第13条の規定により支払
を受ける費用に関する事項その他利用申込者の教
育・保育の選択に資すると認められる重要事項を記
した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始に
ついて利用申込者の同意を得なければならない。

第５条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提
供の開始に際しては、あらかじめ、利用の申込みを
行った教育・保育給付認定保護者（以下「利用申込
者」という。）に対し、第20条に規定する運営規程
の概要、職員の勤務体制、第13条の規定により支払
を受ける費用に関する事項その他利用申込者の教
育・保育の選択に資すると認められる重要事項を記
した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始に
ついて利用申込者の同意を得なければならない。

２ 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
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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、CD―ROM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
による承諾をした場合は、この限りでない。
（看護師の配置）

（看護師の配置）

第35条 特定教育・保育施設（認定こども園に限る。 第35条 特定教育・保育施設（認定こども園に限る。
次条において同じ。）は看護師を配置し、児童の体
次条において同じ。）は看護師を配置し、児童の体
調管理等健康面に配慮するとともに、病児病後児保
調管理等健康面に配慮するとともに、病児保育
育の実施に努めるものとする。
の実施に努めるものとする。
（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40条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の
提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者に
対し、第48条に規定する事業の運営についての重要
事項に関する規程の概要、第44条第１項に規定する
連携施設の種類及び名称、当該連携施設が行う連携
協力の概要、職員の勤務体制、第45条の規定により
支払を受ける費用に関する事項その他利用申込者
の保育の選択に資すると認められる重要事項を記

第40条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の
提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者に
対し、第48条に規定する事業の運営についての重要
事項に関する規程の概要、第44条第１項に規定する
連携施設の種類及び名称、当該連携施設が行う連携
協力の概要、職員の勤務体制、第45条の規定により
支払を受ける費用に関する事項その他利用申込者
の保育の選択に資すると認められる重要事項を記
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した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始に
ついて利用申込者の同意を得なければならない。

した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始に
ついて利用申込者の同意を得なければならない。

２ 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。
（電磁的記録等）
第55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項に定めるところ
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) 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）
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(２) 磁気ディスク、CD―ROM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た」と、「記載
事項を」とあるのは「同意に関する事項を」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。
（その他）

（その他）

第55条 この条例に定めるもののほか特定教育・保育

第56条 この条例に定めるもののほか特定教育・保育
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施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準
について必要な事項は、市長が別に定める。

施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準
について必要な事項は、市長が別に定める。
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議案第24号
丹波市国民健康保険青垣診療所医師確保対策就業支度金貸与条例
の制定について
１

提案の趣旨
丹波市国民健康保険青垣診療所（以下「青垣診療所」という。）において、
地域医療を維持継続するに当たり、青垣診療所に勤務しようとする医師を
確保するため、就業支度金を貸与することに伴い、提案するものである。

２

条例の概要
(１) 貸与対象者（第２条）
次に掲げる要件の全てに該当する者
ア 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の２第１項に規定する臨床研修
を修了した医師であること。
イ 新たに青垣診療所の常勤の医師(臨時的任用職員及び大学、県等から派
遣された者を除く。)として勤務する者であること。
ウ この条例の規定により既に支度金を貸与された者でないこと。
(２) 貸与の期間及び額等（第３条）
ア 貸与期間は、青垣診療所に医師として採用された日から引き続き５年
を経過する日までとする。
イ 貸与の額は、1,000万円を限度とし、利息は付さないものとする。
(３) 返還の免除（第８条）
ア 貸与期間において一定期間以上勤務したとき。
イ 貸与期間中に業務に起因して死亡し、又は精神若しくは身体の機能に
著しい障害を生じ、業務を継続することができなくなったとき。
ウ イに掲げるもののほか、貸与期間において勤務することができない相
当の理由があると市長が認めるとき。

３

施行日
令和４年４月１日
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議案第25号
丹波市立休養施設条例を廃止する条例の制定について
１

提案の趣旨
丹波市立休養施設やすら樹は、森林の特性及び自然環境を利用し、自然レ
クリエーションその他保健休養の場として森林の総合利用を図ることを目的
に設置された施設である。
しかし、建設から25年以上が経過し、社会的ニーズ及び施設を取り巻く環境
が変化してきたことから、利用者は年々減少し、本施設が担ってきた公の施設
としての役割を果たすことが困難であるため、条例の廃止を提案するものであ
る。

２

施行日
令和４年４月１日

３

附則により改正する条例
丹波市職員の特殊勤務手当支給条例（平成16年丹波市条例第48号）

４

新旧対照表
別紙のとおり
【丹波市議会の議決を経なければならない重要な公の施設の利用等に関
する条例 抜粋】
（議会の特別議決を経なければならない特に重要な公の施設の廃止及
び利用）
第３条 法第244条の２第２項の規定により議会において出席議員の３
分の２以上の者の同意を得なければならない公の施設の廃止及び利用
とは、別記に掲げる公の施設につきこれを廃止し、又は５年以上の期
間で、かつ、設置の目的を阻害する独占的な利用をさせる場合とする。
別記（第２条、第３条関係）
(１)～(15) 略
(16) 農林業施設
(17)～(18) 略
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丹波市職員の特殊勤務手当支給条例（平成16年丹波市条例第48号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市職員の特殊勤務手当支給条例

○丹波市職員の特殊勤務手当支給条例

平成16年11月１日

平成16年11月１日

条例第48号

条例第48号

最終改正 令和３年３月９日条例第20号

最終改正 令和３年３月９日条例第20号

別表（第２条関係）
手当の種別
下水管渠内作業手当
感染症防疫作業手当
小動物死体処理作業
手当
家畜死廃病傷事故作
業及び損害防止作業
手当
行旅死亡 行旅病人
人等取扱 行旅死亡
作業手当 人
再任用短時間勤務職
員の手当額の特例

清掃現場業務手当
火葬業務手当
休養施設業務手当
（やすら樹）
診療所医師

予防衛生等の業務に
従事する診療所職員
学校医又は幼稚園医
としてその業務に従
事した診療所医師
保育所（園）医又は
認定こども園医とし
てその業務に従事し
た診療所医師

別表（第２条関係）
支給額
作業１日につき1,000円以内
作業１日につき1,000円以内
作業１回につき1,000円以内
作業１回につき1,000円以内

取扱い１件につき1,000円以内
取扱い１件につき2,000円以内
地方公務員法（昭和25年法律第2
61号）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
員の月数でその額が定められて
いる手当の額は、その手当の月
額に、丹波市職員の勤務時間、
休暇等に関する条例（平成16年
丹波市条例第34号）第２条第３
項の規定により定められたその
者の勤務時間を同条第１項に規
定する勤務時間で除して得た数
を乗じて得た額とする。
月額10,000円以内
１件につき4,000円以内
給料月額の３％以内
月額(１)(２)の合算
(１) 本給月額の100分の50の
額に475,000円を加えた額の
範囲内
(２) 医師が行った診療及び手
術についての手数料の100分
の60を超えない範囲
１年30,000円（補助的業務を行
う者5,000円）を超えない範囲内
・学校医年60,000円を超えない
範囲内
・幼稚園医年60,000円を超えな
い範囲内
・保育所（園）医年60,000円を
超えない範囲内
・認定こども園医年60,000円を
超えない範囲内

手当の種別
下水管渠内作業手当
感染症防疫作業手当
小動物死体処理作業
手当
家畜死廃病傷事故作
業及び損害防止作業
手当
行旅死亡 行旅病人
人等取扱 行旅死亡
作業手当 人
再任用短時間勤務職
員の手当額の特例

清掃現場業務手当
火葬業務手当

診療所医師

予防衛生等の業務に
従事する診療所職員
学校医又は幼稚園医
としてその業務に従
事した診療所医師
保育所（園）医又は
認定こども園医とし
てその業務に従事し
た診療所医師
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支給額
作業１日につき1,000円以内
作業１日につき1,000円以内
作業１回につき1,000円以内
作業１回につき1,000円以内

取扱い１件につき1,000円以内
取扱い１件につき2,000円以内
地方公務員法（昭和25年法律第2
61号）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
員の月数でその額が定められて
いる手当の額は、その手当の月
額に、丹波市職員の勤務時間、
休暇等に関する条例（平成16年
丹波市条例第34号）第２条第３
項の規定により定められたその
者の勤務時間を同条第１項に規
定する勤務時間で除して得た数
を乗じて得た額とする。
月額10,000円以内
１件につき4,000円以内

月額(１)(２)の合算
(１) 本給月額の100分の50の
額に475,000円を加えた額の
範囲内
(２) 医師が行った診療及び手
術についての手数料の100分
の60を超えない範囲
１年30,000円（補助的業務を行
う者5,000円）を超えない範囲内
・学校医年60,000円を超えない
範囲内
・幼稚園医年60,000円を超えな
い範囲内
・保育所（園）医年60,000円を
超えない範囲内
・認定こども園医年60,000円を
超えない範囲内

産業医手当
X線作業手当
人の死体処置に従事
する職員
教務手当（看護専門
学校専任教員）
出動手当

当務手当

月額20,000円を超えない範囲内
月額6,000円以内
１回につき3,000円以内
月額26,100円以内
緊急時に出動し、消防業務に従
事した消防吏員
災害出勤 機関員 １回400円
以内
その他 １回300円
以内
救急出動 機関員 １回400円
以内
その他 １回300円
以内
救急救命士 １回50
0円以内
隔日勤務者に現に消防業務に従
事した消防吏員に１当務500円
以内。ただし、従事した時間が
１当務に満たないときは２分の
１を減額する。

備考 教務手当は、丹波市立看護専門学校の専任教
員が講師として研修、講義又は実習指導の業務に
従事したときに支給する。

産業医手当
X線作業手当
人の死体処置に従事
する職員
教務手当（看護専門
学校専任教員）
出動手当

当務手当

月額20,000円を超えない範囲内
月額6,000円以内
１回につき3,000円以内
月額26,100円以内
緊急時に出動し、消防業務に従
事した消防吏員
災害出勤 機関員 １回400円
以内
その他 １回300円
以内
救急出動 機関員 １回400円
以内
その他 １回300円
以内
救急救命士 １回50
0円以内
隔日勤務者に現に消防業務に従
事した消防吏員に１当務500円
以内。ただし、従事した時間が
１当務に満たないときは２分の
１を減額する。

備考 教務手当は、丹波市立看護専門学校の専任教
員が講師として研修、講義又は実習指導の業務に
従事したときに支給する。
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議案第26号
丹波市都市公園法に基づく都市公園の配置及び規模に関する技術
的基準を定める条例の制定について
１

提案の趣旨
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律
の整備に関する法律（平成23年法律第105号）の施行により、都市公園法（昭
和31年法律第79号）が改正され、政令で定められていた都市公園の設置基準及
び公園施設の設置基準を条例で定めることとされたことに伴い、提案するも
のである。

２

条例の概要
(１) 制定の趣旨
都市公園法の規定に基づき、丹波市における都市公園の設置及び公園
施設の設置に関する技術的基準を定める。
(２) 都市公園及び公園施設の技術的基準
ア 市民１人当たりの都市公園の敷地面積の標準（条例第３条）
政令基準どおり１人当たり10㎡以上とする。
イ 都市公園の配置及び規模の基準（条例第４条）
政令基準と同内容とする。
政令基準
都市公園の
種類
街区公園
近隣公園
地区公園

配 置
街区内に居住する者が容易に利用
することができるように配置
近隣に居住する者が容易に利用す
ることができるように配置
徒歩圏域内に居住する者が容易に
利用することができるように配置

丹波市基準
規

模

規

模

0.25ha

同左

２ha

同左

４ha

同左

利用目的に
応じて都市
運動公園
公園として
広域に居住する者が容易に利用す
の機能を十
ることができるように配置
分発揮する
広域公園
ことができ
る敷地面積
設置目的に応じて都市公園としての機能を十
緩衝緑地等 分発揮することができるように配置し、及びそ
の敷地面積を定める
ウ 公園施設の建築面積の基準（条例第５条）
政令基準と同内容とする。
総合公園
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同左

同左

建築面積の割合
公園施設の種別

法・政令基準

丹波市の基準

２％

同左

+10％

同左

+20％

同左

+10％

同左

+２％

同左

+20％

同左

建築できる公園施設の建ぺい率
①
特
例
と
し
て
超
え
る
こ
と
の
認
め
ら
れ
る
建
築
物

休養施設、運動施設、教養施
設、備蓄倉庫その他災害応急対策
に必要な施設、都道府県立自然公
園の公園施設
② 休養施設又は教養施設のうち、
一定の文化財、景観重要建造物又
は歴史的風致形成建造物として指
定又は登録された建築物
③

屋根付広場、壁を有しない雨天
用運動場その他の高い開放性を有
する建築物

④

仮設公園施設（３月を限度とし
て公園施設として臨時に設けられ
る建築物で、上記に規定する建築
物を除く。）

①と②が重複する場合
エ

運動施設の敷地面積の制限（条例第６条）
政令基準どおり 100 分の 50 とする。

３

施行日
(１) 公布の日
(２) この条例の施行の際現に存する都市公園及び公園施設については、第
４条及び第５条に規定する基準に適合しているものとみなす。
既存の都市公園
名称

位置

面積

丹波市立石生第１公園

丹波市氷上町石生1586番地１

1,247㎡

丹波市立石生第２公園

丹波市氷上町石生1444番地

1,164㎡

丹波市立西中東公園

丹波市氷上町西中68番地１

622㎡

丹波市立西中西公園

丹波市氷上町西中378番地11

650㎡

丹波市立西中南公園

丹波市氷上町西中454番地３

780㎡

丹波市立西中北東公園

丹波市氷上町西中615番地58

728㎡

丹波市立西中北西公園

丹波市氷上町成松70番地１

932㎡
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【都市公園法 抜粋】
（都市公園の設置基準）
第３条 地方公共団体が都市公園を設置する場合においては、政令で定
める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準を参酌して条例で定
める基準に適合するように行うものとする。
２～３ 略
（公園施設の設置基準）
第４条 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法
(昭和25年法律第201号)第２条第１号に規定する建築物をいう。以下同
じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積
を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、
100分の２を参酌して当該都市公園を設置する地方公共団体の条例で
定める割合(国の設置に係る都市公園にあつては、100分の２)を超えて
はならない。ただし、動物園を設ける場合その他政令で定める特別の
場合においては、政令で定める範囲を参酌して当該都市公園を設置す
る地方公共団体の条例で定める範囲(国の設置に係る都市公園にあっ
ては、政令で定める範囲)内でこれを超えることができる。
２ 略
【都市公園法施行令 抜粋】
(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第１条 都市公園法(以下「法」という。)第３条第１項の政令で定める
技術的基準は、次条及び第２条に定めるところによる。
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議案第27号
丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例の
一部を改正する条例の制定について
１

提案の趣旨
下水道処理施設の統廃合事業の実施に伴い、排水施設の名称並びに処理施
設の名称、位置及び処理区域を改正するため、提案するものである。

２

改正の概要
野村浄化センターで処理する各処理区域を特定環境保全公共下水道の黒井
処理区に統合するため、コミュニティ・プラント施設の野村浄化センターを
廃止する。

３

施行日
令和４年４月１日

４

新旧対照表
別紙のとおり
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丹波市コミュニティ・プラント及び農業集落排水処理施設条例（平成16年丹波市条例第212号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市コミュニティ・プラント及び農業
集落排水処理施設条例
平成16年11月１日

平成16年11月１日

条例第212号

条例第212号

最終改正 令和３年３月９日条例第17号

最終改正 令和３年３月９日条例第17号

別表第１（第３条関係）
排水施設

○丹波市コミュニティ・プラント及び農業
集落排水処理施設条例

別表第１（第３条関係）

処理施設
処理区域
名称
位置
コミュニ 氷の川第１ 丹波市氷上町 日比宇、鴨内
ティ・プラ浄化センタ 鴨内741番地
ント施設 ー
コミュニ 氷の川第２ 丹波市氷上町 北御油、南御
ティ・プラ浄化センタ 井中237番地 油、井中
ント施設 ー
２
農業集落 氷上西浄化 丹波市氷上町 下新庄、上新
排水施設 センター
下新庄684番 庄、清住、中、
地２
三方、中野、三
原、大谷、長野、
柿柴、柿柴東
農業集落 氷の川第３ 丹波市氷上町 朝阪、小野、福
排水施設 浄化センタ 朝阪208番地 田
ー
１
コミュニ 野村浄化セ 丹波市春日町 下野村、木寺、
ティ・プランター
野村2181番地 惣山、奥野村、
ント施設
３
西野々
農業集落 棚原浄化セ 丹波市春日町 棚原
排水施設 ンター
棚原1228番地
農業集落 野上野浄化 丹波市春日町 野上野
排水施設 センター
野上野1418番
地
農業集落 春日部北浄 丹波市春日町 多利、小多利、
排水施設 化センター 多利721番地 池尾
農業集落 国領中央浄 丹波市春日町 東中、国領、柚
排水施設 化センター 柚津1040番地 津
１
農業集落 大路浄化セ 丹波市春日町 中山、松森、広
排水施設 ンター
中山568番地 瀬、栢野、野瀬、
１
上三井庄、下三
井庄、鹿場
農業集落 春日部西浄 丹波市春日町 多田、七日市
排水施設 化センター 多田1158番地
農業集落 草部浄化セ 丹波市山南町 草部、北和田の
排水施設 ンター
草部４番地 一部
農業集落 南中浄化セ 丹波市山南町 南中
排水施設 ンター
南中109番地
８
農業集落 和田南浄化 丹波市山南町 梶、前川、小新
排水施設 センター
梶36番地１ 屋、金倉、和田
の一部、北和田

排水施設

処理施設
処理区域
名称
位置
コミュニ 氷の川第１ 丹波市氷上町 日比宇、鴨内
ティ・プラ浄化センタ 鴨内741番地
ント施設 ー
コミュニ 氷の川第２ 丹波市氷上町 北御油、南御
ティ・プラ浄化センタ 井中237番地 油、井中
ント施設 ー
２
農業集落 氷上西浄化 丹波市氷上町 下新庄、上新
排水施設 センター
下新庄684番 庄、清住、中、
地２
三方、中野、三
原、大谷、長野、
柿柴、柿柴東
農業集落 氷の川第３ 丹波市氷上町 朝阪、小野、福
排水施設 浄化センタ 朝阪208番地 田
ー
１

農業集落
排水施設
農業集落
排水施設

棚原浄化セ
ンター
野上野浄化
センター

農業集落
排水施設
農業集落
排水施設

春日部北浄
化センター
国領中央浄
化センター

農業集落 大路浄化セ
排水施設 ンター

農業集落
排水施設
農業集落
排水施設
農業集落
排水施設

春日部西浄
化センター
草部浄化セ
ンター
南中浄化セ
ンター

農業集落 和田南浄化
排水施設 センター
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丹波市春日町 棚原
棚原1228番地
丹波市春日町 野上野
野上野1418番
地
丹波市春日町 多利、小多利、
多利721番地 池尾
丹波市春日町 東中、国領、柚
柚津1040番地 津
１
丹波市春日町 中山、松森、広
中山568番地 瀬、栢野、野瀬、
１
上三井庄、下三
井庄、鹿場
丹波市春日町 多田、七日市
多田1158番地
丹波市山南町 草部、北和田の
草部４番地 一部
丹波市山南町 南中
南中109番地
８
丹波市山南町 梶、前川、小新
梶36番地１ 屋、金倉、和田
の一部、北和田

農業集落 太田久下浄
排水施設 化センター

農業集落 和田西浄化
排水施設 センター

農業集落 川東浄化セ
排水施設 ンター
農業集落
排水施設
農業集落
排水施設
農業集落
排水施設

美和西浄化
センター
鴨庄浄化セ
ンター
前山浄化セ
ンター

農業集落 美和東浄化
排水施設 センター

の一部
丹波市山南町 太田、大河、池
金屋716番地 谷、長野、玉巻、
岡本、金屋、大
谷、松ヶ端
丹波市山南町 富田、小野尻、
小野尻618番 小畑、西谷、山
地２
本、五ヶ野、坂
尻
丹波市市島町 石原、森、表
下竹田1966番
地２
丹波市市島町 戸坂、白毫寺、
与戸2553番地 与戸
丹波市市島町 南、喜多、上牧
南322番地
丹波市市島町 徳尾、大杉、谷
下鴨阪１番地 上、鴨阪、尾端、
下鴨阪
丹波市市島町 酒梨、勅使、城
勅使1149番地 ヶ花

別表第２（第13条関係）

農業集落 太田久下浄
排水施設 化センター

農業集落 和田西浄化
排水施設 センター

農業集落 川東浄化セ
排水施設 ンター
農業集落
排水施設
農業集落
排水施設
農業集落
排水施設

美和西浄化
センター
鴨庄浄化セ
ンター
前山浄化セ
ンター

農業集落 美和東浄化
排水施設 センター

の一部
丹波市山南町 太田、大河、池
金屋716番地 谷、長野、玉巻、
岡本、金屋、大
谷、松ヶ端
丹波市山南町 富田、小野尻、
小野尻618番 小畑、西谷、山
地２
本、五ヶ野、坂
尻
丹波市市島町 石原、森、表
下竹田1966番
地２
丹波市市島町 戸坂、白毫寺、
与戸2553番地 与戸
丹波市市島町 南、喜多、上牧
南322番地
丹波市市島町 徳尾、大杉、谷
下鴨阪１番地 上、鴨阪、尾端、
下鴨阪
丹波市市島町 酒梨、勅使、城
勅使1149番地 ヶ花

別表第２（第13条関係）
（消費税相当額を除く。）

（消費税相当額を除く。）

処理施設の名称 基本料金（１カ月 超過料金（１立方
につき）
メートルにつき）
基本水 金額 使用水 金額
量
（円）
量
（円）
氷の川第１浄化セ５立方
2,100５立方
115
ンター
メート
メート
氷の川第２浄化セル以下
ルを超
ンター
え10立
氷上西浄化センタ
方メー
ー
トル以
氷の川第３浄化セ
下の分
ンター
10立方
120
野村浄化センター
メート
棚原浄化センター
ルを超
野上野浄化センタ
え20立
ー
方メー
春日部北浄化セン
トル以
ター
下の分
国領中央浄化セン
20立方
150
ター
メート
大路浄化センター
ルを超
春日部西浄化セン
え30立
ター
方メー
草部浄化センター
トル以
南中浄化センター
下の分
和田南浄化センタ
30立方
185
ー
メート
太田久下浄化セン
ルを超
ター
え50立

処理施設の名称 基本料金（１カ月 超過料金（１立方
につき）
メートルにつき）
基本水 金額 使用水 金額
量
（円）
量
（円）
氷の川第１浄化セ５立方
2,100５立方
115
ンター
メート
メート
氷の川第２浄化セル以下
ルを超
ンター
え10立
氷上西浄化センタ
方メー
ー
トル以
氷の川第３浄化セ
下の分
ンター
10立方
120
メート
棚原浄化センター
ルを超
野上野浄化センタ
え20立
ー
方メー
春日部北浄化セン
トル以
ター
下の分
国領中央浄化セン
20立方
150
ター
メート
大路浄化センター
ルを超
春日部西浄化セン
え30立
ター
方メー
草部浄化センター
トル以
南中浄化センター
下の分
和田南浄化センタ
30立方
185
ー
メート
太田久下浄化セン
ルを超
ター
え50立
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和田西浄化センタ
ー
川東浄化センター
美和西浄化センタ
ー
鴨庄浄化センター
前山浄化センター
美和東浄化センタ
ー

方メー
トル以
下の分
50立方
メート
ルを超
え80立
方メー
トル以
下の分
80立方
メート
ルを超
える分

205

和田西浄化センタ
ー
川東浄化センター
美和西浄化センタ
ー
鴨庄浄化センター
前山浄化センター
美和東浄化センタ
ー

215
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方メー
トル以
下の分
50立方
メート
ルを超
え80立
方メー
トル以
下の分
80立方
メート
ルを超
える分

205

215

議案第28号
丹波市立青垣歴史民俗資料館の廃止について
１

提案の趣旨
丹波市立青垣歴史民俗資料館は、県指定文化財である旧朝倉家住宅と隣接
する展示館で構成する施設である。近年、当該施設の入館者数は減少し、また、
展示館の経年劣化による老朽化が顕著となっており、その維持管理のために
は、相当の経費を要すること及び類似資料を展示する丹波市立春日郷土資料
館がその代替機能を果たし、運営の効率化が図れることから、当該施設を廃止
することについて、丹波市議会の議決を経なければならない重要な公の施設
の利用等に関する条例（平成16年丹波市条例第59号）第３条の規定に基づき、
同意を求めるものである。

２

施設名

丹波市立青垣歴史民俗資料館

３

所在地

丹波市青垣町佐治114番地

４

用

その他社会教育施設

５

廃止年月日

途

令和５年４月１日

【丹波市議会の議決を経なければならない重要な公の施設の利用等に関
する条例 抜粋】
(議会の特別議決を経なければならない特に重要な公の施設の廃止及び
利用)
第３条 法第244条の２第２項の規定により議会において出席議員の３分
の２以上の者の同意を得なければならない公の施設の廃止及び利用と
は、別記に掲げる公の施設につきこれを廃止し、又は５年以上の期間で、
かつ、設置の目的を阻害する独占的な利用をさせる場合とする。
別記(第２条、第３条関係)
（１）～（９） 略
（10） その他社会教育施設
（11）～（18） 略
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議案第29号
丹波市立歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例の制定につい
て
１

提案の趣旨
丹波市立青垣歴史民俗資料館を廃止することに伴い、所要の改正を行うた
め、提案するものである。

２

改正の概要
第２条の表丹波市立青垣歴史民俗資料館の項及び別表丹波市立青垣歴史民
俗資料館の表を削る。

３

施行日
令和５年４月１日

４

新旧対照表
別紙のとおり
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丹波市立歴史民俗資料館条例（平成16年丹波市条例第98号）新旧対照表
現行

改正後（案）

○丹波市立歴史民俗資料館条例
平成16年11月１日
条例第98号
最終改正 令和３年１月19日条例第１号
（名称及び位置）

○丹波市立歴史民俗資料館条例
平成16年11月１日
条例第98号
最終改正 令和３年１月19日条例第１号
（名称及び位置）

第２条 丹波市立歴史民俗資料館の名称及び位置は、 第２条 丹波市立歴史民俗資料館の名称及び位置は、
次のとおりとする。
次のとおりとする。
名称
位置
丹波市立柏原歴史民俗資料 丹波市柏原町柏原672
館・田ステ女記念館
番地
丹波市立青垣歴史民俗資料館 丹波市青垣町佐治114
番地
丹波市立春日歴史民俗資料館 丹波市春日町黒井496
番地２
丹波市立春日郷土資料館
丹波市春日町黒井496
番地２
丹波市立市島民俗資料館
丹波市市島町上田1134
番地

名称
丹波市立柏原歴史民俗資料
館・田ステ女記念館

別表（第５条関係）

別表（第５条関係）

丹波市立柏原歴史民俗資料館・田ステ女記念館

丹波市立春日歴史民俗資料館 丹波市春日町黒井496
番地２
丹波市立春日郷土資料館
丹波市春日町黒井496
番地２
丹波市立市島民俗資料館
丹波市市島町上田1134
番地
丹波市立柏原歴史民俗資料館・田ステ女記念館

入館料

入館料
（消費税含む。）

区分
大人
中学生
小学生

位置
丹波市柏原町柏原672
番地

金額
備考
個人
団体
210円
150円団体は20人以上
100円
70円 で、引率者がある
50円
30円 場合

（消費税含む。）
区分
大人
中学生
小学生

金額
備考
個人
団体
210円
150円団体は20人以上
100円
70円 で、引率者がある
50円
30円 場合

丹波市立青垣歴史民俗資料館
入館料
（消費税含む。）
施設名
資料館

金額
備考
１人 １回 2 11人以上19人まで
20円
の場合は、１人増す
ごとに110円を加算
し20人以上の場合
は3,300円とする。

丹波市立春日歴史民俗資料館及び丹波市立春日郷
土資料館

丹波市立春日歴史民俗資料館及び丹波市立春日郷
土資料館

入館料

入館料
（消費税含む。）

区分
大人
中学生
小学生

金額
個人
210円
100円
50円

（消費税含む。）

備考

区分

団体
150円団体は20人以上
70円 で、引率者がある
30円 場合

丹波市立市島民俗資料館

大人
中学生
小学生

金額
個人
210円
100円
50円

備考
団体
150円団体は20人以上
70円 で、引率者がある
30円 場合

丹波市立市島民俗資料館

入館料

入館料
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施設名
資料館 無料

金額

備考

施設名
資料館 無料
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金額

備考

