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議案第60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 

令和４年４月１日に山南地域が新たに過疎地域として指定されたことから、

丹波市過疎地域持続的発展計画を変更することについて、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項の規定により、提案するものである。 

 

２ 提案の概要 

山南地域の持続的発展に関する基本方針や施策方針等を定めるため、丹波

市過疎地域持続的発展計画を変更する。 

 

３ 計画変更の経過 

令和４年４月 庁内会議にて、計画変更に向け協力を依頼 

庁内各部署へ計画本文及び統計数値並びに事業内容の追加

及び変更を依頼 

現況と問題点、対策事業計画の照会 

５月 総務文教常任委員協議会において、計画の変更、スケジュー

ル等について報告 

山南地域に計画の概要等を説明 

６月 庁内各部署へ計画変更内容の照会（１回目） 

地域別(小川・久下・和田)のワークショップを開催 

山南地域全体のワークショップを開催 

庁内各部署へ計画変更内容の照会（２回目） 

７月 庁内会議にて計画（素案）の提案 

庁内各部署へ計画変更内容の照会（３回目） 

総務文教常任委員協議会において、パブリックコメントの

実施等について報告 

７月～８月 パブリックコメントの実施 

８月 県協議 

 

４ 丹波市過疎地域持続的発展計画 別冊１ 

 

５ 新旧対照表 別冊２ 

 

  

- 9 -



 

 【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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議案第61号 

 

情報系パソコン・プリンタ購入契約の締結について 

 

下記の物品購入契約を締結するため、丹波市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例（平成16年丹波市条例第50号）第３条の規定に

より、提案するものである。 

 

記 

 

１ 物品名    情報系パソコン・プリンタ 

 

２ 物品概要   ノートパソコン155台、モノクロレーザープリンタ11台 

 

３ 納入期限   令和５年３月24日 

 

４ 契約金額   24,585,000円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 2,235,000円） 

 

５ 契約の相手方 名 称 株式会社 土田商事 

         代表者 代表取締役 土田 博幸 

         所在地 兵庫県丹波市柏原町母坪409番地の１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【丹波市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例 抜粋】 

（議会の議決に付すべき財産の取得又は処分） 

第３条 地方自治法第96条第１項第８号の規定により議会の議決に付さ

なければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不

動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地については、その面積

が１件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産

の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。 
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会 社 概 要 

 

項   目 内      容 

会  社  名  株式会社 土田商事 

代 表 者 名  代表取締役 土田 博幸 

本 社 住 所  兵庫県丹波市柏原町母坪409番地の１ 

営 業 年 数  109年 

許 可 区 分  － 

資  本  金   20,000,000円 

 実績高（２年平均）  601,643,500円 

従 業 員 数  22人 

契約担当支店営業所等  本社 

 

 

受 注 実 績 

（単位：千円） 

発注者 元/下 物品名 受注金額 納 期 

丹波市 元 情報系パソコン・プリンタ 19,353 H29.１.13 

丹波市 元 情報系パソコン・プリンタ 19,429 R１.６.28 

丹波市 元 情報系パソコン・プリンタ 13,857 R３.２.26 
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（税抜）

）

ノートパソコン　155台
モノクロレーザープリンタ　11台

業 者 名

株式会社　ティ・エス・エス 辞 退

物 品 番 号

最低制限価格

第 1 回 入 札
金 額

件 名 情報系パソコン・プリンタ購入

備 考
再 入 札
金 額

入 札 参 加 業 者 及 び 開 札 結 果 （ 物 品 ）

物 品 概 要

納 入 場 所

開 札 年 月 日

丹波市役所ほか

予 定 価 格
( 事 後 公 表 ）

43,062,000円

（ 仮 ） 契 約年月日 令和４年７月８日令和４年６月30日

株式会社　土田商事 22,350,000円

22,499,000円

落 札 者 名

落札者所在地

納 入 期 限

2,235,000円契 約 金 額

丹ふ政第19号

-

令和５年３月24日

株式会社　土田商事

兵庫県丹波市柏原町母坪409番地の１

24,585,000円（うち消費税相当額

株式会社　デンテックス

落 札

株式会社　ニチワ 22,429,800円
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議案第62号 

 

丹波市議会議員及び丹波市長の選挙における選挙運動の公費負担

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 

令和４年４月に公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）が一部改正された

ことを踏まえ、選挙運動に係る自動車の使用並びにポスター及びビラの作成

の公費負担の限度額を改めるため、提案するものである。 

 

２ 改正の概要 

次に掲げる経費の限度額を引き上げる。 

(１) 選挙運動用自動車の使用に要する経費 

ア 一般運送契約以外の借入れ契約１日当たりの単価 

15,800円を16,100円に引き上げ 

イ 燃料の供給に関する契約１日当たりの単価 

１日当たり7,560円を7,700円に引き上げ 

(２) 選挙運動用ポスター作成に要する経費 

ア ポスター１枚当たりの作成単価 

525円６銭を541円31銭に引き上げ 

イ 加算額 

310,500円を316,250円に引き上げ 

(３) 選挙運動用ビラの作成に要する経費 

ア ビラ１枚当たりの作成単価 

７円51銭を７円73銭に引き上げ 

 

３ 施行日 

公布の日 

 

４ 適用区分 

この条例の施行の日以後に期日を告示される選挙について適用する。 

 

５ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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丹波市議会議員及び丹波市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（平成19年丹波市条例第82号） 

新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市議会議員及び丹波市長の選挙にお

ける選挙運動の公費負担に関する条例 
○丹波市議会議員及び丹波市長の選挙にお

ける選挙運動の公費負担に関する条例 
平成19年12月27日 平成19年12月27日 

条例第82号 条例第82号 

最終改正 平成30年12月25日条例第59号 最終改正 平成30年12月25日条例第59号 

（選挙運動用自動車の使用に係る公費の支払） （選挙運動用自動車の使用に係る公費の支払） 

第４条 丹波市は、候補者（前条の規定による届出を

した者に限る。）が同条の契約に基づき当該契約の

相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その

他の者（以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」

という。）に支払うべき金額のうち、次の各号に掲

げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第２条た

だし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該

一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基

づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し

支払う。 

第４条 丹波市は、候補者（前条の規定による届出を

した者に限る。）が同条の契約に基づき当該契約の

相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その

他の者（以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」

という。）に支払うべき金額のうち、次の各号に掲

げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第２条た

だし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該

一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基

づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し

支払う。 

(１) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者

との運送契約（以下「一般運送契約」という。）

である場合 当該選挙運動用自動車（同一の日に

おいて一般運送契約により２台以上の選挙運動

用自動車が使用される場合には、当該候補者が指

定するいずれか１台の選挙運動用自動車に限

る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自動車とし

て使用された各日についてその使用に対し支払

うべき金額（当該金額が64,500円を超える場合に

は、64,500円）の合計金額 

(１) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者

との運送契約（以下「一般運送契約」という。）

である場合 当該選挙運動用自動車（同一の日に

おいて一般運送契約により２台以上の選挙運動

用自動車が使用される場合には、当該候補者が指

定するいずれか１台の選挙運動用自動車に限

る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自動車とし

て使用された各日についてその使用に対し支払

うべき金額（当該金額が64,500円を超える場合に

は、64,500円）の合計金額 

(２) 当該契約が一般運送契約以外の契約である

場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める

金額 

(２) 当該契約が一般運送契約以外の契約である

場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める

金額 

ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約

（以下「自動車借入れ契約」という。）である

場合 当該選挙運動用自動車（同一の日におい

て自動車借入れ契約により２台以上の選挙運

動用自動車が使用される場合には、当該候補者

が指定するいずれか１台の選挙運動用自動車

に限る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自動

車として使用された各日についてその使用に

対し支払うべき金額（当該金額が15,800円を超

える場合には、15,800円）の合計金額 

ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約

（以下「自動車借入れ契約」という。）である

場合 当該選挙運動用自動車（同一の日におい

て自動車借入れ契約により２台以上の選挙運

動用自動車が使用される場合には、当該候補者

が指定するいずれか１台の選挙運動用自動車

に限る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自動

車として使用された各日についてその使用に

対し支払うべき金額（当該金額が16,100円を超

える場合には、16,100円）の合計金額 

イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給

に関する契約である場合 当該契約に基づき

当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

（当該選挙運動用自動車（これに代わり使用さ

れる他の選挙運動用自動車を含む。）が既に前

条の規定による届出に係る契約に基づき供給

を受けた燃料の代金と合算して、7,560円に当

該候補者につき法第86条の４第１項、第２項、

第５項、第６項又は第８項の規定による候補者

イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給

に関する契約である場合 当該契約に基づき

当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

（当該選挙運動用自動車（これに代わり使用さ

れる他の選挙運動用自動車を含む。）が既に前

条の規定による届出に係る契約に基づき供給

を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当

該候補者につき法第86条の４第１項、第２項、

第５項、第６項又は第８項の規定による候補者
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の届出のあった日から当該選挙の期日の前日

（法第100条第４項の規定により投票を行わな

いこととなったときは、その事由が生じた日。

第６条において同じ。）までの日数を乗じて得

た金額に達するまでの部分の金額であること

につき、委員会が定めるところにより、当該候

補者からの申請に基づき、委員会が確認したも

のに限る。） 

の届出のあった日から当該選挙の期日の前日

（法第100条第４項の規定により投票を行わな

いこととなったときは、その事由が生じた日。

第６条において同じ。）までの日数を乗じて得

た金額に達するまでの部分の金額であること

につき、委員会が定めるところにより、当該候

補者からの申請に基づき、委員会が確認したも

のに限る。） 

ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇

用に関する契約である場合 当該選挙運動用

自動車の運転手（同一の日において２人以上の

選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合

には、当該候補者が指定するいずれか１人の運

転手に限る。）のそれぞれにつき、選挙運動用

自動車の運転業務に従事した各日についてそ

の勤務に対し支払うべき報酬の額（当該報酬の

額が12,500円を超える場合には、12,500円）の

合計金額 

ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇

用に関する契約である場合 当該選挙運動用

自動車の運転手（同一の日において２人以上の

選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合

には、当該候補者が指定するいずれか１人の運

転手に限る。）のそれぞれにつき、選挙運動用

自動車の運転業務に従事した各日についてそ

の勤務に対し支払うべき報酬の額（当該報酬の

額が12,500円を超える場合には、12,500円）の

合計金額 

（選挙運動用ポスターの作成に係る公費の支払） （選挙運動用ポスターの作成に係る公費の支払） 

第９条 丹波市は、候補者（前条の規定による届出を

した者に限る。）が同条の契約に基づき当該契約の

相手方であるポスター作成業者に支払うべき金額

のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポ

スターの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が、

525円６銭に当該選挙が行われる区域におけるポス

ター掲示場の数を乗じて得た金額に310,500円を加

えた金額を当該選挙が行われる区域におけるポス

ター掲示場の数で除して得た金額（１円未満の端数

がある場合には、その端数は、１円とする。以下「単

価の限度額」という。）を超える場合には、当該単

価の限度額）に当該選挙運動用ポスターの作成枚数

（当該候補者を通じて当該選挙が行われる区域に

おけるポスター掲示場の数に相当する数の範囲内

のものであることにつき、委員会が定めるところに

より、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確

認したものに限る。）を乗じて得た金額を、第７条

後段において準用する第２条ただし書に規定する

要件に該当する場合に限り、当該ポスター作成業者

からの請求に基づき、当該ポスター作成業者に対し

支払う。 

第９条 丹波市は、候補者（前条の規定による届出を

した者に限る。）が同条の契約に基づき当該契約の

相手方であるポスター作成業者に支払うべき金額

のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポ

スターの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が、

541円31銭に当該選挙が行われる区域におけるポス

ター掲示場の数を乗じて得た金額に316,250円を加

えた金額を当該選挙が行われる区域におけるポス

ター掲示場の数で除して得た金額（１円未満の端数

がある場合には、その端数は、１円とする。以下「単

価の限度額」という。）を超える場合には、当該単

価の限度額）に当該選挙運動用ポスターの作成枚数

（当該候補者を通じて当該選挙が行われる区域に

おけるポスター掲示場の数に相当する数の範囲内

のものであることにつき、委員会が定めるところに

より、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確

認したものに限る。）を乗じて得た金額を、第７条

後段において準用する第２条ただし書に規定する

要件に該当する場合に限り、当該ポスター作成業者

からの請求に基づき、当該ポスター作成業者に対し

支払う。 

（選挙運動用ビラの作成に係る公費の支払） （選挙運動用ビラの作成に係る公費の支払） 

第13条 丹波市は、候補者（前条の規定による届出を

した者に限る。）が同条の契約に基づき当該契約の

相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のう

ち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの

１枚当たりの作成単価（当該作成単価が７円51銭を

超える場合には、７円51銭とする。）に当該選挙運

動用ビラの作成枚数（当該候補者を通じて法第142

条第１項第６号に定める枚数の範囲内のものであ

ることにつき、委員会が定めるところにより、当該

候補者からの申請に基づき、委員会が確認したもの

に限る。）を乗じて得た金額（１円未満の端数があ

る場合には、その端数は、１円とする。）を、第1

第13条 丹波市は、候補者（前条の規定による届出を

した者に限る。）が同条の契約に基づき当該契約の

相手方であるビラ作成業者に支払うべき金額のう

ち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの

１枚当たりの作成単価（当該作成単価が７円73銭を

超える場合には、７円73銭とする。）に当該選挙運

動用ビラの作成枚数（当該候補者を通じて法第142

条第１項第６号に定める枚数の範囲内のものであ

ることにつき、委員会が定めるところにより、当該

候補者からの申請に基づき、委員会が確認したもの

に限る。）を乗じて得た金額（１円未満の端数があ

る場合には、その端数は、１円とする。）を、第1
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1条後段において準用する第２条ただし書に規定す

る要件に該当する場合に限り、当該ビラ作成業者か

らの請求に基づき、当該ビラ作成業者に対し支払

う。 

1条後段において準用する第２条ただし書に規定す

る要件に該当する場合に限り、当該ビラ作成業者か

らの請求に基づき、当該ビラ作成業者に対し支払

う。 

（選挙運動用ビラの作成に係る公費負担の限度額） （選挙運動用ビラの作成に係る公費負担の限度額） 

第14条 第11条の規定により選挙運動用ビラを作成

する場合の公費負担の限度額は、候補者１人につい

て、７円51銭に選挙運動用ビラの作成枚数（当該作

成枚数が法第142条第１項第６号に規定する枚数を

超える場合には、同号に規定する枚数）を乗じて得

た金額とする。 

第14条 第11条の規定により選挙運動用ビラを作成

する場合の公費負担の限度額は、候補者１人につい

て、７円73銭に選挙運動用ビラの作成枚数（当該作

成枚数が法第142条第１項第６号に規定する枚数を

超える場合には、同号に規定する枚数）を乗じて得

た金額とする。 
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議案第63号 

 

丹波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の制

定について 

 

１ 提案の趣旨 

令和３年８月10日に人事院が行った「国家公務員の育児休業等に関する法

律の改正についての意見の申出」に伴い、国家公務員に係る妊娠・出産・育児

等と仕事の両立支援のため、人事院規則が改正されたこと等により、令和４年

10月１日から育児休業の取得要件緩和等の措置が講じられることから、地方

公務員法（昭和25年法律第261号）第24条第４項の均衡の原則に基づき、所要

の改正を行うものである。 

 

２ 改正の概要 

(１) 非常勤職員の子の出生後８週間以内の育児休業の取得要件の緩和 

次のア、イのいずれにも該当する非常勤職員 

ア 次年度に再度の任用の可能性があり、子の出生の日から57日間の期間

（８週間）の末日から６月を経過する日（現行：子の１歳６か月到達日）

までに、任期が満了することが明らかでない非常勤職員 

イ 勤務日が週３日以上又は年121日以上である非常勤職員（現行制度と同

様） 

(２) 非常勤職員の子が１歳以降の育児休業の取得の柔軟化 

子が１歳以降の一定の場合に取得できる育児休業について、夫婦交替で

の取得を可能とする。（現行：開始時点が１歳に限定のため、交替できない。） 

 

                １歳到達日      １歳６か月到達日 

【現 行】 

 

 

 

【改正案】 

 

 

 

・配偶者と交替可能 

 

 

 

３ 施行日 

令和４年10月１日 

 

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 

母 

父 

母 
父 

母 

父 

又は 
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 【地方公務員法 抜粋】 

（給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準） 

第24条 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならな

い。 

２ 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに

民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければな

らない。 

３ 職員は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これに対して給与

を受けてはならない。 

４ 職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当って

は、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適

当な考慮が払われなければならない。 

５ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。 
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丹波市職員の育児休業等に関する条例（平成16年丹波市条例第35号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市職員の育児休業等に関する条例 ○丹波市職員の育児休業等に関する条例 
平成16年11月１日 平成16年11月１日 

条例第35号 条例第35号 

最終改正 令和４年３月11日条例第13号 最終改正 令和４年３月11日条例第13号 

（育児休業をすることができない職員） （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。 

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) 育児休業法第６条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員 

(１) 育児休業法第６条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員 

(２) 丹波市職員の定年等に関する条例（平成16

年丹波市条例第29号）第４条第１項又は第２項の

規定により引き続いて勤務している職員 

(２) 丹波市職員の定年等に関する条例（平成16

年丹波市条例第29号）第４条第１項又は第２項の

規定により引き続いて勤務している職員 

(３) 丹波市一般職の任期付職員の採用等に関す

る条例（平成28年丹波市条例第27号）第４条第３

項の規定により任期を定めて採用された短時間

勤務職員 

(３) 丹波市一般職の任期付職員の採用等に関す

る条例（平成28年丹波市条例第27号）第４条第３

項の規定により任期を定めて採用された短時間

勤務職員 

(４) 次のいずれかに該当する非常勤職員       

       以外の非常勤職員 

(４) 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 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

び引き続き                             

                     採用されないことが

明らかでない非常勤職員 

(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

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) 勤務日の日数を考慮して規則で定める

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 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。） 

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

下この（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、
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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 

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） （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。 

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) 次号及び第３号に掲げる場合以外の場合 

非常勤職員の養育する子の１歳到達日 

(１) 次号及び第３号に掲げる場合以外の場合 

非常勤職員の養育する子の１歳到達日 

(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丹波市会計年度任用職

員の勤務時間、休暇等に関する規則（令和２年丹

波市規則第７号）第５条第１項第５号又は第６号

の休暇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） 

(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丹波市会計年度任用職

員の勤務時間、休暇等に関する規則（令和２年丹

波市規則第７号）第５条第１項第５号又は第６号

の休暇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

(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                         
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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 

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                    、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、市長が

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 

 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 

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 

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 

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 

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
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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） （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。 

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、市長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

しようとする場合 

(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 

(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２条の５ 育児休業法第２条第１項ただし書の人

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） 

（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項の条例で定める特

別の事情は、次に掲げる事情とする。 

第３条 育児休業法第２条第１項の条例で定める特

別の事情は、次に掲げる事情とする。 

(１) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始

め、又は出産したことにより、当該育児休業の承

認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に

(１) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始

め、又は出産したことにより、当該育児休業の承

認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に
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係る子が次に掲げる場合に該当することとなっ

たこと。 

係る子が次に掲げる場合に該当することとなっ

たこと。 

ア 死亡した場合 ア 死亡した場合 

イ 養子縁組等により職員と別居することとな

った場合 

イ 養子縁組等により職員と別居することとな

った場合 

(２) 育児休業をしている職員が第５条に規定す

る事由に該当したことにより当該育児休業の承

認が取り消された後、同条に規定する承認に係る

子が次に掲げる場合に該当することとなったこ

と。 

(２) 育児休業をしている職員が第５条に規定す

る事由に該当したことにより当該育児休業の承

認が取り消された後、同条に規定する承認に係る

子が次に掲げる場合に該当することとなったこ

と。 

ア 前号ア又はイに掲げる場合 ア 前号ア又はイに掲げる場合 

イ 民法（明治29年法律第89号）第817条の２第

１項の規定による請求に係る家事審判事件が

終了した場合（特別養子縁組の成立の審判が確

定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しな

いまま児童福祉法第27条第１項第３号の規定

による措置が解除された場合 

イ 民法（明治29年法律第89号）第817条の２第

１項の規定による請求に係る家事審判事件が

終了した場合（特別養子縁組の成立の審判が確

定した場合を除く。）又は養子縁組が成立しな

いまま児童福祉法第27条第１項第３号の規定

による措置が解除された場合 

(３) 育児休業をしている職員が休職又は停職の

処分を受けたことにより当該育児休業の承認が

効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了

したこと。 

(３) 育児休業をしている職員が休職又は停職の

処分を受けたことにより当該育児休業の承認が

効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了

したこと。 

(４) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、

疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当

該育児休業に係る子を養育することができない

状態が相当期間にわたり継続することが見込ま

れることにより当該育児休業の承認が取り消さ

れた後、当該職員が当該子を養育することができ

る状態に回復したこと。 

(４) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、

疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当

該育児休業に係る子を養育することができない

状態が相当期間にわたり継続することが見込ま

れることにより当該育児休業の承認が取り消さ

れた後、当該職員が当該子を養育することができ

る状態に回復したこと。 

(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。 

(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。 

(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。 
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(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。 

(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） 

（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） 

第10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。 

第10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) 育児短時間勤務（育児休業法第10条第１項に

規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。）を

している職員が、産前の休業を始め、又は出産し

たことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力

を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が

第３条第１号ア又はイに掲げる場合に該当する

こととなったこと。 

(１) 育児短時間勤務（育児休業法第10条第１項に

規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。）を

している職員が、産前の休業を始め、又は出産し

たことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力

を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が

第３条第１号ア又はイに掲げる場合に該当する

こととなったこと。 

(２) 育児短時間勤務をしている職員が、第13条第

１号に掲げる事由に該当したことにより当該育

児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規

定する承認に係る子が第３条第２号ア又はイに

掲げる場合に該当することとなったこと。 

(２) 育児短時間勤務をしている職員が、第13条第

１号に掲げる事由に該当したことにより当該育

児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規

定する承認に係る子が第３条第２号ア又はイに

掲げる場合に該当することとなったこと。 

(３) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は

停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間

勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職

の期間が終了したこと。 

(３) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は

停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間

勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職

の期間が終了したこと。 

(４) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員

の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害に

より当該育児短時間勤務に係る子を養育するこ

とができない状態が相当期間にわたり継続する

ことが見込まれることにより当該育児短時間勤

務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を

養育することができる状態に回復したこと。 

(４) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員

の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害に

より当該育児短時間勤務に係る子を養育するこ

とができない状態が相当期間にわたり継続する

ことが見込まれることにより当該育児短時間勤

務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を

養育することができる状態に回復したこと。 

(５) 育児短時間勤務の承認が、第13条第２号に掲

げる事由に該当したことにより取り消されたこ

と。 

(５) 育児短時間勤務の承認が、第13条第２号に掲

げる事由に該当したことにより取り消されたこ

と。 

(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

(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
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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。）。 

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) 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、育児短時間勤務に係る子

について保育所等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短時間勤務の終了時に予測

することができなかった事実が生じたことによ

り当該育児短時間勤務に係る子について育児短

時間勤務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) 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、育児短時間勤務に係る子

について保育所等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短時間勤務の終了時に予測

することができなかった事実が生じたことによ

り当該育児短時間勤務に係る子について育児短

時間勤務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。 
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議案第64号 

 

市有財産の無償貸付について（旧芦田小学校） 

 

１ 提案の趣旨 

旧芦田小学校活用事業の実施にあたり、次のとおり市有財産を無償貸付し

たいので、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 物件の所在地 

丹波市青垣町田井縄371番地 

 

３ 貸付財産 

特別教室棟（鉄筋コンクリート造２階建）１階の一部 304.75㎡ 

 

４ 貸付の相手方 

名 称 一般社団法人 ＳＳＫＴ 

代表者 代表理事 桐村 裕一 

所在地 兵庫県丹波篠山市東岡屋778番地11 

 

５ 貸付の期間 

令和５年１月１日から令和９年12月31日まで 

 

６ 実施事業の概要 

多機能型事業所として、次の区分による障害児支援を行う。 

(１) 児童発達支援 

発達障害や知的障害等のある主に未就学の障害児への発達支援 

(２) 放課後等デイサービス 

学校通学中の障害児に対する生活能力向上のための訓練等の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【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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団 体 概 要 

項   目 内   容 

名 称 一般社団法人 ＳＳＫＴ 

代 表 者 名 代表理事 桐村 裕一 

所 在 地 兵庫県丹波篠山市東岡屋778番地11 

設    立 平成28年10月27日 

従 業 員 数 20人（うち非常勤従業員10人） 
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議案第65号 

 

丹波市廃棄物の適正処理、減量及び再利用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 

市民の経済的負担を軽減し、住みよいまちづくりを進めるため、ごみ処理手

数料の一部を改定することについて、提案するものである。 

 

２ 改正の概要 

指定ごみ袋料金（ごみ処理手数料）を改定する。 

燃やすごみ用 １袋当たり 

大袋 80円 → 40円 

中袋 60円 → 30円 

小袋 40円 → 20円 

 

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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丹波市廃棄物の適正処理、減量及び再利用に関する条例（平成16年丹波市条例第136号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市廃棄物の適正処理、減量及び再利

用に関する条例 
○丹波市廃棄物の適正処理、減量及び再利

用に関する条例 
平成16年11月１日 平成16年11月１日 

条例第136号 条例第136号 

最終改正 令和３年６月25日条例第29号 最終改正 令和３年６月25日条例第29号 

別表第１（第17条関係） 別表第１（第17条関係） 

種別 取扱区分 単位 金額 

一般 事業所 

ごみ

処理

手数

料 

市が収

集し、

運搬

し、及

び処分

する場

合 

可燃物 市長が指

定する大

袋１袋に

つき 

80円 ―

市長が指

定する中

袋１袋に

つき 

60円 ―

市長が指

定する小

袋１袋に

つき 

40円 ―

プラスチック

系のごみ 

市長が指

定する大

袋１袋に

つき 

20円 ―

市長が指

定する中

袋１袋に

つき 

15円 ―

粗大ごみ 市長が指

定する大

１品目に

つき 

600円 ―

市長が指

定する小

１品目に

つき 

300円 ―

市長が

指定す

る場所

に自ら

搬入す

る場合 

可燃物 10キログ

ラムまで

ごとに 

100円 150円

プラスチック

類 

10キログ

ラムまで

ごとに 

100円 150円

金属類 10キログ

ラムまで

ごとに 

100円 150円

陶磁器・ガラ

ス類 

10キログ

ラムまで

ごとに 

100円 150円

がれき類 10キログ 150円 ―

種別 取扱区分 単位 金額 

一般 事業所 

ごみ

処理

手数

料 

市が収

集し、

運搬

し、及

び処分

する場

合 

可燃物 市長が指

定する大

袋１袋に

つき 

40円 ―

市長が指

定する中

袋１袋に

つき 

30円 ―

市長が指

定する小

袋１袋に

つき 

20円 ―

プラスチック

系のごみ 

市長が指

定する大

袋１袋に

つき 

20円 ―

市長が指

定する中

袋１袋に

つき 

15円 ―

粗大ごみ 市長が指

定する大

１品目に

つき 

600円 ―

市長が指

定する小

１品目に

つき 

300円 ―

市長が

指定す

る場所

に自ら

搬入す

る場合 

可燃物 10キログ

ラムまで

ごとに 

100円 150円

プラスチック

類 

10キログ

ラムまで

ごとに 

100円 150円

金属類 10キログ

ラムまで

ごとに 

100円 150円

陶磁器・ガラ

ス類 

10キログ

ラムまで

ごとに 

100円 150円

がれき類 10キログ 150円 ―
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（瓦・タイ

ル・ブロッ

ク・レンガ等）

ラムまで

ごとに 

 

（瓦・タイ

ル・ブロッ

ク・レンガ等）

ラムまで

ごとに 
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議案第66号 

 

丹波市配偶者等からの暴力対策推進委員会設置条例の制定につい

て 

 

１ 提案の趣旨 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律

第31号）第２条の３第３項に基づく市町村基本計画の次期計画を策定し、あわ

せて、進捗状況の把握や課題分析等を一体的に行うことにより、計画に掲げる

施策を着実に推進するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４

第３項の規定に基づき、丹波市配偶者等からの暴力対策推進委員会の設置を

提案するものである。 

 

２ 条例の概要 

(１) 所掌事務（第２条） 

ア 市長の諮問に応じ、配偶者等からの暴力対策基本計画の策定及び変更

に関する事項について調査及び審議すること。 

イ 配偶者等からの暴力対策基本計画に基づく諸施策の進捗管理に関する

こと。 

ウ その他配偶者等からの暴力対策に関すること。 

(２) 組織（第３条） 

10人以内で次に掲げる者で組織する。 

ア 識見を有する者 

イ 関係行政機関を代表する者 

ウ 公共的団体から推薦を受けた者 

エ 公募による市民 

オ その他市長が必要と認める者 

(３) 任期（第４条） 

委員の任期は、２年とする。（再任可） 

 

３ 施行日 

公布の日 

 

４ 附則により改正する条例 

丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平

成16年丹波市条例第41号） 

 

５ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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 【地方自治法 抜粋】 

（委員会、委員及び附属機関の設置） 

第138条の４ 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団

体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。 

２ 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は

普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、そ

の権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。 

３ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関

の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の

調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、

政令で定める執行機関については、この限りでない。 

【配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 抜粋】 

（都道府県基本計画等） 

第２条の３ 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶

者からの暴力防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本

的な計画（以下この条において「都道府県計画」という。）を定めなけ

ればならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(１) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方

針 

(２) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施

に関する重要事項 

(３) その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策

の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都

道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以

下この条文において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めな

ければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定

め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町

村基本計画の作成のために必要な助言その他の援助を行うよう努めな

ければならない。 
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丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成16年丹波市条例第41号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市特別職に属する非常勤の職員の報

酬及び費用弁償に関する条例 
○丹波市特別職に属する非常勤の職員の報

酬及び費用弁償に関する条例 
平成16年11月１日 平成16年11月１日 

条例第41号 条例第41号 

最終改正 令和３年３月９日条例第14号 最終改正 令和３年３月９日条例第14号 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

特別職に属する非常勤の職員の報酬額 特別職に属する非常勤の職員の報酬額 

職の区分 報酬額 

支払区

分 

金額（円） 

≪省略≫ 

民生委員推薦会委員 日額 7,000

地域福祉計

画推進協議

会委員 

医師、大学教

授、准教授 

１回 20,000

上記以外 日額 7,000

 

 

 

 

 

 

 

 

  

障がい者施

策推進協議

会委員 

大学教授、准教

授 

１回 20,000

上記以外 日額 7,000

国民健康保険運営協議会委

員 

日額 7,000

≪省略≫ 
 

職の区分 報酬額 

支払区

分 

金額（円） 

≪省略≫ 

民生委員推薦会委員 日額 7,000

地域福祉計

画推進協議

会委員 

医師、大学教

授、准教授 

１回 20,000

上記以外 日額 7,000

配偶者等か

らの暴力対

策推進委員

会委員 

弁護士、医師、

大学教授、准教

授 

１回 20,000

上記以外 日額 7,000

障がい者施

策推進協議

会委員 

大学教授、准教

授 

１回 20,000

上記以外 日額 7,000

国民健康保険運営協議会委

員 

日額 7,000

≪省略≫ 
 

備考 勤務が半日の場合における日額報酬は、２分

の１の額とする。 

備考 勤務が半日の場合における日額報酬は、２分

の１の額とする。 
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議案第67号 

 

丹波市都市計画マスタープランの改定について 

 

１ 提案の趣旨 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第18条の２第１項の規定に基づく「都

市計画に関する基本的な方針」となる丹波市都市計画マスタープランを改定

したいので、丹波市議会の議決に付すべき事件に関する条例（平成23年丹波市

条例第48号）第２条第５号の規定により、提案するものである。 

 

２ 提案の概要 

市の将来の目指すべき都市像や都市構造を明確にし、まちづくりの目標や

土地利用のあり方などの方針を示す丹波市都市計画マスタープラン（“丹の里”

まちづくり計画）を改定する。 

 

３ 丹波市都市計画マスタープラン 別冊 

 

 

 

 

 

 

【都市計画法 抜粋】 

（市町村の都市計画に関する基本的な方針） 

第18条の２ 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設

に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に

即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条におい

て「基本方針」という。)を定めるものとする。 

２～４ 略 

 

【丹波市議会の議決に付すべき事件に関する条例 抜粋】 

（議決に付すべき事件） 

第２条 議会の議決に付すべき事件は、次の各号に掲げるとおりとし、市

政全般にわたり重要な事項について、議会と市長等執行機関が共に市

民に対する責任を担いながら、計画的かつ市民の視点に立った透明性

の高い市政の運営に資するものとする。 

(１) 市民憲章の制定又は改廃に関すること。 

(２) 市の花及び市の木の制定又は改廃に関すること。 

(３) 姉妹都市又は友好都市の提携又は解消に関すること。 

(４) 基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止に関すること。 

(５) 前号に掲げるもののほか、市行政の各分野における政策、施策の

基本的な方向を定める計画及び指針で、議会が必要と認めるものの

策定、変更又は廃止に関すること。 
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議案第68号 

 

丹波市立鴨庄小学校の廃止について 

 

１ 提案の趣旨 

丹波市立鴨庄小学校については、明治７年に上村学校として開校して以来、

幾度の改称を経て現在に至るまでの間、地域教育の拠点として重要な役割を

担ってきた。令和５年４月に丹波市立吉見小学校と統合することから廃止し

たいので、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条の規定により、提案するも

のである。 

 

２ 施設名 丹波市立鴨庄小学校 

 

３ 所在地 丹波市市島町上牧６番地 

 

４ 用 途 学校 

 

５ 廃止年月日 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)～(２) 略 

(３) 学校 

(４)～(18) 略 
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議案第69号 

 

丹波市立山南中学校の廃止について 

 

１ 提案の趣旨 

丹波市立山南中学校については、昭和22年に久下村・小川村学校組合立山南

中学校として開校して以来、昭和30年及び平成16年の市町村合併による改称

を経て現在に至るまでの間、地域教育の拠点として重要な役割を担ってきた。

令和５年４月に丹波市立和田中学校と統合することから廃止したいので、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条の規定により、提案するものである。 

 

２ 施設名 丹波市立山南中学校 

 

３ 所在地 丹波市山南町谷川4065番地 

 

４ 用 途 学校 

 

５ 廃止年月日 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)～(２) 略 

(３) 学校 

(４)～(18) 略 
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議案第70号 

 

丹波市立和田中学校の廃止について 

 

１ 提案の趣旨 

丹波市立和田中学校については、昭和22年に和田村立和田中学校として開

校して以来、昭和32年及び平成16年の市町村合併による改称を経て現在に至

るまでの間、地域教育の拠点として重要な役割を担ってきた。令和５年４月に

現在の丹波市立山南中学校と統合することから廃止したいので、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条の規定により、提案するものである。 

 

２ 施設名 丹波市立和田中学校 

 

３ 所在地 丹波市山南町和田368番地１ 

 

４ 用 途 学校 

 

５ 廃止年月日 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)～(２) 略 

(３) 学校 

(４)～(18) 略 
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議案第71号 

 

丹波市立学校設置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５年４月に丹波市立吉見小学校と統合する丹波市立鴨庄小学校を廃止

し、また、統合後の丹波市立山南中学校が開校することに伴い、現在の丹波市

立山南中学校及び丹波市立和田中学校を廃止する必要が生じるため、所要の

改正を行うものである。 

 

２ 改正の概要 

(１) 別表第１の鴨庄小学校を削る。 

(２) 別表第２の山南中学校の位置「丹波市山南町谷川4065番地」を「丹波市

山南町谷川1348番地」に改め、和田中学校を削る。 

 

３ 施行日 

令和５年４月１日 

 

４ 附則により改正する条例 

丹波市立学校施設使用条例(平成16年丹波市条例第73号) 

 

５ 新旧対照表 

別紙のとおり 
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丹波市立学校設置条例（平成16年丹波市条例第72号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市立学校設置条例 ○丹波市立学校設置条例 
平成16年11月１日 平成16年11月１日 

条例第72号 条例第72号 

最終改正 平成28年９月29日条例第31号 最終改正 平成28年９月29日条例第31号 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

区分 名称 位置 

小学校 崇広小学校 丹波市柏原町柏原683番地 

新井小学校 丹波市柏原町大新屋698番

地２ 

中央小学校 丹波市氷上町成松186番地

１ 

東小学校 丹波市氷上町石生585番地 

西小学校 丹波市氷上町上新庄524番

地 

南小学校 丹波市氷上町佐野530番地 

北小学校 丹波市氷上町絹山608番地 

青垣小学校 丹波市青垣町佐治282番地

３ 

黒井小学校 丹波市春日町黒井2205番

地 

春日部小学校 丹波市春日町多利1774番

地 

大路小学校 丹波市春日町下三井庄108

0番地 

進修小学校 丹波市春日町国領1011番

地１ 

船城小学校 丹波市春日町朝日90番地 

上久下小学校 丹波市山南町青田156番地 

久下小学校 丹波市山南町谷川2276番

地 

小川小学校 丹波市山南町井原427番地

１ 

和田小学校 丹波市山南町和田１番地 

竹田小学校 丹波市市島町中竹田1703

番地１ 

前山小学校 丹波市市島町上竹田12番

地１ 

吉見小学校 丹波市市島町上田222番地

１ 

鴨庄小学校 丹波市市島町上牧６番地 

三輪小学校 丹波市市島町酒梨205番地 
 

区分 名称 位置 

小学校 崇広小学校 丹波市柏原町柏原683番地 

新井小学校 丹波市柏原町大新屋698番

地２ 

中央小学校 丹波市氷上町成松186番地

１ 

東小学校 丹波市氷上町石生585番地 

西小学校 丹波市氷上町上新庄524番

地 

南小学校 丹波市氷上町佐野530番地 

北小学校 丹波市氷上町絹山608番地 

青垣小学校 丹波市青垣町佐治282番地

３ 

黒井小学校 丹波市春日町黒井2205番

地 

春日部小学校 丹波市春日町多利1774番

地 

大路小学校 丹波市春日町下三井庄108

0番地 

進修小学校 丹波市春日町国領1011番

地１ 

船城小学校 丹波市春日町朝日90番地 

上久下小学校 丹波市山南町青田156番地 

久下小学校 丹波市山南町谷川2276番

地 

小川小学校 丹波市山南町井原427番地

１ 

和田小学校 丹波市山南町和田１番地 

竹田小学校 丹波市市島町中竹田1703

番地１ 

前山小学校 丹波市市島町上竹田12番

地１ 

吉見小学校 丹波市市島町上田222番地

１ 

  

三輪小学校 丹波市市島町酒梨205番地 
 

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

区分 名称 位置 

中学校 柏原中学校 丹波市柏原町南多田1226

番地 

氷上中学校 丹波市氷上町成松103番地 

青垣中学校 丹波市青垣町小倉365番地

１ 

春日中学校 丹波市春日町野村2476番

区分 名称 位置 

中学校 柏原中学校 丹波市柏原町南多田1226

番地 

氷上中学校 丹波市氷上町成松103番地 

青垣中学校 丹波市青垣町小倉365番地

１ 

春日中学校 丹波市春日町野村2476番
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地 

山南中学校 丹波市山南町谷川4065番

地 

和田中学校 丹波市山南町和田368番地

１ 

市島中学校 丹波市市島町上垣2002番

地 
 

地 

山南中学校 丹波市山南町谷川1348番

地 

                                  

   

市島中学校 丹波市市島町上垣2002番

地 
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丹波市立学校施設使用条例（平成16年丹波市条例第73号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市立学校施設使用条例 ○丹波市立学校施設使用条例 
平成16年11月１日 平成16年11月１日 

条例第73号 条例第73号 

最終改正 平成31年３月７日条例第20号 最終改正 平成31年３月７日条例第20号 

別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係） 

（消費税含む。） （消費税含む。） 

学校名 屋内運動場

使用料（１時

間当たり） 

屋外運動場

使用料（１時

間当たり） 

屋外運動場照

明施設使用料

（30分当た

り） 

崇広小学校 660円 440円 100円

新井小学校 660円 440円 100円

中央小学校 330円 440円 210円

東小学校 660円 440円 210円

西小学校 660円 440円 210円

南小学校 660円 440円 210円

北小学校 660円 440円 210円

青垣小学校 660円 440円 210円

黒井小学校 660円 440円― 

春日部小学

校 

330円 440円 100円

大路小学校 660円 440円― 

進修小学校 660円 440円 100円

船城小学校 330円 440円― 

上久下小学

校 

660円 440円 100円

久下小学校 660円 440円 210円

小川小学校 660円 440円 210円

和田小学校 660円 440円 100円

竹田小学校 660円 440円 210円

前山小学校 330円 440円 210円

吉見小学校 660円 440円― 

鴨庄小学校 330円 440円 210円

三輪小学校 330円 440円 210円

柏原中学校 660円 550円― 

氷上中学校 660円 550円― 

青垣中学校 660円 550円― 

春日中学校 660円 550円― 

山南中学校 660円 550円― 

和田中学校 660円 550円― 

市島中学校 660円 550円 210円
 

学校名 屋内運動場

使用料（１時

間当たり） 

屋外運動場

使用料（１時

間当たり） 

屋外運動場照

明施設使用料

（30分当た

り） 

崇広小学校 660円 440円 100円

新井小学校 660円 440円 100円

中央小学校 330円 440円 210円

東小学校 660円 440円 210円

西小学校 660円 440円 210円

南小学校 660円 440円 210円

北小学校 660円 440円 210円

青垣小学校 660円 440円 210円

黒井小学校 660円 440円― 

春日部小学

校 

330円 440円 100円

大路小学校 660円 440円― 

進修小学校 660円 440円 100円

船城小学校 330円 440円― 

上久下小学

校 

660円 440円 100円

久下小学校 660円 440円 210円

小川小学校 660円 440円 210円

和田小学校 660円 440円 100円

竹田小学校 660円 440円 210円

前山小学校 330円 440円 210円

吉見小学校 660円 440円― 

 

三輪小学校 330円 440円 210円

柏原中学校 660円 550円― 

氷上中学校 660円 550円― 

青垣中学校 660円 550円― 

春日中学校 660円 550円― 

山南中学校 660円 550円― 

  

市島中学校 660円 550円 210円
 

備考 備考 

１ 屋内運動場において面積の２分の１以下を

使用する場合は、それぞれの使用料の額の半額

とする。 

１ 屋内運動場において面積の２分の１以下を

使用する場合は、それぞれの使用料の額の半額

とする。 

２ 前項の使用料に端数が生じる場合は、10円未

満を切り捨てるものとする。 

２ 前項の使用料に端数が生じる場合は、10円未

満を切り捨てるものとする。 
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別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

（消費税含む。） （消費税含む。） 

学校名 柔剣道場使用料 

（１時間当たり） 

柏原中学校 330円 

氷上中学校 330円 

青垣中学校 330円 

春日中学校 330円 
 

学校名 柔剣道場使用料 

（１時間当たり） 

柏原中学校 330円

氷上中学校 330円

青垣中学校 330円

春日中学校 330円

山南中学校 330円
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議案第72号 

 

丹波市アフタースクール実施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５年４月に丹波市立吉見小学校と丹波市立鴨庄小学校が統合すること

に伴い、鴨庄アフタースクールを廃止し、あわせて、統合後の吉見アフタース

クールの定員を変更する必要が生じるため、所要の改正を行うものである。 

 

２ 改正の概要 

別表第１の吉見アフタースクールの定員「55人」を「80人」に改め、鴨庄ア

フタースクールを削る。 

 

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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丹波市アフタースクール実施条例（平成26年丹波市条例第59号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市アフタースクール実施条例 ○丹波市アフタースクール実施条例 
平成26年12月24日 平成26年12月24日 

条例第59号 条例第59号 

最終改正 令和元年12月24日条例第30号 最終改正 令和元年12月24日条例第30号 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

名称 位置 定員 

崇広アフタースクール 丹波市柏原町柏原683番

地 

180人

新井アフタースクール 丹波市柏原町鴨野479番

地１ 

60人

中央アフタースクール 丹波市氷上町成松193番

地１ 

70人

東アフタースクール 丹波市氷上町石生590番

地１ 

120人

西アフタースクール 丹波市氷上町上新庄520

番地 

60人

南アフタースクール 丹波市氷上町佐野555番

地１ 

40人

北アフタースクール 丹波市氷上町絹山599番

地２ 

80人

青垣アフタースクール 丹波市青垣町佐治346番

地 

120人

春日部アフタースクー

ル 

丹波市春日町多利1774番

地 

70人

大路アフタースクール 丹波市春日町下三井庄10

80番地 

60人

進修アフタースクール 丹波市春日町国領1011番

地１ 

70人

黒井アフタースクール 丹波市春日町黒井４番地

８ 

70人

船城アフタースクール 丹波市春日町朝日90番地 70人

上久下アフタースクー

ル 

丹波市山南町青田156番

地 

30人

久下アフタースクール 丹波市山南町長野97番地

１ 

70人

小川アフタースクール 丹波市山南町井原427番

地１ 

60人

和田アフタースクール 丹波市山南町和田１番地 90人

竹田アフタースクール 丹波市市島町中竹田2092

番地１ 

75人

前山アフタースクール 丹波市市島町上竹田12番

地１ 

40人

吉見アフタースクール 丹波市市島町梶原1124番

地 

55人

鴨庄アフタースクール 丹波市市島町上牧720番

地 

70人

美和アフタースクール 丹波市市島町酒梨194番

地１ 

40人

 

名称 位置 定員 

崇広アフタースクール 丹波市柏原町柏原683番

地 

180人

新井アフタースクール 丹波市柏原町鴨野479番

地１ 

60人

中央アフタースクール 丹波市氷上町成松193番

地１ 

70人

東アフタースクール 丹波市氷上町石生590番

地１ 

120人

西アフタースクール 丹波市氷上町上新庄520

番地 

60人

南アフタースクール 丹波市氷上町佐野555番

地１ 

40人

北アフタースクール 丹波市氷上町絹山599番

地２ 

80人

青垣アフタースクール 丹波市青垣町佐治346番

地 

120人

春日部アフタースクー

ル 

丹波市春日町多利1774番

地 

70人

大路アフタースクール 丹波市春日町下三井庄10

80番地 

60人

進修アフタースクール 丹波市春日町国領1011番

地１ 

70人

黒井アフタースクール 丹波市春日町黒井４番地

８ 

70人

船城アフタースクール 丹波市春日町朝日90番地 70人

上久下アフタースクー

ル 

丹波市山南町青田156番

地 

30人

久下アフタースクール 丹波市山南町長野97番地

１ 

70人

小川アフタースクール 丹波市山南町井原427番

地１ 

60人

和田アフタースクール 丹波市山南町和田１番地 90人

竹田アフタースクール 丹波市市島町中竹田2092

番地１ 

75人

前山アフタースクール 丹波市市島町上竹田12番

地１ 

40人

吉見アフタースクール 丹波市市島町梶原1124番

地 

80人

             

  

美和アフタースクール 丹波市市島町酒梨194番

地１ 

40人
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議案第73号 

 

丹波市立薬草薬樹公園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 

山南地域の市立中学校の統合により、旧山南中央公園の代替施設を廃止後

の丹波市立和田中学校及び丹波市立薬草薬樹公園用地に整備するにあたり、

丹波市立薬草薬樹公園内の山南薬草等農産物集出荷貯蔵施設及び山南企業会

館（薬草ホール含む。）を解体するため、所要の改正を行うものである。 

 

２ 改正の概要 

(１) 第３条に規定する施設のうち、山南薬草等農産物集出荷貯蔵施設及び

山南企業会館（薬草ホール含む。）を削る。 

(２) 山南企業会館の利用に係る料金表を削る。 

 

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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丹波市立薬草薬樹公園条例（平成18年丹波市条例第76号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○丹波市立薬草薬樹公園条例 ○丹波市立薬草薬樹公園条例 
平成18年６月26日 平成18年６月26日 

条例第76号 条例第76号 

最終改正 令和２年12月25日条例第57号 最終改正 令和２年12月25日条例第57号 

（施設） （施設） 

第３条 丹波市立薬草薬樹公園（以下「薬草公園」と

いう。）の施設は、次のとおりとする。 

第３条 丹波市立薬草薬樹公園（以下「薬草公園」と

いう。）の施設は、次のとおりとする。 

(１) 薬草薬樹公園庭園 (１) 薬草薬樹公園庭園 

(２) リフレッシュ館 (２) リフレッシュ館 

(３) 山南薬草等農産物集出荷貯蔵施設  

(４) 山南企業会館（薬草ホール含む。）  

(５) 山南農産物処理加工及び実習施設 (３) 山南農産物処理加工及び実習施設 

(６) グラウンドゴルフ場 (４) グラウンドゴルフ場 

（利用料金） （利用料金） 

第12条 利用料金は、別表第１から別表第４までに掲

げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ

市長の承認を得て定めるものとする。 

第12条 利用料金は、別表第１から別表第３までに掲

げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ

市長の承認を得て定めるものとする。 

２ 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなけれ

ばならない。ただし、指定管理者が後納を認める場

合は、この限りでない。 

２ 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなけれ

ばならない。ただし、指定管理者が後納を認める場

合は、この限りでない。 

（指定管理者の不在等の場合における管理） （指定管理者の不在等の場合における管理） 

第18条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条

の２第11項の規定により指定管理者の指定を取り

消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停

止を命じたこと、又は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）第３条又は第４条の規定により指定管理者を

指定するに当たりその候補者が存在しないことに

より指定管理者による管理が行えない場合は、指定

管理者による管理が行えなくなるときから新たな

指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の

停止を命じた期間が終了するときまでの期間にお

いては、第４条の規定にかかわらず、市長が薬草公

園の管理を行うものとする。この場合において、市

長は、別表第１から別表第４までに定める額の範囲

内において利用料金を徴収することができる。 

第18条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条

の２第11項の規定により指定管理者の指定を取り

消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停

止を命じたこと、又は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）第３条又は第４条の規定により指定管理者を

指定するに当たりその候補者が存在しないことに

より指定管理者による管理が行えない場合は、指定

管理者による管理が行えなくなるときから新たな

指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の

停止を命じた期間が終了するときまでの期間にお

いては、第４条の規定にかかわらず、市長が薬草公

園の管理を行うものとする。この場合において、市

長は、別表第１から別表第３までに定める額の範囲

内において利用料金を徴収することができる。 

別表第２（第12条、第18条関係） 

山南企業会館利用料金 

（消費税含む。） 

 

区分 利用料金（１時間当た

り） 

冷暖房費（各室）

研修室 310円利用料金の30％

の額 講義室（大） 410円

講義室（小） 210円

会議室 310円

和室研修室 310円

実習室 310円

薬草ホール 410円
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備考 利用料金に端数が生じる場合は、10円未満を

切り捨てるものとする。 

 

別表第３（第12条、第18条関係） 別表第２（第12条、第18条関係） 

山南農産物処理加工及び実習施設利用料金 山南農産物処理加工及び実習施設利用料金 

（消費税含む。） （消費税含む。） 

体験実習室 冷暖房費（体験実

習室） 

区分 利用料金 利用料金の30％の

額 午前９時から正午ま

で 

3,140円

午後１時から午後５

時まで 

4,190円

午後６時から午後９

時まで 

4,190円

 

体験実習室 冷暖房費（体験実

習室） 

区分 利用料金 利用料金の30％の

額 午前９時から正午ま

で 

3,140円

午後１時から午後５

時まで 

4,190円

午後６時から午後９

時まで 

4,190円

 

備考 備考 

１ １区分につき、１事業のみ利用することがで

きる。 

１ １区分につき、１事業のみ利用することがで

きる。 

２ 利用料金に端数が生じる場合は、10円未満を

切り捨てるものとする。 

２ 利用料金に端数が生じる場合は、10円未満を

切り捨てるものとする。 

別表第４（第12条、第18条関係） 別表第３（第12条、第18条関係） 

グラウンドゴルフ場利用料金 グラウンドゴルフ場利用料金 

（消費税含む。） （消費税含む。） 

区分 利用料金 

共同利用 １人１ラウ

ンド（８ホー

ル） 

330円

専用利用 ３時間以内 9,900円

６時間以内 19,800円
 

区分 利用料金 

共同利用 １人１ラウ

ンド（８ホー

ル） 

330円 

専用利用 ３時間以内 9,900円 

６時間以内 19,800円 
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