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南砺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例新旧対照表（附則第7項）

現行 改正案 備考

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

区分 報酬 費用弁償

（略） （略） （略）

社会教育指導員 月額 80,000円 予算に定められ

た範囲内で任命

権者が市長と協

議して定める額

公民館長 年額 50,000円

公民館主事 年額 45,000円

公民館指導員 月額 80,000円

選挙長

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票

管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票

立会人

開票立会人

選挙立会人

国会議員の選挙

等の執行経費の

基準に関する法

律(昭和25年法律

第179号)第14条

第1項に掲げる額

予算に定められ

た範囲内で任命

権者が市長と協

議して定める額

（略） （略）

区分 報酬 費用弁償

（略） （略） （略）

社会教育指導員 月額 80,000円 予算に定められ

た範囲内で任命

権者が市長と協

議して定める額

選挙長

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票

管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票

立会人

開票立会人

選挙立会人

国会議員の選挙

等の執行経費の

基準に関する法

律(昭和25年法律

第179号)第14条

第1項に掲げる額

（略） （略）

公民館に係る職

員の区分及び報

酬の額の削除並

びに表記の改正

-
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南砺市地区会館条例新旧対照表（附則第8項）

現行 改正案 備考

(維持及び管理運営の責任者)
第3条 会館の管理責任者は、それぞれ南砺市公民館条例

(平成16年南砺市条例第93号)第3条に規定する公民館長

(以下「館長」という。)とする。

(会館の維持管理)
第3条 会館の維持管理の業務は、南砺市交流センター条

例(平成31年南砺市条例第 号)第4条の規定により当該

会館の所在する地区の南砺市交流センターの維持管理

を委託された地域づくり協議会が行うものとする。ただ

し、同条ただし書の規定による場合は、この限りでない。

会館の維持管理

に係る規定の改

正

(利用許可) (利用許可) 

第4条 会館を利用しようとする者(団体は代表者)は、利用

の3日前までに利用申請書により、館長の許可を受けな

ければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当す

るときは、利用を許可しない。

第4条 会館を利用しようとする者(団体は代表者)は、利用

の3日前までに利用申請書により、市長の許可を受けな

ければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当す

るときは、利用を許可しない。

館長の廃止に伴

う改正

(1)・(2) （略）

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が適当でないと認

めたとき。

(1)・(2) （略）

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認

めたとき。

同上

-
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南砺市まちづくり基本条例新旧対照表（第1条関係）

現行 改正案 備考

(定義) (定義) 

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

(3) 住民自治組織 市民が一定の地域に居住している

ことに基づいて組織される自治振興会、町内会、自治

会等をいう。

(3) 住民自治組織 市民が一定の地域に居住している

ことに基づいて組織される地域づくり協議会、町内

会、自治会等をいう。

地域づくり協議

会の設置に伴う

改正

(4)～(7) （略） (4)～(7) （略）

(住民自治組織の役割) (住民自治組織の役割) 

第7条 市内各地域の住民自治組織は、自治振興会等を中

心としてその地域に住居を構え、居住している者(以下

「住民」という。)全員が参加できる組織の構成、運営

方法、会計事務等を定めた会則を制定及び公開し、並び

に住民生活の安心及び安全の確保を図り、福祉、文化活

動等を活性化するように努めなければならない。

第7条 市内各地域の住民自治組織は、地域づくり協議会

等を中心としてその地域に住居を構え、居住している者

(以下「住民」という。)全員が参加できる組織の構成、

運営方法、会計事務等を定めた会則を制定及び公開し、

並びに住民生活の安心及び安全の確保を図り、福祉、文

化活動等を活性化するように努めなければならない。

同上

-
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南砺市山間過疎地域振興条例新旧対照表（第2条関係）

現行 改正案 備考

(市民の意見等の施策への反映) (市民の意見等の施策への反映) 

第9条 市は、自治振興会をはじめとする住民自治組織及

び市民の意見を聴くとともに、山間過疎地域の現況を把

握し、地域振興に関する施策に的確に反映させなければ

ならない。

第9条 市は、地域づくり協議会をはじめとする住民自治

組織及び市民の意見を聴くとともに、山間過疎地域の現

況を把握し、地域振興に関する施策に的確に反映させな

ければならない。

地域づくり協議

会の設置に伴う

改正

-
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南砺市立保育園審議会条例新旧対照表（第3条関係）

現行 改正案 備考

(組織) (組織) 

第3条 （略） 第3条 （略）

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

地域づくり協議

会の設置に伴う

改正

(3) 市自治振興会連絡協議会の代表 (3) 地域づくり協議会が連絡協議をするために組織す

る団体の代表

(4)～(6) （略） (4)～(6) （略）

-
7
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南砺市職員の自己啓発等休業に関する条例新旧対照表（第1条関係）

現行 改正案 備考

(教育施設) (教育施設) 

第4条 法第26条の5第1項の条例で定める教育施設は、次

に掲げる教育施設とする。

第4条 法第26条の5第1項の条例で定める教育施設は、次

に掲げる教育施設とする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設

で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育

を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであ

って同法第104条第4項第2号の規定により大学又は

大学院の課程に相当する教育を行うものとして認め

られた課程を置く教育施設

(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設

で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育

を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであ

って同法第104条第7項第2号の規定により大学又は

大学院の課程に相当する教育を行うものとして認め

られた課程を置く教育施設

引用法の改正に

伴う条項ずれの

改正

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略）

-
8
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南砺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表（第2条関係）

現行 改正案 備考

(職員) (職員) 

第10条 （略） 第10条 （略）

2 （略） 2 （略）

3 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する

者であって、都道府県知事が行う研修を修了したもので

なければならない。

3 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する

者であって、都道府県知事が行う研修を修了したもので

なければならない。

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）

(5) 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅

令第388号)による大学を含む。)において、社会福祉

学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学

を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて

卒業した者

(5) 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅

令第388号)による大学を含む。)において、社会福祉

学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学

を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて

卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規

定による専門職大学の前期課程を修了した者を含

む。)

法令改正に伴う

資格要件規定の

追加

(6)～(10) （略） (6)～(10) （略）

4・5 （略） 4・5 （略）

-
9
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南砺市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例新旧対照表（第3条関係）

現行 改正案 備考

(布設工事監督者の資格) (布設工事監督者の資格) 

第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事

監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事

監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

(3) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校にお

いて土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業し

た後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学

の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木

科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法

による専門職大学の前期課程にあっては、修了した

後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者

法令改正に伴う

資格要件規定の

追加

(4)・(5) （略） (4)・(5) （略）

(6) 第1号又は第2号に規定する卒業者であって、学校

教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学

若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大

学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関

する専攻を修了した後、第1号に規定する卒業者にあ

っては1年以上、第2号に規定する卒業者にあっては2
年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者

(6) 第1号又は第2号に規定する卒業者であって、学校

教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工

学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は

大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に

関する専攻を修了した後、第1号に規定する卒業者に

あっては1年以上、第2号に規定する卒業者にあっては

2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者

法令改正に伴う

字句の改正

(7) （略） (7) （略）

-
1
0
-



(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定

による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者

(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境

を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定

による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者

(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したも

のに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者

法令改正に伴う

資格要件規定の

削除

(水道技術管理者の資格) (水道技術管理者の資格) 

第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術

管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術

管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 前条第1号、第3号及び第4号に規定する学校におい

て土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬

学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修

めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業し

た者については4年以上、同条第3号に規定する学校を

卒業した者については6年以上、同条第4号に規定する

学校を卒業した者については8年以上水道に関する技

術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 前条第1号、第3号及び第4号に規定する学校におい

て土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬

学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修

めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期

課程にあっては、修了した後)、同条第1号に規定する

学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規

定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前

期課程にあっては、修了した者)については6年以上、

同条第4号に規定する学校を卒業した者については8
年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者

法令改正に伴う

資格要件規定の

追加

(3) （略） (3) （略）

(4) 前条第1号、第3号及び第4号に規定する学校におい

て、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目

(4) 前条第1号、第3号及び第4号に規定する学校におい

て、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目

-
1
1
-



並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修め

て卒業した後、同条第1号に規定する学校の卒業者に

ついては5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者

については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業

者については9年以上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者

並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修め

て卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく

専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職

大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、

同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以

上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前

期課程の修了者を含む。次号において同じ。)につい

ては7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者につ

いては9年以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者

法令改正に伴う

資格要件規定の

追加

(5)・(6) （略） (5)・(6) （略）

2 （略） 2 （略）

-
1
2
-



南砺市積立基金条例新旧対照表（第1条関係） 

現行 改正案 備考 

別表第2(第2条、第5条関係) 別表第2(第2条、第5条関係)  

名称 目的 

（略） （略） 

Ｕターン就職

奨学基金 

奨学資金の貸与を受けた者の返還額を助

成し、Ｕターン就職及び市内での定住の

推進に資するため、資金を積み立てるこ

と。 

名称 目的 

（略） （略） 

Ｕターン就職

奨学基金 

奨学資金の貸与を受けた者の返還額を助

成し、Ｕターン就職及び市内での定住の

推進に資するため、資金を積み立てるこ

と。 

商工観光振興

基金

地域の商工業の振興及び観光事業の推進

に資するため、資金を積み立てること。

こども未来創

造基金

児童・生徒の多様な学びの機会を提供し、

魅力あふれる人材育成の推進に資するた

め、資金を積み立てること。

基金の統合に伴

う追加 

-
1
3
-



南砺市定額運用基金条例新旧対照表（第2条関係） 

現行 改正案 備考 

(名称等) (名称等)  

第2条 基金の名称、額及び目的は、次のとおりとする。 第2条 基金の名称、額及び目的は、次のとおりとする。

名称 額 目的 

（略） （略）（略） 

土地開発

基金 

1,366,202,347円公用若しくは公共用に供

する土地又は公共の利益

のために取得する必要の

ある土地をあらかじめ取

得することにより、事業の

円滑な執行を図るため、資

金を積み立てること。 

（略） （略）（略） 

名称 額 目的 

（略） （略）（略） 

土地開発

基金 

1,298,327,961円公用若しくは公共用に供

する土地又は公共の利益

のために取得する必要の

ある土地をあらかじめ取

得することにより、事業の

円滑な執行を図るため、資

金を積み立てること。 

（略） （略）（略） 

簿価の改定に伴

う基金の額の改

正 

-
1
4
-



南砺市行政組織条例新旧対照表

現行 改正案 備考

(市長政策部の分掌事務) (市長政策部の分掌事務) 

第2条 市長政策部の分掌事務は、次のとおりとする。 第2条 市長政策部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）

(5) 秘書及び褒賞に関すること。 機構改革に伴う

(6) （略） (5) （略） 分掌事務の移動

(7) （略） (6) （略）

(8) （略） (7) （略）

(8) 秘書及び褒賞に関すること。

(9) 広報及び広聴に関すること。

(9) （略） (10) （略）

(10) （略） (11) （略）

(11) （略） (12) （略）

(12) （略） (13) （略）

(13) （略） (14) （略）

(市民協働部の分掌事務) (市民協働部の分掌事務) 

第3条 市民協働部の分掌事務は、次のとおりとする。 第3条 市民協働部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1)～(8) （略） (1)～(8) （略）

(9) 広報及び広聴に関すること。 同上

-
1
5
-



南砺市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例新旧対照表

現行 改正案 備考

(職務権限の特例) (職務権限の特例) 

第2条 市長は、法第23条第1項第2号に規定する文化に関
する事務(文化財の保護に関する事務を除く。)を管理し、
及び執行することとする。

第2条 市長は、法第23条第1項第2号に規定する文化に関
する事務(同項第3号に規定する文化財の保護に関する
事務を除く。)を管理し、及び執行することとする。

法改正に伴う引

用条項の追加

-
1
6
-



南砺市国民保護協議会条例新旧対照表

現行 改正案 備考

(委員及び専門委員) (委員及び専門委員) 

第2条 協議会の委員の定数は、30人以内とする。 第2条 協議会の委員の定数は、32人以内とする。 委員定数の改正

2 （略） 2 （略）

(会長の職務の代理) (会長の職務の代理) 

第3条 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名
する委員が、その職務を代理する。

第3条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、
あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

字句の追加及び

読点の削除

(会議) (会議) 

第4条 （略） 第4条 （略）

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開
くことができない。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開く
ことができない。

読点の削除

3 （略） 3 （略）

(部会) (部会) 

第6条 （略） 第6条 （略）

2・3 （略） 2・3 （略）

4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうち
から部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理

する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、
部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名

する者が、その職務を代理する。

字句の追加

-
1
7
-



南砺市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例新旧対照表

現行 改正案 備考

(降給の事由)
第3条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当す
る場合においては、その意に反して、これを降給するこ

とができる。

(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 前号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性
を欠く場合

(降給の種類)
第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員
の職務の級を同一の給料表(南砺市一般職の職員の給与
に関する条例(平成16年南砺市条例第47号)第3条第1項
に規定する給料表をいう。)の下位の職務の級に変更す
ることをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及
び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職
務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)
とする。

降給の内容の明

確化

(降格の事由)
第3条の2 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに掲げ
る事由に該当する場合には、当該職員を降格することが

できる。

(1) 職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合
その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよ

くないと認められる場合において、指導等の措置を行

ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が

改善されないときであって、当該職員がその職務の級

に分類されている職務を遂行することが困難である

と認められるとき。

(2) 心身の故障があると診断され、その故障のため職務

降格事由に係る

規定の追加

-
1
8
-



の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明ら

かな場合

(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行
することについての適格性を判断するに足りると認

められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められ

る場合において、指導等の措置を行ったにもかかわら

ず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき

(前2号に掲げる場合を除く。)。
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職
員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)
第3条の3 任命権者は、職員の人事評価の結果が最下位の
段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき

勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、当

該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行す

ることが可能であると認められる場合において、指導等

の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくな

い状態が改善されないときは、当該職員を降号すること

ができる。

降号事由に係る

規定の追加

(降任、免職、休職及び降給の手続) (降任、免職、休職及び降給の手続) 

第4条 第4条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当す
るものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、第

3条の2第1号の規定に該当するものとして職員を降格す

分限事由の明確

化

-
1
9
-



る場合又は前条の規定に該当するものとして職員を降

号する場合は、公正で、かつ、客観的な人事評価又は勤

務の状況を示す客観的な事実に基づいて行わなければ

ならない。

任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するも
のとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条

第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職す
る場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断
を行わせなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するも
のとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第

2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する
場合又は第3条の2第2号の規定に該当するものとして職
員を降格する場合においては、医師2人を指定してあら
かじめ診断を行わせなければならない。

降格に関する規

定の追加に伴う

規定整備

3 職員は、前項の規定による診断を受けるよう命ぜられ
た場合には、これに従わなければならない。

職員の義務の追

加

4 任命権者は、法第28条第1項第3号の規定に該当するも
のとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は第3
条の2第3号の規定に該当するものとして職員を降格す
る場合は、当該職員がその職に必要な適格性を欠くと認

められる客観的な事実に基づいて行わなければならな

い。

分限事由の明確

化

5 法第28条第1項第4号の規定に該当する職員を降任若
しくは免職する場合又は第3条の2第4号の規定に該当す
る職員を降格する場合において、当該職員のうちいずれ

を降任し、若しくは免職し、又は降格するかは、任命権

者が定める。ただし、法第13条に定める平等取扱の原則

廃職又は過員を

生じた場合の分

限の手続の追加

-
2
0
-



及び法第56条に定める不利益取扱の禁止の規定に違反
してこれを行うことはできない。

2 （略） 6 （略） 項の繰下げ

(降給の効果)
第6条 第3条に規定する降給は、職員が現に受けている給
料の号給の直近下位の号給からその属する職務の級の

最低の号給の範囲内で行うものとする。

共通見出し及び

条の削除

第7条 （略） 第6条 （略） 条の繰上げ

(失職の特例) (失職の特例) 

第8条 （略） 第7条 （略） 同上

(委任) (委任) 

第9条 （略） 第8条 （略） 同上

-
2
1
-



南砺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例新旧対照表

現行 改正案 備考

(正規の勤務時間以外の時間における勤務) (正規の勤務時間以外の時間における勤務) 

第8条 （略） 第8条 （略）

2 （略） 2 （略）

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤
務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規

則で定める。

人事院規則の改

正に伴う改正

-
2
2
-



南砺市災害弔慰金の支給等に関する条例新旧対照表

現行 改正案 備考

(定義) (定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義
は、当該各号に掲げるところによる。

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義
は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 字句の改正

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

(災害援護資金の限度額等) (災害援護資金の限度額等) 

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸
付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度

に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸
付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度

に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて、被災
した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取

り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合に

は、「270万円」とあるのは「350万円」と、「170万
円」とあるのは「250万円」と、「250万円」とある
のは「350万円」と読み替えるものとする。

(3) 第1号ウ又は前号イ若しくはウにおいて、被災した
住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊

さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「2
70万円」とあるのは「350万円」と、「170万円」と
あるのは「250万円」と、「250万円」とあるのは「3
50万円」と読み替えるものとする。

同上

2 （略） 2 （略）

(利率) (利率及び保証人)

第14条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置
期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年3パーセン
トする。

第14条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置
期間経過後は、延滞の場合を除き、その利率を年3パー
セント以内で規則で定める率とする。

法改正に伴う利

率の規定及び字

句の改正

-
2
3
-



2 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人
を立てなければならない。

保証人の追加に

伴う改正

3 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と
連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令

第9条の違約金を包含するものとする。

同上

(償還等) (償還等) 

第15条 災害援護資金は、年賦償還又は半年賦償還とす
る。

第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦
償還とする。

月賦償還の追加

に伴う改正

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸
付金の貸付けを受けた者は、申し出により繰上償還をす

ることができる。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸
付金の貸付けを受けた者は、申出により繰上償還をする

ことができる。

字句の改正

3 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支
払猶予については、法第13条第1項、令第8条から第12
条までの規定によるものとする。

3 償還免除、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予に
ついては、法第13条第1項及び令第8条から第11条まで
の規定によるものとする。

保証人の追加に

伴う改正等

-
2
4
-



南砺市福光里山野営場・レクリエーション農園条例新旧対照表

現行 改正案 備考

南砺市福光里山野営場・レクリエーション農園条

例

南砺市福光里山レクリエーション農園条例 野営場の廃止に

伴う題名の改正

(設置) (設置) 

第1条 農山村の自然環境保全及び活用並びに地域の特性
に即した観光農林漁業の推進により、農林漁業家の就業

機会の増大及び経済の安定向上を図るとともに、都市生

活者等に対し、農林漁業に親しみ、これらに対する理解

を深める機会を高めるため、南砺市福光里山野営場及び

南砺市福光レクリエーション農園(以下「施設」という。)
を設置する。

第1条 農山村の自然環境保全及び活用並びに地域の特性
に即した観光農林漁業の推進により、農林漁業家の就業

機会の増大及び経済の安定向上を図るとともに、都市生

活者等に対し、農林漁業に親しみ、これらに対する理解

を深める機会を高めるため、レクリエーション農園を設

置する。

野営場の廃止に

伴う規定整備

(名称及び位置) 
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置

南砺市福光里山野営場 南砺市才川七、土生横道地内

南砺市福光里山レクリエ

ーション農園

南砺市才川七、土生横道地内

(名称及び位置) 
第2条 レクリエーション農園の名称及び位置は、次のと
おりとする。

(1) 名称 南砺市福光里山レクリエーション農園
(2) 位置 南砺市才川七、土生横道地内

野営場の廃止に

伴う条の全部改

正

(指定管理者による管理) (指定管理者による管理) 

第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって、市長
が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを

第3条 南砺市福光里山レクリエーション農園(以下「農
園」という。)の管理は、法人その他の団体であって、

野営場の廃止に

伴う規定整備

-
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行わせる。 市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこ
れを行わせる。

(指定管理者が行う業務) (指定管理者が行う業務) 

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務 (1) 農園の利用の許可に関する業務 野営場の廃止に

(2) 施設の維持管理に関する業務 (2) 農園の維持管理に関する業務 伴う規定整備

(3) 施設の利用に係る利用料金の収納に関する業務 (3) 農園の利用に係る利用料金の収納に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事
務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、農園の運営に関する事
務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間) (指定管理者の管理の期間) 

第5条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受
けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受け
た日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の
間とする。ただし、再指定を妨げない。

第5条 指定管理者が農園の管理を行う期間は、指定を受
けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受け
た日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の
間とする。ただし、再指定を妨げない。

同上

(利用期間)
第6条 別表第1に規定する施設の利用期間は、4月1日から

11月30日までとする。ただし、指定管理者は、特に必要
と認めるときは、市長の承認を得て利用期間を変更し、

又は休止することができる。

野営場の廃止に

伴う条の削除

(利用の許可) (利用の許可) 

第7条 別表第1又は別表第2に規定する施設を利用しよう
とする者は、指定管理者の許可を受けなければならな

第6条 農園を利用しようとする者は、指定管理者の許可
を受けなければならない。

野営場の廃止に

伴う規定整備等

-
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い。

2 別表第1に規定する施設の利用許可の順序は、申込みに
よるものとする。ただし、公用又は公共用のため、指定

管理者が特に必要と認める場合においては、この限りで

ない。

野営場の廃止に

伴う項の削除

3 別表第2に規定する施設の利用許可は、適否の審査の
上、抽選により決定する。この場合において、許可の上

限は、2年とする。

2 農園の利用の許可は、適否の審査の上、抽選により決
定する。この場合において、許可の上限は2年とする。

野営場の廃止に

伴う規定整備等

4 指定管理者は、前3項の許可をする場合において必要が
あるときは、利用の許可に際し、管理上必要な条件を付

することができる。

3 指定管理者は、利用の許可に際し、管理上必要な条件
を付することができる。

同上

(利用の制限) (利用の制限) 

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると
きは、利用を許可しないものとする。

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると
きは、利用を許可しないものとする。

条の繰上げ

(1) 公益若しくは公安を害し、又は風俗を乱す恐れがあ
ると認めたとき。

(1) 公益若しくは公安を害し、又は風俗を乱すおそれが
あると認めたとき。

字句の改正

(2) 建物、付属施設、器具等を損傷する恐れがあると認
めたとき。

(2) 農園の施設又は附属設備を損傷するおそれがある
と認めたとき。

野営場の廃止に

伴う規定整備等

(3) 施設の設置目的に反し、管理運営上不適切であると
認めたとき。

(3) 農園の施設の設置目的に反し、管理運営上不適切で
あると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上特に支障
があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、農園の管理上特に支障
があると認めたとき。

-
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(目的以外の利用禁止等) (目的以外の利用禁止等) 

第9条 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)
は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を

譲渡し、若しくは転貸することができない。

第8条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)
は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を

譲渡し、若しくは転貸することができない。

条の繰上げ及び

字句の改正

(利用許可の変更及び取消し) (利用許可の変更及び取消し) 

第10条 施設の利用に際し次の各号のいずれかに該当す
るときは、指定管理者は、利用許可の条件を変更し、若

しくは利用を停止し、又は利用許可を取り消すことがで

きる。この場合において、利用者に損害を生じても市又

は指定管理者は、その責めを負わない。

第9条 農園の利用に際し次の各号のいずれかに該当する
ときは、指定管理者は、利用許可の条件を変更し、若し

くは利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができ

る。この場合において、利用者に損害を生じても市又は

指定管理者は、その責めを負わない。

野営場の廃止に

伴う規定整備等

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略）

(利用料金) (利用料金) 

第11条 （略） 第10条 （略）

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に定める範囲内にお
いて、指定管理者が市長の承認を受けて定める。

2 利用料金は、年間2,050円(2区画分)の範囲内において、
指定管理者が市長の承認を受けて定める。

別表の廃止に伴

う規定整備

3 （略） 3 （略）

(利用料金の減免) (利用料金の減免) 

第12条 （略） 第11条 （略） 条の繰上げ

(利用料金の不還付) (利用料金の不還付) 

第13条 （略） 第12条 （略） 同上

(原状回復) (原状回復) 

第14条 利用者が施設の利用を終えたときは、直ちに整理 第13条 利用者が農園の利用を終えたときは、一切を原状

-
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し、清掃し、一切を原状に回復した後に、指定管理者の

点検を受けなければならない。

に回復した後に、指定管理者の点検を受けなければなら

ない。

野営場の廃止に

伴う規定整備等

2 前項の原状回復は、利用者が第10条の規定により利用
許可を取り消されたときにおいても、同様とする。

2 前項の原状回復は、利用者が第9条の規定により利用許
可を取り消されたときにおいても、同様とする。

条の削除に伴う

改正

3 （略） 3 （略）

(賠償責任) (賠償責任) 

第15条 施設の利用中に、建物、附属設備、器具等を損傷
し、又は滅失したときは、利用者は、現物又はそれに相

当する金額をもって、賠償しなければならない。

第14条 農園の利用中に農園の施設又は附属設備を損傷
し、又は滅失したときは、利用者は、現物又はそれに相

当する金額をもって、賠償しなければならない。

野営場の廃止に

伴う規定整備等

(委任) (委任) 

第16条 （略） 第15条 （略） 条の繰上げ

別表第1(第6条、第7条、第11条関係) 野営場の廃止に

伴う別表の削除
施設名 時間 使用料 摘要

野営場 1日 1人 100円 1泊の場合は2日とす

る。

テント 1回 1張 300円

休憩救護室 ― 無料 野営場等林間休養施設

休憩救護所内

別表第2(第7条、第11条関係) 同上

施設名 期間利用料金 摘要

レクリエーション 1年 2,050円利用料金は2区画分と

-
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農園 し、貸付期間は最高2

年間とする。

-
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南砺市桂湖レクリエーション施設条例新旧対照表

現行 改正案 備考

(名称及び位置) (名称及び位置) 

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置

桂ビューロッジ 南砺市桂字開津2番地2

広場緑地等利用施設 休憩所 南砺市桂字開津319番地1

（略） （略）

名称 位置

広場緑地等利用施設 休憩所 南砺市桂字開津319番地1

（略） （略）

桂ビューロッジ

の削除

(利用時間) (利用時間) 

第7条 桂ビューロッジ、コテージ、オートキャンプサイ
ト及びシャワー・トイレ棟の利用時間は、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

第7条 コテージ、オートキャンプサイト及びシャワー・
トイレ棟の利用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める時間とする。

同上及び字句の

改正

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略）

2～4 （略） 2～4 （略）

別表(第13条関係) 別表(第13条関係) 

施設名 区分 金額

桂ビュー

ロッジ

宿泊

(1人1泊につき)

高校生

以上

個人 2,160円

団体 1,720円

小中学

生

個人 1,080円

団体 860円

施設名 区分 金額

広場緑地

等利用施

設コテー

ジ

宿泊(1棟につき) 8人まで 24,000円

1人追加ごと 2,400円

日帰り(1棟につ

き) 

10人まで 9,450円

1人追加ごと 940円

桂ビューロッジ

の削除

-
3
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日帰り(1室につ

き)

4時間まで 540円

1時間超過ごと 160円

会議室(1室につ

き)

4時間まで 1,080円

1時間超過ごと 320円

広場緑地

等利用施

設コテー

ジ

宿泊(1棟につき) 8人まで 24,000円

1人追加ごと 2,400円

日帰り(1棟につ

き) 

10人まで 9,450円

1人追加ごと 940円

（略） （略） （略）

（略） （略） （略）

備考

1 この表において「団体」とは、15人以上の場合を
いう。

2 桂ビューロッジの日帰りの利用又は会議室を利用
する際に暖房を利用した場合は、利用料金に1,020
円を加算する。

-
3
2
-



南砺市たいらスキー場施設条例新旧対照表

現行 改正案 備考

(名称及び位置) (名称及び位置) 

第2条 スキー場施設の名称及び位置は、次のとおりとす
る。

第2条 スキー場施設の名称及び位置は、次のとおりとす
る。

名称 位置

南砺市たい

らスキー場

クロスカン

トリー場

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

スノーモービル格納庫 南砺市小来栖456

番地

南砺市たいらスキー場クラブハウス 南砺市梨谷字蛇原

295番地

南砺市たいらスキー場センターハウ

ス「メープル」

南砺市梨谷194番

地

名称 位置

南砺市たい

らスキー場

クロスカン

トリー場

（略） （略）

（略） （略）

（略） （略）

スノーモービル格納庫 南砺市小来栖456

番地

圧雪車格納庫 南砺市小来栖456

番地

南砺市たい

らスキー場

クラブハウス 南砺市梨谷字蛇原

295番地

センターハウス「メープ

ル」

南砺市梨谷194番

地

圧雪車格納庫 南砺市梨谷字蛇原

290番地

格納庫2棟の名
称及び位置の追

加並びに表記の

改正
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南砺市病院事業使用料及び手数料条例新旧対照表

現行 改正案 備考

別表第1(第2条関係) 別表第1(第2条関係) 
区分 単位 基本料金

（略） （略）（略）

乳幼児検診料 1回 健康保険法の規定に準じ

て算出した額

人工妊娠中絶料 妊娠 3
箇月ま

で

1回 97,200円

妊娠 4
箇月ま

で

1回 129,600円

妊娠 21
週まで

1回 162,000円

永久不妊手術料 1回 129,600円
避妊リング 挿入料 1回 37,800円

抜去料 1回 5,400円
麻酔料 1回 10,800円

産科診察料 初診 1回 3,000円
再診 1回 2,000円

妊婦定期診察料 1回 3,500円
妊娠反

応

免疫学的 1回 2,500円

分娩介

助料

診療時間

内

単胎 1回 180,000円
多胎 1回 180,000円に第2児以降1

児につき 105,000 円を加
算した額

区分 単位 基本料金

（略） （略）（略）

乳幼児検診料 1回 健康保険法の規定に準じ

て算出した額

避妊リング 挿入料 1回 37,800円
抜去料 1回 5,400円
麻酔料 1回 10,800円

産科診察料 初診 1回 3,000円
再診 1回 2,000円

妊娠反

応

免疫学的 1回 2,500円

経口避

妊薬

21日分 1回 2,160円

受胎調節指導料 1回 2,050円
健康診断料 1回 健康保険法の規定に準じ

て算出した額に 100分の
108を乗じて得た額

人 間 ド

ック

日帰り人

間ドック

男性 1回 38,480円
女性 1回 43,900円

日帰り脳ドック 1回 33,230円
1泊人間
ドック

男性 1回 48,880円
女性 1回 55,590円

1泊人
間・脳ドッ

ク

男性 1回 94,680円
女性 1回 101,390円

ミニドック 1回 21,660円

区分の削除及び

追加並びに基本

料金等の改正

-
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診療時間

外

単胎 1回 190,000円
多胎 1回 190,000円に第2児以降1

児につき 110,000 円を加
算した額

深夜及び

休日等

単胎 1回 210,000円
多胎 1回 210,000円に第2児以降1

児につき 120,000 円を加
算した額

診療時間

内 (帝王
切開)

単胎 1回 110,000円
多胎 1回 110,000円に第2児以降1

児につき 70,000 円を加
算した額

診療時間

外 (帝王
切開)

単胎 1回 114,000円
多胎 1回 114,000円に第2児以降1

児につき 72,000 円を加
算した額

深夜及び

休 日 等

(帝王切
開)

単胎 1回 118,000円
多胎 1回 118,000円に第2児以降1

児につき 74,000 円を加
算した額

胎盤処理料 1回 2,000円
入院料 1日 保険点数準拠

褥婦処置料 1回 2,000円
新生児保育料 1 人 1

日

8,000円

経口避

妊薬

21日分 1回 2,160円

受胎調節指導料 1回 2,050円
人工授

精料

一般 1回 5,140円
洗浄濃縮 1回 8,220円

健康診断料 1回健康保険法の規定に準じ

腸内フローラ検査 1回 19,440円
AICS 検査(アミノインデ
ックス)

1回 22,000円

血 液 検

査

血糖 1回 500円
肝機能 1回 500円
脂質 1回 500円
貧血 1回 500円
心臓 1回 1,500円

尿検査 腎臓・痛風 1回 500円
食塩摂取量 1回 500円

心 理 相

談

初回面接 1回 2,160円
カウンセリング 1時間 3,240円

透析食 1食 640円
病衣使用料 1日 54円
個室使

用料

特別室 A 1日 14,040円
特別室 B 1日 5,400円
個室 A 1日 5,400円
個室 B 1日 4,320円
個室 C 1日 2,700円
個室 D 1日 2,160円
個室 E 1日 1,620円
個室 F 1日 540円
2人室 1日 540円

面談手

数料

医師面談料(生命
保険受給診断書、

自動車損害保険

関係診断書その

他これらに類す

る診断書に係る

医師との面談) 

1回 5,400円

医師所見料(他の1回 10,800円
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て算出した額に 100分の
108を乗じて得た額

人 間 ド

ック

日帰り人

間ドック

男性 1回 40,140円
女性 1回 44,230円

日帰り脳ドック 1回 33,000円
1泊人間
ドック

男性 1回 54,600円
女性 1回 60,010円

1泊人
間・脳ドッ

ク

男性 1回 96,690円
女性 1回 102,090円

ミニドック 1回 20,130円
心 理 相

談

初回面接 1回 2,160円
カウンセリング 1時間 3,240円

透析食 1食 640円
病衣使用料 1日 54円
個室使

用料

特別室 A 1日 14,040円助産に係る
室料は、100
分の 108で
除して得た

額

特別室 B 1日 5,400円
個室 A 1日 5,400円
個室 B 1日 4,320円
個室 C 1日 2,700円
個室 D 1日 2,160円
個室 E 1日 1,620円
個室 F 1日 540円
2人室 1日 540円

面談手

数料

医師面談料(生命
保険受給診断書、

自動車損害保険

関係診断書その

他これらに類す

る診断書に係る

医師との面談) 

1回 5,400円

病院又は診療所

における診断又

は治療方針につ

いての医師の所

見) 
死亡時画像診断料(CT 撮
影) 

1回 15,660円

（略） （略）

-
3
6
-



医師所見料(他の
病院又は診療所

における診断又

は治療方針につ

いての医師の所

見) 

1回 10,800円

死亡時画像診断料(CT 撮
影) 

1回 15,660円

（略） （略）

備考 分娩介助料の項に規定する診療時間内、診療時間

外、深夜及び休日等の用語の意義については、それぞ

れ次に定めるところによる。

1 診療時間内 月曜日から金曜日までの日の午前8
時から午後6時までの時間をいう。

2 診療時間外 診療時間内、深夜及び休日等以外の
時間をいう。

3 深夜 午後10時から翌日午前6時までの時間をい
う。

4 休日等 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法
律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月
29日から翌年1月3日までの日をいう。

分娩介助料の削

除に伴う備考の

削除

-
3
7
-


