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南砺市議会委員会条例新旧対照表(第1条関係) 

現行 改正案 備考 

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びそ

の所管) 
(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びそ

の所管) 
 

第2条 （略） 第2条 （略）  

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとお

りとする。 
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとお

りとする。 
 

(1) 総務企画常任委員会 6人 (1) 総務企画常任委員会 6人  

総合政策部の所管に関する事項 総合政策部の所管に関する事項  

総務部の所管に関する事項 総務部の所管に関する事項  

会計課の所管に関する事項 会計課の所管に関する事項  

選挙管理委員会の所管に関する事項 選挙管理委員会の所管に関する事項  

公平委員会の所管に関する事項 公平委員会の所管に関する事項  

監査委員の所管に関する事項 監査委員の所管に関する事項  

 固定資産評価審査委員会の所管に関する事項 機構改革に伴う

改正 

他の常任委員会の所管に属しない事項 他の常任委員会の所管に属しない事項  

(2) 市民経済常任委員会 6人 (2) 市民経済常任委員会 6人  

市民協働部の所管に関する事項 市民協働部の所管に関する事項  

ブランド戦略部の所管に関する事項 ブランド戦略部の所管に関する事項  

ふるさと整備部の所管に関する事項 ふるさと整備部の所管に関する事項  
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農業委員会の所管に関する事項 農業委員会の所管に関する事項  

固定資産評価審査委員会の所管に関する事項  機構改革に伴う

改正 

(3) （略） (3) （略）  
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南砺市行政組織条例新旧対照表(第2条関係) 

現行 改正案 備考 

(総合政策部の分掌事務) (総合政策部の分掌事務)  

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

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略）  

 (7) 児童福祉、子育て支援及び保育所に関すること。 分掌事務の追加 

(7) （略） (8) （略）  

(総務部の分掌事務) (総務部の分掌事務)  

第3条 総務部の分掌事務は、次のとおりとする。 第3条 総務部の分掌事務は、次のとおりとする。  

(1)～(7) （略） (1)～(7) （略）  

 (8) 税に関すること。 同上 

(8) （略） (9) （略）  

(市民協働部の分掌事務) (市民協働部の分掌事務)  

第4条 市民協働部の分掌事務は、次のとおりとする。 第4条 市民協働部の分掌事務は、次のとおりとする。  

(1) （略） (1) （略）  

(2) 税に関すること。  分掌事務の削除 

(3) （略） (2) （略）  

(4) （略） (3) （略）  

(5) （略） (4) （略）  

(6) （略） (5) （略）  
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南砺市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に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例新旧対

照表(第3条関係) 

現行 改正案 備考 

(特定個人情報の提供) 
第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を

提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げ

る機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し同表の第2
欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に

掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同

表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供する

ときとする。 
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合に

おいて、他の条例、規則その他の規程の規定により当

該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出

が義務付けられているときは、当該書面の提出があっ

たものとみなす。 

 市長部局から教

育委員会部局へ

の情報提供に係

る規定の削除 

(委任) (委任)  

第6条 （略） 第5条 （略） 条の繰上げ 

別表第3(第5条関係)   

情報照会

機関 
事務 情報提供

機関 
特定個人情報 

教育委員 子ども・子育て 市長部局 ・住民票関係情報 

 市長部局から教

育委員会部局へ

の情報提供に係
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会 支援法(平成24
年法律第65号)
による子どもの

ための教育・保

育給付の支給に

関する事務 

・地方税関係情報 
・障害者関係情報 
・生活保護関係情

報 
・児童扶養手当関

係情報 
・中国残留邦人等

支援給付関係情

報 
 

る表の削除 
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南砺市職員定数条例新旧対照表(第4条関係) 

現行 改正案 備考 

(職員の定数) (職員の定数)  

第2条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 第2条 前条の職員の定数は、次に掲げるとおりとする。  

(1) 市長の事務部局の職員 820人 (1) 市長の事務部局の職員 969人 機構改革に伴う 

ア 一般事務部局の職員 383人 ア 一般事務部局の職員 531人 職員定数の改正 

イ 下水道事業会計に属する職員 8人 イ 下水道事業会計に属する職員 8人  

ウ 病院事業会計に属する職員 430人 ウ 病院事業会計に属する職員 430人  

(2) 水道事業管理者の事務部局の職員 13人 (2) 水道事業管理者の事務部局の職員 10人  

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略）  

(6) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属

する学校その他の教育機関の職員 226人 
(6) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属

する学校その他の教育機関の職員 50人 
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南砺市保育園条例新旧対照表(第5条関係) 

現行 改正案 備考 

(認定こども園の認定) (認定こども園の認定)  

第3条 教育長は、保育園において必要があると認めると

きは、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3条
第1項の規定による認定こども園の認定を受けることが

できる。 

第3条 市長は、保育園において必要があると認めるとき

は、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3条第

1項の規定による認定こども園の認定を受けることがで

きる。 

機構改革による

保育園に関する

事務の教育委員

会への委任の解

除に伴う改正 

(委任) (委任)  

第8条 この条例に定めるもののほか、保育園の設置等に

関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 
第8条 この条例に定めるもののほか、保育園の設置等に

関し必要な事項は、規則で定める。 
同上 
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南砺市立保育園審議会条例新旧対照表(第6条関係) 

現行 改正案 備考 

(庶務) (庶務)  

第8条 審議会の庶務は、南砺市教育委員会教育部こども

課において処理する。 
第8条 審議会の庶務は、総合政策部こども課において処

理する。 
機構改革に伴う

改正 
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南砺市児童館条例新旧対照表(第7条関係) 

現行 改正案 備考 

(運営委員会) (運営委員会)  

第13条 児童館の適正な運営を図るため、南砺市児童館

運営委員会を置き、その庶務は、南砺市教育委員会教

育部こども課において処理する。 

第13条 児童館の適正な運営を図るため、南砺市児童館

運営委員会を置き、その庶務は、総合政策部こども課

において処理する。 

 
機構改革に伴う

改正 
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南砺市子ども・子育て会議条例新旧対照表(第8条関係) 

現行 改正案 備考 

(庶務) (庶務)  

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、南砺市教育委員会

教育部こども課において処理する。 
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、総合政策部こども

課において処理する。 
機構改革に伴う

改正 
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南砺市都市計画審議会条例新旧対照表(第9条関係) 

現行 改正案 備考 

(庶務) (庶務)  

第7条 審議会の庶務は、ふるさと整備部建設整備課にお

いて処理する。 
第7条 審議会の庶務は、ふるさと整備部道路整備課にお

いて処理する。 
機構改革に伴う

改正 
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南砺市特別会計条例新旧対照表 

現行 改正案 備考 

(設置) (設置)  

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の

規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に

定める目的のため設置する。 

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の

規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に

定める目的のため設置する。 

 

(1)  バス事業特別会計 バス事業 
(2) （略） 
(3) （略） 
(4) （略） 
(5) （略） 
(6) （略） 
(7) （略） 
(8) （略） 
(9) （略） 
(10) （略） 

 
(1)  （略） 
(2) （略） 
(3) （略） 
(4) （略） 
(5) （略） 
(6) （略） 
(7) （略） 
(8) （略） 
(9) （略） 

バス事業特別会

計の廃止 

(弾力条項の適用) (弾力条項の適用)  

第2条 前条第1号及び第5号から第7号までに掲げる特別

会計においては、地方自治法第218条第4項の規定によ

り、弾力条項を適用することができる。 

第2条 前条第4号から第6号までに掲げる特別会計におい

ては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項

を適用することができる。 

バス事業特別会

計の廃止に伴う

修正 
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南砺市こども医療費助成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、当該各号に定めるところによる。 
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、当該各号に定めるところによる。 
 

(1) こども 15歳に達する日以後の最初の3月31日ま

での間にある者をいう。 
(2)～(7) （略） 

(1) こども 18歳に達する日以後の最初の3月31日ま

での間にある者をいう。 
(2)～(7) （略） 

助成対象年齢拡

大に伴う定義規

定の改正 
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南砺市国民健康保険条例新旧対照表 

現行 改正案 備考 

(出産育児一時金) (出産育児一時金)  

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属す

る世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として40万8,0
00円を支給する。ただし、市長は、必要があると認める

ときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上

限として加算するものとする。 

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属す

る世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,0
00円を支給する。ただし、市長は、必要があると認める

ときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上

限として加算するものとする。 

制度改正に伴う

改正 

2 （略） 2 （略）  
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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) 
人間ドック 日帰り人間

ドック 
男性 1回 38,120円
女性 1回 43,670円

日帰り脳ドック 1回 34,060円
1泊人間ド

ック 
男性 1回 66,080円
女性 1回 72,900円

1泊人間・脳

ドック 
男性 1回 104,190円
女性 1回 111,010円

ミニドック 1回 22,140円
(略) (略) (略) 

 

区分 単位 基本料金 
(略) (略) (略) 
人間ドック 日帰り人間

ドック 
男性 1回 38,060円
女性 1回 43,460円

日帰り脳ドック 1回 34,060円
1泊人間ド

ック 
男性 1回 66,050円
女性 1回 72,680円

1泊人間・脳

ドック 
男性 1回 104,150円
女性 1回 110,790円

(略) (略) (略) 
 

診療報酬の改定

に伴う基本料金

の改正 
 
 
 
 
 
廃止に伴う項の

削除 
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南砺市看護学生等修学資金貸与条例新旧対照表 

現行 改正案 備考 

   南砺市看護学生等修学資金貸与条例    南砺市看護学生等修学資金等貸与条例 題名の改正 

(目的) (目的)  

第1条 この条例は、南砺市立病院、南砺市立診療所又は

南砺市立訪問看護ステーション(以下「市立医療機関」

という。)に正職の医療従事者(南砺市職員定数条例(平
成16年南砺市条例第27号)第1条に規定する一般職の職

員に限る。以下同じ。)として勤務しようとする看護学

生等に対し、予算の範囲内で修学資金を貸与すること

によりその修学を容易にし、もって市立医療機関にお

ける保健師、看護師及び薬剤師の確保及び資質の向上

に資することを目的とする。 

第1条 この条例は、南砺市立病院、南砺市立診療所又は

南砺市立訪問看護ステーション(以下「市立医療機関」

という。)に正職の医療従事者(南砺市職員定数条例(平
成16年南砺市条例第27号)第1条に規定する一般職の職

員に限る。以下同じ。)として勤務しようとする看護学

生等に対し、予算の範囲内で修学資金等を貸与するこ

とにより、市立医療機関における保健師、看護師及び

薬剤師の安定的な確保を図ることを目的とする。 

活躍応援資金の

創設に伴う字句

の改正 

 (資金の種類) 
第3条 貸与する資金(以下「修学資金等」という。)の種

類及びその内容は、次に掲げるとおりとする。 
(1) 修学資金 養成施設に在学する看護学生等に貸与

する資金 
(2) 活躍応援資金 修学資金の貸与を受けた者のう

ち、市立医療機関に勤務した者に貸与する資金 

活躍応援資金の

創設に伴う規定

の追加 

(貸与の対象者) (貸与の対象者)  

第3条 （略） 第4条 （略） 条の繰下げ 
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 2 活躍応援資金の貸与を受けることができる者は、修学

資金の貸与を受けた者のうち、養成施設を卒業した

後、直ちに正職の医療従事者として市立医療機関にお

いて業務に従事した者とする。 

活躍応援資金の

創設に伴う規定

の追加 

(貸与の額) (貸与の額)  

第4条 （略） 第5条 （略） 条の繰下げ 

 2 貸与する活躍応援資金の額は、10万円とする。ただ

し、当該資金に係る第8条の規定による申請の日現在に

おいて、南砺市内に住所を有し、かつ、居住している

者にあっては、貸与額に5万円(以下「特例加算」とい

う。)を加算する。 

活躍応援資金の

創設に伴う規定

の追加 

(貸与の期間) (修学資金の貸与の期間) 字句の追加 

第5条 （略） 第6条 （略） 条の繰下げ 

(修学資金の利息) (修学資金等の利息)  

第6条 貸与する修学資金は、利息を付さない。 第7条 貸与する修学資金等には、利息を付さない。 活躍応援資金の

創設に伴う字句

の改正及び条の

繰下げ 

(貸与の申請) (貸与の申請)  

第7条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請

者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に

申請しなければならない。 

第8条 修学資金等の貸与を受けようとする者(以下「申

請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長

に申請しなければならない。 

同上 
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(貸与の決定) (貸与の決定)  

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、

規則で定めるところによりこれを審査し、修学資金の

貸与の可否を決定するものとする。 

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、

規則で定めるところによりこれを審査し、修学資金等

の貸与の可否を決定するものとする。 

活躍応援資金の

創設に伴う字句

の改正及び条の

繰下げ 

(保証人) (保証人)  

第9条 申請者は、修学資金の返還に係る債務を負担する

保証人(以下「保証人」という。)を2人立てなければな

らない。 

第10条 申請者は、修学資金等の返還に係る債務を負担

する保証人(以下「保証人」という。)を2人立てなけれ

ばならない。 

同上 

2 保証人は、修学資金の貸与を受けた者(以下「借受

者」という。)と連帯して債務を弁済する能力を有する

ものであって、そのうち1人は、申請者と生計を別にす

る者でなければならない。 

2 保証人は、修学資金等の貸与を受けた者(以下「借受

者」という。)と連帯して債務を弁済する能力を有する

ものであって、そのうち1人は、申請者と生計を別にす

る者でなければならない。 

 

(貸与の取消し等) (貸与の取消し等)  

第10条 （略） 第11条 （略） 条の繰下げ 

(修学資金の返還) (修学資金等の返還)  

第11条 借受者は、次条の規定により返還の債務の免除

を受けた場合を除き、規則で定めるところにより、貸

与を受けた修学資金を返還しなければならない。 

第12条 借受者は、次条の規定により返還の債務の免除

を受けた場合を除き、規則で定めるところにより、貸

与を受けた修学資金等を返還しなければならない。 

活躍応援資金の

創設に伴う字句

の改正及び条の

繰下げ 

(返還の免除) (返還の免除)  

第12条 （略） 第13条 （略） 条の繰下げ 
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 2 市長は、借受者が、次の各号のいずれかに該当すると

きは、活躍応援資金の返還の債務を免除することがで

きる。 
(1) 市立医療機関において、医療従事者の免許に係る

正職の医療従事者として引き続き5年間業務に従事し

たとき。ただし、貸与した活躍応援資金に特例加算

を含むときは、当該特例加算に係る額にあっては、

当該業務に従事した期間において、引き続き南砺市

内に住所を有していたとき。 
(2) 前号に規定する業務の従事期間中に業務上の理由

により死亡したとき。 

活躍応援資金の

創設に伴う規定

の追加 

(返還の猶予) (返還の猶予)  

第13条 市長は、借受者が、次の各号のいずれかに該当

する場合は、それぞれ当該各号に掲げる期間、修学資

金の返還を猶予することができる。 

第14条 市長は、借受者が、次の各号のいずれかに該当

する場合は、それぞれ当該各号に掲げる期間、修学資

金の返還を猶予することができる。 

条の繰下げ 

(1) （略） (1) （略）  

(2) 市立医療機関において、正職の医療従事者として

業務に従事している場合 当該業務に従事している

期間 

(2) 市立医療機関において、正職の医療従事者として

業務に従事している場合 当該業務に従事している

期間(前条第1項第1号に規定する従事期間を超えない

範囲内の期間に限る。) 

猶予上限の追加 

(3) （略） (3) （略）  

 2 市長は、借受者が、市立医療機関において、正職の医

療従事者として業務に従事している期間(前条第2項第1
活躍応援資金の

創設に伴う規定
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号に規定する従事期間を超えない範囲内の期間に限

る。)、活躍応援資金の返還を猶予することができる。 
の追加 

2 前項の規定にかかわらず、市長は、借受者又は保証人

が災害その他のやむを得ない事情により一時的に修学

資金の返還が困難となった場合、必要最小限の期間に

ついて修学資金の返還を猶予することができる。 

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、借受者又は保証

人が災害その他のやむを得ない事情により一時的に修

学資金等の返還が困難となった場合、必要最小限の期

間について修学資金等の返還を猶予することができ

る。 

活躍応援資金の

創設に伴う字句

の改正 

(延滞利息) (延滞利息)  

第14条 借受者は、正当な理由がなく修学資金を返還す

べき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき

日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、延滞

利息を支払わなければならない。 

第15条 借受者は、正当な理由がなく修学資金等を返還

すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべ

き日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、延

滞利息を支払わなければならない。 

活躍応援資金の

創設に伴う字句

の改正及び条の

繰下げ 

2 （略） 2 （略）  

(委任) (委任)  

第15条 （略） 第16条 （略） 条の繰下げ 
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南砺市消防団条例新旧対照表 

現行 改正案 備考 

(定員) (定員)  

第3条 消防団員の定員は、1,155人とする。 第3条 消防団員の定員は、1,120人とする。 定員の改正 

(退職) (退職)  

第6条 第6条 消防団員は、次の各号に掲げる階級の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める年齢に達した日以後におけ

る最初の3月31日に退職する。 
(1) 団長及び副団長 75歳 
(2) 分団長、副分団長及び部長 65歳 
(3) 班長及び団員 60歳 

定年規定の追加 

 消防団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書

をもって任命権者に届出てその許可を受けなければな

らない。 

2 消防団員は、前項に規定する退職の日の前に退職しよ

うとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に届

出てその許可を受けなければならない。 

定年規定の追加

に伴う改正 

(失職) 
第8条の2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当すると

きは、その身分を失う。 
(1) 第5条第1項第1号に掲げる要件を欠くに至ったと

き。ただし、本市に隣接する市村に居住し、かつ、消

防団活動を継続して行うことができると市長が認め

る者については、この限りでない。 
(2) （略） 

(失職) 
第8条の2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当すると

きは、その身分を失う。 
(1) 第5条第1項第1号に掲げる要件を欠くに至ったと

き。 
(2) （略） 

 
 
 
 
失職要件の改正 
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