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広島市事務分掌条例の一部を改正する条例

　広島市事務分掌条例（昭和５０年広島市条例第８１号）の一部

を次のように改正する。

　第１条の見出し中「局」の右に「及び室」を加え，同条中

「局」の右に「及び室」を加え，「企画総務局」を
「危機管理室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企画総務局」

に改める。

　第２条の見出し中「局」の右に「及び室」を加え，同条中

「局」の右に「及び室」を加え，企画総務局の部分の前に次のよ

うに加える。

　危機管理室

⑴　危機管理に関すること。

附　則

１　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

２　広島市国民保護協議会条例（平成１８年広島市条例第２号）

の一部を次のように改正する。

第６条中「広島市消防局」を「危機管理室」に改める。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３号

平成２７年３月１３日

　広島市土地利用審査会条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市土地利用審査会条例の一部を改正する条例

　広島市土地利用審査会条例（昭和５５年広島市条例第２号）の

一部を次のように改正する。

　第５条に次の１項を加える。

４　前項の規定にかかわらず，国土利用計画法第１２条の規定に

よる規制区域の指定若しくは指定の解除又はその区域の減少に

係る審査会の確認の議事は，委員の総数の過半数をもつて決す

る。

附　則

　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第４号

平成２７年３月１３日

　広島市行政手続条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市行政手続条例の一部を改正する条例

　広島市行政手続条例（平成７年広島市条例第５号）の一部を次

のように改正する。

　目次中
「第４章　行政指導（第３１条～第３５条）　

を
　　　　　第５章　届出（第３６条）　　　　　　　」

「第４章　行政指導（第３１条～第３６条）

　第５章　処分等の求め（第３７条）　　　　に改める。

　第６章　届出（第３８条）　　　　　　　」

建築物の
高さの最
高限度

低層専用
住宅地区
Ａ及び低
層専用住
宅地区Ｂ

⑴�　建築物の高さは，１０メートルを超
えてはならない。
⑵�　建築物の各部分の高さは，当該部分
から前面道路の反対側の境界線又は隣
地境界線までの真北方向の水平距離に
１．２５を乗じて得たものに５メート
ルを加えたもの以下としなければなら
ない。
⑶�　北側の前面道路の反対側に水面，線
路敷その他これらに類するものがある
場合又は建築物の敷地が北側で水
面，線路敷その他これらに類するもの
に接する場合における前号の規定の適
用については，当該前面道路の反対側
の境界線又は当該水面，線路敷その他
これらに類するものに接する隣地境界
線は，当該水面，線路敷その他これら
に類するものの幅の２分の１だけ外側
にあるものとみなす。
⑷�　建築物の敷地の地盤面が北側の隣地
（北側に前面道路がある場合において
は，当該前面道路の反対側の隣接地を
いう。）の地盤面（隣地に建築物がな
い場合においては，当該隣地の平均地
表面をいう。）より１メートル以上低
い場合における第２号の規定の適用に
ついては，その建築物の敷地の地盤面
は，当該高低差から１メートルを減じ
たものの２分の１だけ高い位置にある
ものとみなす。
⑸�　第１号の建築物の高さには，階段
室，昇降機塔，装飾塔，物見塔，屋窓
その他これらに類する建築物の屋上部
分の水平投影面積の合計が当該建築物
の建築面積の８分の１以内の場合にお
いては，その部分の高さは，５メート
ルまでは，算入しない。
⑹�　第２号の規定は，建築物の敷地が第
一種低層住居専用地域内にあるものと
みなして法第５６条第７項第３号の規
定を適用した場合の令第１３５条の
１１に定める位置において令第１３５
条の８に定める基準に適合する建築物
については，適用しない。

垣又は柵
の構造の
制限

低層専用
住宅地区
Ａ，低層
専用住宅
地区Ｂ，
複合施設
地区Ａ，
複合施設
地区Ｂ，
商業・業
務地区及
び流通・
業務地区

　建築物に附属する塀の地盤面からの高
さは，１．２メートル以下としなければ
ならない。ただし，道路の境界線から１
メートル以上離れたもの及び市長が安全
上支障がないと認めるものについて
は，この限りでない。

附　則

　この条例は，公布の日から施行する。ただし，第６条第１項第

５号の改正規定は，平成２７年６月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２号

平成２７年３月１３日

　広島市事務分掌条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實
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しなければならない。

⑴　申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

⑵　当該行政指導の内容

⑶　当該行政指導がその根拠とする法律等の条項

⑷　前号の条項に規定する要件

⑸　当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由

⑹　その他参考となる事項

３　当該本市の機関は，第１項の規定による申出があったとき

は，必要な調査を行い，当該行政指導が当該法律等に規定する

要件に適合しないと認めるときは，当該行政指導の中止その他

必要な措置をとらなければならない。

附　則

１　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

２　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）の一部を

次のように改正する。

第５条第２項中「第３４条第３項」を「第３４条第４項」

に，「第３４条第２項」を「第３４条第３項」に改める。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第５号

平成２７年３月１３日

　広島市職員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市職員定数条例の一部を改正する条例

　広島市職員定数条例（昭和２６年３月３０日広島市条例第５９

号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「教育長，」を削り，「休職者，」の右に「自己啓発

等休業，配偶者同行休業及び」を加える。

　第２条第１号中「５，９８９人」を「６，０１５人」に改め，同

条第８号中「１，３５４人」を「１，３２８人」に改める。

附　則

１　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

２　この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６

号。以下「改正法」という。）による改正前の地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第

１６条第１項の教育長が改正法附則第２条第１項に規定すると

ころにより在職する間は，改正後の第１条中「臨時に」とある

のは，「教育長，臨時に」とする。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第６号

平成２７年３月１３日

　職員の自己啓発等休業及び配偶者同行休業に関する条例をここ

に公布する。

広島市長　　松　井　一　實

職員の自己啓発等休業及び配偶者同行休業に関する条

例

　第２条第４号中「名あて人」を「名宛人」に改め，同条第５号

中「第３３条」の右に「及び第３４条第２項」を加える。

　第３条中「第４章」を「第５章」に改め，同条第７号中「名あ

て人」を「名宛人」に改め，同条第８号中「かかわる」を「関わ

る」に改める。

　第３４条第３項を同条第４項とし，同条第２項中「前項」を

「前２項」に改め，同項を同条第３項とし，同条第１項の次に次

の１項を加える。

２　行政指導に携わる者は，当該行政指導をする際に，本市の機

関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限

を行使し得る旨を示すときは，その相手方に対して，次に掲げ

る事項を示さなければならない。

⑴　当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項

⑵　前号の条項に規定する要件

⑶　当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

　第３６条を第３８条とする。

　第５章を第６章とし，第４章の次に次の１章を加える。

第５章　処分等の求め

第３７条　何人も，法令に違反する事実がある場合において，そ

の是正のためにされるべき処分又は行政指導（その根拠となる

規定が法律等に置かれているものに限る。）がされていないと

思料するときは，当該処分をする権限を有する行政庁又は当該

行政指導をする権限を有する本市の機関に対し，その旨を申し

出て，当該処分又は行政指導をすることを求めることができ

る。

２　前項の申出は，次に掲げる事項を記載した申出書を提出して

しなければならない。

⑴　申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

⑵　法令に違反する事実の内容

⑶　当該処分又は行政指導の内容

⑷　当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項

⑸　当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由

⑹　その他参考となる事項

３　当該行政庁又は本市の機関は，第１項の規定による申出があ

ったときは，必要な調査を行い，その結果に基づき必要がある

と認めるときは，当該処分又は行政指導をしなければならな

い。

　第４章中第３５条の次に次の１条を加える。

　（行政指導の中止等の求め）

第３６条　法令に違反する行為の是正を求める行政指導（その根

拠となる規定が法律，広島県の条例又は本市の条例（以下この

条及び次条において「法律等」という。）に置かれているもの

に限る。）の相手方は，当該行政指導が当該法律等に規定する

要件に適合しないと思料するときは，当該行政指導をした本市

の機関に対し，その旨を申し出て，当該行政指導の中止その他

必要な措置をとることを求めることができる。ただし，当該行

政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続

を経てされたものであるときは，この限りでない。

２　前項の申出は，次に掲げる事項を記載した申出書を提出して
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ずる教育施設を含む。）

　（奉仕活動）

第５条　法第２６条の５第１項の条例で定める奉仕活動は，次に

掲げる奉仕活動とする。

⑴　独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法

（平成１４年法律第１３６号）第１３条第１項第４号の規定

に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域におけ

る奉仕活動（当該奉仕活動を行うために必要な国内における

訓練その他の準備行為を含む。）

⑵　前号に掲げる奉仕活動のほか，外国の都市等において行わ

れる当該都市等との国際交流の促進に資する奉仕活動のうち

職員として参加することが適当であると任命権者が認めるも

の

　（自己啓発等休業の承認の申請）

第６条　自己啓発等休業の承認の申請は，自己啓発等休業をしよ

うとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の

履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならな

い。

　（自己啓発等休業の期間の延長）

第７条　自己啓発等休業をしている職員は，当該自己啓発等休業

を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間

が第３条各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間を超え

ない範囲内において，延長をしようとする期間の末日を明らか

にして，任命権者に対し，自己啓発等休業の期間の延長を申請

することができる。

２　自己啓発等休業の期間の延長は，市長が定める特別の事情が

ある場合を除き，１回に限るものとする。

３　第２条の規定は，自己啓発等休業の期間の延長の承認につい

て準用する。

　（自己啓発等休業の承認の取消事由）

第８条　法第２６条の５第５項の条例で定める事由は，次に掲げ

る事由とする。

⑴　自己啓発等休業をしている職員が，正当な理由なく，その

者が在学している課程を休学し，若しくはその授業を頻繁に

欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部

若しくは一部を行っていないこと。

⑵　自己啓発等休業をしている職員が，その者が在学している

課程を休学し，停学にされ，又はその授業を欠席しているこ

と，その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行って

いないことその他の事情により，当該職員の申請に係る大学

等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。

　（報告）

第９条　自己啓発等休業をしている職員は，任命権者から求めら

れた場合のほか，次に掲げる場合には，遅滞なく，当該職員の

申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について

任命権者に報告しなければならない。

⑴　当該職員が，その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢

献活動を取りやめた場合

⑵　当該職員が，その在学している課程を休学し，停学にさ

目次

　第１章　総則（第１条）

　第２章　自己啓発等休業（第２条～第１１条）

　第３章　配偶者同行休業（第１２条～第１９条）

　第４章　雑則（第２０条）

　附則

第１章　総則

　（趣旨）

第１条　この条例は，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号。以下「法」という。）第２６条の５第１項，第５項及び第

６項（法第２６条の６第１１項において準用する場合を含

む。）並びに第２６条の６第１項（同条第４項において準用す

る場合を含む。）から第３項まで及び第６項の規定に基づき，

職員の自己啓発等休業（法第２６条の５第１項に規定する自己

啓発等休業をいう。以下同じ。）及び配偶者同行休業（法第

２６条の６第１項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同

じ。）に関し必要な事項を定めるものとする。

第２章　自己啓発等休業

　（自己啓発等休業の承認）

第２条　任命権者は，職員としての在職期間が２年以上である職

員が自己啓発等休業の承認の申請をした場合において，公務の

運営に支障がなく，かつ，当該職員の公務に関する能力の向上

に資すると認めるときは，当該職員が自己啓発等休業をするこ

とを承認することができる。

　（自己啓発等休業の期間）

第３条　法第２６条の５第１項の条例で定める期間は，次の各号

に掲げる区分に応じ，当該各号に定める期間を超えない範囲内

において任命権者が必要と認める期間とする。

⑴　大学等課程の履修（法第２６条の５第１項に規定する大学

等課程の履修をいう。以下同じ。）のための休業　２年（大

学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として

市長が定める場合は，３年）

⑵　国際貢献活動（法第２６条の５第１項に規定する国際貢献

活動をいう。以下同じ。）のための休業　３年

　（大学等教育施設）

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。

⑴　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８３条に規定す

る大学（当該大学に置かれる同法第９１条に規定する専攻科

及び同法第９７条に規定する大学院を含む。第１４条第３号

において同じ。）

⑵　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同法

以外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に相当する教育

を行うと認められる課程を置くもの（自己啓発等休業をしよ

うとする職員が当該課程を履修する場合におけるものに限

る。）

⑶　前２号に掲げる教育施設に相当する外国の大学（これに準
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第１６条　配偶者同行休業をしている職員は，当該配偶者同行休

業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期

間が３年を超えない範囲内において，延長をしようとする期間

の末日を明らかにして，任命権者に対し，配偶者同行休業の期

間の延長を申請することができる。

２　法第２６条の６第３項の条例で定める特別の事情は，配偶者

同行休業の期間の延長の申請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期間の再度の延長をすることがや

むを得ないと任命権者が認める事情とする。

３　第１２条の規定は，配偶者同行休業の期間の延長の承認につ

いて準用する。

　（配偶者同行休業の承認の取消事由）

第１７条　法第２６条の６第６項の条例で定める事由は，次に掲

げる事由とする。

⑴　配偶者が外国に滞在しないこととなり，又は配偶者が外国

に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととな

ったこと。

⑵　配偶者同行休業をしている職員が，職員の勤務時間，休暇

等に関する条例（昭和２６年８月１１日広島市条例第２３

号）第１４条に規定する特別休暇（当該職員の出産によるも

のに限る。）を取得することとなったこと。

⑶　任命権者が，配偶者同行休業をしている職員について，地

方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０

号）第２条第１項の規定により育児休業を承認することとな

ったこと。

　（報告）

第１８条　配偶者同行休業をしている職員は，次に掲げる場合に

は，遅滞なく，その旨を任命権者に報告しなければならない。

⑴　配偶者が死亡した場合

⑵　配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

⑶　配偶者と生活を共にしなくなった場合

⑷　前条第１号又は第２号に掲げる事由に該当することとなっ

た場合

　（準用規定）

第１９条　第１０条の規定は配偶者同行休業をした職員の職務復

帰後における号給の調整について，第１１条の規定は配偶者同

行休業をした職員の退職手当の取扱いについて準用する。

第４章　雑則

　（委任規定）

第２０条　この条例の施行に関し必要な事項は，市長があらかじ

め人事委員会と協議して定める。

附　則

１　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

２　職員の分限に関する条例（昭和２６年８月１１日広島市条例

第１６号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項中「）が職務に復帰した場合」の右に「，職員

の自己啓発等休業及び配偶者同行休業に関する条例（平成２７

年広島市条例第６号）第２条の規定により自己啓発等休業をし

た職員が職務に復帰した場合，同条例第１２条の規定により配

れ，若しくはその授業を欠席している場合又はその参加して

いる奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合

⑶　当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動

に支障が生じている場合

　�（自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調

整）

第１０条　自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合にお

いて，部内の他の職員との均衡上必要があると認められるとき

は，当該自己啓発等休業の期間を１００分の５０以下の換算率

により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして，

その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給

を行う日として市長が定める日又はそのいずれかの日に，昇給

の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

　（自己啓発等休業をした職員の退職手当の取扱い）

第１１条　職員の退職手当に関する条例（昭和２８年広島市条例

第６２号）第６条の３第１項及び第７条第４項の規定の適用に

ついては，自己啓発等休業をした期間は，同条例第６条の３第

１項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該

当するものとする。

第３章　配偶者同行休業

　（配偶者同行休業の承認）

第１２条　任命権者は，職員としての在職期間が２年以上である

職員が配偶者同行休業の承認の申請をした場合において，公務

の運営に支障がないと認めるときは，当該申請をした職員の勤

務成績その他の事情を考慮した上で，当該職員が配偶者同行休

業をすることを承認することができる。

　（配偶者同行休業の期間）

第１３条　法第２６条の６第１項の条例で定める期間は，３年を

超えない範囲内において任命権者が必要と認める期間とする。

　（配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由）

第１４条　法第２６条の６第１項の条例で定める事由は，次に掲

げる事由（６か月以上にわたり継続することが見込まれるもの

に限る。第１７条第１号において「配偶者外国滞在事由」とい

う。）とする。

⑴　外国での勤務

⑵　事業を経営することその他の個人が業として行う活動であ

って外国において行うもの

⑶　学校教育法に規定する大学に相当する外国の大学（これに

準ずる教育施設を含む。）であって外国に所在するものにお

ける修学（前２号に掲げるものに該当するものを除く。）

⑷　前３号に掲げるもののほか，これらに準ずる事由として市

長が定めるもの

　（配偶者同行休業の承認の申請）

第１５条　配偶者同行休業の承認の申請は，配偶者同行休業をし

ようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者（法第

２６条の６第１項に規定する配偶者をいう。以下同じ。）が当

該期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らか

にしてしなければならない。

　（配偶者同行休業の期間の延長）
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附　則

　この条例は，平成２７年５月２９日から施行する。ただし，別

表第２号の改正規定は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第９号

平成２７年３月１３日

　広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例

第１条　広島市都市計画関係手数料条例（平成１２年広島市条例

第２４号）の一部を次のように改正する。

別表中第７７号を第７８号とし，第６０号から第７６号まで

を１号ずつ繰り下げ，同表第５９号ア中「第５７号ア」を「第

５８号ア」に改め，同号イ中「第５７号イ(ｱ)」を「第５８号

イ(ｱ)」に改め，同表中同号を第６０号とし，第５５号から第

５８号までを１号ずつ繰り下げ，第５４号の次に次の１号を加

える。

��　マンションの
建替え等の円滑
化に関する法律
（平成１４年法
律第７８号）第
１０５条第１項
の規定に基づく
マンションの容
積率に関する特
例の許可の申請
に対する審査

マンショ
ンの容積
率の特例
許可申請
手数料

１件に
つき

１６０，０００円

別表の備考の７中「第５５号ウ又は第５６号ウ」を「第５６

号ウ又は第５７号ウ」に改め，同表の備考の８中「第５５号イ

イ又は第５６号ア」を「第５６号イイ又は第５７号ア」に改め

る。

第２条　広島市都市計画関係手数料条例の一部を次のように改正

する。

別表第５６号を次のように改める。

��　長期優良
住宅の普及
の促進に関
す る 法 律
（平成２０
年 法 律 第
８７号。以
下「長期優
良住宅普及
促進法」と
いう。）第
５条第１項
から第３項
までの規定
に基づく長
期優良住宅
建築等計画
の認定の申
請に対する
審査

長期優良
住宅建築
等計画認
定申請手
数料

１件に
つき

　次に掲げる額を合計し
た額
ア�　次のア，イ又はウに
掲げる場合に応じて，
それぞれ当該ア，イ又
はウに掲げる額
　ア�　住宅の品質確保の
促進等に関する法律
第５条第１項に規定
する登録住宅性能評
価機関が発行する長
期優良住宅普及促進
法第６条第１項各号
（第３号を除く。）
の基準に適合するこ
とを証する書面を申
請に併せて提出した
場合　一戸建ての住
宅のときは６，００�
０円，一戸建ての住

偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合」を加える。

３　広島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成

１７年広島市条例第１４号）の一部を次のように改正する。

第３条中第７号を第８号とし，第３号から第６号までを１号

ずつ繰り下げ，第２号の次に次の１号を加える。

⑶　職員の休業の状況

４　職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

第７条第４項中「又はこれに準ずる事由」を「若しくはこれ

に準ずる事由又は職員の自己啓発等休業及び配偶者同行休業に

関する条例（平成２７年広島市条例第６号）第２条の規定によ

る自己啓発等休業若しくは同条例第１２条の規定による配偶者

同行休業」に改める。

５　企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年広

島市条例第６３号）の一部を次のように改正する。

第１７条の３の見出し中「育児休業」を「休業」に改め，同

条を同条第２項とし，同条に第１項として次の１項を加える。

職員の自己啓発等休業及び配偶者同行休業に関する条例

（平成２７年広島市条例第６号）第２条又は第１２条の規定

による承認を受けた職員には，自己啓発等休業又は配偶者同

行休業をしている期間については，給与を支給しない。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第７号

平成２７年３月１３日

　広島市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市市税条例の一部を改正する条例

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）の一部を次

のように改正する。

　第１２２条の２０第３号中「に就学し」を「又は就学前の子ど

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２条第７項に規定する幼保連携型認定

こども園に在籍し，かつ」に改める。

附　則

　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第８号

平成２７年３月１３日

　広島市農林水産関係手数料条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市農林水産関係手数料条例の一部を改正する条例

　広島市農林水産関係手数料条例（平成１２年広島市条例第２３

号）の一部を次のように改正する。

　別表第２号中「に定められた家畜診療点数表」を「の規定によ

り定められた家畜共済診療点数表」に改め，同表第５号中「鳥獣

の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理

並びに狩猟の適正化に関する法律」に改める。
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　　�きは８３７，０００
円，２０，０００平
方メートルを超え
３０，０００平方メ
ートル以下のときは
１，１４２，０００
円，３０，０００平
方メートルを超える
ときは１，３８２，０�
００円

　ウ�　ア又はイに掲げる
場合以外の場合　一
戸建ての住宅のとき
は４８，０００円，
一戸建ての住宅以外
の建築物で当該建築
物の計画に係る部分
の床面積の合計が
５００平方メートル
以下のときは１１�
３，０００円，５０�
０平方メートルを超
え１，０００平方メ
ートル以下のときは
１８１，０００円，
１，０００平方メー
トルを超え３，００�
０平方メートル以下
のときは３５９，０�
００円，３，０００
平方メートルを超え
５，０００平方メー
トル以下のときは６�
４４，０００円，５，�
０００平方メートル
を超え１０，０００
平方メートル以下の
ときは１，１０７，０�
００円，１０，００�
０平方メートルを超
え２０，０００平方
メートル以下のとき
は２，０４８，０００
円，２０，０００平
方メートルを超え３�
０，０００平方メー
トル以下のときは
２，９２７，０００
円，３０，０００平
方メートルを超える
ときは３，５８５，０�
００円

イ�　長期優良住宅普及促
進法第６条第２項の規
定による申出をする場
合にあっては，次のア
又はイに掲げる額
　ア�　建築物を建築する
場合（新築し，増築
し，又は改築する場
合をいう。以下この
号及び次号において
同じ。）にあっては，
当該建築に係る部分
の床面積の合計に応
じ，第１号アに規定
する額及び同号ウに
規定する額を合計し
た額

　　�宅以外の建築物で当
該建築物の計画に係
る部分の床面積の合
計が５００平方メー
トル以下のときは
１２，０００円，５０�
０平方メートルを超
え１，０００平方メー
トル以下のときは
２２，０００円，１，�
０００平方メートル
を超え３，０００平
方メートル以下のと
きは３２，０００円，
３，０００平方メート
ルを超え５，０００
平方メートル以下の
ときは６１，０００
円，５，０００平方
メ ー ト ル を 超 え
１０，０００平方メ
ートル以下のときは
１０５，０００円，
１０，０００平方メ
ートルを超え２０，�
０００平方メートル
以下のときは１７４，�
０００円，２０，００�
０平方メートルを超
え３０，０００平方
メートル以下のとき
は２１４，０００円，
３０，０００平方メ
ートルを超えるとき
は２２８，０００円

　イ�　住宅の品質確保の
促進等に関する法律
第５条第１項に規定
する住宅性能評価書
を申請に併せて提出
した場合　一戸建て
の住宅のときは１５，�
０００円，一戸建て
の住宅以外の建築物
で当該建築物の計画
に係る部分の床面積
の合計が５００平方
メートル以下のとき
は５７，０００円，
５００平方メートル
を超え１，０００平
方メートル以下のと
きは９２，０００円，
１，０００平方メー
トルを超え３，００�
０平方メートル以下
のときは１７４，０�
００円，３，０００
平方メートルを超え
５，０００平方メー
トル以下のときは
２９９，０００円，
５，０００平方メー
トルを超え１０，０�
００平方メートル以
下のときは４６０，�
０００円，１０，０�
００平方メートルを
超え２０，０００平�
方メートル以下のと
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　�砂利採取計画
の認可の申請
に対する審査
��　砂利採取法
第２０条第１
項の規定に基
づく砂利採取
計画の変更の
認可の申請に
対する審査

砂利採取
計画変更
認可申請
手数料

１件に
つき

１７，０００円

第３条　広島市都市計画関係手数料条例の一部を次のように改正

する。

別表第１号中イを削り，ウをイとし，同表第４号中「第７条

の６第１項第１号」の右に「及び第２号」を加え，「承認の」

を「認定の」に，「仮使用承認申請手数料」を「仮使用認定申

請手数料」に改め，同表第５号中イを削り，ウをイとし，同表

第６号中「第１８条第１４項」を「第１８条第１６項」に改

め，同表第７号中「第１８条第１７項」を「第１８条第１９

項」に改め，同表第８号中「第１８条第２２項第１号」を「第

１８条第２４項第１号及び第２号」に，「承認の」を「認定

の」に，「仮使用承認申請手数料」を「仮使用認定申請手数

料」に改め，同表第５１号及び第５２号中「第１８条第１４

項」を「第１８条第１６項」に改め，同表第５３号を次のよう

に改める。

��　都市の低
炭素化の促
進に関する
法律（平成
２４年法律
第８４号。
以下「都市
低炭素化促
進法」とい
う。）第５�
３条第１項
の規定に基
づく低炭素
建築物新築
等計画の認
定の申請に
対する審査

低炭素建
築物新築
等計画認
定申請手
数料

１件に
つき

　次に掲げる額を合計し
た額
ア�　次のア又はイに掲げ
る場合に応じて，それ
ぞれ当該ア又はイに定
める額
　ア�　エネルギーの使用
の合理化等に関する
法律（昭和５４年法
律第４９号）第７６
条第１項に規定する
登録建築物調査機関
（ａ及びｂに掲げる
場合にあっては，住
宅の品質確保の促進
等に関する法律（平
成１１年法律第８１
号）第５条第１項に
規定する登録住宅性
能 評 価 機 関 を 含
む。）が発行する都
市低炭素化促進法第
５４条第１項各号に
掲げる基準に適合す
ることを証する書面
を申請に併せて提出
した場合　次のａか
らｃまでに掲げる場
合に応じて，それぞ
れ当該ａからｃまで
に定める額

　　ａ�　一戸建ての住宅
（人の居住の用以
外の用に供する部
分を有しないもの
に限る。以下この
号 に お い て 同
じ。）に係る申請

　イ�　建築基準法第６条
第１項の規定による
確認済証の交付を受
けた建築物の計画又
は同法第６条の２第
１項若しくは長期優
良住宅普及促進法第
６条第５項の規定に
より建築基準法第６
条第１項の確認済証
の交付を受けたもの
とみなされる建築物
の計画（次号におい
て「確認済証の交付
を受けた，又は受け
たものとみなされる
建築物の計画」とい
う。）の変更をして
建築物を建築する場
合にあっては，当該
変更に係る部分の床
面積の合計に応じ，
第１号アに規定する
額及び同号ウに規定
する額を合計した額

ウ�　イの申出に係る建築
物の計画に大臣が定め
た方法による構造計算
適合性判定又は大臣認
定プログラムによる構
造計算適合性判定を求
める部分が含まれる場
合で，当該申出に係る
計画が第１号イアから
カまでに掲げる場合の
いずれかに該当すると
きは，それぞれ同号イ
アからカまでに定める
床面積の合計に応じ，
同号イに規定する額に
１．０８を乗じて得た
額

　�　別表第５７号ア中「又は(ｲ)」を「，(ｲ)又は(ｳ)」に改め，同

表中第７７号及び第７８号を削り，第７６号を第８０号とし，

第７０号から第７５号までを４号ずつ繰り下げ，第６９号の次

に次の４号を加える。

��　採石法（昭
和２５年法律
第２９１号）
第３３条の規
定に基づく岩
石採取計画の
認可の申請に
対する審査

岩石採取
計画認可
申請手数
料

１件に
つき

５６，０００円

��　採石法第
３３条の５第
１項の規定に
基づく岩石採
取計画の変更
の認可の申請
に対する審査

岩石採取
計画変更
認可申請
手数料

１件に
つき

３３，０００円

��　砂利採取法
（昭和４３年
法律第７４号）
第１６条の規
定に基づく

砂利採取
計画認可
申請手数
料

１件に
つき

３７，０００円
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　　　　�メートル以下の
ときは８４，０�
００円，５，０�
００平方メート
ルを超え１０，�
０００平方メー
トル以下のとき
は１３３，００�
０円，１０，０�
００平方メート
ルを超え２５，�
０００平方メー
トル以下のとき
は１６８，００�
０円，２５，０�
００平方メート
ルを超えるとき
は２０９，００�
０円

　　　⒞�　非住宅部分
（⒜及び⒝に掲
げる部分以外の
部分をいう。以
下この号におい
て同じ。）　非
住宅部分の床面
積の合計に応じ
て，⒝に規定す
る額

　イ�　アに掲げる場合以
外の場合　次のａか
らｃまでに掲げる場
合に応じて，それぞ
れ当該ａからｃまで
に定める額

　　ａ�　一戸建ての住宅
に係る申請の場合
　３６，０００円

　　ｂ�　共同住宅等の住
戸部分に係る申請
の場合　住戸部分
の戸数が１戸のと
きは３６，０００
円，１戸を超え５
戸以下のときは７�
３，０００円，５
戸を超え１０戸以
下のときは１０２，�
０００円，１０戸
を超え２５戸以下
のときは１４３，�
０００円，２５戸
を超え５０戸以下
のときは２０５，�
０００円，５０戸
を超え１００戸以
下のときは２９４，�
０００円，１００
戸を超え２００戸
以下のときは３９�
８，０００円，２�
００戸を超え３０�
０戸以下のときは
５２１，０００円，
３００戸を超える
ときは６１１，０�
００円

　　ｃ�　１棟の建築物全
体に係る申請の場
合　次の⒜から⒟

　　　�の場合　５，００�
０円

　　ｂ�　共同住宅等（共
同住宅，長屋その
他の一戸建ての住
宅以外の住宅をい
う。以下この号に
おいて同じ。）の
住戸部分（人の居
住の用に供する部
分をいう。以下こ
の号において同
じ。）に係る申請
の場合　住戸部分
の戸数が１戸のと
きは５，０００円，
１戸を超え５戸以
下のときは１０，�
０００円，５戸を
超え１０戸以下の
ときは１７，００�
０円，１０戸を超
え２５戸以下のと
きは２８，０００
円，２５戸を超え
５０戸以下のとき
は４７，０００円，
５０戸を超え１０�
０戸以下のときは
８４，０００円，１�
００戸を超え２０�
０戸以下のときは
１３３，０００円，�
２００戸を超え３�
００戸以下のとき
は１６８，０００
円，３００戸を超
えるときは１７９，�
０００円

　　ｃ�　１棟の建築物
（一戸建ての住宅
を除く。以下この
号 に お い て 同
じ。）全体に係る申
請の場合　次の⒜
から⒞までに掲げ
る部分に応じて，
それぞれ当該⒜か
ら⒞までに定める
額を合計した額

　　　⒜�　共同住宅等の
住戸部分　住戸
部分の戸数に応
じて，ｂに規定
する額

　　　⒝�　共同住宅等の
共用部分　共用
部分の床面積の
合計が３００平
方メートル以下
のときは１０，�
０００円，３０�
０平方メートル
を超え２，００�
０平方メートル
以下のときは２�
８，０００円，
２，０００平方
メートルを超え
５，０００平方
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　　　　�方メートルを超
え２，０００平
方メートル以下
のときは４０１，�
０００円，２，
０００平方メー
トルを超え５，
０００平方メー
トル以下のとき
は５７０，０００�
円，５，０００平�
方メートルを超
え１０，０００
平方メートル以
下のときは６９�
９，０００円，１�
０，０００平方
メートルを超え
２５，０００平
方メートル以下
のときは８２�
４，０００円，
２５，０００平
方メートルを超
えるときは９４�
０，０００円

イ�　都市低炭素化促進法
第５４条第２項の規定
による申出をする場合
にあっては，次のア又
はイに掲げる場合に応
じて，それぞれ当該ア
又はイに定める額
　ア�　建築物の建築（建
築物を建築し，大規
模の修繕若しくは大
規模の模様替をし，
又はその用途の変更
をすることをいう。
以下この号，次号及
び備考の４において
同じ。）に係る申出
の場合　当該建築に
係る部分の床面積の
合計に応じて，第１
号アに規定する額及
び同号イに規定する
額を合計した額

　イ�　建築基準法第６条
第１項（同法第８７
条第１項において準
用 す る 場 合 を 含�
む。）の規定による
確認済証の交付を受
けた建築物の計画又
は同法第６条の２第
１項（同法第８７条
第１項において準用
する場合を含む。）
若しくは都市低炭素
化促進法第５４条第
５項の規定により建
築基準法第６条第１
項の確認済証の交付
を受けたものとみな
される建築物の計画
（次号及び備考の４
⑵において「確認済
証の交付を受けた，
又は受けたものとみ

　　　�までに掲げる部分
に応じて，それぞ
れ当該⒜から⒟ま
でに定める額を合
計した額

　　　⒜�　共同住宅等の
住戸部分　住戸
部分の戸数に応
じて，ｂに規定
する額

　　　⒝�　共同住宅等の
共用部分　共用
部分の床面積の
合計が３００平
方メートル以下
のときは１１４，�
０００円，３０�
０平方メートル
を超え２，００�
０平方メートル
以下のときは１�
８８，０００円，
２，０００平方メ
ートルを超え５，�
０００平方メー
トル以下のとき
は２９３，００�
０円，５，００�
０平方メートル
を超え１０，０�
００平方メート
ル以下のときは
３７６，０００
円，１０，００�
０平方メートル
を超え２５，０�
００平方メート
ル以下のときは
４５０，０００
円，２５，０００�
平方メートルを
超えるときは５�
２２，０００円

　　　⒞�　非住宅部分の
うち工場部分
（工場，畜舎，
自動車車庫，自
転車駐車場，倉
庫，観覧場，卸
売市場，火葬場
その他エネルギ
ーの使用の状況
に関してこれら
に類するものの
用に供する部分
をいう。以下こ
の号において同
じ。）　工場部
分の床面積の合
計に応じて，⒝
に規定する額

　　　⒟�　非住宅部分の
うち工場部分を
除く部分　工場
部分を除く部分
の床面積の合計
が３００平方メ
ートル以下のと
きは２５２，００�
０円，３００平
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　　�０平方メートル以下
のときは１６５，０�
００円，１，０００
平方メートルを超え
２，０００平方メー
トル以下のときは
１８６，０００円，
２，０００平方メート
ルを超え１０，０００�
平方メートル以下の
ときは２８６，００�
０円，１０，０００
平方メートルを超え
５０，０００平方メ
ートル以下のときは
３５５，０００円，５�
０，０００平方メー
トルを超えるときは
４９４，０００円

　�　別表第５４号ウ中「第１号イアからカまで」を「前号ウア又

はイ」に，「同号イアからカまで」を「同号ウア又はイ」に，

「，同号イ」を「，同号ウ」に改め，同表第５６号イア及びイ

中「同号ウ」を「同号イ」に改め，同号ウ及び第５７号ウ中

「第１号イアからカまで」を「第５３号ウア又はイ」に，「同

号イアからカまで」を「同号ウア又はイ」に，「，同号イ」を

「，同号ウ」に改める。

　�　別表中備考の２及び３を削り，備考の４を備考の２とし，備

考の５を備考の３とし，その次に次のように加える。

４　第５３号ウア又はイの床面積の合計は，建築物（２以

上の建築物の部分がエキスパンションジョイントその他

の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合

においては，当該建築物の部分は，それぞれ別の建築物

とみなす。以下この備考の４において同じ。）ごとに，

次に掲げる場合の区分に応じ，それぞれに定める面積に

ついて算定する。

⑴　建築物の建築をする場合　当該建築物に係る構造計

算適合性判定を求める部分の床面積

⑵　確認済証の交付を受けた，又は受けたものとみなさ

れる建築物の計画の変更をして行う建築物の建築をす

る場合　当該計画の変更に伴い構造計算適合性判定を

求める部分の床面積

　�　別表の備考の６を削り，同表の備考の７中「第１号イアから

カまで」を「第５３号ウア又はイ」に，「備考の３の適用」を

「備考の４の適用」に，「備考の３⑴中「建築物を建築し，又

はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替」を「備考の４⑴

中「建築物の建築」に，「備考の３⑵中「確認済証の交付を受

けた建築物の計画の変更をして建築物を建築し，又はその大規

模の修繕若しくは大規模の模様替」を「備考の４⑵中「確認済

証の交付を受けた，又は受けたものとみなされる建築物の計画

の変更をして行う建築物の建築」に改め，同表中備考の７を備

考の５とし，備考の８を備考の６とする。

附　則

　この条例中第１条の規定は公布の日から，第２条の規定は平成

　　�なされる建築物の計
画」という。）の変
更をして行う建築物
の建築に係る申出の
場合　当該変更に係
る部分の床面積の合
計に応じて，第１号
アに規定する額及び
同号イに規定する額
を合計した額

ウ�　イの申出に係る建築
物の計画に建築基準法
第６条の３第１項の構
造計算適合性判定（備
考の４において「構造
計算適合性判定」とい
う。）のうち同法第２�
０条第１項第２号イに
規定する国土交通大臣
が定めた方法による判
定（以下「大臣が定め
た方法による構造計算
適合性判定」とい
う。）又は同号イ若し
くは同項第３号イに規
定する国土交通大臣の
認定を受けたプログラ
ムによる判定（以下
「大臣認定プログラム
による構造計算適合性
判定」という。）を求
める部分が含まれる場
合で，当該申出に係る
計画が次のア又はイに
掲げる場合のいずれか
に該当するときは，そ
れぞれア又はイに定め
る床面積の合計に応じ
て，ア又はイに規定す
る額に１．０８を乗じ
て得た額

　ア�　大臣が定めた方法
による構造計算適合
性判定を求める部分
である場合　床面積
の合計が１，０００
平方メートル以下の
ときは１８４，００�
０円，１，０００平
方メートルを超え２，�
０００平方メートル
以下のときは２０�
８，０００円，２，０�
００平方メートルを
超え１０，０００平
方メートル以下のと
きは３２４，０００
円，１０，０００平
方メートルを超え５�
０，０００平方メー
トル以下のときは
４０５，０００円，
５０，０００平方メ
ートルを超えるとき
は５６９，０００円

　イ�　大臣認定プログラ
ムによる構造計算適
合性判定を求める部
分である場合　床面
積の合計が１，００
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「（同項に規定する特定介護予防・日常生活支援総合事業に係る

ものを除く。）」を加え，「，介護保険法」を「，同法」に改

め，同号中イをアとし，アの次に次のように加える。

イ　旧介護予防通所介護を受ける場合にあっては，旧介護保

険法第５３条第２項第１号の厚生労働大臣が定める基準に

より算定した費用の額

附　則

　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１２号

平成２７年３月１３日

　広島市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例をここ

に公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条

例

第１条　市長は，次の各号のいずれかに該当する者に対し，

１０万円以下の過料を科する。

⑴　正当な理由なしに，子ども・子育て支援法（平成２４年法

律第６５号。以下「法」という。）第１３条第１項の規定に

よる報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず，若しくは

虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし，又

は同項の規定による当該職員の質問に対して，答弁せず，若

しくは虚偽の答弁をした者

⑵　正当な理由なしに，法第１４条第１項の規定による報告若

しくは物件の提出若しくは提示をせず，若しくは虚偽の報告

若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし，又は同項の規

定による当該職員の質問に対して，答弁せず，若しくは虚偽

の答弁をし，若しくは同項の規定による検査を拒み，妨げ，

若しくは忌避した者

⑶　法第２３条第２項若しくは第４項又は第２４条第２項の規

定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じ

ない者

第２条　前条の過料の額は，情状により，市長が定める。

２　前条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定

すべき納付期限は，その発付の日から起算して１０日以上を経

過した日とする。

附　則

　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１３号

平成２７年３月１３日

　広島市阿戸認定こども園条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市阿戸認定こども園条例

　（目的及び設置）

第１条　保育を必要とする乳幼児に対する保育を行うほか，当該

２７年４月１日から，第３条の規定は同年６月１日から施行す

る。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１０号

平成２７年３月１３日

　広島市養護老人ホーム設備等基準条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市養護老人ホーム設備等基準条例の一部を改正す

る条例

　広島市養護老人ホーム設備等基準条例（平成２４年広島市条例

第５６号）の一部を次のように改正する。

　第３条第１項第１号中「第６３条まで」の右に「（第５６条第

１２項を除く。）」を加え，同項中第２号を削り，第３号を第２

号とし，同項に次の１号を加える。

⑶　介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２７年

厚生労働省令第４号）附則第４条第４号の規定によりなおそ

の効力を有するものとされる同令第１０条による改正前の特

別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第５６条第

１２項

附　則

　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１１号

平成２７年３月１３日

　広島市湯来福祉会館条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市湯来福祉会館条例の一部を改正する条例

　広島市湯来福祉会館条例（平成１７年広島市条例第５９号）の

一部を次のように改正する。

　第３条第３号を削り，同条第４号中「第８条の２第１８項」を

「第８条の２第１６項」に改め，「介護予防支援事業」の右に

「（同項に規定する特定介護予防・日常生活支援総合事業に係る

ものを除く。）」を加え，同号を同条第３号とし，同号の次に次

の１号を加える。

⑷　地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため

の関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３

号）附則第１４条第２項の規定によりなおその効力を有する

ものとされる同法第５条の規定（同法附則第１条第３号に掲

げる改正規定に限る。）による改正前の介護保険法（以下

「旧介護保険法」という。）第８条の２第７項に規定する介

護予防通所介護（以下「旧介護予防通所介護」という。）に

係る事業

　第６条第２号中「介護保険法」を「旧介護保険法」に改める。

　第１０条第２項第２号アを削り，同号イ中「第８条の２第１８

項」を「第８条の２第１６項」に改め，「介護予防支援」の右に
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第９条　既納の保育料及び入園料は，返還しない。ただし，市長

において特別の理由があると認めるときは，この限りでない。

　（退園手続）

第１０条　保護者は，その乳幼児を退園させようとするときは，

その旨を市長に届け出なければならない。

　（委任規定）

第１１条　この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。

附　則

１　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

２　この条例の施行の日の前日において広島市保育園条例の一部

を改正する条例（平成２７年広島市条例第１５号）による改正

前の広島市保育園条例（昭和２３年１０月４日広島市条例第

４４号）別表に掲げる阿戸保育園に乳幼児を委託している保護

者が，この条例の施行の日以後引き続き本園に当該乳幼児を支

援法第１９条第１項第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子

どもとして入園させようとするときは，第５条に規定する入園

手続を経ないで，当該乳幼児を本園に入園させることができ

る。

３　前項に規定する阿戸保育園又は広島市立学校条例の一部を改

正する条例（平成２７年広島市条例第２８号）による改正前の

広島市立学校条例別表第１に掲げる広島市立阿戸幼稚園から本

園に転入園する場合における第７条第３項の規定の適用につい

ては，同項ただし書中「広島市立学校条例（昭和３９年広島市

条例第１９号）別表第１に掲げる幼稚園」とあるのは，「広島

市保育園条例の一部を改正する条例（平成２７年広島市条例第

１５号）による改正前の広島市保育園条例（昭和２３年１０月

４日広島市条例第４４号）別表に掲げる阿戸保育園又は広島市

立学校条例（昭和３９年広島市条例第１９号）別表第１に掲げ

る幼稚園（広島市立学校条例の一部を改正する条例（平成２７

年広島市条例第２８号）による改正前の広島市立学校条例別表

第１に掲げる広島市立阿戸幼稚園を含む。）」とする。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１４号

平成２７年３月１３日

　広島市保育の実施に関する条例を廃止する条例をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市保育の実施に関する条例を廃止する条例

　広島市保育の実施に関する条例（昭和６２年広島市条例第９

号）は，廃止する。

附　則

１　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

２　この条例の施行前に行った廃止前の広島市保育の実施に関す

る条例第２条の規定による保育の実施に係る保育料について

は，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１５号

平成２７年３月１３日

保育を必要とする乳幼児以外の満３歳以上の幼児を保育し，か

つ，満３歳以上の幼児に対し学校教育法（昭和２２年法律第

２６号）第２３条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行

うことにより乳幼児の健全な育成を図るため，広島市阿戸認定

こども園（以下「本園」という。）を設置する。

　（位置）

第２条　本園は，広島市安芸区阿戸町２６２２番地に置く。

　（乳幼児の保育）

第３条　本園においては，第１条の目的を達成するため，乳幼児

を保育する。

　（開園時間及び休園日）

第４条　本園の開園時間及び休園日は，次のとおりとする。ただ

し，都合により開園時間又は休園日を変更することがある。

⑴　開園時間　午前７時３０分から午後６時３０分まで

⑵　休園日　日曜日，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，１月２日から１月４日ま

で，１２月３０日及び１２月３１日

　（入園手続）

第５条　保護者は，その乳幼児を本園に入園させようとするとき

は，文書をもってその旨を市長に申し込み，その承諾を受けな

ければならない。

　（利用定員）

第６条　本園の利用定員は，市長が定める。

　（保育料等）

第７条　市長は，本園において保育を受ける乳幼児の保護者か

ら，保育料を徴収する。

２　前項の保育料は月額とし，その額は，次の各号に掲げる乳幼

児の区分に応じ，当該各号に定める本園の使用料の額を限度と

して規則で定める額とする。

⑴　子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下

「支援法」という。）第２７条第１項に規定する特定教育・

保育を受ける乳幼児（次号に掲げる乳幼児を除く。）　当該

特定教育・保育に要する費用の額

⑵　支援法第２８条第１項第１号に規定する特定教育・保育を

受ける乳幼児　当該特定教育・保育に要する費用の額

⑶　支援法第５９条第２号に規定する時間外保育を受ける乳幼

児　当該時間外保育に要する費用の額

３　市長は，入園料として，本園に入園する幼児（支援法第１９

条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども（入園の際当該小

学校就学前子ども以外の区分に属していた幼児であって，その

後当該小学校就学前子どもの区分に属することとなったものを

除く。）に限る。）の保護者から，入園手続の際，５，６５０

円を徴収する。ただし，広島市立学校条例（昭和３９年広島市

条例第１９号）別表第１に掲げる幼稚園から転入園する場合

は，この限りでない。

　（保育料の減免及び徴収猶予）

第８条　市長は，特別の理由があると認めるときは，保育料を減

免し，又はその徴収を猶予することができる。

　（保育料等の不返還）
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　（保育料の不返還）

第９条　既納の保育料は，返還しない。ただし，市長において特

別の理由があると認めるときは，この限りでない。

　別表阿戸保育園の項を削る。

附　則

　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１６号

平成２７年３月１３日

　広島市児童館条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市児童館条例の一部を改正する条例

　広島市児童館条例（昭和４０年広島市条例第３３号）の一部を

次のように改正する。

　第２条の表広島市似島児童館の項の次に次のように加える。

広島市大芝児童館 広島市西区大芝一丁目２５番１７号

附　則

　この条例は，平成２７年５月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１７号

平成２７年３月１３日

　広島市乳幼児等医療費補助条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市乳幼児等医療費補助条例の一部を改正する条例

　広島市乳幼児等医療費補助条例（昭和４８年広島市条例第

１０２号）の一部を次のように改正する。

　第３条第１項第１号ア中「１月」を「１月１日」に，「５月」

を「６月１日」に，「前前年」を「前々年」に改め，同号イから

クまでの規定中「１月」を「１月１日」に，「５月」を「６月１

日」に改める。

附　則

１　この条例は，平成２７年１０月１日から施行する。

２　この条例の施行の日の前日において改正前の第３条第１項に

規定する対象者であった者（６月１日に出生した乳幼児等に係

るものに限る。）がこの条例による改正により改正後の同項に

規定する対象者に該当しないこととなる場合における当該者に

対する改正後の同条の規定の適用については，平成２８年５月

３１日までの間は，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１８号

平成２７年３月１３日

　広島市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

の法律施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

　広島市保育園条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市保育園条例の一部を改正する条例

　広島市保育園条例（昭和２３年１０月４日広島市条例第４４

号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「日々保護者の委託を受けて乳幼児の健全な育成をは

かる」を「保育を必要とする乳幼児を日々保護者の下から通わせ

て保育を行うことにより乳幼児の健全な育成を図る」に改める。

　第４条の見出し中「保育時間」を「開園時間」に改め，同条中

「の保育時間」を「の開園時間」に改め，同条ただし書中「時期

により，これを伸縮し又は」を「都合により開園時間又は休園日

を」に改め，同条第１号中「保育時間」を「開園時間」に，「毎

日午前８時から午後５時」を「午前７時３０分から午後６時３０

分」に改め，同条第２号中「１２月３１日」の右に「。ただし，

市長が定める保育園にあつては，別に定める。」を加える。

　第５条の見出しを「（入園手続）」に改め，同条中「乳幼児を

委託しよう」を「保護者は，その乳幼児を本園に入園させよう」

に改める。

　第６条の見出しを「（利用定員）」に改め，同条中「に受託す

る定数」を「の利用定員」に改める。

　第１２条を第１５条とし，第１１条を第１４条とし，第１０条

を第１３条とする。

　第９条第２項第１号中「託児」を「乳幼児」に改め，同条を第

１２条とする。

　第８条を第１１条とする。

　第７条の見出しを「（退園手続）」に改め，同条中「託児を退

所させよう」を「保護者は，その乳幼児を退園させよう」に改

め，同条を第１０条とする。

　第６条の次に次の３条を加える。

　（保育料）

第７条　市長は，本園において保育を受ける乳幼児の保護者か

ら，保育料を徴収する。

２　前項の保育料は月額とし，その額は，次の各号に掲げる乳幼

児の区分に応じ，当該各号に定める本園の使用料の額を限度と

して規則で定める額とする。

⑴　子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下

「支援法」という。）第２７条第１項に規定する特定教育・

保育を受ける乳幼児（次号に掲げる乳幼児を除く。）　当該

特定教育・保育に要する費用の額

⑵　支援法第２８条第１項第１号に規定する特定教育・保育を

受ける乳幼児　当該特定教育・保育に要する費用の額

⑶　支援法第２８条第１項第２号に規定する特別利用保育を受

ける幼児　当該特別利用保育に要する費用の額

⑷　支援法第５９条第２号に規定する時間外保育を受ける乳幼

児　当該時間外保育に要する費用の額

　（保育料の減免及び徴収猶予）

第８条　市長は，特別の理由があると認めるときは，保育料を減

免し，又はその徴収を猶予することができる。
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２０号

平成２７年３月１３日

　広島市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市介護保険条例の一部を改正する条例

　広島市介護保険条例（平成１２年広島市条例第３５号）の一部

を次のように改正する。

　第４条中「平成２４年度から平成２６年度」を「平成２７年度

から平成２９年度」に改め，同条第１号中「３万３，２２４円」

を「３万５，２０５円」に改め，同条第２号中「３万６，５４７

円」を「４万９，２８７円」に改め，同条第３号中「４万９，８３�

６円」を「５万２，８０８円」に改め，同条第４号中「６万６，

４４８円」を「６万３，３６９円」に改め，同条第１１号中

「１４万２，８６４円」を「１６万８，９８４円」に改め，同号を

同条第１３号とし，同条第１０号中「１２万９，５７４円」を

「１４万８２０円」に改め，同号イ中「部分を除く。）」の右に

「又は次号イ」を加え，同号を同条第１１号とし，同号の次に次

の１号を加える。

⑿　次のいずれかに該当する者　１５万４，９０２円

ア　合計所得金額が８００万円以上１，０００万円未満であ

り，かつ，前各号のいずれにも該当しない者

イ　要保護者であって，その者が課される保険料額について

この号の区分による額を適用されたならば保護を必要とし

ない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（⑴に係

る部分を除く。）に該当する者を除く。）

　第４条第９号中「１１万６，２８４円」を「１２万６，７３８

円」に改め，同号イ中「又は次号イ」を「，次号イ又は第１２号

イ」に改め，同号を同条第１０号とし，同条第８号中

「１０万６，３１７円」を「１１万６，１７７円」に改め，同号イ

中「又は第１０号イ」を「，第１１号イ又は第１２号イ」に改

め，同号を同条第９号とし，同条第７号中「９万９，６７２円」

を「１０万９，１３６円」に改め，同号イ中「第９号イ又は第

１０号イ」を「第１０号イ，第１１号イ又は第１２号イ」に改

め，同号を同条第８号とし，同条第６号中「８万３，０６０円」

を「８万８，０１３円」に改め，同号イ中「，第８号イ」を削

り，「又は第１０号イ」を「，第１０号イ，第１１号イ又は第１�

２号イ」に改め，同号を同条第７号とし，同条第５号中「７�

万３，０９３円」を「７万７，４５１円」に改め，同号イ中「，第

７号イ」を削り，「又は第１０号イ」を「，第１０号イ，第１１

号イ又は第１２号イ」に改め，同号を同条第６号とし，同条第４

号の次に次の１号を加える。

⑸　令第３９条第１項第５号に掲げる者　７万４１０円

　第７条第４項中「ハ」を「ニ」に，「若しくは第４号ロ又は第

４条第５号イ，第６号イ」を「，第４号ロ若しくは第５号ロ又は

第４条第６号イ」に，「若しくは第１０号イ」を「，第１０号

イ，第１１号イ若しくは第１２号イ」に，「第４号まで」を「第

５号まで」に，「第４条第５号から第１０号」を「第４条第６号

広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行条例の一部を改正する条例

　広島市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

の法律施行条例（平成１８年広島市条例第３３号）の一部を次の

ように改正する。

　第６条第１項第１号中「，第６条，第７条第２項及び第３項，

第８条」を削り，「まで並びに」を「まで及び」に改め，同項に

次の１号を加える。

⑶　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及び厚生労働省関係構造改革特別区域法

第３４条に規定する政令等規則事業に係る省令の特例に関す

る措置を定める省令の一部を改正する省令（平成２７年厚生

労働省令第５号）附則第２項

附　則

　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１９号

平成２７年３月１３日

　広島市こども療育センター条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市こども療育センター条例の一部を改正する条例

　広島市こども療育センター条例（昭和４９年広島市条例第２３

号）の一部を次のように改正する。

　第８条中第４号を第５号とし，第３号を第４号とし，第２号の

次に次の１号を加える。

⑶�　法第６条の２の２第５項に規定する保育所等訪問支援を行

うこと。

　第９条中「者は，」の右に「前条各号（第３号を除く。）の業

務にあつては」を，「認めた者」の右に「とし，同条第３号の業

務にあつては法第２１条の５の５第１項に規定する通所給付決定

に係る障害児」を加える。

　第３１条中第８項を第１０項とし，第７項を第９項とし，第６

項を第８項とし，同条第５項中「第８条第４号」を「第８条第５

号」に改め，同項を同条第７項とし，同条中第４項を第６項と

し，同条第３項中「第８条第３号」を「第８条第４号」に改め，

同項を同条第５項とし，同条第２項の次に次の２項を加える。

３　第８条第３号（第２３条及び第２７条において準用する場合

を含む。）の業務に関し療育相談所等を利用する者に係る使用

料は，法第２１条の５の３第１項又は第２１条の５の４第１項

に規定する指定通所支援を行つたときに徴収する。

４　前項の利用料の額は，同項の指定通所支援に要する費用の額

とする。

　第３２条第３項中「及び第７項」を「，第７項及び第９項」に

改める。

附　則

　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。
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の効力を有するものとされる平成２７年改正省令第５条の規

定による改正前の指定介護予防サービス等基準省令（以下

「旧指定介護予防サービス等基準省令」という。）第４１条

から第４５条まで

⑶　平成２７年改正省令附則第３条第２項及び第５条第２項

⑷　平成２７年改正省令附則第４条第３号の規定によりなおそ

の効力を有するものとされる旧指定介護予防サービス等基準

省令第１１２条から第１１５条まで，第１７９条，第１８０

条第４項，第１８３条第１項及び第１８４条

　第７条第１項第１号中「第１７４条から」の右に「第１７９条

まで，第１８１条から」を加え，同項第４号中「附則第２条」を

「附則第２条第２項」に改め，同項に次の２号を加える。

⑸　平成２７年改正省令附則第２条第１号の規定によりなおそ

の効力を有するものとされる旧指定居宅サービス等基準省令

第５条第２項及び第５項並びに第７条第２項

⑹　平成２７年改正省令附則第４条第１号の規定によりなおそ

の効力を有するものとされる旧指定居宅サービス等基準省令

第９３条第１項第３号及び第８項並びに第９５条第４項

　第１０条第１項第１号中「）第３条」を「。以下「指定地域密

着型サービス基準省令」という。）第３条」に，「及び第４１

条」を「（第３条の４第２項を除く。），第４１条から第１１４

条まで及び第１１６条」に改め，「第１８２条まで」の右に

「（第１３１条第１３項を除く。）」を加え，同項に次の２号を

加える。

⑷　平成２７年改正省令附則第２条第２号の規定によりなおそ

の効力を有するものとされる平成２７年改正省令第３条によ

る改正前の指定地域密着型サービス基準省令（以下「旧指定

地域密着型サービス基準省令」という。）第３条の４第２項

⑸　平成２７年改正省令附則第４条第２号の規定によりなおそ

の効力を有するものとされる旧指定地域密着型サービス基準

省令第１３１条第１３項

　第１０条第３項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護

小規模多機能型居宅介護事業者」に改める。

　第１５条第１項中第３号を削り，第４号を第３号とする。

　第１８条第１項第１号中「から第４０条まで」を削り，「第

５７条まで」を「第５４条まで，第５６条，第５７条」に，「第

１１１条」を「第９５条」に改め，「第２３０条」の右に「から

第２３５条まで，第２３７条」を加え，同項第２号中「附則第８

条」を「附則第８条第２項」に改め，同項に次の４号を加える。

⑶　平成２７年改正省令附則第２条第３号の規定によりなおそ

の効力を有するものとされる旧指定介護予防サービス等基準

省令第４条から第４０条まで

⑷　平成２７年改正省令附則第３条第１項及び第５条第１項

⑸　平成２７年改正省令附則第４条第３号の規定によりなおそ

の効力を有するものとされる旧指定介護予防サービス等基準

省令第９６条から第１１１条まで

⑹　平成２７年改正省令附則第６条

附　則

　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

から第１２号」に改める。

　附則に次の２項を加える。

　（介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置）

１９　法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活

支援総合事業については，介護予防及び日常生活支援のための

施策が円滑に行われることを可能とする体制の整備に時間を要

するため，平成２７年４月１日から平成２９年３月３１日まで

の間は行わず，同年４月１日から行うものとする。

２０　法第１１５条の４５第２項第５号に掲げる事業について

は，介護予防・日常生活支援総合事業との総合的かつ一体的な

推進を図るため，平成２７年４月１日から平成２９年３月３１

日までの間は行わず，同年４月１日から行うものとする。

附　則

１　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

２　改正後の第４条及び第７条第４項の規定は，平成２７年度分

の保険料から適用し，平成２６年度分までの保険料について

は，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２１号

平成２７年３月１３日

　広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例の一部を改正する

条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例の一部を

改正する条例

　広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例（平成２４年広島

市条例第６０号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１項に次の２号を加える。

⑶　介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成２７年

厚生労働省令第４号。以下「平成２７年改正省令」とい

う。）附則第２条第１号の規定によりなおその効力を有する

ものとされる平成２７年改正省令第２条の規定による改正前

の指定居宅サービス等基準省令（以下「旧指定居宅サービス

等基準省令」という。）第４０条第３項及び第４２条第２項

⑷　平成２７年改正省令附則第４条第１号の規定によりなおそ

の効力を有するものとされる旧指定居宅サービス等基準省令

第１０６条第１項第３号及び第７項並びに第１０８条第４項

　第４条第１項を次のように改める。

法第５４条第１項第２号の条例で定めるものは，次項に規定

するもののほか，次に掲げる規定に規定する基準及び員数とす

る。

⑴　指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５

号。以下「指定介護予防サービス等基準省令」という。）第

５８条から第６１条まで，第１７９条から第１８５条まで，

第２７９条及び第２８０条並びに附則第４条

⑵　平成２７年改正省令附則第２条第３号の規定によりなおそ
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の一部を次のように改正する。

　別表法第３２条第１項第１号に掲げる工作物の項中

「　　　　　　　　　　　　　　「
1,300 940 590

を

1,200 820 490
2,000 1,450 910 1,800 1,300 750
2,700 2,000 1,200 2,500 1,700 1,000
1,160 840 530 1,100 740 430
1,900 1,350 840 1,700 1,200 690
2,600 1,900 1,200 2,300 1,600 950
116 79 53 110 74 43
12 8 5 11 7 4
7 5 3 6 4 3

1,140 770 520 1,000 720 430
700 510 320 640 440 260
2,300 1,540 1,050 2,100 1,500 870
980 660 440 890 620 360

11,000 3,400 1,210 12,000 3,600 1,331
2,300 1,540 1,050 2,100 1,500 870

　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　」

に改め，同表法第３２条第１項第２号に掲げる物件の項中

「　　　　　　　　　　　　　　「
49 35 22

を

44 31 18
70 51 32 64 44 26
105 76 47 95 66 39
140 101 63 130 88 52
210 150 95 190 130 78
280 200 130 250 180 100
490 350 220 440 310 180
700 510 320 640 440 260
1,400 1,010 630 1,300 880 520

　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　」

に改め，同表法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げる施設の

項中「２，３００」を「２，１００」に，「１，５４０」を「１，５�

００」に，「１，０５０」を「８７０」に改め，同表法第３２条

第１項第５号に掲げる施設の項中「５，７２０」を「６，２００」

に，「１，７００」を「１，８００」に，「７８１」を「８５９」

に，「３，４１０」を「３，７００」に，「１，０３０」を「１，１�

００」に，「３９６」を「４３５」に，「２，３００」を「２，

１００」に，「１，５４０」を「１，５００」に，「１，０５０」

を「８７０」に改め，同表法第３２条第１項第６号に掲げる施設

の項中

「　　　　　　　　　　　　　　「
110 34 12

を
120 36 13

1,100 340 121 1,200 360 133
　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　」

に改め，同表道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号。以下

「令」という。）第７条第１号に掲げる物件の項中

「　　　　　　　　　　　　　　「
1,100 340 121

を

1,200 360 133
7,700 2,380 638 8,400 2,520 701
11,000 3,400 1,210 12,000 3,600 1,331
1,900 1,210 840 1,700 1,200 690
110 34 12 120 36 13
1,100 340 121 1,200 360 133

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２２号

平成２７年３月１３日

　広島市環境影響評価条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市環境影響評価条例の一部を改正する条例

　広島市環境影響評価条例（平成１１年広島市条例第３０号）の

一部を次のように改正する。

　第４４条中第１項を削り，第２項を第１項とし，第３項を第２

項とする。

附　則

１　この条例は，平成２７年６月１日から施行する。

２　この条例の施行の日前に広島市環境影響評価条例第２２条第

１項の規定による公告が行われた事業に係る環境影響評価，事

後調査その他の手続については，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２３号

平成２７年３月１３日

　広島市健康づくりセンター条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市健康づくりセンター条例の一部を改正する条例

　広島市健康づくりセンター条例（平成元年広島市条例第３５

号）の一部を次のように改正する。

　第４条第１号中イを削り，ウをイとする。

　第６条から第８条までを削る。

　第９条第１項中「第１１条」を「第８条」に改め，同条第３項

及び第６項中「別表第２」を「別表」に改め，同条第７項中「第

１１条」を「第８条」に，「別表第２」を「別表」に改め，同条

を第６条とし，第１０条から第１６条までを３条ずつ繰り上げ

る。

　別表第１を削る。

　別表第２中「第９条関係」を「第６条関係」に改め，同表を別

表とする。

附　則

　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２４号

平成２７年３月１３日

　広島市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

　広島市道路占用料徴収条例（昭和４９年広島市条例第２７号）
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広島市条例第２５号

平成２７年３月１３日

　広島圏都市計画事業（広島平和記念都市建設事業）段原土地区

画整理事業等施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島圏都市計画事業（広島平和記念都市建設事業）段

原土地区画整理事業等施行条例の一部を改正する条例

　広島圏都市計画事業（広島平和記念都市建設事業）段原土地区

画整理事業等施行条例（昭和４７年広島市条例第５６号）の一部

を次のように改正する。

　第５条中「広島市南区霞一丁目５番８号」を「広島市中区国泰

寺町一丁目６番３４号」に改める。

附　則

　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２６号

平成２７年３月１３日

　広島市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市公園条例の一部を改正する条例

　広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）の一部を次

のように改正する。

　別表第５中「１，３００円」を「１，２００円」に，「１２円」

を「１１円」に，
「　　　　　　　　　　　　　　　　　

を１メートル１年に
つき

１，４００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「
１メートル１年に
つき

１，３００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　」
に，

「
１平方メートル１
年につき

１，４００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を

「
１平方メートル１
年につき

１，５００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　」
に，「２，３００円」を

「２，１００円」に，「１，９００円」を「１，７００円」に改める。

附　則

１　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

２　改正後の別表第５の規定は，この条例の施行の日以後に都市

公園法（昭和３１年法律第７９号）第６条第１項又は第３項の

許可のあった公園の占用に係る使用料について適用し、同日前

に当該許可のあった公園の占用に係る使用料については，なお

従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２７号

平成２７年３月１３日

　広島市教育委員会委員定数条例等の一部を改正する条例の一部

110 34 12 120 36 13
1,100 340 121 1,200 360 133
11,000 3,400 1,210 12,000 3,600 1,331
5,720 1,700 594 6,200 1,800 653

　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　」

に改め，同表令第７条第２号に掲げる工作物の項中「２，３０�

０」を「２，１００」に，「１，５４０」を「１，５００」に，「１，�

０５０」を「８７０」に改め，同表令第７条第４号に掲げる工事

用施設及び同条第５号に掲げる工事用材料の項中「１，１００」

を「１，２００」に，「３４０」を「３６０」に，「１２１」を

「１３３」に改め，同表令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び

同条第７号に掲げる施設の項中「２３０」を「２１０」に，「１�

５４」を「１５０」に，「１０５」を「８７」に改め，同表令第

７条第８号に掲げる施設の項中

「　　　　　　　　　 「
Ａ に
0 . 0 1 6
を乗じ
て得た
額

Ａ に
0 . 0 2�
を乗じ
て得た
額

を

Ａ に
0 . 0 1 4
を乗じ
て得た
額

Ａ に
0 . 0 1 6
を乗じ
て得た
額

に改め，同表令第７

　　　　　　　　 」　　　　　　　　　 」

条第９号に掲げる施設の項中「０．０１６」を「０．０１４」に，

「０．０２」を「０．０１６」に，「０．０１１」を「０．０１」に，�

「０．０１４」を「「０．０１１」に改め，同表令第７条第１０号

に掲げる施設及び自動車駐車場の項中「０．０１１」を「０．０１�

」に，「０．０１４」を「０．０１１」に改め，同表令第７条第

１１号に掲げる応急仮設建築物の項及び令第７条１３号に掲げる

施設の項中

「　　　　　　　　　 「
Ａ に
0 . 0 1 6
を乗じ
て得た
額

Ａ に
0 . 0 2�
を乗じ
て得た
額

を

Ａ に
0 . 0 1 4
を乗じ
て得た
額

Ａ に
0 . 0 1 6
を乗じ
て得た
額

に改める。

　　　　　　　　 」　　　　　　　　　 」

附　則

１　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

２　改正後の別表の規定は，この条例の施行の日（以下「施行

日」という。）以後に広島市道路占用料徴収条例第３条に規定

する道路の占用の許可，占用の同意又は占用の協議の成立（以

下「道路占用許可等」という。）があったものについて適用

し，施行日前に道路占用許可等があったものについては，なお

従前の例による。

３　前項の規定にかかわらず，施行日前に道路占用許可等があっ

たもののうち，施行日以後に道路占用許可等に係る占用の期間

が開始するものについては，改正後の別表の規定を適用する。

４　附則第２項の規定にかかわらず，施行日前に道路占用許可等

があったもののうち，道路占用許可等に係る占用の期間が１年

を超え，かつ，当該占用の期間が施行日以後にまたがるものに

ついては，当該占用物件に係る改正後の別表に定める占用料の

額が改正前の別表に定める占用料の額より低いときは，施行日

以後の占用の期間に係る占用料については，改正後の別表の規

定を適用する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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別表中

「

教育委員会
委員長

円
１５０，０００

円
２７，０００

委員 １２８，０００ ２３，０００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

教育委員会 委員
円

１２８，０００
円

２３，０００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に

改める。

　�（広島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一

部改正）

第６条　広島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

（平成２０年広島市条例第３２号）の一部を次のように改正す

る。

本則中「第２４条の２第１項」を「第２３条第１項」に改め

る。

附　則

１　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

２　この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６

号。以下「改正法」という。）による改正前の地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第

１６条第１項の教育長が改正法附則第２条第１項に規定すると

ころにより在職する間は，第１条の規定による改正後の広島市

教育委員会委員定数条例本則の規定，第２条の規定による改正

後の特別職の職員の給与に関する条例第１条，第２条第１号，

第４条の３第５項及び別表の規定，第３条の規定による改正後

の広島市職員等の旅費に関する条例第２条第１項第２号の規

定，第４条の規定による改正後の広島市教育長の勤務時間，休

暇等及び職務専念義務の特例に関する条例の規定並びに第５条

の規定による改正後の広島市報酬並びに費用弁償条例別表の規

定は適用せず，第１条の規定による改正前の広島市教育委員会

委員定数条例本則の規定，第２条の規定による改正前の特別職

の職員の給与に関する条例第１条，第２条第１号，第４条の３

第５項及び別表の規定，第３条の規定による改正前の広島市職

員等の旅費に関する条例第２条第１項第２号の規定，第４条の

規定による改正前の広島市教育長の給与等に関する条例の規定

並びに第５条の規定による改正前の広島市報酬並びに費用弁償

条例別表の規定は，なおその効力を有する。

３　職員の退職手当に関する条例（昭和２８年広島市条例第６２

号）の一部を次のように改正する。

第５条の２中「又は広島市教育長の給与等に関する条例（昭

和２８年広島市条例第１８号）」を削る。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２８号

平成２７年３月１３日

　広島市立学校条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市立学校条例の一部を改正する条例

を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市教育委員会委員定数条例等の一部を改正する条

例

　（広島市教育委員会委員定数条例の一部改正）

第１条　広島市教育委員会委員定数条例（平成１２年広島市条例

第４７号）の一部を次のように改正する。

本則中「６人」を「５人」に改める。

　（特別職の職員の給与に関する条例の一部改正）

第２条　特別職の職員の給与に関する条例（昭和２６年３月３０

日広島市条例第６１号）の一部を次のように改正する。

第１条中第５号を第６号とし，第４号を第５号とし，第３号

を第４号とし，第２号の次に次の１号を加える。

⑶　教育長

第２条第１号，第４条の３第５項及び別表中「常勤の人事委

員会」を「教育長，常勤の人事委員会」に改める。

　（広島市職員等の旅費に関する条例の一部改正）

第３条　広島市職員等の旅費に関する条例（昭和２７年広島市条

例第１７号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第２号中「副市長」の右に「，教育長」を加え

る。

　（広島市教育長の給与等に関する条例の一部改正）

第４条　広島市教育長の給与等に関する条例（昭和２８年広島市

条例第１８号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

広島市教育長の勤務時間，休暇等及び職務専念義務の

特例に関する条例

第１条を次のように改める。

　（趣旨）

第１条　この条例は，教育長の勤務時間，休日及び休暇に関し必

要な事項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第１１条第５項に規定する職務に専

念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

　第２条から第５条までを削る。

　第６条の見出し中「その他の勤務条件」を「，休暇等」に改

め，同条中「その他の勤務条件」を「，休日及び休暇」に，「教

育委員会があらかじめ人事委員会と協議して定める」を「一般職

の職員の例による」に改め，同条を第２条とし，同条の次に次の

１条を加える。

　（職務に専念する義務の免除）

第３条　職務に専念する義務の免除については，一般職の例によ

る。

　第７条を削る。

　第８条中「あらかじめ人事委員会と協議して」を削り，同条を

第４条とする。

　（広島市報酬並びに費用弁償条例の一部改正）

第５条　広島市報酬並びに費用弁償条例（昭和２２年７月２８日

広島市条例第１０号）の一部を次のように改正する。
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附　則

　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２９号

平成２７年３月１３日

　広島市こども図書館条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市こども図書館条例の一部を改正する条例

　広島市こども図書館条例（昭和２８年広島市条例第１９号）の

一部を次のように改正する。

　第５条第１項中「の複写」を「を複写したもの」に，「用紙１

枚につき１０円（用紙の両面を用いるときは，２０円）」を「別

表に定める額」に改める。

　附則の次に次の別表を加える。

別表（第５条関係）

区　　分 単　位 手数料の額
カラー複写による
写しの交付

用紙１枚につき ２０円（用紙の両面を用
いるときは，４０円）

その他の写しの交
付

用紙１枚につき １０円（用紙の両面を用
いるときは，２０円）

　備考　用紙の規格は，教育委員会規則で定める。

附　則

　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３０号

平成２７年３月１３日

　広島市火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市火災予防条例の一部を改正する条例

　広島市火災予防条例（昭和３７年広島市条例第１５号）の一部

を次のように改正する。

　第４１条第１項中第１号を削り，第２号を第１号とし，第３号

を第２号とする。

附　則

１　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

２　この条例の施行の際，現に存する防火対象物若しくはその部

分又は現に新築，増築，改築，移転，修繕若しくは模様替えの

工事中の防火対象物若しくはその部分のうち，改正前の第４１

条第１項第１号に掲げるものにおける自動火災報知設備に関す

る基準については，平成３０年３月３１日までの間は，なお従

前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３１号

平成２７年３月１３日

　広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

　広島市立学校条例（昭和３９年広島市条例第１９号）の一部を

次のように改正する。

　第３条第６項中「授業料」を「第１項及び第３項の授業料」に

改め，同項を同条第８項とし，同条第５項を削り，同条第４項中

「この日」を「その日」に改め，同項を同条第７項とし，同条第

３項中「授業料」を「第１項及び第３項の授業料」に改め，同項

を同条第６項とし，同条第２項中「授業料は，」を「前項の授業

料は」に改め，同項を同条第４項とし，同項の次に次の１項を加

える。

５　月の中途における入学，退学又は転学があつた場合の第３項

の授業料については，その月の月額の全額を徴収する。

　第３条第１項中「幼稚園，」を削り，同項を同条第３項とし，

同条に第１項及び第２項として次の２項を加える。

幼稚園に在籍する者（以下「園児」という。）の保護者か

ら，その在籍する月に応じて授業料を徴収する。

２　前項の授業料は月額とし，その額は，次の各号に掲げる園児

の区分に応じ，当該各号に定める幼稚園の使用料の額を限度と

して規則で定める額とする。

⑴　子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下

「支援法」という。）第２７条第１項に規定する特定教育・

保育を受ける園児（次号に掲げる園児を除く。）　当該特定

教育・保育に要する費用の額

⑵　支援法第２８条第１項第１号に規定する特定教育・保育を

受ける園児　当該特定教育・保育に要する費用の額

⑶　支援法第２８条第１項第３号に規定する特別利用教育を受

ける園児　当該特別利用教育に要する費用の額

　第４条の２第１項中「入園する者」の右に「の保護者」を加

え，同項ただし書中「幼稚園」の右に「又は広島市阿戸認定こど

も園」を，「転入園する場合」の右に「（広島市阿戸認定こども

園からの転入園にあつては，支援法第１９条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に属している幼児が転入園する場合

に限る。）」を加える。

　第４条の３第３項中「第３条第３項本文及び第４項から第６項

まで」を「第３条第５項から第８項まで（第６項ただし書を除

く。）」に改め，「入園，退園若しくは転園又は」を削り，「若

しくは転学」を「又は転学」に改める。

　第５条第１項中「若しくは休園中」を削り，「認められる者」

の右に「（園児にあつては，その保護者）」を加える。

　第６条中「者」の右に「（幼稚園にあつては，授業料を納入し

ない保護者の園児）」を加える。

　別表第１の⑴の表広島市立阿戸幼稚園の項を削る。

　別表第２中

「

幼稚園
円

８，８００　
高等学校 全日制の課程 ９，９００　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

高等学校 全日制の課程
円

９，９００　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に

改める。
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員（委員長及び副委員長を含む。以下同じ。）である者は，改

正後の広島市議会委員会条例（以下「改正後の条例」とい

う。）の規定による総務委員会の委員となるものとし，その任

期は，改正前の条例の規定による総務委員会における委員の残

任期間とする。

３　この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により設置され

た常任委員会に付議されている事件は，それぞれ改正後の条例

の規定により設置された常任委員会で当該事件を所管するもの

に付議されたものとみなす。

４　この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６

号。以下「改正法」という。）による改正前の地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第

１６条第１項の教育長が改正法附則第２条第１項に規定すると

ころにより在職する間は，改正後の条例第１９条中「教育長」

とあるのは，「委員長」とする。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３３号

平成２７年３月３１日

　広島市衛生関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市衛生関係手数料条例の一部を改正する条例

　広島市衛生関係手数料条例（平成１２年広島市条例第２２号）

の一部を次のように改正する。

　別表中第１１９号を第１２０号とし，第１０５号から第１１８

号までを１号ずつ繰り下げ，同表第１０４号中「特例条例第２条

の規定に基づく」を削り，「に規定する」を「の規定に基づく」

に改め，同号を同表第１０５号とし，同表第１０３号中「特例条

例第２条の規定に基づく」を削り，「に規定する」を「の規定に

基づく」に改め，同号を同表第１０４号とし，同表中第１０２号

を第１０３号とし，第８５号から第１０１号までを１号ずつ繰り

下げ，同表第８４号中「特例条例第２条の規定に基づく」を削

り， ｢に規定する｣ を「の規定に基づく」に改め，同号を同表第

８５号とし，同表中第８３号を第８４号とし，同表第８２号中

「（昭和２３年法律第２０５号）」を削り，同号を同表第８３号

とし，同表第８１号の次に次の１号を加える。

�　医療法（昭和
２３年法律第２０�
５号）第７条第１
項の規定に基づく
病院の開設の許可

病院開設許
可手数料

１件につき ４１，０００円

附　則

　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３４号

平成２７年３月３１日

　広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布す

広島市長　　松　井　一　實

広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号）の一

部を次のように改正する。

　第１０条の６中「５１万円」を「５２万円」に改める。

　第１０条の６の６中「１６万円」を「１７万円」に改める。

　第１０条の１１中「１４万円」を「１６万円」に改める。

　第１４条第１項中「５１万円」を「５２万円」に改め，同条第

３項中「５１万円」を「５２万円」に，「１６万円」を「１７万

円」に改め，同条第４項中「５１万円」を「５２万円」に，

「１４万円」を「１６万円」に改める。

　附則第３条第６項中「５１万円」を「５２万円」に改め，同条

第１１項中「１６万円」を「１７万円」に改める。

　附則第７条第２項中「ついては」の右に「，旧条例第１０条の

６中「５１万円」とあるのは「５２万円」と」を加え，「１６万

円」を「１７万円」に，「あるのは「１４万円」を「あるのは

「１６万円」に，「第１４条第１項第２号中」を「第１４条第１

項中「５１万円」とあるのは「５２万円」と，同項第２号中」に

改め，「同条第３項中」及び「同条第４項中」の右に「「５１万

円」とあるのは「５２万円」と，」を加え，「附則第３条第１１

項中」を「附則第３条第６項中「５１万円」とあるのは「５２万

円」と，同条第１１項中」に改める。

附　則

１　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

２　改正後の第１０条の６，第１０条の６の６，第１０条の１１

及び第１４条並びに附則第３条及び第７条の規定は，平成２７

年度以後の年度分の保険料について適用し，平成２６年度分ま

での保険料については，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３２号

平成２７年３月１３日

　広島市議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市議会委員会条例の一部を改正する条例

　広島市議会委員会条例（昭和３１年広島市条例第２８号）の一

部を次のように改正する。

　
第２条第２項中「企画総務局の所管に属する事項」を

「危機管

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企画総

理室の所管に属する事項

務局の所管に属する事項」
に改める。

　第１９条中「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」

に改める。

附　則

１　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

２　この条例の施行の際現に改正前の広島市議会委員会条例（以

下「改正前の条例」という。）の規定により，総務委員会の委


