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おいて同じ。）以外の法人その他の団体の地位に就いた場合

（報酬を得る場合に限る。）又は営利企業の地位に就いた場合

は，日々雇い入れられる者となった場合その他人事委員会規則

で定める場合を除き，人事委員会規則で定めるところにより，

速やかに，離職した職又はこれに相当する職の任命権者に人事

委員会規則で定める事項を届け出なければならない。

附　則

　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第５４号

平成２７年１２月１７日

　広島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改

正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の

一部を改正する条例

　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８号を第１０号とし，第７号を第９号とし，同条第

６号中「及び勤務成績の評定」を削り，同号を同条第８号とし，

同条中第５号を第６号とし，同号の次に次の１号を加える。

　⑺　職員の退職管理の状況

　第３条中第４号を第５号とし，第３号を第４号とし，第２号を

第３号とし，第１号の次に次の１号を加える。

　⑵　職員の人事評価の状況

附　則

　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第５５号

平成２７年１２月１７日

　広島市市税条例等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

広島市市税条例等の一部を改正する条例

　（広島市市税条例の一部改正）

第１条　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１項中「第２章」の右に「（第８条を除く。）」

を，「第３章」の右に「（第１４条を除く。）」を加える。

　第８条から第１７条までを次のように改める。

（徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法）

第８条　地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」と

いう。）第１５条第３項及び第５項に規定する条例で定める

方法は，同条第３項に規定する徴収の猶予（以下この節にお

いて「徴収の猶予」という。）又は同条第５項に規定する徴

収の猶予期間の延長（以下のこの節において「徴収の猶予期

間の延長」という。）に係る金額をその期間内の各月（市長

がやむを得ない事情があると認めるときは，その期間内の市

１�４　市
長

児童福祉法による指
定通所支援に係る利
用者負担の軽減に関
する事務であって規
則で定めるもの

地方税関係情報であって規則
で定めるもの

１�５　市
長

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
律による補装具の購
入等に係る利用者負
担の軽減に関する事
務であって規則で定
めるもの

地方税関係情報であって規則
で定めるもの

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第５３号

平成２７年１２月１７日

　職員の退職管理に関する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

職員の退職管理に関する条例

　（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３８条の２第８項及び第３８条の

６第２項の規定に基づき，職員の退職管理に関し必要な事項を

定めるものとする。

　（再就職者による依頼等の規制）

第２条　法第３８条の２第１項，第４項及び第５項の規定による

もののほか，再就職者（同条第１項に規定する再就職者をい

う。）のうち，同条第８項の国家行政組織法（昭和２３年法律

第１２０号）第２１条第１項に規定する部長又は課長の職に相

当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の５

年前の日より前に就いていた者は，当該職に就いていた時に在

職していた執行機関の組織等（法第３８条の２第１項に規定す

る地方公共団体の執行機関の組織等をいう。）の役職員（同項

に規定する役職員をいう。）又は同条第８項に規定する役職員

に類する者として人事委員会規則で定めるものに対し，契約等

事務（同条第１項に規定する契約等事務をいう。）であって離

職した日の５年前の日より前の職務（当該職に就いていたとき

の職務に限る。）に属するものに関し，離職後２年間，職務上

の行為をするように，又はしないように要求し，又は依頼して

はならない。

　（任命権者への届出）

第３条　管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規

則で定めるものに就いている職員であった者（退職手当通算予

定職員（法第３８条の２第３項に規定する退職手当通算予定職

員をいう。）であった者であって引き続いて退職手当通算法人

（同条第２項に規定する退職手当通算法人をいう。）の地位に

就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣

等に関する法律（平成１２年法律第５０号）第１０条第２項に

規定する退職派遣者を除く。）は，離職後２年間，営利企業

（法第３８条第１項に規定する営利企業をいう。以下この条に
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２　法第１５条の２第１項に規定する条例で定める書類は，次

に掲げる書類とする。

⑴　法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実を証す

るに足りる書類

⑵　財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書

類

⑶　徴収の猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出

の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかに

する書類

⑷　徴収の猶予を受けようとする金額が１００万円を超え，

かつ，その期間が３月を超える場合には，地方税法施行令

（昭和２５年政令第２４５号。以下「施行令」という。）

第６条の１０の規定により提出すべき書類その他担保の提

供に関し必要となる書類

３　法第１５条の２第２項に規定する条例で定める事項は，次

に掲げる事項とする。

⑴　当該徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し，又は納入

することができない事情の詳細

⑵　第１項第２号から第６号までに掲げる事項

４　法第１５条の２第２項及び第３項に規定する条例で定める

書類は，第２項第２号から第４号までに掲げる書類とする。

５　法第１５条の２第３項に規定する条例で定める事項は，次

に掲げる事項とする。

⑴　徴収の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度，

税目，納期限及び金額

⑵　徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金

額を納付し，又は納入することができないやむを得ない理

由

⑶　徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間

⑷　第１項第５号及び第６号に掲げる事項

６　法第１５条の２第４項に規定する条例で定める書類は，第

２項第４号に掲げる書類とする。

７　法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間は，

２０日とする。

（滞納した場合に徴収猶予の取消しを行う債権）

第１０条　法第１５条の３第１項第４号に規定する条例で定め

る債権は，国民健康保険料，介護保険料その他の徴収金，後

期高齢者医療保険料及び児童福祉施設徴収金並びにこれらに

係る附帯金とする。

（職権による換価の猶予の手続等）

第１１条　第８条第１項の規定は，法第１５条の５第２項にお

いて読み替えて準用する法第１５条第３項及び第５項に規定

する条例で定める方法について準用する。

２　第８条第２項，第３項及び第４項（同条第５項において準

用する場合を含む。）の規定は，法第１５条の５第２項にお

いて読み替えて準用する法第１５条第３項又は第５項の規定

により，当該猶予に係る徴収金を分割して納付し，又は納入

させる場合について準用する。

３　法第１５条の５の２第１項及び第２項に規定する条例で定

長が指定する月）に分割して納付し，又は納入させる方法と

する。

２　市長は，法第１５条第３項又は第５項の規定により，徴収

の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納

付し，又は納入させる場合においては，分割納付又は分割納

入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期

限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

３　市長は，徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者

が分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限までに

納付し，又は納入することができないことにつきやむを得な

い理由があると認めるときは，前項の規定により定めた分割

納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期

限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更するこ

とができる。

４　市長は，第２項の規定により分割納付又は分割納入の各納

付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの

納付金額又は納入金額を定めたときは，その旨，当該分割納

付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限

又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事

項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた

者に通知しなければならない。

５　前項の規定は，第３項の規定により分割納付又は分割納入

の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限

ごとの納付金額又は納入金額を変更した場合について準用す

る。

（徴収猶予の申請手続等）

第９条　法律第１５条の２第１項に規定する条例で定める事項

は，次に掲げる事項とする。

⑴　法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実がある

こと及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る

徴収金を一時に納付し，又は納入することができない事情

の詳細

⑵　納付し，又は納入すべき徴収金の年度，税目，納期限及

び金額

⑶　前号の金額のうち徴収の猶予を受けようとする金額

⑷　徴収の猶予を受けようとする期間

⑸　分割納付又は分割納入の方法により納付し，又は納入す

るかどうか（分割納付又は分割納入の方法により納付し，

又は納入する場合にあつては，分割納付又は分割納入の各

納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ご

との納付金額又は納入金額を含む。）

⑹　徴収の猶予を受けようとする金額が１００万円を超え，

かつ，その期間が３月を超える場合には，提供しようとす

る法第１６条第１項各号に掲げる担保の種類，数量，価額

及び所在（その担保が保証人の保証であるときは，保証人

の住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地及

び氏名又は名称）その他担保に関し参考となるべき事項

（担保を提供することができない特別の事情があるとき

は，その事情）
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７　法第１５条の６の２第２項に規定する条例で定める事項

は，次に掲げる事項とする。

⑴　猶予の期間の延長を受けようとする徴収金の年度，税

目，納期限及び金額

⑵　猶予を受けた期間内に当該猶予を受けた金額を納付し，

又は納入することができないやむを得ない理由

⑶　猶予の期間の延長を受けようとする期間

⑷　第５項第５号及び第６号に掲げる事項

８　法第１５条の６の２第３項において準用する法第１５条の

２第８項に規定する条例で定める期間は，２０日とする。

９　法第１５条の６の３第２項において準用する法第１５条の

３第１項第４号に規定する条例で定める債権は，第１０条に

規定する債権とする。

（担保を徴する必要がない場合）

第１３条　法第１６条第１項ただし書に規定する条例で定める

場合は，次のいずれかに該当する場合とする。

⑴　猶予に係る金額が１００万円以下である場合

⑵　猶予の期間が３月以内である場合

⑶　担保を徴することができない特別の事情がある場合

第１４条から第１７条まで　削除

第１８条中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下

「法」という。）」を「法」に改める。

第１８条の２第４項中「すみやかに」を「速やかに」に改

め，同項第１号中「及び氏名又は名称」を「，氏名又は名称及

び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第

５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号

（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下同じ。）（個

人番号又は法人番号を有しない者にあつては，住所及び氏名又

は名称）」に改める。

第３４条の６第３項第１号中「代表者の氏名」を「法人番号

並びに代表者の氏名（法人番号を有しない者にあつては，住

所，名称及び代表者の氏名）」に改める。

第５１条第２項中「前７日」を削り，第２号を第３号とし，

第１号を第２号とし，同号の前に次の１号を加える。

⑴　納税義務者の住所若しくは居所又は事務所若しくは事業

所の所在地，氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあつては，住所若しく

は居所又は事業所若しくは事務所の所在地及び氏名又は名

称）

第６３条の２第１項中「の各号」を削り，同項第１号中「及

び氏名」を「，氏名又は名称及び個人番号（当該書類を提出す

る者の個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。）又は

法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては，住

所及び氏名又は名称）」に改める。

第６３条の３第１項第１号中「及び氏名」を「，氏名又は名

称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しな

い者にあつては，住所及び氏名又は名称）」に改め，同条第２

項中「，法第３５２条の２第６項」を「，同条第６項」に，

める書類は，次に掲げる書類とする。

⑴　第９条第２項第２号に掲げる書類

⑵　猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績

並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書

類

⑶　猶予を受けようとする金額が１００万円を超え，かつ，

その期間が３月を超える場合には，施行令第６条の１０の

規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要と

なる書類

⑷　分割して納付し，又は納入させるために必要となる書類

４　法第１５条の５の３第２項において準用する法第１５条の

３第１項第４号に規定する条例で定める債権は，前条に規定

する債権とする。

（申請による換価の猶予の申請手続等）

第１２条　法第１５条の６第１項に規定する条例で定める期間

は，６月とする。

２　法第１５条の６第２項に規定する条例で定める債権は，第

１０条に規定する債権とする。

３　第８条第１項の規定は，法第１５条の６第３項において読

み替えて準用する法第１５条第３項及び第５項に規定する条

例で定める方法について準用する。

４　第８条第２項，第３項及び第４項（同条第５項において準

用する場合を含む。）の規定は，法第１５条の６第３項にお

いて読み替えて準用する法第１５条第３項又は第５項の規定

により，当該猶予に係る徴収金を分割して納付し，又は納入

させる場合について準用する。

５　法第１５条の６の２第１項に規定する条例で定める事項

は，次に掲げる事項とする。

⑴　当該猶予に係る徴収金を一時に納付し，又は納入するこ

とにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳

細

⑵　納付し，又は納入すべき徴収金の年度，税目，納期限及

び金額

⑶　前号の金額のうちその納付又は納入を困難とする金額

⑷　猶予を受けようとする期間

⑸　猶予に係る金額を分割して納付し，又は納入する場合の

分割納付又は分割納入の各納付期限又は納入期限及び各納

付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

⑹　猶予を受けようとする金額が１００万円を超え，かつ，

その期間が３月を超える場合には，提供しようとする法第

１６条第１項各号に掲げる担保の種類，数量，価額及び所

在（その担保が保証人の保証であるときは，保証人の住所

若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名

又は名称）その他担保に関し参考となるべき事項（担保を

提供することができない特別の事情があるときは，その事

情）

６　法第１５条の６の２第１項及び第２項に規定する条例で定

める書類は，第９条第２項第２号並びに前条第３項第２号及

び第３号に掲げる書類とする。
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第１条のうち広島市市税条例第３４条の７の改正規定を削

る。

附則第１項第４号中「，第３４条の７」を削る。

附　則

１　この条例は，平成２８年１月１日から施行する。ただし，次

の各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。

⑴　第１条中広島市市税条例第５条第１項の改正規定及び同条

例附則第１７条の２を削る改正規定並びに第２条の規定　公

布の日

⑵　第１条中広島市市税条例第８条から第１８条までの改正規

定及び次項から附則第４項までの規定　平成２８年４月１日

２　第１条の規定による改正後の広島市市税条例（以下「新条

例」という。）第８条から第１０条まで及び第１３条（地方税

法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号。以下「平

成２７年改正法」という。）附則第１条第６号に掲げる規定に

よる改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「新

法」という。）第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の

猶予に係る部分に限る。）の規定は，前項第２号に掲げる規定

の施行の日以後に申請される新法第１５条第１項又は第２項の

規定による徴収の猶予について適用し，同日前に申請された平

成２７年改正法附則第１条第６号に掲げる規定による改正前の

地方税法（以下「旧法」という。）第１５条第１項又は第２項

の規定による徴収の猶予については，なお従前の例による。

３　新条例第１１条及び第１３条（新法第１５条の５第１項の規

定による換価の猶予に係る部分に限る。）の規定は，附則第１

項第２号に掲げる規定の施行の日以後にされる新法第１５条の

５第１項の規定による換価の猶予について適用し，同日前にさ

れた旧法第１５条の５第１項の規定による換価の猶予について

は，なお従前の例による。

４　新条例第１２条及び第１３条（新法第１５条の６第１項の規

定による換価の猶予に係る部分に限る。）の規定は，附則第１

項第２号に掲げる規定の施行の日以後に新法第１５条の６第１

項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。

５　新条例第５１条第２項各号列記以外の部分の規定は，この条

例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に同項の納期限

が到来する市民税について適用し，施行日前に当該納期限が到

来した市民税については，なお従前の例による。

６　新条例第７１条第２項各号列記以外の部分の規定は，施行日

以後に同項の納期限が到来する固定資産税について適用し，施

行日前に当該納期限が到来した固定資産税については，なお従

前の例による。

７　新条例第９０条第２項各号列記以外の部分，第９０条の２第

２項各号列記以外の部分及び同条第３項の規定は，施行日以後

にこれらの項の納期限が到来する軽自動車税について適用し，

施行日前に当該納期限が到来した軽自動車税については，なお

従前の例による。

８　新条例第１２２条の１１第２項各号列記以外の部分の規定

は，施行日以後に同項の納期限が到来する特別土地保有税につ

いて適用し，施行日前に当該納期限が到来した特別土地保有税

「翌々年度（法第３４９条の３の３第１項）を「翌々年度（同

項」に，「，法第３４９条の３の３第１項」を「，同項」に，

「年が法第３４９条の３の３第１項」を「年が同項」に改め，

同項第１号中「及び氏名」を「，氏名又は名称及び個人番号又

は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては，

住所及び氏名又は名称）」に改める。

第７１条第２項中「前７日」を削り，同項第１号中「及び氏

名又は名称」を「，氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては，住所及び氏

名又は名称）」に改める。

第７２条第２項第１号中「及び氏名又は名称」を「，氏名又

は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有

しない者にあつては，住所及び氏名又は名称）」に改める。

第７４条の２第１項中「本条」を「この条」に改め，同項第

１号中「及び氏名又は名称」を「，氏名又は名称及び個人番号

又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつて

は，住所及び氏名又は名称）」に改める。

第７４条の３第１項第１号中「及び氏名又は名称」を「，氏

名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号

を有しない者にあつては，住所及び氏名又は名称）」に改め

る。

第９０条第２項中「前７日」及び「の各号」を削り，同項第

２号中「氏名若しくは名称」を「事務所若しくは事業所の所在

地，氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法

人番号を有しない者にあつては，住所又は事務所若しくは事業

所の所在地及び氏名又は名称）」に改める。

第９０条の２第２項中「前７日」を削り，同項第１号中「及

び氏名」を「，氏名及び個人番号（個人番号を有しない者にあ

つては，住所及び氏名）」に改め，同条第３項中「前７日」を

削る。

第１２２条の１１第２項中「前７日」を削り，同項第１号中

「及び氏名又は名称」を「，氏名又は名称及び個人番号又は法

人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては，住所

及び氏名又は名称）」に改める。

第１２２条の２５第１号中「及び氏名又は名称」を「又は事

務所若しくは事業所の所在地，氏名又は名称及び個人番号又は

法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては，住

所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称）」に

改める。

附則第１１条の３第１項第１号，第２項第１号，第５項第１

号，第６項第１号，第７項第１号，第８項第１号，第９項第１

号，第１０項第１号及び第１１項第１号中「及び氏名又は名

称」を「，氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあつては，住所及び氏名又は名

称）」に改める。

附則第１７条の２を削る。

（広島市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第２条　広島市市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年広

島市条例第４０号）の一部を次のように改正する。
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２項中「の各号」を削り，同項第３号中「水道事業等」を「水道

事業」に改める。

　別表佐伯区の項中「石内北二丁目」の右に「，石内北三丁目」

を加え，「五日市町の大字石内」を「湯来町の大字下，大字麦

谷，大字和田，大字菅澤，大字多田及び大字白砂，五日市町の大

字石内」に改め，同表に次のように加える。

山県郡安芸太田町 大字坪野及び大字穴の各一部

附　則

１　この条例は，水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１０条

第１項の規定による厚生労働大臣の認可の日から起算して１か

月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。た

だし，別表佐伯区の項の改正規定（「石内北二丁目」の右に

「，石内北三丁目」を加える部分に限る。）は，平成２８年１

月１８日から施行する。

２　広島市水道給水条例（昭和３８年広島市条例第３７号）の一

部を次のように改正する。

第１条中「（これに附帯する事業として専用水道により浄水

を供給する事業を含む。）及び簡易水道事業」を削る。

規 則
広島市規則第７０号

平成２７年１２月１７日

　広島市事務組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市事務組織規則の一部を改正する規則

　広島市事務組織規則（昭和５５年広島市規則第５号）の一部を

次のように改正する。

　第２２条中第２７号を第２８号とし，第１２号から第２６号ま

でを１号ずつ繰り下げ，第１１号の次に次の１号を加える。

⑿　個人番号に関すること。

　第２３条第３項市民課の分掌事務中第１８号を第１９号とし，

第５号から第１７号までを１号ずつ繰り下げ，第４号の次に次の

１号を加える。

　⑸　個人番号に関すること。

　第２４条第１項ただし書中「第３７号から第４０号まで及び第

４８号」を「第３８号から第４１号まで及び第４９号」に改め，

同項中第７２号を第７３号とし，第１１号から第７１号までを１

号ずつ繰り下げ，第１０号の次に次の１号を加える。

⑾　個人番号に関すること。

　第２４条第２項中第３４号を第３５号とし，第９号から第３３

号までを１号ずつ繰り下げ，第８号の次に次の１号を加える。

⑼　個人番号に関すること。

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

については，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第５６号

平成２７年１２月１７日

　広島市下水道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

広島市下水道条例の一部を改正する条例

　広島市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）の一部を

次のように改正する。

　第３３条第１項の表井原農業集落排水処理施設の項の前に次の

ように加える。

戸山農業集落排水処理施
設

広島市安佐南区沼田町大字阿戸２４５�
９番地１

附　則

　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第５７号

平成２７年１２月１７日

　広島市水道事業の設置等に関する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

広島市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例

　広島市水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年広島市条例

第６１号）の一部を次のように改正する。

　第１条の見出しを「（水道事業の設置）」に改め，同条中

「（これに附帯する事業として専用水道により浄水を供給する事

業（以下「専用水道事業」という。）を含む。以下同じ。）及び

簡易水道事業（以下これらを「水道事業等」という。）」を削

る。

　第１条の２を削る。

　第２条第１項中「水道事業等」を「水道事業」に改め，同条第

２項中「水道事業等」を「水道事業」に改め，「の表」を削り，

同項の表を削り，同項に次の各号を加える。

⑴　給水区域　別表に掲げる地域

⑵　給水人口　１２３万６，９００人

⑶　１日最大給水量　４３万１，５００立方メートル

　第２条第３項中「水道事業等」を「水道事業」に改める。

　第３条第１項を削り，同条第２項中「前項の」を削り，同項を

同条第１項とし，同条第３項中「法」を「地方公営企業法（昭和

２７年法律第２９２号。以下「法」という。）」に改め，同項を

同条第２項とする。

　第３条の２を削る。

　第４条から第６条までの規定中「水道事業等」を「水道事業」

に改める。

　第７条第１項中「水道事業等」を「水道事業」に改め，同条第


