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３．市民参画手続の対象外とした政策等  

 ⑴ 対象事項に該当する政策等  

 
【条  例】 

〇 条例第 6 条第 3 項第 1 号（市税の賦課徴収などの金銭の徴収に関するもの） 

№  公布年月日  件  名  要  旨  

1 H29.3.27 あかしこども広場条

例の一部を改正する

条例  

市民の利用を促進するため、一時保育ルームの使用料の見直

し及び親子交流スペースの使用料の新設のほか、所要の整備

を図ろうとするもの。  

2 H29.3.27 明石市立産業交流セ

ンター条例の一部を

改正する条例  

明石市立産業交流センターの一部を廃止して保健所を整備

すること及び利用者の利便性の向上を図るため展示場を部

分使用できるようにすることに伴い、利用料金表を改定しよ

うとするもの。  

3 H29.12.26 明石市介護保険関係

手数料徴収条例制定  

中核市移行に当たり、介護保険関係事務等に係る手数料を徴

収することにつき、新たに条例を制定するほか、既存の介護

保険関係事務等に係る手数料の徴収に関する条例につき、新

たに徴収する手数料を定めようとするもの。  

4 H29.12.26 明石市環境関係手数

料徴収条例制定  

中核市移行に当たり、環境関係事務等に係る手数料を徴収す

ることにつき、新たに条例を制定するほか、既存の環境関係

事務等に係る手数料の徴収に関する条例につき、新たに徴収

する手数料を定めようとするもの。  

5 H29.12.26 明石市保健関係手数

料徴収条例の全部を

改正する条例  

中核市移行に当たり、保健関係事務等に係る手数料を徴収す

ることにつき、新たに条例を制定するほか、既存の保健関係

事務等に係る手数料の徴収に関する条例につき、新たに徴収

する手数料を定めようとするもの。  

6 H29.12.26 明石市建設関係手数

料徴収条例の一部を

改正する条例  

中核市移行に当たり、建設関係事務等に係る手数料を徴収す

ることにつき、既存の建設関係事務等に係る手数料の徴収に

関する条例につき、新たに徴収する手数料を定めようとする

もの。  

7 H30.3.26 明石市市税条例の一

部を改正する条例  

本市における事業所税の課税開始に伴い、所要の整備を図ろ

うとするもの。  

8 H30.6.29 明石市介護保険関係

手数料徴収条例の一

部を改正する条例  

介護医療院の創設に伴い、介護医療院の開設の許可等の申請

に対する審査に係る手数料を新設しようとするもの。  

9 R1.9.30 明石市市税条例等の

一部を改正する条例  

平成 31 年度税制改正における地方税法等の一部改正に伴

い、軽自動車税に係る課税体系を見直すことのほか、所要の

整備を図ろうとするもの。  

10 R2.6.30 明石市国民健康保険

条例の一部を改正す

る条例  

新型コロナウイルス感染症に感染し、労務に服すことができ

なくなった被保険者等に対し傷病手当金を支給できるよう

にするほか、基礎賦課限度額及び介護納付金賦課限度額の引

上げを行うとともに、国民健康保険法施行令の一部改正に伴

い、軽減判定所得の基準を緩和しようとするもの。  
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11 R2.10.5 明石市市税条例の一

部を改正する条例  

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、地方

税法の一部改正に伴う中小事業者等に対する固定資産税及

び都市計画税の軽減等の税制上の特例措置を講じるととも

に、令和 2 年度税制改正に伴う所要の整備を図ろうとするも

の。  

 

 

〇 条例第 6 条第 3 項第 3 号（法令において一定の基準が定まっているもの）  

№  公布年月日  件  名  要  旨  

12 H28.9.30 明石市指定地域密着型サー

ビスに係る事業者の指定に

関する基準を定める条例の

一部を改正する条例  

介護保険法の一部改正により、定員 18 人以下の通所

介護を行う事業所 (地域密着型通所介護事業所 )の指

定権限が県から市に移行したことに伴い、その指定

等について必要な基準を定めようとするもの。  

13 H28.12.26 明石市国民健康保険条例の

一部を改正する条例  

外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義

による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に

伴い、国民健康保険料の算定の特例を定めようとす

るもの。  

14 H30.6.29 明石市教育環境保全のため

のラブホテル、パチンコ店

及びゲームセンターの建築

等の規制に関する条例の一

部を改正する条例  

旅館業法の一部改正等に伴い規定の整備を図るほ

か、所要の整備を図ろうとするもの。  

15 H30.6.29 明石市地区計画等の区域内

における建築物の制限に関

する条例の一部を改正する

条例  

大久保駅南地区再開発地区整備計画の名称変更に伴

い、規定の整備を図ろうとするもの。  

16 R1.7.1 明石市下水道条例の一部を

改正する条例  

消費税及び地方消費税の税率の改正に対応できるよ

う、公共下水道使用料等に係る消費税相当額の規定

の仕方を見直そうとするもの。  

17 R1.7.1 明石市水道条例の一部を改

正する条例  

消費税及び地方消費税の税率の改正に対応できるよ

う、水道料金等に係る消費税相当額の規定の仕方を

見直すほか、水道法の一部改正により新たに創設さ

れた事務等に係る手数料を新設しようとするもの。  

18 R1.9.30 明石市地区計画等の区域内

における建築物の制限に関

する条例の一部を改正する

条例  

大久保町南高丘地区について、建築基準法第 68 条の

2 第 1 項の規定に基づき、区域内における建築物の

敷地、構造及び用途に関する制限を定めようとする

もの。  

19 R1.12.25 明石市農業共済条例を廃止

する条例  

農業共済事業が、令和 2 年度から兵庫県下全域を事

業区域とした新たな組合によって実施されることと

なったため、条例を廃止しようとするもの。  
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20 R2.10.5 明 石 市 戸 籍 ･住 民 票 関 係 手

数料徴収条例の一部を改正

する条例  

住民基本台帳法の一部改正により、住民票の除票の

写し及び戸籍の附票の除票の写しの交付が制度化さ

れたことに伴い、当該写しの交付に係る手数料を新

設するとともに、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の一部改正

により、通知カードが廃止されたことに伴い、当該

カードの再交付に係る手数料を廃止しようとするも

の。  

21 R2.12.25 明石市地区計画等の区域内

における建築物の制限に関

する条例の一部を改正する

条例  

大久保町八木地区について、建築基準法第 68 条の 2

第 1 項の規定に基づき、区域内における建築物の構

造及び用途に関する制限を定めようとするもの。  

 

 

〇 条例第 6 条第 3 項第 4 号（市長等の機関内部の事務処理に関するもの）  

№  公布年月日  件  名  要  旨  

22 H28.7.1 明石市立学校給食セ

ンター条例制定  

市立中学校における学校給食の調理等の業務を実施するた

め、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づ

き、本市に学校給食センターを設置することにつき、新たに

条例を制定しようとするもの。  

23 H29.3.27 明石市事務分掌条例

の一部を改正する条

例  

中核市への円滑な移行及び｢明石市まち･ひと･しごと創生総

合戦略｣の推進を図るため、部を廃止し局制を導入するなど

組織の抜本的な見直しを行おうとするもの。  

24 H29.9.29 明石市立学校給食セ

ンター条例の一部を

改正する条例  

市立中学校における学校給食の調理等の業務を実施するた

め、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づ

き、本市に東部学校給食センターを設置しようとするもの。 

 

 

〇 条例第 6 条第 3 項第 5 号（政策的な判断を要しない軽易なもの）  

№  公布年月日  件  名  要  旨  

25 H28.9.30 明石市民センター設置条

例の一部を改正する条例  

市民センターの所管区域が、その位置する町の全域で

あることを明らかにしようとするもの。  

26 H28.12.26 明石市市税条例の一部を

改正する条例  

平成 28 年度税制改正における地方税法等の一部改正に

伴い、軽自動車税のグリーン化特例を延長するほか、

所要の整備を図ろうとするもの。  

27 H28.12.26 明石市都市公園条例の一

部を改正する条例  

道路交通法の一部改正により、自動車の種類として準

中型自動車が新設されたことに伴い、駐車場使用料の

規定について所要の整備を図ろうとするもの。  

28 H29.3.27 明石市建設関係手数料徴

収条例の一部を改正する

条例  

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施

行に伴い、一定の建築物に対する建築物エネルギー消

費性能適合性判定に係る手数料を新設するとともに、

同法の施行に伴い低炭素建築物の認定基準が改正され

たことから、当該認定に係る手数料を見直すほか、所

要の整備を図ろうとするもの。  
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29 H29.9.29 明石市市税条例の一部を

改正する条例  

平成 29 年度税制改正における地方税法等の一部改正に

伴い、軽自動車税のグリーン化特例の延長や固定資産

税の企業主導型保育事業に係る地域決定型地方税制特

例措置の規定の整備等を行うほか、所要の整備を図ろ

うとするもの。  

30 H30.6.29 明石市指定地域密着型サ

ービスに係る事業者の指

定に関する基準並びに事

業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例  

介護保険法施行規則の一部改正に伴い、指定地域密着

型サービス事業者の指定等の要件を拡大しようとする

もの。  

31 H30.10.1 明石市市税条例の一部を

改正する条例  

平成 30 年度税制改正における地方税法等の一部改正に

伴い、市たばこ税の税率を引き上げるとともに、中小

企業の先端設備に係る固定資産税の特例措置を定める

ほか、所要の整備を図ろうとするもの。  

32 R1.12.25 あかしふるさと図書館条

例を廃止する条例  

明石市制 100 周年及び明石城築城 400 周年にあわせ、

市民のふるさとへの誇りや愛着を醸成する取組の一環

として設置したふるさと図書館が、所期の目的を達成

したことから、ふるさと図書館を廃止するため、条例

を廃止しようとするもの。  

33 R1.12.25 明石市生涯学習センター

条例の一部を改正する条

例  

生涯学習センター分室の施設が老朽化していること及

び敷地の占用許可の期間が令和 5 年 3 月 31 日に満了す

ることから、生涯学習センター分室を廃止しようとす

るもの。  

34 R3.3.29 明石市奨学金条例を廃止

する条例  

本市において高等学校等に在学する者を対象とした給

付型の奨学金が創設されたこと及び国において高等学

校等の就学支援金制度が拡充されたことにより、貸与

型の奨学金が所期の役割を終えたことから、条例を廃

止しようとするもの。  

35 R3.3.29 明石市交通災害等遺児養

育福祉金支給条例を廃止

する条例  

近年の受給対象者の減少及び児童扶養手当等の公的給

付の充実に伴い、交通災害等遺児養育福祉金が所期の

役割を終えたことから、条例を廃止しようとするもの。 

 

【計  画】 該当なし  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                

5 

⑵ 対象事項に該当しない政策等  

【条  例】 

〇 判断基準①（特定の事業者等対象者が限定されるもの）  

№  公布年月日  件  名  要  旨  

36 H28.9.30 あかし男女共同参画セ

ンター条例の一部を改

正する条例  
地方自治法の規定に基づく指定管理者制度の導入に当た

り、指定管理者が行う業務の範囲等を定めるほか、所要

の整備を図ろうとするもの。  
37 H28.9.30 明石市生涯学習センタ

ー条例の一部を改正す

る条例  

38 H28.12.26 明石市農業委員会の委

員等の定数に関する条

例制定  

農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、農業委員

会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるた

め、新たに条例を制定しようとするもの。  

39 H30.3.26 

(※ ) 

地方独立行政法人明石

市立市民病院評価委員

会条例の一部を改正す

る条例  

地方独立行政法人法の一部改正に伴い、地方独立行政法

人明石市立市民病院の経営等に関する事項について、地

方独立行政法人明石市立市民病院評価委員会に意見を求

めることができる事項を定めようとするもの。  

40 H30.6.29 明石市重度障害者医療

費の助成に関する条例

の一部を改正する条例  

重度障害者医療費助成の要件である市民税の所得割の額

を算定するに当たり、指定都市において所得割の税率が

引き上げられたことから、指定都市からの転入者につい

て従前より明石市に居住している住民との均衡を図るた

めの特例を定めるほか、所要の整備を図ろうとするもの。 

41 H30.6.29 明石市旅館業法施行条

例の一部を改正する条

例  

旅館業法等の一部改正に伴い、所要の整備を図ろうとす

るもの。  

42 H30.12.26 明石市指定通所支援の

事業等の人員、設備及

び運営に関する基準等

を定める条例制定  

第 7 次地方分権一括法により障害児通所支援事業者の指

定等の権限が都道府県から中核市に移ることに伴い、児

童福祉法に基づき指定通所支援の事業等の人員、設備及

び運営に関する基準等を定めることにつき、新たに条例

を制定しようとするもの。  

43 H30.12.26 明石市指定障害児入所

施設等の人員、設備及

び運営に関する基準等

を定める条例制定  

本市に児童相談所を設置するに当たり、児童福祉法にお

いて児童相談所設置市が定めることとされている指定障

害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を

定めることにつき、新たに条例を制定しようとするもの。 

44 H30.12.26 明石市児童福祉施設の

設備及び運営に関する

基準を定める条例の一

部を改正する条例  

児童福祉法により児童相談所の設置に際して市が定める

こととされている新たな児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準を、現行の児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準に加えようとするもの。  

45 H30.12.26 

(※ ) 

明石市議会議員及び明

石市長の選挙における

選挙運動の公営に関す

る条例の一部を改正す

る条例  

公職選挙法の一部改正により、市議会議員の選挙におい

て、候補者の選挙運動用ビラの頒布が可能となるととも

に、条例で定めることによりビラの作成費用を公費負担

できるようになることに伴い、ビラの作成費用を公費負

担することを定めようとするもの。  
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46 R1.7.1 明石市地方卸売市場業

務条例の一部を改正す

る条例  

消費税法の改正により、消費税の軽減税率制度が実施さ

れることから、消費税相当額の規定の仕方を見直すほか、

消費税及び地方消費税の税率の改正に対応できるよう、

使用料を外税表示に改めようとするもの。  

47 R1.7.1 明石市火災予防条例の

一部を改正する条例  

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に

伴い特定屋外タンク貯蔵所の設置許可申請に係る手数料

の金額を引き上げるほか、所要の整備を図ろうとするも

の。  

48 R1.9.30 明石市印鑑条例の一部

を改正する条例  

旧氏 (過去に称していた氏であって、戸籍又は除籍に記載

又は記録されているもの )を使用した円滑な社会活動を

支援するため、旧氏を表した印鑑を登録できるようにし

ようとするもの。  

49 R2.3.26 明石市食品衛生法施行

条例の一部を改正する

条例  

食品衛生法の一部改正により、営業者が公衆衛生上講ず

べき措置の基準が法令で定められることとなったことか

ら、条例で定めていた当該基準に係る規定を削ろうとす

るもの。  

50 R2.3.26 明石市地方卸売市場業

務条例の一部を改正す

る条例  

卸売市場法の一部改正に伴い、開設者が定めるべき業務

規程に必要な事項を定めるとともに、生鮮食料品等の流

通の多様化に対応するため、取引参加者に係る規制を緩

和するほか、所要の整備を図ろうとするもの。  

51 R2.3.26 明石市営住宅条例の一

部を改正する条例  

連帯保証人の確保が困難な身寄りのない単身高齢者等の

増加が懸念されていることから、入居に際しての連帯保

証人を不要にしようとするもの。  

52 R2.3.26 東播都市計画事業大久

保駅前土地区画整理事

業施行規程及び東播都

市計画事業西明石土地

区 画 整 理 事 業 (鳥 羽 新

田 地 区 )施 行 規 程 の 一

部を改正する条例  

土地区画整理法施行令の一部改正に伴い、土地区画整理

事業に係る清算金 (換地処分によって生じた不均衡を清

算するための金銭 )を分割徴収する際に付すべき利子の

利率を改めようとするもの。  

53 R2.10.5 明石市印鑑条例の一部

を改正する条例  

成年被後見人の円滑な社会活動を支援するため、成年被

後見人の印鑑を登録できるようにしようとするもの。  

54 R3.3.29 明石市保健関係手数料

徴収条例の一部を改正

する条例  

食品衛生法の一部改正に伴い、飲食店等の営業許可申請

に対する審査に係る手数料を見直すこと及び農林水産物

及び食品の輸出の促進に関する法律の施行に伴い、新た

に創設された事務に係る手数料を新設することのほか、

規定の整備を図ろうとするもの。  

55 R3.3.29 明石市指定居宅サービ

ス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基

準等を定める条例等の

一部を改正する条例  

介護保険施設、障害者福祉施設等の人員、設備、運営等

に関する基準について定めた各種省令の一部改正に伴

い、関係条例について所要の整備を図ろうとするもの。  

※№ 39 は、判断基準⑧｢関係法令の改正に伴う規定整備などの軽易な内容のもの｣でもある。  

 № 45 は、判断基準③｢市の財政に及ぼす影響が小さいもの｣でもある。  
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〇 判断基準②（特定の地域の市民にしか影響を及ぼさないもの）  

№  公布年月日  件  名  要  旨  

56 H28.7.1 明石市財産区立会館条例の

一部を改正する条例  

大窪村財産区立中ノ番会館を地元自治会に譲渡し、

一層地域に密着した施設とするため、財産区立会館

としての当該会館を廃止しようとするもの。  

57 H30.10.1 明石市財産区立会館条例の

一部を改正する条例  

森田会館を地元自治会に譲渡し、一層地域に密着し

た施設とするため、財産区立会館としての当該会館

を廃止しようとするもの。  

58 R1.12.25 明石市土地改良事業分担金

等徴収条例制定  

土地改良事業に係る分担金等を徴収するため、新た

に条例を制定しようとするもの。  

 

 

〇 判断基準③（市の財政に及ぼす影響が小さいもの）  

№  公布年月日  件  名  要  旨  

59 H31.3.27 明石市立総合福祉センタ

ー条例の一部を改正する

条例  

新たに設置する明石市立総合福祉センター新館の使用

料その他施設の管理に関する事項を定めようとするも

の。  

60 R1.7.1 明石市災害弔慰金の支給

等に関する条例の一部を

改正する条例  

第 8 次地方分権一括法及び災害弔慰金の支給等に関す

る法律施行令の一部改正により、災害援護資金の貸付条

件である貸付利率及び保証人の要否を市町村が独自に

定めることができるようになったことから、当該貸付条

件を緩和するほか、所要の整備を図ろうとするもの。  

 

 

〇 判断基準④（金銭徴収に関するもの）  

№  公布年月日  件  名  要  旨  

61 H29.3.27 明石市墓園条例の一部を

改正する条例  

明石市石ケ谷墓園に合葬式墓地を新たに設置すること

に伴い、その使用者等を定めるほか、所要の整備を図ろ

うとするもの。  

62 H29.3.27 明石市農業共済条例の一

部を改正する条例  

農家の経営の安定及び共済事業への加入の促進を図る

ため、農作物共済及び園芸施設共済に係る事務費賦課金

を引き下げようとするもの。  

63 H29.12.26 あかし市民広場条例の一

部を改正する条例  

営利を目的とする利用 (以下｢営利利用｣という。)に係る

利用料金の適正化を図るとともに、非営利利用を促進す

るため、あかし市民広場の利用料金を見直そうとするも

の。  

64 H30.3.26 明石市環境関係手数料徴

収条例の一部を改正する

条例  

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、

市長の認定を受けた親子会社は、産業廃棄物処理業の許

可を受けずに相互に産業廃棄物を処理できるようにな

ることに伴い、当該認定に係る手数料を新設するほか、

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正

に伴い、手数料の金額を見直そうとするもの。  
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65 H30.3.26 あかし男女共同参画セン

ター条例及び明石市生涯

学習センター条例の一部

を改正する条例  

営利事業者が事業活動のためにセンターを利用する場

合の利用料金の適正化を図るため、あかし男女共同参画

センター及び明石市生涯学習センターの利用料金を見

直そうとするもの。  

66 H30.6.29 明石市環境関係手数料徴

収条例の一部を改正する

条例  

土壌汚染対策法の一部改正により、汚染土壌処理業の譲

渡等の承認に係る事務が創設されたことに伴い、当該事

務に係る手数料を新設しようとするもの。  

67 H30.10.1 明石市建設関係手数料徴

収条例の一部を改正する

条例  

建築基準法の一部改正により新たに創設された事務に

係る手数料を新設しようとするもの。  

68 H30.12.26 明石市保健所設置条例の

一部を改正する条例  

あかし保健所に附帯施設を設置することに伴い、その設

置及び管理に関する事項を定めようとするもの。  

69 H31.3.27 明石市建設関係手数料徴

収条例の一部を改正する

条例  

建築基準法の一部改正により新たに創設された事務に

係る手数料を新設するとともに、国における事務の見直

しにより申請手続が簡素化された事務に係る手数料を

廃止するほか、規定の整備を図ろうとするもの。  

70 H31.3.27 明石市文化財保護条例の

一部を改正する条例  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正

により、これまで教育委員会の所管とされていた文化財

の保護に関する事務を市長の所管とすることができる

ようになったことから、当該事務を市長に移管するに当

たり必要な整備を図ろうとするもの。  

71 R1.7.1 明石市葬祭事業条例の一

部を改正する条例  

消費税法等の改正により、消費税及び地方消費税の税率

が引き上げられることに伴い、葬祭式場使用料等を引き

上げようとするもの。  

72 R1.7.1 明石市墓園条例の一部を

改正する条例  

消費税法等の改正により、消費税及び地方消費税の税率

が引き上げられることに伴い、合葬式墓地の使用料を引

き上げようとするもの。  

73 R1.12.25 明石市立コミュニティ ･

センター条例の一部を改

正する条例  

旧あかねが丘学園の敷地を売却するに当たり、朝霧コミ

ュニティ･センターを移転して、朝霧北コミュニティ･

センターに統合することのほか、使用者の利便性の向上

を図るため、施設の部分使用及び 1 時間単位の使用がで

きるようにすることに伴い、料金表を改定しようとする

もの。  

74 R2.3.26 明石市建設関係手数料徴

収条例の一部を改正する

条例  

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一

部改正により新たに創設された事務に係る手数料を新

設しようとするもの。  

75 R2.3.26 明石市生涯学習センター

条例の一部を改正する条

例  

市民の利用希望の多い小規模の会議室を新たに設置す

ることに伴い、その利用料金を定めようとするもの。  

76 R2.12.25 明石市国民健康保険条例

の一部を改正する条例  

国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保険料の減額

措置に係る所得判定基準を見直そうとするもの。  

77 R3.3.29 明石市建設関係手数料徴

収条例の一部を改正する

条例  

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一

部改正により新たに創設された事務に係る手数料を新

設するほか、所要の整備を図ろうとするもの。  
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〇 判断基準⑤（予算で定まった金銭給付施策に関するもの）  

№  公布年月日  件  名  要  旨  

78 R3.3.29 明石市こども医療費

の助成に関する条例

の一部を改正する条

例  

高校生世代のこどもを持つ家庭の経済的負担の軽減を図る

ため、こども医療費助成の対象となるこどもの年齢の上限

を 18 歳に引き上げるほか、訪問看護ステーションが行う訪

問看護に要した費用をこども医療費助成の対象としようと

するもの。  

79 R3.3.29 明石市母子家庭等医

療費の助成に関する

条例の一部を改正す

る条例  

高校生世代のこどもについて母子家庭等医療費助成とこど

も医療費助成の併給を可能とするとともに、訪問看護ステ

ーションが行う訪問看護に要した費用を母子家庭等医療費

助成の対象とするほか、所要の整備を図ろうとするもの。  

80 R3.3.29 明石市重度障害者医

療費の助成に関する

条例の一部を改正す

る条例  

高校生世代のこどもについて重度障害者医療費助成とこど

も医療費助成の併給を可能とするとともに、訪問看護ステ

ーションが行う訪問看護に要した費用を重度障害者医療費

助成の対象とするほか、所要の整備を図ろうとするもの。  

81 R3.3.29 明石市高齢期移行者

医療費の助成に関す

る条例の一部を改正

する条例  

訪問看護ステーションが行う訪問看護に要した費用を高齢

期移行者医療費助成の対象とするとともに、所要の整備を

図ろうとするもの。  

 

 

〇 判断基準⑥（法令等に基づく事項で、市長等に裁量の余地がないもの）  

№  公布年月日  件  名  要  旨  

82 H28.7.1 明石市議会議員及び明石市

長の選挙における選挙運動

の公営に関する条例の一部

を改正する条例  

公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用自

動車の使用、選挙運動用ポスターの作成及び選挙運

動用ビラの作成に係る公費負担限度額を引き上げよ

うとするもの。  

83 H28.7.1 議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関

する条例等の一部を改正す

る条例  

地方公務員災害補償法施行令等の一部改正に伴い、

傷病補償年金又は休業補償の支給事由と同一の事由

により障害厚生年金等が支給される場合の調整率を

引き上げようとするもの。  

84 H29.12.26 明石市民生委員定数条例制

定  

中核市移行に伴い、民生委員法第 4 条第 1 項に規定

する条例で定める民生委員の定数を定めることにつ

き、新たに条例を制定しようとするもの。  

85 H29.12.26 

(※ ) 

明石市社会福祉審議会条例

制定  

中核市移行に当たり、社会福祉法等により中核市が

定めることとされている社会福祉審議会に関する事

項等を定めることにつき、新たに条例を制定しよう

とするもの。  

86 H29.12.26 

(※ ) 

明石市保護施設等の設備及

び運営に関する基準を定め

る条例制定  

中核市移行に当たり、生活保護法等において中核市

が定めることとされている保護施設等の設備及び運

営に関する基準等を定めることにつき、新たに条例

を制定しようとするもの。  

87 H29.12.26 

(※ ) 

明石市婦人保護施設の設備

及び運営に関する基準を定

める条例制定  
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88 H29.12.26 

(※ ) 

明石市保健所設置条例制定  中核市移行に当たり、地域保健法の規定に基づき本

市に保健所を設置することにつき、新たに条例を制

定しようとするもの。  

89 H29.12.26 

(※ ) 

明石市食品衛生法施行条例

制定  

中核市移行に当たり、食品衛生法等において保健所

設置市が定めることとされている食品衛生法等の施

行に関し必要な事項を定めることにつき、新たに条

例を制定しようとするもの。  

90 H29.12.26 

(※ ) 

明石市旅館業法施行条例制

定  

91 H29.12.26 

(※ ) 

明石市興行場法施行条例制

定  

92 H29.12.26 

(※ ) 

明石市公衆浴場法施行条例

制定  

93 H29.12.26 

(※ ) 

明石市理容師法施行条例制

定  

94 H29.12.26 

(※ ) 

明石市美容師法施行条例制

定  

95 H29.12.26 

(※ ) 

明石市クリーニング業法施

行条例制定  

96 H29.12.26 

(※ ) 

明石市化製場等に関する条

例制定  

97 H29.12.26 

(※ ) 

明石市診療所の専属薬剤師

の配置に関する基準を定め

る条例制定  

中核市移行に当たり、医療法等により保健所設置市

が定めることとされている診療所の専属薬剤師の配

置基準及び感染症の診査に関する協議会の運営手続

等を定めることにつき、新たに条例を制定しようと

するもの。  

98 H29.12.26 

(※ ) 

明石市感染症診査協議会条

例制定  

99 H29.12.26 

(※ ) 

明石市廃棄物処理施設等の

設置に係る紛争の予防と調

整に関する条例制定  

中核市移行により、廃棄物処理施設等の設置許可権

限が本市に移ることから、廃棄物処理施設等の設置

に係る紛争の予防と調整を図るため、廃棄物処理法

に規定する手続の開始前における関係住民への説明

実施義務等を定めることにつき、新たに条例を制定

しようとするもの。  

100 H29.12.26 

(※ ) 

明石市産業廃棄物の不適正

な処理の防止に関する条例

制定  

中核市移行により、産業廃棄物に係る規制権限が本

市に移ることから、産業廃棄物の不適正な処理を防

止するため、廃棄物処理法により規制されていない

自社産業廃棄物の保管行為の規制等を定めることに

つき、新たに条例を制定しようとするもの。  

101 H29.12.26 

(※ ) 

明石市浄化槽保守点検業者

の登録に関する条例制定  

中核市移行に当たり、浄化槽法の規定に基づき浄化

槽保守点検業者の登録制度を定めることにつき、新

たに条例を制定しようとするもの。  

102 H29.12.26 

(※ ) 

明石市外部監査契約に基づ

く監査に関する条例制定  

中核市において導入が義務づけられている包括外部

監査の実施に必要な事項を定めるとともに、個別外

部監査の導入を定めるため、新たに条例を制定しよ

うとするもの。  
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103 H30.3.26 明石市介護保険給付費準備

基金条例の一部を改正する

条例  

介護保険法の一部改正により、保険給付として実施

されていたサービスを地域支援事業の一つとして市

が実施するようになったことのほか、新たに保健福

祉事業を実施することに伴い、これらの事業の財源

に基金を充てることができるよう、基金を処分でき

る事由を拡大しようとするもの。  

104 H30.3.26 明石市国民健康保険条例の

一部を改正する条例  

国民健康保険法の一部改正による国民健康保険事業

の都道府県単位化に伴い、保険料の賦課総額の算出

方法を改正するとともに、保険料の資産割を廃止す

るほか、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、

低所得者に係る保険料の減額措置における軽減判定

所得の基準を緩和しようとするもの。  

105 H30.3.26 明石市農業共済条例の一部

を改正する条例  

園芸施設共済加入者の受益と負担の均衡を図り、園

芸施設共済への加入を促進するため、園芸施設共済

に危険段階別の共済掛金率を導入しようとするも

の。  

106 H30.12.26 明石市母子家庭等医療費の

助成に関する条例の一部を

改正する条例  

母子家庭等医療費助成の助成額の算定に必要な市民

税の課税の有無の判定を行うに当たり、未婚のひと

り親を地方税法上の寡婦又は寡夫と同様に取り扱う

ための特例を定めようとするもの。  

107 H30.12.26 明石市高齢期移行者医療費

の助成に関する条例の一部

を改正する条例  

高齢期移行者医療費助成の要件である市民税の課税

の有無を判定するに当たり、未婚のひとり親を地方

税法上の寡婦又は寡夫と同様に取り扱うための特例

を定めようとするもの。  

108 H30.12.26 明石市重度障害者医療費の

助成に関する条例の一部を

改正する条例  

重度障害者医療費助成を受けるための所得要件を満

たしているかどうかの判定及び助成額の算定要素で

ある市民税の課税の有無の判定を行うに当たり、未

婚のひとり親を地方税法上の寡婦又は寡夫と同様に

取り扱うための特例を定めようとするもの。  

109 R1.9.30 明石市消防団条例の一部を

改正する条例  

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等

を図るための関係法律の整備に関する法律の趣旨を

踏まえ、消防団員の欠格条項から成年被後見人及び

被保佐人を削除しようとするもの。  

110 R2.6.30 明石市後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する

条例  

兵庫県後期高齢者医療広域連合において、新型コロ

ナウイルス感染症に感染し、労務に服することがで

きなくなった被保険者等に対する傷病手当金の支給

が開始されたことに伴い、本市において当該傷病手

当金の申請の受付に係る事務を行おうとするもの。  

111 R2.11.30 明石市職員の給与に関する

条例及び明石市会計年度任

用職員の給与等に関する条

例の一部を改正する条例  

人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定の取扱い

に準じて、本市一般職の職員の期末手当の支給率を

改定しようとするもの。  
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112 R2.11.30 明石市特別職の職員の給与

に関する条例及び明石市公

営企業管理者の設置及び給

与等に関する条例の一部を

改正する条例  

人事院勧告を踏まえた本市一般職の職員の給与改定

の取扱いに準じて、本市の特別職の職員及び公営企

業管理者の期末手当の支給率を改定しようとするも

の。  

113 R3.3.29 明石市職員の給与に関する

条例等の一部を改正する条

例  

国家公務員の取扱いに準じ、管理職の職員が災害へ

の対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等

に勤務した場合に支給する管理職員特別勤務手当を

新設するとともに、平成 27 年 1 月に抑制された昇給

号数を若年層の一般職の職員を中心に復元するほ

か、所要の整備を図ろうとするもの。  

※№ 85～№ 102 は、判断基準⑩｢方針等の策定段階で市民参画手続を実施しており、その推進等を行う

ために実施するもの｣でもある。  

 

 

〇 判断基準⑦（市長等の機関内部の事務処理に関するもの）  

№  公布年月日  件  名  要  旨  

114 H28.12.26 外国の地方公共団体の機

関等に派遣される明石市

職員の処遇等に関する条

例  

外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地

方公務員の処遇等に関する法律に基づき、外国の地方公

共団体の機関等に派遣される職員の処遇等を定めるた

め、新たに条例を制定しようとするもの。  

115 H28.12.26 明石市職員の給与に関す

る条例等の一部を改正す

る条例  

人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定の取扱いに

準じて、本市一般職の職員の給料月額、扶養手当の額及

び勤勉手当の支給率等を改定するとともに、国公準拠を

基本とした給与水準の適正化を図るため、定期昇給を停

止又は半減する措置を講じようとするもの。  

116 H28.12.26 明石市特別職の職員の給

与に関する条例及び明石

市公営企業管理者の設置

及び給与等に関する条例

の一部を改正する条例  

人事院勧告を踏まえた本市一般職の職員の給与改定の

取扱いに準じて、本市の特別職の職員及び公営企業管理

者の期末手当の支給率を引き上げようとするもの。  

117 H29.3.27 明石市公告式条例の一部

を改正する条例  

事務の効率化の観点から、条例、規則等の公布方法の見

直しを図ろうとするもの。  

118 H29.3.27 明石市個人番号の利用に

関する条例の一部を改正

する条例  

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おいて年金関係情報が特定個人

情報 (個人番号をその内容に含む個人情報 )に追加され

たことに伴い、庁内において年金関係情報を部署をまた

いで利用 (連携利用 )できるようにするに当たり、連携利

用できる特定個人情報について定めた規定を見直すほ

か、所要の整備を図ろうとするもの。  

119 H29.3.27 明石市一般職の任期付職

員の採用並びに勤務時間

及び給与等に関する条例

の一部を改正する条例  

人事院勧告を踏まえた本市一般職の給与改定に準じ、任

期付短時間勤務職員の給料月額を引き上げようとする

もの。  
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120 H29.3.27 明石市職員の給与に関す

る条例等の一部を改正す

る条例  

こども園に勤務する保育教諭に係る処遇の一元化を図

るため、保育教諭のうち幼稚園教諭であった者につい

て、行政職給料表を適用するとともに、幼稚園教育職給

料表からの切替えに伴う経過措置を定めるほか、所要の

整備を図ろうとするもの。  

121 H29.6.30 明石市職員共済組合条例

等を廃止する条例  

地方公務員等共済組合法の施行日 (昭和 37 年 12 月 1 日 )

前に退職した職員に対する退職年金等に関して定めた

条例等が所期の目的を達成したため、当該条例等を廃止

しようとするもの。  

122 H29.12.26 明石市法令遵守の推進等

に関する条例の一部を改

正する条例  

コンプライアンス制度の拡充を図るため、内部公益通報

の窓口を追加するとともに、匿名による内部公益通報の

要件を緩和するほか、所要の整備を図ろうとするもの。 

123 H29.12.26 明石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  

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴

い、同法の規定に基づき非常勤職員が育児休業を延長で

きる場合を定めるほか、所要の整備を図ろうとするも

の。  

124 H29.12.26 明石市海浜の利用並びに

海浜利便施設の設置及び

管理に関する条例の一部

を改正する条例  

海浜利便施設の一部である大蔵海岸バーベキュー設備

を売却するため、公の施設としての同設備を廃止しよう

とするもの。  

125 H29.12.26 明石市営住宅条例の一部

を改正する条例  

市営住宅の有効活用を図るため、特定公共賃貸住宅を廃

止し準公営住宅として賃貸すること、社会福祉事業のた

めに市営住宅を使用できるようにすること等を定める

ほか、所要の整備を図ろうとするもの。  

126 H29.12.26 明石市職員の給与に関す

る条例及び明石市立学校

職員の給与等に関する条

例の一部を改正する条例  

人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定の取扱いに

準じて、本市一般職の職員の給料月額及び勤勉手当の支

給率を引き上げようとするもの。  

127 H29.12.26 明石市特別職の職員の給

与に関する条例及び明石

市公営企業管理者の設置

及び給与等に関する条例

の一部を改正する条例  

人事院勧告を踏まえた本市一般職の職員の給与改定の

取扱いに準じて、本市の特別職の職員及び公営企業管理

者の期末手当の支給率を引き上げようとするもの。  

128 H30.3.26 明石市大蔵海岸民活施設

用地管理基金条例制定  

大蔵海岸民活施設用地の借地及び活用の促進に関する

事業に要する経費に充てるため、明石市大蔵海岸民活施

設用地管理基金を設置することにつき、新たに条例を制

定しようとするもの。  

129 H30.3.26 明石市子ども ･子育て会

議条例を廃止する条例  

明石市子ども･子育て会議の役割を明石市社会福祉審議

会の児童福祉専門分科会に引き継ぐことに伴い、同会議

を廃止するため、条例を廃止しようとするもの。  

130 H30.3.26 明石市大蔵海岸整備事業

の設置等に関する条例を

廃止する条例  

民活施設用地の売却によって大蔵海岸の造成に要した

費用の償還が完了したことから、大蔵海岸整備事業を廃

止するため、条例を廃止しようとするもの。  
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131 H30.3.26 明石市事務分掌条例等の

一部を改正する条例  

中核市への移行に際し、新たな事務を実施するために必

要な整備を行うほか、組織の名称を変更するなど所要の

見直しを行おうとするもの。  

132 H30.3.26 明石市職員の給与に関す

る条例等の一部を改正す

る条例  

幼稚園教諭及び保育士の給与に係る処遇の一元化を図

るため、幼稚園教諭の給料の水準を保育士の給料の水準

に合わせるとともに、人事院勧告を踏まえた本市一般職

の職員の給与改定に準じ、任期付職員の給料月額を引き

上げるほか、所要の整備を図ろうとするもの。  

133 H30.3.26 明石市職員退職手当条例

及び明石市職員の給与に

関する条例等の一部を改

正する条例の一部を改正

する条例  

本市一般職の職員の退職手当について、国家公務員の取

扱いに準じて支給水準を引き下げるほか、所要の整備を

図ろうとするもの。  

134 H30.3.26 明石市立学校職員の特殊

勤務手当に関する条例の

一部を改正する条例  

明石市立学校職員の特殊勤務手当について、兵庫県の取

扱いに準じて支給額を改定するほか、所要の整備を図ろ

うとするもの。  

135 H30.6.29 明石市職員の勤務時間そ

の他の勤務条件に関する

条例の一部を改正する条

例  

職員がボランティア里親としての活動を行う際に、ボラ

ンティア休暇を取得できるようにしようとするもの。  

136 H30.12.26 明石市職員の給与に関す

る条例及び明石市立学校

職員の給与等に関する条

例の一部を改正する条例  

人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定の取扱いに

準じて、本市一般職の職員の給料月額の引上げ及び期

末･勤勉手当の改定を行おうとするもの。  

137 H30.12.26 明石市特別職の職員の給

与に関する条例及び明石

市公営企業管理者の設置

及び給与等に関する条例

の一部を改正する条例  

人事院勧告を踏まえた本市一般職の職員の給与改定の

取扱いに準じて、本市の特別職の職員及び公営企業管理

者の期末手当の支給率を引き上げようとするもの。  

138 H31.3.27 明石市事務分掌条例の一

部を改正する条例  

児童相談所の設置に際し、こども局を新設して、福祉局

が所管している事務の一部をこども局に移管するほか、

文化財の保護に関する事務を市長の所管事務に追加し

ようとするもの。  

139 H31.3.27 附属機関の設置に関する

条例等の一部を改正する

条例  

附属機関として設置している審議会等のうち、既に所期

の目的を達成しているもの、審議すべき事項がないため

に近年開催されていないもの及び他の適切な方法によ

り意見を聞くことが可能なものを廃止しようとするも

の。  

140 H31.3.27 明石市職員の給与に関す

る条例等の一部を改正す

る条例  

人事院勧告を踏まえた本市一般職の職員の給与改定に

準じ、任期付職員の給料月額を引き上げるとともに、他

都市との均衡を踏まえ、再任用職員であってその職務の

級が 2 級であるものの給料月額を引き上げるほか、所要

の整備を図ろうとするもの。  
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141 H31.3.27 明石市職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部を

改正する条例  

給与の適正化のため、特殊勤務手当について、国及び近

隣他都市の動向を踏まえ、廃止を含めた更なる見直しを

行おうとするもの。  

142 R1.7.1 附属機関の設置に関する

条例の一部を改正する条

例  

市長の附属機関として、新たに明石市ハラスメント防止

委員会を設置しようとするもの。  

143 R1.9.30 明石市職員の平等な任用

機会を確保し障害者の自

立と社会参加を促進する

条例を廃止する条例  

地方公務員法の一部改正により、職員の欠格条項から成

年被後見人及び被保佐人が削除されることから、職員の

任用基準に関し必要な事項を定めた本条例が所期の目

的を達成したため、条例を廃止しようとするもの。  

144 R1.9.30 明石市会計年度任用職員

の給与等に関する条例制

定  

地方公務員法の一部改正により新たに任用する会計年

度任用職員 (一会計年度を超えない範囲内で置かれる非

常勤の職員 )の給与等を定めることにつき、新たに条例

を制定しようとするもの。  

145 R1.9.30 明石市職員の給与に関す

る条例等の一部を改正す

る条例  

会計年度任用職員の任用に当たり必要な整備を行うと

ともに、地方公務員法の一部改正等に伴う所要の整備を

図ろうとするもの。  

146 R1.9.30 明石市災害弔慰金の支給

等に関する条例の一部を

改正する条例  

市長の附属機関として、新たに支給審査委員会を設置し

ようとするもの。  

147 R1.12.25 明石市本のまち基金条例

制定  

本のまち明石の推進に関する事業に要する経費に充て

るため、明石市本のまち基金を設置することにつき、新

たに条例を制定しようとするもの。  

148 R1.12.25 附属機関の設置に関する

条例の一部を改正する条

例  

ＳＤＧｓの推進及び総合計画に関する重要な事項を調

査審議する審議会をあかしＳＤＧｓ推進審議会としよ

うとするもの。  

149 R1.12.25 明石市地域総合支援セン

ター条例の一部を改正す

る条例  

あさぎり･おおくら総合支援センターの新築に伴い、そ

の位置を変更しようとするもの。  

150 R1.12.25 明石市職員の給与に関す

る条例及び明石市立学校

職員の給与等に関する条

例の一部を改正する条例  

人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定の取扱いに

準じて、本市一般職の職員の給料月額、勤勉手当の支給

率及び住居手当の上限額を引き上げようとするもの。  

151 R1.12.25 明石市特別職の職員の給

与に関する条例及び明石

市公営企業管理者の設置

及び給与等に関する条例

の一部を改正する条例  

人事院勧告を踏まえた本市一般職の職員の給与改定の

取扱いに準じて、本市の特別職の職員及び公営企業管理

者の期末手当の支給率を引き上げようとするもの。  

152 R2.3.26 動物愛護管理担当職員の

設置に関する条例制定  

動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正により中

核市が置くこととされた動物愛護管理担当職員を置く

ため、新たに条例を制定しようとするもの。  

153 R2.3.26 明石市事務分掌条例の一

部を改正する条例  

シティセールスとの連携強化を図るため、市民生活局が

所管している天文科学館に関する事務を政策局に移管

しようとするもの。  
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154 R2.3.26 明石市社会福祉審議会条

例の一部を改正する条例  

社会福祉審議会の調査審議事項に特定教育･保育施設の

利用定員の設定、幼保連携型認定こども園以外の認定こ

ども園の認定等に関する事項を加えようとするもの。  

155 R2.3.26 明石市職員定数条例の一

部を改正する条例  

中核市としての市民サービスの維持及び向上に向けた

職員体制を整備するとともに、再任用フルタイム勤務職

員についても定数管理を行うため、職員定数を改めよう

とするもの。  

156 R2.3.26 明石市職員の勤務時間そ

の他の勤務条件に関する

条例の一部を改正する条

例  

放課後児童健全育成事業 (放課後児童クラブ )を利用す

る子を養育する職員を対象とした育児部分休暇を新設

するとともに、介護休暇を取得できる期間を延長しよう

とするもの。  

157 R2.3.26 明石市職員の給与に関す

る条例等の一部を改正す

る条例  

国家公務員の取り扱いに準じ、国の機関に派遣される職

員等に支給する単身赴任手当を新設するとともに、人事

院勧告を踏まえた本市一般職の職員の給与改定に準じ、

任期付職員及び会計年度任用職員の給料月額を引き上

げるほか、所要の整備を図ろうとするもの。  

158 R2.3.26 明石市立図書館条例の一

部を改正する条例  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正

により、これまで教育委員会の所管とされていた図書館

の設置、管理及び廃止に関する事務を市長の所管とする

ことができるようになったことから、当該事務を市長に

移管するに当たり必要な整備を図ろうとするもの。  

159 R2.3.26 あかし市民広場条例の一

部を改正する条例  

市長があかし市民広場の管理を行うことができるよう

にするため、必要な整備を行おうとするもの。  

160 R2.4.21 明石市事務分掌条例の一

部を改正する条例  

新型コロナウイルスの感染拡大の防止に係る組織体制

を強化するため、感染対策局を新設して、福祉局が所管

している保健所に係る事務等を移管するとともに、その

一元化を図ろうとするもの。  

161 R2.5.8 新型コロナウイルス感染

症あかし支え合い基金条

例制定  

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止等に要す

る経費に充てるため、新型コロナウイルス感染症あかし

支え合い基金を設置することにつき、新たに条例を制定

しようとするもの。  

162 R2.5.8 明石市職員の特殊勤務手

当に関する条例の一部を

改正する条例  

新型コロナウイルス感染症の病原体に汚染された場所

の消毒業務、新型コロナウイルス感染症の患者の救急搬

送業務等に従事した職員に対して、感染症防疫業務等手

当を支給できるようにするもの。  

163 R2.10.5 明石市手数料徴収条例の

一部を改正する条例  

児童福祉法の規定によるホームヘルパーの派遣及び母

子保健法の規定による産後ケア事業の利用者が負担す

る費用について、コンビニエンスストアでの収納を可能

とするため、これらの費用を手数料として新設しようと

するもの。  

164 R3.3.29 明石市企業版ふるさと納

税地方創生基金条例制定  

まち･ひと･しごと創生寄附活用事業に要する経費に充

てるため、明石市企業版ふるさと納税地方創生基金を設

置することにつき、新たに条例を制定しようとするも

の。  
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165 R3.3.29 明石にじいろ基金条例制

定  

ＳＯＧＩＥ (性的指向、性自認及び性表現の総称をい

う。)にかかわらず、｢ありのままがあたりまえのまち明

石｣の実現に向けた事業に要する経費に充てるため、明

石にじいろ基金を設置することにつき、新たに条例を制

定しようとするもの。  

166 R3.3.29 明石市職員の服務の宣誓

に関する条例の一部を改

正する条例  

職員の服務の宣誓に係る手続の簡素化を図るため、宣誓

書から押印欄を削除しようとするもの。  

167 R3.3.29 明石市立ゆりかご園条例

の一部を改正する条例  

地方自治法の規定に基づく指定管理者制度の導入に当

たり、指定管理者が行う業務の範囲等を定めるほか、規

定の整備を図ろうとするもの。  

 

 

〇 判断基準⑧（関係法令の改正に伴う規定整備などの軽易な内容のもの）  

№  公布年月日  件  名  要  旨  

168 H29.3.27 明石市職員の勤務時間その他の

勤務条件に関する条例及び明石

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  

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児

休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働

者の福祉に関する法律の一部改正に伴い、介護

休暇、育児休業等の取得要件を緩和するととも

に、介護時間の制度を新設するほか、所要の整

備を図ろうとするもの。  

169 H29.3.27 明石市立認定こども園条例及び

明石市立保育所条例の一部を改

正する条例  

児童福祉法の一部改正に伴い、規定の整備を図

ろうとするもの。  

170 H29.6.30 明石市消防団員等公務災害補償

条例の全部を改正する条例  

非常勤消防団員等に支給する損害補償の種類、

金額等の規定について、非常勤消防団員等に係

る損害補償の基準を定める政令 (以下｢政令｣と

いう。)改正への迅速な対応及び適正な補償の執

行を図るため、政令の規定の例によるものとし

ようとするもの。  

171 H29.6.30 明石市個人情報保護条例の一部

を改正する条例  

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の一部改正に伴い、

所要の整備を図ろうとするもの。  

172 H29.6.30 明石市老人医療費の助成に関す

る条例の一部を改正する条例  

兵庫県の行財政構造改革推進方策による老人医

療費助成事業の見直しに準じ、本市が実施する

老人医療費の助成につき対象者の見直しを行う

ほか、所要の整備を図ろうとするもの。  

173 H29.12.26 明石文化芸術創生条例の一部を

改正する条例  

文化芸術振興基本法の一部改正に伴い、規定の

整備を図ろうとするもの。  

174 H29.12.26 明石市地区計画等の区域内にお

ける建築物の制限に関する条例

及び明石市特別用途地区内にお

ける建築物の制限に関する条例

の一部を改正する条例  

建築基準法及び風俗営業等の規制及び業務の適

正化等に関する法律の一部改正に伴い、規定の

整備を図ろうとするもの。  
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175 H30.3.26 明石市指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例等の一部

を改正する条例  

介護保険法の一部改正により共生型サービスが

新設されたことのほか、介護サービス事業の運

営等に関する基準を定める省令が一部改正され

たことに伴い、所要の整備を図ろうとするもの。 

176 H30.3.26 明石市後期高齢者医療に関する

条例の一部を改正する条例  

高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に

より、国民健康保険において住所地特例 (被保険

者が病院等に入院して住所を移した場合には、

従前の住所地の市町村の国民健康保険の被保険

者のままとする制度 )の適用を受けていた者が

75 歳に到達したこと等により後期高齢者医療制

度に加入することとなった場合には、従前の住

所地の市町村が加入する後期高齢者医療広域連

合の被保険者とすることになったことに伴い、

市が保険料を徴収する対象者を広げるほか、所

要の整備を図ろうとするもの。  

177 H30.3.26 明石市都市公園条例の一部を改

正する条例  

都市公園法施行令の一部改正に伴い、都市公園

において運動施設が占める敷地面積の割合の上

限を定めようとするもの。  

178 H30.3.26 明石市火災予防条例の一部を改

正する条例  

地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一

部改正に伴い、特定屋外タンク貯蔵所の設置許

可申請等に係る手数料の金額を引き上げるほ

か、所要の整備を図ろうとするもの。  

179 H30.12.26 明石市農業共済条例の全部を改

正する条例  

農業災害補償法の一部改正により農業共済制度

の大幅な改正が行われたことに対応するため、

条例の全部を改正しようとするもの。  

180 H30.12.26 明石市介護保険条例の一部を改

正する条例  

介護保険法施行令の一部改正に伴い、規定の整

備を図ろうとするもの。  

181 R2.3.26 明石市保健関係手数料徴収条例

の一部を改正する条例  

引用法令の一部改正に伴い、規定の整備を図ろ

うとするもの。  

182 R2.3.26 明石市重度障害者医療費の助成

に関する条例の一部を改正する

条例  

183 R2.3.26 明石市下水道事業の設置等に関

する条例及び明石市水道事業の

設置等に関する条例の一部を改

正する条例  

184 R2.3.26 明石市特定教 育 ･保育 施 設及び

特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例等の一部

を改正する条例  

子ども･子育て支援法及び特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一

部改正に伴い、規定の整備を図ろうとするもの。 

185 R2.3.26 明石市高齢期移行者医療費の助

成に関する条例の一部を改正す

る条例  

所得税法の一部改正に伴い、所要の整備を図ろ

うとするもの。  
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186 R2.12.25 明石市消防団条例の一部を改正

する条例  

高齢化等に伴い消防団員の減少が見込まれるこ

とから、消防団員を安定的に確保し、地域防災

体制の強化を図るため、消防団員の定年を引き

上げようとするもの。  

187 R2.12.25 明石市火災予防条例の一部を改

正する条例  

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対

象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関

する基準を定める省令の一部改正に伴い、電気

自動車等に係る急速充電設備の出力の上限を引

き上げるとともに、当該設備の位置、構造及び

管理に関する基準を見直そうとするもの。  

 

 

〇 判断基準⑩（方針等の策定段階で市民参画手続を実施しており、その推進等を行うため

に実施するもの）  

№  公布年月日  件  名  要  旨  

188 H30.12.26 明石市児童相談所設置条

例制定  

児童福祉法の規定に基づき本市に児童相談所を設置す

ることにつき、新たに条例を制定しようとするもの。  

189 H31.3.27 明石市葬祭事業条例の一

部を改正する条例  

地方自治法の規定に基づく指定管理者制度の導入に当

たり、指定管理者が行う業務の範囲等を定めるほか、

所要の整備を図ろうとするもの。  

190 R3.3.29 明石市印鑑条例の一部を

改正する条例  

ＳＯＧＩＥにかかわらず、｢ありのままがあたりまえの

まち明石｣の実現に向けた本市の取組の一環として、印

鑑登録原票への登録事項及び印鑑登録の証明事項から

男女の別を削除しようとするもの。  

 

【計  画】 

〇 判断基準①（特定の事業者等対象者が限定されるもの）  

№  策定年月日  件  名  要  旨  

1 H30.6.28 生産性向上特別措

置法に基づく導入

促進基本計画策定  

生産性向上特別措置法に基づき、中小企業の先端設備等導入

を促進するために、必要な事項を計画に定めるもの。  

 

〇 判断基準⑦（市長等の機関内部の事務処理に関するもの）  

№  策定年月日  件  名  要  旨  

2 H31.3.29 明 石 市 地 球 温

暖 化 対 策 実 行

計画（事務事業

編）策定  

市の事務事業により排出される温室効果ガスについて、一層の削

減を図ることを目的に、職員の意識改革をはじめとする庁内推進

体制の構築及び建築設備等への省エネ機器の導入促進など、ソフ

ト・ハードの両面の対策についてとりまとめた計画（庁内計画）。 

3 H31.3.29 明 石 市 災 害 廃

棄 物 処 理 計 画

策定  

今後起こりうる自然災害で発生する災害廃棄物の処理に関して、

本市が実施するべき対応について取りまとめた計画（庁内計画）。 

 


