
＜条例＞

番号 公布年月日 件 名 要 旨
区
分

実施しなかった理由 担当課

1 H24.7.4
附属機関の設置に関する条例の一部を改
正する条例

重要市有財産等処理審議会が所期の目的を達成したため、当該
審議会を廃止しようとするもの。

Ｃ 判断基準⑦に該当するもの。 管財課

2 H24.7.4
明石市乳幼児等医療費の助成に関する条
例の一部を改正する条例

小学校低学年児童の外来に係る医療費助成の所得制限基準とし
て引用している児童手当法施行令の規定が改正されたことか
ら、従前と同じ基準で助成を実施できるよう、所要の整備を図
ろうとするもの。

Ａ 条例第６条第３項第５号に該当するもの。 児童福祉課

3 H24.7.4
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

大久保町西脇地区及び大久保町上野地区について、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るほか、規定の整備を
図ろうとするもの。

Ｃ
判断基準⑩に該当するもの。
（地区計画を定める際に手続を実施してい
る。）

建築安全課

4 H24.9.28
明石市特別職の職員の給与に関する条例
の一部を改正する条例

市長の給料月額との均衡を図るため、平成２４年１０月１日か
ら平成２７年４月３０日までの間における副市長の給料月額を
減額するほか、規定の整備を図ろうとするもの。

Ｃ

判断基準⑦に該当するもの。
【考え方】
市長・副市長など常勤の特別職の給与につい
ては、その性質から特別職報酬等審議会にお
いて、一般職における改定状況、他の地方公
共団体との比較、民間事業者の給与等、社会
情勢などを幅広く検討し、その答申を踏まえ
て決定しており、市長等の機関内部の事務に
該当する。
また、この度の副市長の給料月額の減額は、
市長が公約により自らの給料を減額したこと
に付随するもので、上記の方法で決定された
金額から政治的な判断に基づき特別に減額す
るものであり、手続の実施の必要性は低いと
判断した。

人事課

※「区分」のＡ，Ｃは、資料１(１)の図のＡ，Ｃを指します。
※「実施しなかった理由」の判断基準①～⑩は、資料１(１)の表の①～⑩を指します。
※参考：市民参画条例第６条第３項各号

(１) 市税の賦課徴収に関するもの（地方税法（昭和25年法律第226号）第５条第３項又は第７項の規定により税目を起こすことその他市長が特に必要と認める事項を除く。）
その他金銭の徴収に関するもの

(２) 予算の定めるところによる補助金その他の金銭の給付に関するもの
(３) 法令（法律、法律に基づく命令（告示を含む。）並びに条例及び規則をいう。以下同じ。）に基づく事項で、市長等において裁量の余地がないもの
(４) 市長等の機関内部の事務処理に関するもの
(５) 関係法令の改正に伴う規定の整備その他軽易な事項であるもの
(６) 特に緊急の必要のため作成すべきものであって、市民参画手続を行う暇がないもの

平成２４年度 制定・改廃に当たり市民参画手続を実施しなかった政策等

資料２

（平成25年10月21日資料）
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＜条例＞

番号 公布年月日 件 名 要 旨
区
分

実施しなかった理由 担当課

5 H24.9.28 明石市市税条例の一部を改正する条例

地方税法等の一部改正に伴い、地方公共団体が単独で実施する
緊急防災・減災事業の財源を確保するために個人市民税の均等
割の税率を臨時的に引き上げるとともに、法律の定める範囲内
で地方公共団体が税の特例措置の内容を条例で定めることがで
きるとした地域決定型地方税制特例措置により課税標準の特例
率を定めるほか、所要の整備を図ろうとするもの。

Ａ 条例第６条第３項第１号に該当するもの。 税制課

6 H24.9.28
明石市立知的障害者通所施設設置条例の
一部を改正する条例

明石市における知的障害者通所施設の利用希望者が今後とも増
加することが見込まれることから、知的障害者通所施設の定員
を増やそうとするもの。

Ｃ 判断基準①に該当するもの。 障害福祉課

7 H24.9.28
明石市農業共済条例の一部を改正する条
例

家畜共済の事務取扱要領が改正され、家畜価額の評価を損害評
価会で作成した基準に基づいて行うことになったことに伴い、
損害評価会の組織及び権能を整備するほか、所要の整備を図ろ
うとするもの。

Ｃ 判断基準⑥に該当するもの。 農水産課

8 H24.9.28
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、近年の電気自動車の普及に伴い設置が進められてい
る電気自動車用の急速充電設備について、火災予防上必要な基
準を定めようとするもの。

Ａ 条例第６条第３項第５号に該当するもの。 予防課

9 H24.12.27
明石市道路構造の技術的基準等を定める
条例

道路法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する
法律の一部改正により、これまで全国一律に定められていた道
路の構造の技術的基準等を地方公共団体が自ら定めることとさ
れたことに伴い、これらの基準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。

Ｃ
判断基準⑧に該当するもの。
（これまでの基準と同様の内容を定めるも
の。）

道路整備課

10 H24.12.27
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

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件
の整備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。

Ａ 条例第６条第３項第５号に該当するもの。 総務課

11 H24.12.27 明石市営住宅条例の一部を改正する条例

公営住宅法の一部改正により、これまで全国一律に定められて
いた公営住宅等の整備基準及び入居者の収入基準を地方公共団
体が自ら定めることとされたことに伴い、これらの基準を定め
るほか、所要の整備を図ろうとするもの。

Ｃ
判断基準⑧に該当するもの。
（これまでの基準と同様の内容を定めるも
の。）

住宅課

12 H24.12.27 明石市下水道条例の一部を改正する条例

下水道法の一部改正により、これまで全国一律に定められてい
た公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理
に関する基準を地方公共団体が自ら定めることとされたことに
伴い、これらの基準を定めるほか、所要の整備を図ろうとする
もの。

Ｃ
判断基準⑧に該当するもの。
（これまでの基準と同様の内容を定めるも
の。）

下水道総務課

13 H24.12.27 明石市水道条例の一部を改正する条例

水道法の一部改正により、これまで全国一律に定められていた
布設工事監督者の資格及び配置基準並びに水道技術管理者の資
格を地方公共団体が自ら定めることとされたことに伴い、これ
らの基準を定めるほか、所要の整備を図ろうとするもの。

Ｃ
判断基準⑧に該当するもの。
（これまでの基準と同様の内容を定めるも
の。）

水道総務課

14 H25.3.29 明石市一般廃棄物処理施設整備基金条例
一般廃棄物処理施設の整備を行う費用の一部とするため、明石
市一般廃棄物処理施設整備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。

Ｃ 判断基準⑦に該当するもの。 環境総務課

15 H25.3.29
明石市新型インフルエンザ等対策本部条
例

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、明石市新型イ
ンフルエンザ等対策本部の組織及び運営について定めるため、
新たに条例を制定しようとするもの。

Ｃ 判断基準⑦に該当するもの。 総合安全対策局
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＜条例＞

番号 公布年月日 件 名 要 旨
区
分

実施しなかった理由 担当課

16 H25.3.29
阪神・淡路大震災に伴う許可等の有効期
間の延長等に関する緊急措置条例を廃止
する条例

阪神・淡路大震災の被災者等を支援するための緊急措置を定め
た条例が所期の目的を達成したため、当該条例を廃止しようと
するもの。

Ｃ 判断基準⑧に該当するもの。 総務課

17 H25.3.29
昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除に
関する条例を廃止する条例

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除に関して定めた条例が所
期の目的を達成したため、当該条例を廃止しようとするもの。

Ｃ 判断基準⑧に該当するもの。 人事課

18 H25.3.29
昭和２３年６月３０日以前に給付事由が
発生した退職年金等の年額の改定に関す
る条例等を廃止する条例

昭和２３年６月３０日以前に給付事由が発生した退職年金等の
年額の改定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。

Ｃ 判断基準⑧に該当するもの。 職員厚生課

19 H25.3.29
明石市違法駐車等の防止に関する条例を
廃止する条例

違法駐車等の防止について定めた条例が所期の目的を達成した
ため、当該条例を廃止しようとするもの。

Ｃ 判断基準⑧に該当するもの。 交通安全課

20 H25.3.29
明石市情報公開条例等の一部を改正する
条例

国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野
の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の施行に
伴い、関係条例の規定の整備を図ろうとするもの。

Ａ 条例第６条第３項第５号に該当するもの。 広報課

21 H25.3.29
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

職員の子育て支援の充実等を目的とし、育児時間制度につい
て、兵庫県職員の取扱いに準じた改善を図るとともに、国家公
務員の取扱いに準じ、ドナー休暇制度の取得事由を拡大しよう
とするもの。

Ｃ

判断基準⑦に該当するもの。
【考え方】
職員の勤務条件（給与、勤務時間、休日、休
暇等）については、地方公務員法の規定によ
り、生計費、国及び他の地方公共団体の職員
の給与、民間事業者の従業者の給与等を考慮
するとともに、労働基準法に基づき定めるこ
ととなっている。また、地方公務員法によ
り、職員の勤務条件については、職員団体と
の交渉事項となっており、円滑な労使関係を
維持するという観点から、交渉結果について
は当局と職員団体の双方において誠意と責任
を持って履行することとなっている。
そこで、本市においても、国家公務員の勤務
条件に準拠することを基本として、労使の交
渉を経て決定している。
その性質及び決定のプロセスから市長等の機
関内部の事務に該当し、手続の実施の必要性
は低いと判断した。

人事課

22 H25.3.29
証人等の費用弁償に関する条例の一部を
改正する条例

地方自治法の一部改正に伴い、規定の整備を図ろうとするも
の。

Ｃ 判断基準⑧に該当するもの。 人事課

23 H25.3.29

明石市職員の給与に関する条例及び明石
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

勤務１時間当たりの給与額を算出するに当たり、労働基準法に
基づく算出方法に改めるほか、技能労務職場へ任期付短時間勤
務職員制度を導入するに当たり、適用する給料表について所要
の整備を図ろうとするもの。

Ｃ
判断基準⑦に該当するもの。
【考え方】
№21と同じ。

人事課

24 H25.3.29
明石市建設関係手数料徴収条例の一部を
改正する条例

都市の低炭素化の促進に関する法律の施行により、民間等の低
炭素建築物の新築等計画につき市が認定することになったこと
に伴い、当該認定に係る手数料を新設するほか、高齢者、障害
者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定に基づく建築
物の確認申請の手数料を新設しようとするもの。

Ｃ 判断基準④に該当するもの。 建築安全課
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＜条例＞

番号 公布年月日 件 名 要 旨
区
分

実施しなかった理由 担当課

25 H25.3.29
明石市財産区立会館条例の一部を改正す
る条例

船上南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。

Ｃ 判断基準②③に該当するもの。 管財課

26 H25.3.29
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

兵庫県の行財政構造改革に伴う給料の減額措置の緩和に準じ、
市立高等学校教員の給料の減額措置を緩和しようとするもの。

Ｃ 判断基準⑦に該当するもの。 教育総務課

27 H25.3.29 明石市立学校条例の一部を改正する条例
住居表示整備事業の実施による町の設定に伴い、規定の整備を
図ろうとするもの。

Ｃ 判断基準⑧に該当するもの。 学校教育課

28 H25.3.29

地域社会における共生の実現に向けて新
たな障害保健福祉施策を講ずるための関
係法律の整備に関する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策
を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、関
係条例について規定の整備を図ろうとするもの。

Ｃ 判断基準⑧に該当するもの。 障害福祉課

29 H25.3.29
明石市立保育所条例の一部を改正する条
例

新たに市立保育所の分園を開設することに伴い、当該保育所の
位置及び名称を規定しようとするもの。

Ｃ 判断基準⑧に該当するもの。 こども育成室

30 H25.3.29
明石市乳幼児等医療費の助成に関する条
例の一部を改正する条例

こどもにかかる医療費を全額助成することにより、保護者の経
済的負担の軽減を図るとともに、こどもの健やかな成長に寄与
しようとするもの。

Ａ 条例第６条第３項第２号に該当するもの。 児童福祉課

31 H25.3.29
明石市立文化博物館条例の一部を改正す
る条例

こども施策の充実を図るため、中学生及び小学生の観覧料を無
料にしようとするもの。

Ｃ

判断基準④に該当するもの。
【考え方】
金銭の徴収に関するものについては、条例第
２項に定める対象事項に関しても同条第３項
第１号により、市民参画手続を実施しないこ
とができるものとしている。これは地方自治
法による条例の制定改廃を求める直接請求制
度においても対象外としていることに準じた
ものである。
この度の条例改正は、対象事項には当たらな
いが、使用料の徴収に関するものであり、上
記の取扱いに準じて、手続の実施の必要性は
低いと判断した。

文化振興課

32 H25.3.29
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

住居表示整備事業の実施による町の設定に伴い、規定の整備を
図ろうとするもの。

Ｃ 判断基準⑧に該当するもの。 市民協働推進室

33 H25.3.29
明石市葬祭事業条例の一部を改正する条
例

火葬場使用料及び霊きゅう自動車使用料を改定しようとするも
の。

Ｃ 判断基準④に該当するもの。
斎場管理セン
ター

34 H25.3.29
明石市立天文科学館条例の一部を改正す
る条例

こども施策の充実を図るため、高校生、中学生及び小学生の観
覧料を無料にしようとするもの。

Ｃ
判断基準④に該当するもの。
【考え方】
№31と同じ。

天文科学館

35 H25.3.29
明石市都市公園条例の一部を改正する条
例

こども施策の充実を図るため、市内に居住又は通学する小学生
の明石海浜プールの使用料を無料にするほか、所要の整備を図
ろうとするもの。

Ｃ
判断基準④に該当するもの。
【考え方】
№31と同じ。

緑化公園課
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＜条例＞

番号 公布年月日 件 名 要 旨
区
分

実施しなかった理由 担当課

36 H25.3.29
明石市防災会議条例の一部を改正する条
例

災害対策基本法の一部改正に伴い、明石市防災会議の所掌事務
を見直すほか、現在は明石市水防協議会において調査審議して
いる事項について、今後は明石市防災会議において調査審議す
ることに関し必要な整備を図ろうとするもの。

Ｃ 判断基準⑦に該当するもの。 総合安全対策局

37 H25.3.29
明石市災害対策本部条例の一部を改正す
る条例

災害対策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。

Ｃ 判断基準⑧に該当するもの。 総合安全対策局

38 H25.3.29
明石市消防職員及び消防団員賞じゅつ金
等支給条例及び明石市消防団条例の一部
を改正する条例

賞じゅつ金に係る規定の見直しその他所要の整備を図ろうとす
るもの。

Ｃ 判断基準⑧に該当するもの。 消防本部総務課

39 H25.3.29
明石市公営企業管理者の設置及び給与等
に関する条例及び明石市職員退職手当条
例の一部を改正する条例

公営企業管理者について、一般職の職員からの任用にも対応で
きるよう、一般職の職員の例による給与及び旅費の規定の整備
を図ろうとするもの。

Ｃ 判断基準⑦に該当するもの。 人事課

40 H25.3.29
明石市職員の特殊勤務手当に関する条例
及び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

特殊勤務手当制度において、廃止を含めた抜本的な見直しが考
えられる手当について、見直しを行うまでの暫定措置として、
支給を５割停止しようとするもの。

Ｃ 判断基準⑦に該当するもの。 人事課

41 H25.3.29
明石市職員退職手当条例等の一部を改正
する条例

一般職の退職手当について、国家公務員の取扱いに準じ、支給
水準を引き下げるとともに、希望退職制度の拡充を図ろうとす
るもの。

Ｃ 判断基準⑦に該当するもの。 人事課

＜計画＞

番号 策定年月 件 名 要 旨
区
分

実施しなかった理由 担当課

1 H25.3 明石市事業継続計画（ＢＣＰ）の策定

大規模災害が発生した場合に、市が市民の生命、身体及び財産
を保護するために災害応急対策を行う一方で、市役所の機能が
低下する中でも、市民に密着する行政サービスの提供を継続す
るため、非常時優先業務の選定や必要な資源の配分、対応方針
などを定めた「明石市事業継続計画（BCP）」を策定する。

Ａ 条例第６条第３項第４号に該当するもの。
総合安全対策局
総務課
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