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第   66 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

浜松市総合体育館条例の一部改正について 

浜松市総合体育館条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市総合体育館条例の一部を改正する条例 

 浜松市総合体育館条例（平成１７年浜松市条例第１９７号）の一部を次のように改正す

る。 

改正前 改正後 

別表第２（第８条・第２１条関係） 別表第２（第８条・第２１条関係） 

１～６ （略） １～６ （略） 

７ 浜松市細江総合体育センター ７ 浜松市細江総合体育センター 

利用時間区分

利用区分 

午前 9時

から午後

6時まで

 1時間

につき 

午後 6時

から午後

9時まで

 1時間

につき 

午後 9時

から午後

9時3 0分

まで 

全面 270円 380円 190円

半面 130円 190円 90円

利用時間区分

利用区分 

午前 9時

から午後

6時まで

 1時間

につき 

午後 6時

から午後

9時まで

 1時間

につき 

午後 9時

から午後

9時3 0分

まで 

全面 360円 520円 260円

半面 180円 260円 130円

  備考 （略）   備考 （略） 

８ 浜松市引佐総合体育館 ８ 浜松市引佐総合体育館 

(1) アリーナ等 (1) アリーナ等 

利用時間区分

利用区分 

午前9時

か ら 午

後6時ま

で 1時

間 に つ

き 

午後6時

か ら 午

後9時ま

で 1時

間 に つ

き 

午後9時

か ら 午

後9時30

分まで 

ア

リ

ー

ナ

全面 体育活動

に利用す

る場合 

円

900 

円

1,250 

円

620 

その他に

利用する

場合 

4,500 6,280 3,140 

3分の2

面 

体育活動

に利用す

る場合 

600 830 410 

その他に

利用する

場合 

3,000 4,180 2,090 

2分の1

面 

体育活動

に利用す

る場合 

450 620 310 

その他に

利用する

場合 

2,250 3,140 1,570 

利用時間区分

利用区分 

午前9時

か ら 午

後6時ま

で 1時

間 に つ

き 

午後6時

か ら 午

後9時ま

で 1時

間 に つ

き 

午後9時

か ら 午

後9時30

分まで 

ア

リ

ー

ナ

全面 体育活動

に利用す

る場合 

円

1,350 

円

1,870 

円

930 

その他に

利用する

場合 

6,750 9,370 4,680 

3分の2

面 

体育活動

に利用す

る場合 

900 1,250 620 

その他に

利用する

場合 

4,500 6,250 3,120 

2分の1

面 

体育活動

に利用す

る場合 

670 930 460 

その他に

利用する

場合 

3,370 4,680 2,340 
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3分の1

面 

体育活動

に利用す

る場合 

300 410 200 

その他に

利用する

場合 

1,500 2,090 1,040 

柔道場専用利用 300 410 200 

剣道場専用利用 300 410 200 

（略） 

3分の1

面 

体育活動

に利用す

る場合 

450 620 310 

その他に

利用する

場合 

2,250 3,120 1,560 

柔道場専

用利用 

全面 400 500 250 

半面 200 250 120 

剣道場専

用利用 

全面 400 500 250 

半面 200 250 120 

（略） 

備考 （略） 備考 （略） 

(2) テニスコート (2) テニスコート 

利用時間区分

利用区分 

午前9時から午後9時ま

で 2時間につき 

1面につき 660円

利用時間区分

利用区分 

午前9時から午後9時ま

で 2時間につき 

1面につき 990円

  備考 （略）   備考 （略） 

  (3)・(4) （略）   (3)・(4) （略） 

９ 浜松市奥山体育センター ９ 浜松市奥山体育センター 

(1) 施設 (1) 施設 

利用時間区分

利用区分 

午前 午後 夜間 

午前9時

か ら 午

前 12 時

まで 

午後1時

か ら 午

後5時ま

で 

午後5時

30 分 か

ら午後9

時 30 分

まで 

体

育

室 

全面 円

1,070 

円

1,070 

円

1,070 

半面 530 530 530 

卓

球

場 

全面 540 540 540 

半面 270 270 270 

ミーティングル

ーム 

220 220 220 

利用時間区分

利用区分 

午前9時

か ら 午

後6時ま

で 1時

間 に つ

き 

午後6時

か ら 午

後9時ま

で 1時

間 に つ

き 

午後9時

か ら 午

後9時30

分まで 

体

育

室 

全面 円

360 

円

520 

円

260 

半面 180 260 130 

卓

球

場 

全面 180 260 130 

半面 90 130 60 

ミーティングル

ーム 

70 70 30 

  備考 備考 

   １ 午前から午後まで、午後から夜間ま

で又は午前から夜間までの利用時間

区分を連続して利用する場合の利用

料金は、それぞれこの表に定める利用

料金の合計額とする。 

 １ 利用時間の開始は正時からとし、

利用時間の終了は午後９時３０分ま

で利用する場合を除き正時までとす

る。 

   ２ 利用時間を１５分以上超過し、又は

繰り上げて利用する場合の当該超過

   ２ 利用時間を１５分以上超過し、又は

繰り上げて利用する場合の当該超過
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又は繰上げに係る利用料金は、１時間

につき、午前の利用料金の１時間当た

りの利用料金に相当する額とする。 

又は繰上げに係る利用料金は、次のと

おりとする。 

 (1) 所定の開館時間内に利用する場

合は、当該超過し、又は繰り上げ

た時間の属する利用時間区分の利

用料金に相当する額 

 (2) 所定の開館時間外に利用する場

合は、１時間につき、午後６時か

ら午後９時までの間の１時間当た

りの利用料金の１．５倍に相当す

る額 

   ３ （略）    ３ （略） 

(2) （略） (2) （略） 

１０ （略） １０ （略） 

１１ 浜松市龍山健康増進センター １１ 浜松市龍山健康増進センター 

利用時間区分

利用区分 

午 前 9 時

から午後

9 時 ま で

 1 時 間

につき 

午 後 9 時

から午後

9 時 3 0 分

まで 

体育室 170円 80円

利用時間区分

利用区分 

午前 9時

から午後

6時まで

 1時間

につき 

午後 6時

から午後

9時まで

 1時間

につき 

午後 9時

から午後

9時3 0分

まで 

体育室 250円 350円 170円

  備考   備考 

   １ （略）    １ （略） 

   ２ 利用時間を１５分以上超過し、又は

繰り上げて利用する場合の当該超過

又は繰上げに係る使用料は、次のとお

りとする。 

   ２ 利用時間を１５分以上超過し、又は

繰り上げて利用する場合の当該超過

又は繰上げに係る使用料は、次のとお

りとする。 

    (1) （略）     (1) （略） 

    (2) 所定の開館時間外に利用する場

合は、１時間につき、午前９時から

午後９時までの間の１時間当たり

の使用料の１．５倍に相当する額 

    (2) 所定の開館時間外に利用する場

合は、１時間につき、午後６時から

午後９時までの間の１時間当たり

の使用料の１．５倍に相当する額 

   ３ （略）    ３ （略） 
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備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金又は使用

料について適用する。ただし、この条例の施行の際現に当該利用の許可（浜松市細江総

合体育センター、浜松市引佐総合体育館及び浜松市龍山健康増進センターに係るものに

限る。）を受けている者の当該許可に係る利用料金又は使用料については、なお従前の例

による。 
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第   67 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

浜松市運動広場条例の一部改正について 

浜松市運動広場条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市運動広場条例の一部を改正する条例 

 浜松市運動広場条例（平成１１年浜松市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第３条・第４条関係） 別表第１（第３条・第４条関係） 

名称 開場時間 休場日 

 （略） 

浜松市

引佐運

動広場

午前8時から午後9

時30分まで（夜間

照明設備にあって

は、日没から午後9

時30分まで） 

 （略） 

（略） 

浜松市

春野総

合運動

場 

(1) 野球場 

  午前6時から

午後9時 30分ま

で 

(2) 夜間照明設備 

  日没から午後

9時30分まで 

（略） 

浜松市

水窪グ

ラウン

ド 

午前9時から午後9

時30分まで（夜間

照明設備にあって

は、午後5時から午

後9時30分まで） 

 （略） 

 （略） 

名称 開場時間 休場日 

 （略） 

浜松市

引佐運

動広場

午前9時から午後9

時まで（夜間照明

設備にあっては、

日没から午後9時

まで） 

 （略） 

（略） 

浜松市

春野総

合運動

場 

(1) 野球場 

  午前9時から

午後9時まで 

(2) 夜間照明設備 

  日没から午後

9時まで 

（略） 

浜松市

水窪グ

ラウン

ド 

午前9時から午後9

時まで（夜間照明

設備にあっては、

午後5時から午後9

時まで） 

 （略） 

 （略） 

別表第２（第７条・第１８条関係） 別表第２（第７条・第１８条関係） 

１～３ （略） １～３ （略） 

４ 浜松市細江総合グラウンド ４ 浜松市細江総合グラウンド 

(1) 多目的グラウンド (1) 多目的グラウンド 

ア グラウンド ア グラウンド 

利用時間

区分

利用区分 

午前9時から午後9時まで

 2時間につき 

全面 1,230円

半面 610円

利用時間

区分

利用区分 

午前9時から午後9時まで

 2時間につき 

全面 1,780円

半面 890円

備考 （略） 備考 （略） 

イ （略） イ （略） 

(2) 野球場 (2) 野球場 

ア 施設 ア 施設 
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利用時間区分 午前9時から午後9時まで

 2時間につき 

金額 1,230円

利用時間区分 午前9時から午後9時まで

 2時間につき 

金額 1,780円

  備考 （略）   備考 （略） 

イ （略） イ （略） 

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

５ 浜松市引佐運動広場 ５ 浜松市引佐運動広場 

(1) 運動広場 (1) 運動広場 

利用時間

区分

利用区分 

午前 午後 夜間 

午前8時か

ら 午 前 12

時まで 

午後1時か

ら午後5時

まで 

午後6時か

ら午後9時

30分まで 

全面 3,200円 3,200円 3,200円

半面 1,600円 1,600円 1,600円

利用時間

区分

利用区分 

午前9時から午後9時まで

 2時間につき 

全面 1,780円

半面 890円

備考 午前から午後まで、午後から夜間

まで又は午前から夜間までの利用時間

区分を連続して利用する場合の使用料

は、それぞれこの表に定める使用料の

合計額とする。 

備考 

 １ 利用時間は、午前９時から午前

１１時まで、午前１１時から午後１

時まで、午後１時から午後３時まで、

午後３時から午後５時まで、午後５

時から午後７時まで又は午後７時か

ら午後９時までとする。 

 ２ 利用時間を１５分以上超過し、又

は繰り上げて利用する場合の当該超

過又は繰上げに係る利用料金は、次

のとおりとする。 

 (1) 所定の開場時間内に利用する場

合は、当該超過し、又は繰り上げ

た時間の属する利用時間区分の利

用料金に相当する額 

 (2) 所定の開場時間外に利用する場

合は、１時間につき、午前９時か

ら午後９時までの間の１時間当た

りの利用料金の１．５倍に相当す

る額 

 ３ 利用料金を算定して得た額に１０
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円未満の端数があるときは、これを

切り捨てる。 

(2) （略） (2) （略） 

 ６ （略）  ６ （略） 

 ７ 浜松市春野総合運動場  ７ 浜松市春野総合運動場 

  (1) 野球場   (1) 野球場 

利用時間区分 午前6時から

午後8時まで

 2時間につ

き 

午後8時から

午後9時30分

まで 

金額 790円 590円

利用時間区分 午前9時から午後9時まで

 2時間につき 

金額 1,180円

  備考   備考 

１ 利用時間は、午前６時から午前８

時まで、午前８時から午前１０時ま

で、午前１０時から午前１２時まで、

午後零時から午後２時まで、午後２

時から午後４時まで、午後４時から

午後６時まで、午後６時から午後８

時まで又は午後８時から午後９時

３０分までとする。 

１ 利用時間は、午前９時から午前

１１時まで、午前１１時から午後１

時まで、午後１時から午後３時まで、

午後３時から午後５時まで、午後５

時から午後７時まで又は午後７時か

ら午後９時までとする。 

２ 利用時間を１５分以上超過し、又

は繰り上げて利用する場合の当該超

過又は繰上げに係る使用料は、次の

とおりとする。 

２ 利用時間を１５分以上超過し、又

は繰り上げて利用する場合の当該超

過又は繰上げに係る使用料は、次の

とおりとする。 

 (1) （略）  (1) （略） 

 (2) 所定の開場時間外に利用する場

合は、１時間につき、午前６時か

ら午後８時までの間の１時間当た

りの使用料の１．５倍に相当する

額 

 (2) 所定の開場時間外に利用する場

合は、１時間につき、午前９時か

ら午後９時までの間の１時間当た

りの使用料の１．５倍に相当する

額 

３ （略） ３ （略） 

  (2)・(3) （略）   (2)・(3) （略） 

８ （略） ８ （略） 

９ 浜松市水窪グラウンド ９ 浜松市水窪グラウンド 
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利用時間区分 午前9時から

午後9時まで

 2時間につ

き 

午後9時から

午後9時30分

まで 

金額 310円 70円

利用時間区分 午前9時から午後9時まで

 2時間につき 

金額 460円

備考 備考 

１ 利用時間は、午前９時から午前

１１時まで、午前１１時から午後１

時まで、午後１時から午後３時まで、

午後３時から午後５時まで、午後５

時から午後７時まで、午後７時から

午後９時まで又は午後９時から午後

９時３０分までとする。 

１ 利用時間は、午前９時から午前

１１時まで、午前１１時から午後１

時まで、午後１時から午後３時まで、

午後３時から午後５時まで、午後５

時から午後７時まで又は午後７時か

ら午後９時までとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

１０・１１ （略） １０・１１ （略） 

別表第３（第１４条関係） 別表第３（第１４条関係） 

１ 運動広場（利用料金） １ 運動広場（利用料金） 

名称 

 （略） 

浜松市細江総合グラウンド 

浜松市浜北平口サッカー場 

名称 

 （略） 

浜松市細江総合グラウンド 

浜松市引佐運動広場 

浜松市浜北平口サッカー場 

２ （略） ２ （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の

日から施行する。 

（利用料金等の見直しに伴う経過措置） 

２ 改正後の浜松市運動広場条例（以下「新条例」という。）別表第２の規定は、この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に係る利用料金又は使用料について適

用する。ただし、この条例の施行の際現に当該利用の許可（浜松市細江総合グラウンド

及び浜松市水窪グラウンドに係るものに限る。）を受けている者の当該許可に係る利用料

金又は使用料については、なお従前の例による。 

（準備行為） 
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３ 浜松市引佐運動広場に係る新条例第１４条第１項の規定による指定及び浜松市指定管

理者による公の施設の管理に関する条例（平成２０年浜松市条例第６１号）第２条から

第８条までの規定による指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことがで

きる。 

 （指定管理者制度移行に伴う経過措置） 

４ 施行日前に改正前の浜松市運動広場条例（以下「旧条例」という。）の規定により市長

がした許可その他の行為（浜松市引佐運動広場に係るものに限る。）は、新条例の相当規

定により指定管理者がした許可その他の行為とみなす。 

５ この条例の施行の際現に旧条例の規定により市長に対してされている申請その他の行

為（浜松市引佐運動広場に係るものに限る。）は、新条例の相当規定により指定管理者に

対してされた申請その他の行為とみなす。 
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第  68  号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

浜松市庭球場条例の一部改正について 

浜松市庭球場条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市庭球場条例の一部を改正する条例 

 浜松市庭球場条例（平成１７年浜松市条例第１９８号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（開場時間） （開場時間） 

第３条 庭球場の開場時間は、別表第１のとお

りとする。ただし、市長が特に必要があると

認めるときは、これを変更することができ

る。 

第３条 庭球場の開場時間は、午前９時から午

後９時までとする。ただし、市長が特に必要

があると認めるときは、これを変更すること

ができる。 

（使用料） （使用料） 

第８条 庭球場の施設の使用料は、別表第２の

とおりとする。 

第８条 庭球場の施設の使用料は、別表のとお

りとする。 

２ （略） ２ （略） 

（利用料金の納付） （利用料金の納付） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

２ 利用料金は、別表第２に定める額の範囲内

において、指定管理者があらかじめ市長の承

認を得て定めるものとする。利用料金を変更

しようとするときも同様とする。 

２ 利用料金は、別表に定める額の範囲内にお

いて、指定管理者があらかじめ市長の承認を

得て定めるものとする。利用料金を変更しよ

うとするときも同様とする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

別表第１（第３条関係） 

名称 開場時間 

浜松市天竜庭

球場 

午前9時から午後9時まで 

浜松市水窪テ

ニスコート 

午前9時から午後9時30分まで 

別表第２（第８条・第２０条関係） 別表（第８条・第２０条関係） 

１ （略） １ （略） 

２ 浜松市水窪テニスコート ２ 浜松市水窪テニスコート 

利用時間区分

利用区分 

午前9時から

午後9時まで

 2時間につ

き 

午後9時から

午後9時30分

まで 

1面につき 310円 70円

利用時間区分

利用区分 

午前9時から午後9時ま

で 2時間につき 

1面につき 460円

備考 備考 
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１ 利用時間は、午前９時から午前

１１時まで、午前１１時から午後１

時まで、午後１時から午後３時まで、

午後３時から午後５時まで、午後５

時から午後７時まで、午後７時から

午後９時まで又は午後９時から午後

９時３０分までとする。 

１ 利用時間は、午前９時から午前

１１時まで、午前１１時から午後１

時まで、午後１時から午後３時まで、

午後３時から午後５時まで、午後５

時から午後７時まで又は午後７時か

ら午後９時までとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

１ この条例は、令和２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後の利用に係る使用料について適用す

る。ただし、この条例の施行の際現に当該利用の許可を受けている者の当該許可に係る

使用料については、なお従前の例による。 
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第   69 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

浜松市教育委員会委員等の報酬及び費用弁償並びにその支給条例の一部改正

について 

浜松市教育委員会委員等の報酬及び費用弁償並びにその支給条例の一部を改正する条例

を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市教育委員会委員等の報酬及び費用弁償並びにその支給条例の一部を改

正する条例 

 浜松市教育委員会委員等の報酬及び費用弁償並びにその支給条例（昭和３１年浜松市条

例第４８号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（報酬の額） （報酬の額） 

第２条 教育委員会委員等の報酬の額は、次

のとおりとする。 

第２条 教育委員会委員等の報酬の額は、次

のとおりとする。 

(1)～(22) （略） (1)～(22) （略） 

(23)  選 挙 長 及 び開 票 管 理 者  日 額

１０，６００円 

(23)  選 挙 長 及 び開 票 管 理 者  日 額

１０，８００円 

(24)  投 票 所 の 投 票 管 理 者  日 額

１２，６００円 

(24)  投 票 所 の 投 票 管 理 者  日 額

１２，８００円 

(25) 期日前投票所の投票管理者 日額

１１，１００円 

(25) 期日前投票所の投票管理者 日額

１１，３００円 

(26)  投 票 所 の 投 票 立 会 人  日 額

１０，７００円 

(26)  投 票 所 の 投 票 立 会 人  日 額

１０，９００円 

(27) 期日前投票所の投票立会人 日額

９，５００円 

(27) 期日前投票所の投票立会人 日額

９，６００円 

(28) 開票立会人及び選挙立会人 日額

８，８００円 

(28) 開票立会人及び選挙立会人 日額

８，９００円 

(29)～(31) （略） (29)～(31) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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第   70 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

浜松市森林環境基金に関する条例の一部改正について 

浜松市森林環境基金に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市森林環境基金に関する条例の一部を改正する条例 

 浜松市森林環境基金に関する条例（平成１８年浜松市条例第３６号）の一部を次のよう

に改正する。 

改正前 改正後 

（積立て） （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、次に定

めるところによる。 

第２条 基金として積み立てる額は、次に定

めるところによる。 

 (1) 毎会計年度における森林環境譲与税の

うち予算で定める額 

(1) 予算で定める額 (2) 前号に定めるもののほか、予算で定め

る額 

(2) （略） (3) （略） 

（処分） （処分） 

第６条 基金は、森林、河川等の自然環境を

守り育てるための事業、森林の有する公益

的機能を維持増進するための事業及び林業

の振興を図るための事業に要する経費に充

てるときに限り処分することができる。 

第６条 基金は、次に掲げる事業（第２条第

１号に掲げる額として積み立てたものにあ

っては、第１号又は第２号に掲げる事業）

に要する経費に充てるときに限り処分する

ことができる。 

 (1) 森林の整備に関する施策に係る事業 

 (2) 森林の整備を担うべき人材の育成及び

確保、森林の有する公益的機能に関する普

及啓発、木材の利用の促進その他の森林の

整備の促進に関する施策に係る事業 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、森林、河

川等の自然環境を守り育て、森林の有する

公益的機能を維持増進し、又は林業の振興

を図るための事業 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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第   71 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

浜松市税条例等の一部改正について 

浜松市税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市税条例等の一部を改正する条例 

（浜松市税条例の一部改正） 

第１条 浜松市税条例（昭和２９年浜松市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

附 則 附 則 

第８条の３の２ 平成２２年度から平成４３

年度までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年分の所得税につ

き租税特別措置法第４１条又は第４１条の

２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が

平成１１年から平成１８年まで又は平成

２１年から平成３３年までの各年である場

合に限る。）において、前条第１項の規定の

適用を受けないときは、法附則第５条の４の

２第５項（同条第７項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。）に規定するとこ

ろにより控除すべき額を、当該納税義務者の

第３４条の３及び第３４条の５の規定を適

用した場合の所得割の額から控除する。 

第８条の３の２ 平成２２年度から令和１５

年度までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年分の所得税につ

き租税特別措置法第４１条又は第４１条の

２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が

平成１１年から平成１８年まで又は平成

２１年から令和３年までの各年である場合

に限る。）において、前条第１項の規定の適

用を受けないときは、法附則第５条の４の２

第５項（同条第７項の規定により読み替えて

適用される場合を含む。）に規定するところ

により控除すべき額を、当該納税義務者の第

３４条の３及び第３４条の５の規定を適用

した場合の所得割の額から控除する。 

２ （略） ２ （略） 

（法附則第１５条第２項第１号等に規定す

る条例で定める割合） 

（法附則第１５条第２項第１号等に規定す

る条例で定める割合） 

第１１条の２ （略） 第１１条の２ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 法附則第１５条第１８項本文に規定する

条例で定める割合は、５分の３とする。 

４ 法附則第１５条第１９項本文に規定する

条例で定める割合は、５分の３とする。 

５ 法附則第１５条第２８項に規定する条例

で定める割合は、２分の１とする。 

５ 法附則第１５条第２９項に規定する条例

で定める割合は、２分の１とする。 

６ 法附則第１５条第２９項第１号に規定す

る条例で定める割合は、３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第３０項第１号に規定す

る条例で定める割合は、３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第２９項第２号に規定す ７ 法附則第１５条第３０項第２号に規定す
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る条例で定める割合は、２分の１とする。 る条例で定める割合は、２分の１とする。 

８ 法附則第１５条第２９項第３号に規定す

る条例で定める割合は、２分の１とする。 

８ 法附則第１５条第３０項第３号に規定す

る条例で定める割合は、２分の１とする。 

９ 法附則第１５条第３０項第１号に規定す

る条例で定める割合は、３分の２とする。 

９ 法附則第１５条第３１項第１号に規定す

る条例で定める割合は、３分の２とする。 

１０ 法附則第１５条第３０項第２号に規定

する条例で定める割合は、２分の１とする。

１０ 法附則第１５条第３１項第２号に規定

する条例で定める割合は、２分の１とする。

１１ 法附則第１５条第３２項第１号イに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、３分の２とする。 

１１ 法附則第１５条第３３項第１号イに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、３分の２とする。 

１２ 法附則第１５条第３２項第１号ロに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、３分の２とする。 

１２ 法附則第１５条第３３項第１号ロに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、３分の２とする。 

１３ 法附則第１５条第３２項第１号ハに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、３分の２とする。 

１３ 法附則第１５条第３３項第１号ハに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、３分の２とする。 

１４ 法附則第１５条第３２項第１号ニに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、３分の２とする。 

１４ 法附則第１５条第３３項第１号ニに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、３分の２とする。 

１５ 法附則第１５条第３２項第１号ホに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、３分の２とする。 

１５ 法附則第１５条第３３項第１号ホに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、３分の２とする。 

１６ 法附則第１５条第３２項第２号イに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、４分の３とする。 

１６ 法附則第１５条第３３項第２号イに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、４分の３とする。 

１７ 法附則第１５条第３２項第２号ロに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、４分の３とする。 

１７ 法附則第１５条第３３項第２号ロに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、４分の３とする。 

１８ 法附則第１５条第３２項第３号イに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、２分の１とする。 

１８ 法附則第１５条第３３項第３号イに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、２分の１とする。 

１９ 法附則第１５条第３２項第３号ロに規 １９ 法附則第１５条第３３項第３号ロに規
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定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、２分の１とする。 

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、２分の１とする。 

２０ 法附則第１５条第３２項第３号ハに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、２分の１とする。 

２０ 法附則第１５条第３３項第３号ハに規

定する設備について同号に規定する条例で

定める割合は、２分の１とする。 

２１ 法附則第１５条第３７項に規定する条

例で定める割合は、３分の２とする。 

２１ 法附則第１５条第３８項に規定する条

例で定める割合は、３分の２とする。 

２２ 法附則第１５条第３９項に規定する条

例で定める割合は、５分の４とする。 

２２ 法附則第１５条第４０項に規定する条

例で定める割合は、５分の４とする。 

２３ 法附則第１５条第４３項に規定する条

例で定める割合は、３分の１とする。 

２３ 法附則第１５条第４４項に規定する条

例で定める割合は、３分の１とする。 

２４ 法附則第１５条第４４項に規定する条

例で定める割合は、３分の２とする。 

２４ 法附則第１５条第４５項に規定する条

例で定める割合は、３分の２とする。 

２５ 法附則第１５条第４６項に規定する条

例で定める割合は、零とする。 

２５ 法附則第１５条第４７項に規定する条

例で定める割合は、零とする。 

２６ （略） ２６ （略） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定等の適用を受けようとする者がすべき

申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定等の適用を受けようとする者がすべき

申告） 

第１１条の３ （略） 第１１条の３ （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

 ６ 法附則第１５条の８第４項の家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の１月３１日

までに次に掲げる事項を記載した申告書に

令附則第１２条第１６項に規定する従前の

家屋について移転補償金を受けたことを証

する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

  (1) 納税義務者の住所、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っては、住所及び氏名
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又は名称） 

  (2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

  (3) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

６ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適

合住宅について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る

耐震改修が完了した日から３月以内に、次に

掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改

修に要した費用を証する書類及び当該耐震

改修後の家屋が令附則第１２条第１７項に

規定する基準を満たすことを証する書類を

添付して市長に提出しなければならない。 

７ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適

合住宅について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る

耐震改修が完了した日から３月以内に、次に

掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改

修に要した費用を証する書類及び当該耐震

改修後の家屋が令附則第１２条第１９項に

規定する基準を満たすことを証する書類を

添付して市長に提出しなければならない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

７ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居

住改修住宅又は同条第５項の高齢者等居住

改修専有部分について、これらの規定の適用

を受けようとする者は、同条第４項に規定す

る居住安全改修工事が完了した日から３月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則附則第７条第８号各号に掲げる書

類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

８ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居

住改修住宅又は同条第５項の高齢者等居住

改修専有部分について、これらの規定の適用

を受けようとする者は、同条第４項に規定す

る居住安全改修工事が完了した日から３月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則附則第７条第８号各号に掲げる書

類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 令附則第１２条第２１項に掲げる者に

該当する者の住所、氏名及び当該者が同

項各号のいずれに該当するかの別 

(4) 令附則第１２条第２３項に掲げる者に

該当する者の住所、氏名及び当該者が同

項各号のいずれに該当するかの別 

(5) （略） (5) （略） 

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに

令附則第１２条第２２項に規定する補助

金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防

住宅改修費 

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに

令附則第１２条第２４項に規定する補助

金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防

住宅改修費 

(7) （略） (7) （略） 
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８ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止

改修住宅又は同条第１０項の熱損失防止改

修専有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、同条第９項に規定する

熱損失防止改修工事が完了した日から３月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書

類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止

改修住宅又は同条第１０項の熱損失防止改

修専有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、同条第９項に規定する

熱損失防止改修工事が完了した日から３月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書

類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び

令附則第１２条第２９項に規定する補助

金等 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び

令附則第１２条第３１項に規定する補助

金等 

(6) （略） (6) （略） 

９ （略） １０ （略） 

１０ 法附則第１５条の９の２第４項に規定

する特定熱損失防止改修住宅又は同条第５

項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有

部分について、これらの規定の適用を受けよ

うとする者は、法附則第１５条の９第９項に

規定する熱損失防止改修工事が完了した日

から３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第７条第１１項各号

に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定

する特定熱損失防止改修住宅又は同条第５

項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有

部分について、これらの規定の適用を受けよ

うとする者は、法附則第１５条の９第９項に

規定する熱損失防止改修工事が完了した日

から３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第７条第１１項各号

に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び

令附則第１２条第２９項に規定する補助

金等 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び

令附則第１２条第３１項に規定する補助

金等 

(6) （略） (6) （略） 

１１ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基

準適合家屋について、同項の規定の適用を受

１２ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基

準適合家屋について、同項の規定の適用を受
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けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に

係る耐震改修が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規

則附則第７条第１３項に規定する補助に係

る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改

修の促進に関する法律（平成７年法律第

１２３号）第７条又は附則第３条第１項の規

定による報告の写し及び当該耐震改修後の

家屋が令附則第１２条第１７項に規定する

基準を満たすことを証する書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に

係る耐震改修が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規

則附則第７条第１３項に規定する補助に係

る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改

修の促進に関する法律（平成７年法律第

１２３号）第７条又は附則第３条第１項の規

定による報告の写し及び当該耐震改修後の

家屋が令附則第１２条第１９項に規定する

基準を満たすことを証する書類を添付して

市長に提出しなければならない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

１２ （略） １３ （略） 

（市街化区域農地に対して課する平成２０

年度以後の各年度分の固定資産税の特例） 

（市街化区域農地に対して課する平成２０

年度以後の各年度分の固定資産税の特例） 

第１４条の２ （略） 第１４条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の規定は、平成２０年度に係る賦

課期日後に令附則第１４条の２第２項各号

に掲げる事由により新たに市街化区域農地

となった土地（当該事由の生じた日以後令

附則第１４条の２第１項各号に掲げる事情

により新たに市街化区域農地となった土地

を含む。）に係る固定資産税について準用

する。この場合において、次の表の左欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替

えるものとする。 

３ 前２項の規定は、平成２０年度に係る賦

課期日後に令附則第１４条の２第２項各号

に掲げる事由により新たに市街化区域農地

となった土地（当該事由の生じた日以後令

附則第１４条の２第１項各号に掲げる事情

により新たに市街化区域農地となった土地

を含む。）に係る固定資産税について準用

する。この場合において、次の表の左欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替

えるものとする。 

第 1 項

中表以

外の部

分 

平 成 20

年 度 以

後 

市街化区域設定年度（令附則

第14条の2第2項各号に掲げ

る事由の生じた日の属する

年の翌年の1月1日（当該事由

の生じた日が1月1日である

場合には、同日）を賦課期日

とする年度をいう。以下本条

において同じ。）以後 

第 1 項

中表以

外の部

分 

平 成 20

年 度 以

後 

市街化区域設定年度（令附則

第14条の2第2項各号に掲げ

る事由の生じた日の属する

年の翌年の1月1日（当該事由

の生じた日が1月1日である

場合には、同日）を賦課期日

とする年度をいう。以下この

条において同じ。）以後 
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 （略） 

（略） 

 （略） 

（略） 

（軽自動車税の税率の特例） （軽自動車税の税率の特例） 

第２１条 法附則第３０条第１項に規定する

三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が初めて道路運送車両法第６０条第１項後

段の規定による車両番号の指定（以下この

条において「初回車両番号指定」という。）

を受けた月から起算して１４年を経過した

月の属する年度以後の年度分の軽自動車税

に係る第８３条の規定の適用については、

当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

第２１条 平成１８年３月３１日までに初め

て道路運送車両法第６０条第１項後段の規

定による車両番号の指定（次項から第４項

までにおいて「初回車両番号指定」という。）

を受けた法附則第３０条第１項に規定する

三輪以上の軽自動車に対する令和元年度分

の軽自動車税に係る第８３条の規定の適用

については、当分の間、次の表の左欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 （表略）  （表略） 

２ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第

８３条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成２８年４月１日から平成２９年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には、平成２９年度分の軽自動

車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

第83条第2号ア

(ｲ) 

3,900 円 1,000 円

第83条第2号ア

(ｳ) 

6,900 円 1,800 円

10,800 円 2,700 円

3,800 円 1,000 円

5,000 円 1,300 円

３ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車（ガソリンを

内燃機関の燃料として用いるものに限る。

以下この条（第５項を除く。）において同

じ。）に対する第８３条の規定の適用につ
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いては、当該軽自動車が平成２８年４月１

日から平成２９年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には、平成

２９年度分の軽自動車税に限り、次の表の

左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

第83条第2号ア

(ｲ) 

3,900 円 2,000 円

第83条第2号ア

(ｳ) 

6,900 円 3,500 円

10,800 円 5,400 円

3,800 円 1,900 円

5,000 円 2,500 円

４ 法附則第３０条第５項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車（前項の規定

の適用を受けるものを除く。）に対する第

８３条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成２８年４月１日から平成２９年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には、平成２９年度分の軽自動

車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

第83条第2号ア

(ｲ) 

3,900 円 3,000 円

第83条第2号ア

(ｳ) 

6,900 円 5,200 円

10,800 円 8,100 円

3,800 円 2,900 円

5,000 円 3,800 円

５ 法附則第３０条第６項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第

８３条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成２９年４月１日から平成３０年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成３０年度分の軽自動車

税に限り、当該軽自動車が平成３０年４月

１日から平成３１年３月３１日までの間に

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第

８３条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成２９年４月１日から平成３０年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成３０年度分の軽自動車

税に限り、当該軽自動車が平成３０年４月

１日から平成３１年３月３１日までの間に

-29-



初回車両番号指定を受けた場合には平成

３１年度分の軽自動車税に限り、第２項の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

初回車両番号指定を受けた場合には令和元

年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第83条第2号ア

(ｲ) 

3,900 円 1,000 円

第83条第2号ア

(ｳ) 

6,900 円 1,800 円

10,800 円 2,700 円

3,800 円 1,000 円

5,000 円 1,300 円

６ 法附則第３０条第７項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第

８３条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成２９年４月１日から平成３０年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成３０年度分の軽自動車

税に限り、当該軽自動車が平成３０年４月

１日から平成３１年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には平成

３１年度分の軽自動車税に限り、第３項の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車（ガソリンを

内燃機関の燃料として用いるものに限る。

以下この項及び次項において同じ。）に対す

る第８３条の規定の適用については、当該

軽自動車が平成２９年４月１日から平成

３０年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には平成３０年度分の軽

自動車税に限り、当該軽自動車が平成３０

年４月１日から平成３１年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和元年度分の軽自動車税に限り、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

第83条第2号ア

(ｲ) 

3,900 円 2,000 円

第83条第2号ア

(ｳ) 

6,900 円 3,500 円

10,800 円 5,400 円

3,800 円 1,900 円

5,000 円 2,500 円

７ 法附則第３０条第８項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車（前項の規定

の適用を受けるものを除く。）に対する第

８３条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成２９年４月１日から平成３０年

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車（前項の規定

の適用を受けるものを除く。）に対する第

８３条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成２９年４月１日から平成３０年
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３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成３０年度分の軽自動車

税に限り、当該軽自動車が平成３０年４月

１日から平成３１年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には平成

３１年度分の軽自動車税に限り、第４項の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成３０年度分の軽自動車

税に限り、当該軽自動車が平成３０年４月

１日から平成３１年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和元

年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第83条第2号ア

(ｲ) 

3,900 円 3,000 円

第83条第2号ア

(ｳ) 

6,900 円 5,200 円

10,800 円 8,100 円

3,800 円 2,900 円

5,000 円 3,800 円

（軽自動車税の賦課徴収の特例） （軽自動車税の賦課徴収の特例） 

第２１条の２ 市長は、軽自動車税の賦課徴

収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第２

項から第７項までの規定の適用を受ける三

輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判

断をするときは、国土交通大臣の認定等（法

附則第３０条の２第１項に規定する国土交

通大臣の認定等をいう。次項において同

じ。）に基づき当該判断をするものとする。

第２１条の２ 市長は、軽自動車税の賦課徴

収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第２

項から第４項までの規定の適用を受ける三

輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判

断をするときは、国土交通大臣の認定等（法

附則第３０条の２第１項に規定する国土交

通大臣の認定等をいう。次項において同

じ。）に基づき当該判断をするものとする。

２～４ （略） ２～４ （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

第２条 浜松市税条例の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

附 則 附 則 

（特別土地保有税の課税の特例） （特別土地保有税の課税の特例） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

 （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

 第２０条の２ 法第４５１条第１項第１号（同

条第４項において準用する場合を含む。）に
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掲げる三輪以上の軽自動車（自家用のものに

限る。以下この条において同じ。）に対して

は、当該三輪以上の軽自動車の取得が令和元

年１０月１日から令和２年９月３０日まで

の間（附則第２０条の６第３項において「特

定期間」という。）に行われたときに限り、

第８１条第１項の規定にかかわらず、軽自動

車税の環境性能割を課さない。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例） 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例） 

第２０条の２ （略） 第２０条の２の２ （略） 

 ２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行

う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関

し、三輪以上の軽自動車が法第４４６条第１

項（同条第２項において準用する場合を含

む。）又は法第４５１条第１項若しくは第２

項（これらの規定を同条第４項において準用

する場合を含む。）の適用を受ける三輪以上

の軽自動車に該当するかどうかの判断をす

るときは、国土交通大臣の認定等（法附則第

２９条の９第３項に規定する国土交通大臣

の認定等をいう。次項において同じ。）に基

づき当該判断をするものとする。 

 ３ 県知事は、当分の間、第１項の規定により

賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割に

つき、その納付すべき額について不足額があ

ることを附則第２０条の４の規定により読

み替えられた第８２条の６第１項の納期限

（納期限の延長があったときは、その延長さ

れた納期限）後において知った場合におい

て、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣

の認定等の申請をした者が偽りその他不正

の手段（当該申請をした者に当該申請に必要
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な情報を直接又は間接に提供した者の偽り

その他不正の手段を含む。）により国土交通

大臣の認定等を受けたことを事由として国

土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を

取り消したことによるものであるときは、当

該申請をした者又はその一般承継人を当該

不足額に係る三輪以上の軽自動車について

法附則第２９条の１１の規定によりその例

によることとされた法第１６１条第１項に

規定する申告書を提出すべき当該三輪以上

の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税

の環境性能割に関する規定を適用する。 

 ４ 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同

項の不足額に、これに１００分の１０の割合

を乗じて計算した金額を加算した金額とす

る。 

（軽自動車税の環境性能割の税率の特例） （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第２０条の６ （略） 第２０条の６ （略） 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 自家用の三輪以上の軽自動車であって乗

用のものに対する第８２条の４（第２号に係

る部分に限る。）及び前項の規定の適用につ

いては、当該軽自動車の取得が特定期間に行

われたときに限り、これらの規定中「１００

分の２」とあるのは、「１００分の１」とす

る。 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第２１条 法附則第３０条に規定する三輪以

上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初

の法第４４４条第３項に規定する車両番号

の指定を受けた月から起算して１４年を経

過した月の属する年度以後の年度分の軽自

第２１条 法附則第３０条第１項に規定する

三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が最初の法第４４４条第３項に規定する車

両番号の指定（次項から第４項までにおい

て「初回車両番号指定」という。）を受けた
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動車税の種別割に係る第８３条の規定の適

用については、当分の間、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

月から起算して１４年を経過した月の属す

る年度以後の年度分の軽自動車税の種別割

に係る第８３条の規定の適用については、

当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

（表略） （表略） 

 ２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第

８３条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成３１年４月１日から令和２年３

月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和２年度分の軽自動車税の

種別割に限り、当該軽自動車が令和２年４

月１日から令和３年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和３

年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

第 2 号ア(ｲ) 3,900 円 1,000 円

第 2 号ア(ｳ)あ 6,900 円 1,800 円

10,800 円 2,700 円

第 2 号ア(ｳ)い 3,800 円 1,000 円

5,000 円 1,300 円

 ３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号

に掲げる法第４４６条第１項第３号に規定

するガソリン軽自動車（以下この項及び次

項において「ガソリン軽自動車」という。）

のうち三輪以上のものに対する第８３条の

規定の適用については、当該ガソリン軽自

動車が平成３１年４月１日から令和２年３

月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和２年度分の軽自動車税の

種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令
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和２年４月１日から令和３年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和３年度分の軽自動車税の種別割に限

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

第 2 号ア(ｲ) 3,900 円 2,000 円

第 2 号ア(ｳ)あ 6,900 円 3,500 円

10,800 円 5,400 円

第 2 号ア(ｳ)い 3,800 円 1,900 円

5,000 円 2,500 円

 ４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号

に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上

のもの（前項の規定の適用を受けるものを

除く。）に対する第８３条の規定の適用につ

いては、当該ガソリン軽自動車が平成３１

年４月１日から令和２年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、

当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日

から令和３年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和３年度分

の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

第 2 号ア(ｲ) 3,900 円 3,000 円

第 2 号ア(ｳ)あ 6,900 円 5,200 円

10,800 円 8,100 円

第 2 号ア(ｳ)い 3,800 円 2,900 円

5,000 円 3,800 円

 （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第２１条の２ 削除 第２１条の２ 市長は、軽自動車税の種別割

の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が

前条第２項から第４項までの規定の適用を

受ける三輪以上の軽自動車に該当するかど
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うかの判断をするときは、国土交通大臣の

認定等（法附則第３０条の２第１項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項に

おいて同じ。）に基づき当該判断をするもの

とする。 

 ２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割

の額について不足額があることを第８４条

第２項の納期限（納期限の延長があったと

きは、その延長された納期限）後において

知った場合において、当該事実が生じた原

因が、国土交通大臣の認定等の申請をした

者が偽りその他不正の手段（当該申請をし

た者に当該申請に必要な情報を直接又は間

接に提供した者の偽りその他不正の手段を

含む。）により国土交通大臣の認定等を受け

たことを事由として国土交通大臣が当該国

土交通大臣の認定等を取り消したことによ

るものであるときは、当該申請をした者又

はその一般承継人を賦課期日現在における

当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所

有者とみなして、軽自動車税の種別割に関

する規定（第８８条及び第８９条の規定を

除く。）を適用する。 

 ３ 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項

の不足額に、これに１００分の１０の割合

を乗じて計算した金額を加算した金額とす

る。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

第３条 浜松市税条例の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第３６条の２ （略） 第３６条の２ （略） 
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２～５ （略） ２～５ （略） 

 ６ 第１項又は前項の場合において、前年にお

いて支払を受けた給与で所得税法第１９０

条の規定の適用を受けたものを有する者で

市内に住所を有するものが、第１項の申告書

を提出するときは、法第３１７条の２第１項

各号に掲げる事項のうち施行規則で定める

ものについては、施行規則で定める記載によ

ることができる。 

６～８ （略） ７～９ （略） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族申告書） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書） 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１

項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者（以下この条におい

て「給与所得者」という。）は、当該申告書

の提出の際に経由すべき同項の給与等の支

払者（以下この条において「給与支払者」と

いう。）から毎年最初に給与の支払を受ける

日の前日までに、法第３１７条の３の２第１

項の規定に基づく総務省令で定めるところ

により、同項各号に掲げる事項を記載した申

告書を、当該給与支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１

項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者（以下この条におい

て「給与所得者」という。）は、当該申告書

の提出の際に経由すべき同項に規定する給

与等の支払者（以下この条において「給与支

払者」という。）から毎年最初に給与の支払

を受ける日の前日までに、法第３１７条の３

の２第１項の規定に基づく総務省令で定め

るところにより、同項各号に掲げる事項を記

載した申告書を、当該給与支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族申告書） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族等申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の５

第１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者（以下この条に

おいて「公的年金等受給者」という。）は、

当該申告書の提出の際に経由すべき同項の

公的年金等の支払者（以下この条において

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６

第１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者又は法の施行

地において同項に規定する公的年金等（所得

税法第２０３条の７の規定の適用を受ける

ものを除く。以下この項において「公的年金
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「公的年金等支払者」という。）から毎年最

初に同項に規定する公的年金等の支払を受

ける日の前日までに、法第３１７条の３の３

第１項の規定に基づく総務省令で定めると

ころにより、同項各号に掲げる事項を記載し

た申告書を、当該公的年金等支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

等」という。）の支払を受ける者であって、

扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有

する者若しくは単身児童扶養者である者（以

下この条において「公的年金等受給者」とい

う。）は、当該申告書の提出の際に経由すべ

き所得税法第２０３条の６第１項に規定す

る公的年金等の支払者（以下この条において

「公的年金等支払者」という。）から毎年最

初に公的年金等の支払を受ける日の前日ま

でに、法第３１７条の３の３第１項の規定に

基づく総務省令で定めるところにより、同項

各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該

公的年金等支払者を経由して、市長に提出し

なければならない。 

２ 前項の規定による申告書を公的年金等支

払者を経由して提出する場合において、当該

申告書に記載すべき事項がその年の前年に

おいて当該公的年金等支払者を経由して提

出した同項の規定による申告書に記載した

事項と異動がないときは、公的年金等受給者

は、当該公的年金等支払者が所得税法第

２０３条の５第２項に規定する国税庁長官

の承認を受けている場合に限り、法第３１７

条の３の３第２項の規定に基づく総務省令

で定めるところにより、前項の規定により記

載すべき事項に代えて当該異動がない旨を

記載した同項の規定による申告書を提出す

ることができる。 

２ 前項の規定による申告書を公的年金等支

払者を経由して提出する場合において、当該

申告書に記載すべき事項がその年の前年に

おいて当該公的年金等支払者を経由して提

出した同項の規定による申告書に記載した

事項と異動がないときは、公的年金等受給者

は、当該公的年金等支払者が所得税法第

２０３条の６第２項に規定する国税庁長官

の承認を受けている場合に限り、法第３１７

条の３の３第２項の規定に基づく総務省令

で定めるところにより、前項の規定により記

載すべき事項に代えて当該異動がない旨を

記載した同項の規定による申告書を提出す

ることができる。 

３ （略） ３ （略） 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき公的年金等

支払者が所得税法第２０３条の５第５項に

規定する納税地の所轄税務署長の承認を受

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき公的年金等

支払者が所得税法第２０３条の６第６項に

規定する納税地の所轄税務署長の承認を受
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けている場合には、法第３１７条の３の３第

４項の規定に基づく総務省令で定めるとこ

ろにより、当該申告書の提出に代えて、当該

公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載

すべき事項を電磁的方法により提供するこ

とができる。 

けている場合には、法第３１７条の３の３第

４項の規定に基づく総務省令で定めるとこ

ろにより、当該申告書の提出に代えて、当該

公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載

すべき事項を電磁的方法により提供するこ

とができる。 

５ （略） ５ （略） 

（市民税に係る不申告に関する過料） （市民税に係る不申告に関する過料） 

第３６条の４ 市民税の納税義務者が第３６

条の２第１項又は第３項の規定によって提

出すべき申告書を正当な理由がなくて提出

しなかった場合又は同条第７項若しくは第

８項の規定によって申告すべき事項につい

て正当な理由がなくて申告をしなかった場

合においては、その者に対し、１０万円以下

の過料を科する。 

第３６条の４ 市民税の納税義務者が第３６

条の２第１項又は第３項の規定により提出

すべき申告書を正当な理由がなくて提出し

なかった場合又は同条第８項若しくは第９

項の規定により申告すべき事項について正

当な理由がなくて申告をしなかった場合に

は、その者に対し、１０万円以下の過料を科

する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

第４条 浜松市税条例の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（個人の市民税の非課税の範囲） （個人の市民税の非課税の範囲） 

第２４条 次の各号のいずれかに該当する者

に対しては市民税（第２号に該当する者にあ

っては、第５３条の２の規定により課する所

得割（以下「分離課税に係る所得割」という。）

を除く。）を課さない。ただし、法の施行地

に住所を有しない者については、この限りで

ない。 

第２４条 次の各号のいずれかに該当する者

に対しては市民税（第２号に該当する者にあ

っては、第５３条の２の規定により課する所

得割（以下「分離課税に係る所得割」という。）

を除く。）を課さない。ただし、法の施行地

に住所を有しない者については、この限りで

ない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫（こ

れらの者の前年の合計所得金額が１３５

万円を超える場合を除く。） 

(2) 障害者、未成年者、寡婦、寡夫又は単

身児童扶養者（これらの者の前年の合計

所得金額が１３５万円を超える場合を除

く。） 
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２ （略） ２ （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

第５条 浜松市税条例の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

附 則 附 則 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第２１条 法附則第３０条第１項に規定する

三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が最初の法第４４４条第３項に規定する車

両番号の指定（次項から第４項までにおい

て「初回車両番号指定」という。）を受けた

月から起算して１４年を経過した月の属す

る年度以後の年度分の軽自動車税の種別割

に係る第８３条の規定の適用については、

当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２１条 法附則第３０条第１項に規定する

三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が最初の法第４４４条第３項に規定する車

両番号の指定（次項から第５項までにおい

て「初回車両番号指定」という。）を受けた

月から起算して１４年を経過した月の属す

る年度以後の年度分の軽自動車税の種別割

に係る第８３条の規定の適用については、

当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

（表略） （表略） 

２～４ （略）  ２～４ （略） 

 ５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車のうち、自家

用の乗用のものに対する第８３条の規定の

適用については、当該軽自動車が令和３年

４月１日から令和４年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和

４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当

該軽自動車が令和４年４月１日から令和５

年３月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和５年度分の軽自動車

税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 
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（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第２１条の２ 市長は、軽自動車税の種別割

の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が

前条第２項から第４項までの規定の適用を

受ける三輪以上の軽自動車に該当するかど

うかの判断をするときは、国土交通大臣の

認定等（法附則第３０条の２第１項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項に

おいて同じ。）に基づき当該判断をするもの

とする。 

第２１条の２ 市長は、軽自動車税の種別割

の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が

前条第２項から第５項までの規定の適用を

受ける三輪以上の軽自動車に該当するかど

うかの判断をするときは、国土交通大臣の

認定等（法附則第３０条の２第１項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項に

おいて同じ。）に基づき当該判断をするもの

とする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第６条 浜松市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年浜松市条例第４９号）の一部

を次のように改正する。 

改正前 改正後 

附 則 附 則 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 平成２７年３月３１日以前に初めて道路

運送車両法第６０条第１項後段の規定によ

る車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自

動車に対して課する軽自動車税の種別割に

係る浜松市税条例附則第２１条の規定の適

用については、次の表の左欄に掲げる同条

例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

４ 平成２７年３月３１日以前に初めて道路

運送車両法第６０条第１項後段の規定によ

る車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自

動車に対して課する軽自動車税の種別割に

係る浜松市税条例附則第２１条第１項の規

定の適用については、次の表の左欄に掲げ

る同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

附則第21条  （略） 

附則第21条の

表第2号ア(ｲ)

の項 

 （略）

附則第21条第1

項 

 （略） 

附則第21条第1

項の表第2号ア

(ｲ)の項 

 （略）
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附則第21条の

表第2号ア(ｳ)

あの項 

 （略）

附則第21条の

表第2号ア(ｳ)

いの項 

 （略）

附則第21条第1

項の表第2号ア

(ｳ)あの項 

 （略）

附則第21条第1

項の表第2号ア

(ｳ)いの項 

 （略）

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

第７条 浜松市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年浜松市条例第３８号）の一部

を次のように改正する。 

  第５条の表中 

「

第２１条 法附則第３０条第１項に規定する

三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が初めて道路運送車両法第６０条第１項後

段の規定による車両番号の指定（以下この

条において「初回車両番号指定」という。）

を受けた月から起算して１４年を経過した

月の属する年度以後の年度分の軽自動車税

に係る第８３条の規定の適用については、

当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

第２１条 法附則第３０条第１項に規定する

三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が最初の法第４４４条第３項に規定する車

両番号の指定を受けた月から起算して１４

年を経過した月の属する年度以後の年度分

の軽自動車税の種別割に係る第８３条の規

定の適用については、当分の間、次の表の

左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

第83条第2号ア

(ｲ) 

3,900円 4,600円

第83条第2号ア

(ｳ) 

6,900円 8,200円

10,800円 12,900円

3,800円 4,500円

5,000円 6,000円

第2号ア(ｲ) 3,900円 4,600円

第2号ア(ｳ)あ 6,900円 8,200円

10,800円 12,900円

第2号ア(ｳ)い 3,800円 4,500円

5,000円 6,000円

２ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第

８３条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成２８年４月１日から平成２９年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には、平成２９年度分の軽自動

車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 
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第83条第2号ア

(ｲ) 

3,900円 1,000円

第83条第2号ア 6,900円 1,800円

(ｳ） 10,800円 2,700円

3,800円 1,000円

5,000円 1,300円

３ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車（ガソリンを

内燃機関の燃料として用いるものに限る。

以下この条（第５項を除く。）において同

じ。）に対する第８３条の規定の適用につ

いては、当該軽自動車が平成２８年４月１

日から平成２９年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には、平成

２９年度分の軽自動車税に限り、次の表の

左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

第83条第2号ア

(ｲ) 

3,900円 2,000円

第83条第2号ア

(ｳ) 

6,900円 3,500円

10,800円 5,400円

3,800円 1,900円

5,000円 2,500円

４ 法附則第３０条第５項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車（前項の規定

の適用を受けるものを除く。）に対する第

８３条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成２８年４月１日から平成２９年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には、平成２９年度分の軽自動

車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

第83条第2号ア

(ｲ) 

3,900円 3,000円

第83条第2号ア

(ｳ) 

6,900円 5,200円

10,800円 8,100円

3,800円 2,900円

 を 
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 5,000円 3,800円

５ 法附則第３０条第６項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第

８３条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成２９年４月１日から平成３０年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成３０年度分の軽自動車

税に限り、当該軽自動車が平成３０年４月

１日から平成３１年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には平成

３１年度分の軽自動車税に限り、第２項の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

６ 法附則第３０条第７項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第

８３条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成２９年４月１日から平成３０年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成３０年度分の軽自動車

税に限り、当該軽自動車が平成３０年４月

１日から平成３１年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には平成

３１年度分の軽自動車税に限り、第３項の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

７ 法附則第３０条第８項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車（前項の規定

の適用を受けるものを除く。）に対する第

８３条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成２９年４月１日から平成３０年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を
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受けた場合には平成３０年度分の軽自動車

税に限り、当該軽自動車が平成３０年４月

１日から平成３１年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には平成

３１年度分の軽自動車税に限り、第４項の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

（軽自動車税の賦課徴収の特例） 

第２１条の２ 市長は、軽自動車税の賦課徴

収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第２

項から第７項までの規定の適用を受ける三

輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判

断をするときは、国土交通大臣の認定等（法

附則第３０条の２第１項に規定する国土交

通大臣の認定等をいう。次項において同

じ。）に基づき当該判断をするものとする。

第２１条の２ 削除 

 」 

「

第２１条 平成１８年３月３１日までに初め

て道路運送車両法第６０条第１項後段の規

定による車両番号の指定（次項から第４項

までにおいて「初回車両番号指定」という。）

を受けた法附則第３０条第１項に規定する

三輪以上の軽自動車に対する令和元年度分

の軽自動車税に係る第８３条の規定の適用

については、当分の間、次の表の左欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第２１条 法附則第３０条に規定する三輪以

上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初

の法第４４４条第３項に規定する車両番号

の指定を受けた月から起算して１４年を経

過した月の属する年度以後の年度分の軽自

動車税の種別割に係る第８３条の規定の適

用については、当分の間、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

第83条第2号ア

(ｲ) 

3,900円 4,600円

第83条第2号ア

(ｳ) 

6,900円 8,200円

10,800円 12,900円

3,800円 4,500円

5,000円 6,000円

第2号ア(ｲ) 3,900円 4,600円

第2号ア(ｳ)あ 6,900円 8,200円

10,800円 12,900円

第2号ア(ｳ)い 3,800円 4,500円

5,000円 6,000円
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２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第

８３条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成２９年４月１日から平成３０年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成３０年度分の軽自動車

税に限り、当該軽自動車が平成３０年４月

１日から平成３１年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和元

年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第83条第2号ア

(ｲ) 

3,900 円 1,000 円

第83条第2号ア

(ｳ) 

6,900 円 1,800 円

10,800 円 2,700 円

3,800 円 1,000 円

5,000 円 1,300 円

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車（ガソリンを

内燃機関の燃料として用いるものに限る。

以下この項及び次項において同じ。）に対す

る第８３条の規定の適用については、当該

軽自動車が平成２９年４月１日から平成

３０年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には平成３０年度分の軽

自動車税に限り、当該軽自動車が平成３０

年４月１日から平成３１年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和元年度分の軽自動車税に限り、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

 に 

第83条第2号ア

(ｲ) 

3,900 円 2,000 円
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第83条第2号ア

(ｳ) 

6,900 円 3,500 円

10,800 円 5,400 円

3,800 円 1,900 円

5,000 円 2,500 円

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号

に掲げる三輪以上の軽自動車（前項の規定

の適用を受けるものを除く。）に対する第

８３条の規定の適用については、当該軽自

動車が平成２９年４月１日から平成３０年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成３０年度分の軽自動車

税に限り、当該軽自動車が平成３０年４月

１日から平成３１年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和元

年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第83条第2号ア

(ｲ) 

3,900 円 3,000 円

第83条第2号ア

(ｳ) 

6,900 円 5,200 円

10,800 円 8,100 円

3,800 円 2,900 円

5,000 円 3,800 円

 （軽自動車税の賦課徴収の特例） 

第２１条の２ 市長は、軽自動車税の賦課徴

収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第２

項から第４項までの規定の適用を受ける三

輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判

断をするときは、国土交通大臣の認定等（法

附則第３０条の２第１項に規定する国土交

通大臣の認定等をいう。次項において同

じ。）に基づき当該判断をするものとする。

第２１条の２ 削除 

    」 

改める。 

第６条の表中 
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「

第４８条 市民税を申告納付する義務がある

法人は、法第３２１条の８第１項、第２項、

第４項、第１９項、第２２項及び第２３項

の規定による申告書を、同条第１項、第２

項、第４項、第１９項及び第２３項の申告

納付にあってはそれぞれこれらの規定によ

る納期限までに、同条第２２項の申告納付

にあっては遅滞なく市長に提出すると同時

にその申告に係る税金又は同条第１項後段

及び第３項の規定により提出があったもの

とみなされる申告書に係る税金を施行規則

第２２号の４様式による納付書により納付

しなければならない。 

第４８条 市民税を申告納付する義務がある

法人は、法第３２１条の８第１項、第２項、

第４項、第１９項、第２２項及び第２３項

の規定による申告書（第１０項及び第１１

項において「納税申告書」という。）を、

同条第１項、第２項、第４項、第１９項及

び第２３項の申告納付にあってはそれぞれ

これらの規定による納期限までに、同条第

２２項の申告納付にあっては遅滞なく市長

に提出すると同時にその申告に係る税金又

は同条第１項後段及び第３項の規定により

提出があったものとみなされる申告書に係

る税金を施行規則第２２号の４様式による

納付書により納付しなければならない。 

２～９ （略） ２～９ （略） 

 １０ 法第３２１条の８第４２項に規定する

特定法人である内国法人は、第１項の規定

により、納税申告書により行うこととされ

ている法人の市民税の申告については、同

項の規定にかかわらず、同条第４２項及び

施行規則で定めるところにより、納税申告

書に記載すべきものとされている事項（次

項において「申告書記載事項」という。）

を、法第７６２条第１号に規定する地方税

関係手続用電子情報処理組織を使用し、か

つ、地方税共同機構（第１２項において「機

構」という。）を経由して行う方法その他

施行規則で定める方法により市長に提供す

ることにより、行わなければならない。 

 を 

 １１ 前項の規定により行われた同項の申告

については、申告書記載事項が記載された

納税申告書により行われたものとみなし
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て、この条例又はこれに基づく規則の規定

を適用する。 

 １２ 第１０項の規定により行われた同項の

申告は、法第７６２条第１号の機構の使用

に係る電子計算機（入出力装置を含む。）

に備えられたファイルへの記録がされた時

に同項に規定する市長に到達したものとみ

なす。 

 」 

「

第４８条 市民税を申告納付する義務がある

法人は、法第３２１条の８第１項、第２項、

第４項、第１９項、第２２項及び第２３項

の規定による申告書を、同条第１項、第２

項、第４項、第１９項及び第２３項の申告

納付にあってはそれぞれこれらの規定によ

る納期限までに、同条第２２項の申告納付

にあっては遅滞なく市長に提出すると同時

にその申告に係る税金又は同条第１項後段

及び第３項の規定により提出があったもの

とみなされる申告書に係る税金を施行規則

第２２号の４様式による納付書により納付

しなければならない。 

第４８条 市民税を申告納付する義務がある

法人は、法第３２１条の８第１項、第２項、

第４項、第１９項、第２２項及び第２３項

の規定による申告書（第１０項、第１１項

及び第１３項において「納税申告書」とい

う。）を、同条第１項、第２項、第４項、

第１９項及び第２３項の申告納付にあって

はそれぞれこれらの規定による納期限まで

に、同条第２２項の申告納付にあっては遅

滞なく市長に提出すると同時にその申告に

係る税金又は同条第１項後段及び第３項の

規定により提出があったものとみなされる

申告書に係る税金を施行規則第２２号の４

様式による納付書により納付しなければな

らない。 

２～９ （略） ２～９ （略） 

 １０ 法第３２１条の８第４２項に規定する

特定法人である内国法人は、第１項の規定

により、納税申告書により行うこととされ

ている法人の市民税の申告については、同

項の規定にかかわらず、同条第４２項及び

施行規則で定めるところにより、納税申告

書に記載すべきものとされている事項（次
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項及び第１２項において「申告書記載事項」

という。）を、法第７６２条第１号に規定

する地方税関係手続用電子情報処理組織を

使用し、かつ、地方税共同機構（第１２項

において「機構」という。）を経由して行

う方法により市長に提供することにより、

行わなければならない。 

 １１ 前項の規定により行われた同項の申告

については、申告書記載事項が記載された

納税申告書により行われたものとみなし

て、この条例又はこれに基づく規則の規定

を適用する。 

 １２ 第１０項の規定により行われた同項の

申告は、申告書記載事項が法第７６２条第

１号の機構の使用に係る電子計算機（入出

力装置を含む。）に備えられたファイルへ

の記録がされた時に同項に規定する市長に

到達したものとみなす。 

 １３ 第１０項の内国法人が、電気通信回線

の故障、災害その他の理由により地方税関

係手続用電子情報処理組織を使用すること

が困難であると認められる場合で、かつ、

同項の規定を適用しないで納税申告書を提

出することができると認められる場合にお

いて、同項の規定を適用しないで納税申告

書を提出することについて市長の承認を受

けたときは、当該市長が指定する期間内に

行う同項の申告については、前３項の規定

は、適用しない。法人税法第７５条の４第

２項の申請書を同項に規定する納税地の所

轄税務署長に提出した第１０項の内国法人

が、当該税務署長の承認を受け、又は当該

税務署長の却下の処分を受けていない旨を

 に 
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記載した施行規則で定める書類を、納税申

告書の提出期限の前日までに、又は納税申

告書に添付して当該提出期限までに、市長

に提出した場合における当該税務署長が指

定する期間内に行う第１０項の申告につい

ても、同様とする。 

 １４ 前項前段の承認を受けようとする内国

法人は、同項前段の規定の適用を受けるこ

とが必要となった事情、同項前段の規定に

よる指定を受けようとする期間その他施行

規則で定める事項を記載した申請書に施行

規則で定める書類を添付して、当該期間の

開始の日の１５日前までに、これを市長に

提出しなければならない。 

 １５ 第１３項の規定の適用を受けている内

国法人は、第１０項の申告につき第１３項

の規定の適用を受けることをやめようとす

るときは、その旨その他施行規則で定める

事項を記載した届出書を市長に提出しなけ

ればならない。 

 １６ 第１３項前段の規定の適用を受けてい

る内国法人につき、法第３２１条の８第

５１項の処分又は前項の届出書の提出があ

ったときは、これらの処分又は届出書の提

出があった日の翌日以後の第１３項前段の

期間内に行う第１０項の申告については、

第１３項前段の規定は適用しない。ただし、

当該内国法人が、同日以後新たに同項前段

の承認を受けたときは、この限りでない。 

 １７ 第１３項後段の規定の適用を受けてい

る内国法人につき、第１５項の届出書の提

出又は法人税法第７５条の４第３項若しく

は第６項（同法第８１条の２４の３第２項
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において準用する場合を含む。）の処分があ

ったときは、これらの届出書の提出又は処

分があった日の翌日以後の第１３項後段の

期間内に行う第１０項の申告については、

第１３項後段の規定は適用しない。ただし、

当該内国法人が、同日以後新たに同項後段

の書類を提出したときは、この限りでない。

    」 

改める。 

第８条 浜松市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年浜松市条例第３８号）の一部

を次のように改正する。 

改正前 改正後 

   附 則    附 則 

（市民税に関する経過措置）  （市民税に関する経過措置） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第６条の規定による改正後の浜松市税条

例第２３条第１項及び第３項並びに第４８

条第１０項から第１２項までの規定は、前

条第５号に掲げる規定の施行の日以後に開

始する事業年度分の法人の市民税及び同日

以後に開始する連結事業年度分の法人の市

民税について適用し、同日前に開始した事

業年度分の法人の市民税及び同日前に開始

した連結事業年度分の法人の市民税につい

ては、なお従前の例による。 

４ 第６条の規定による改正後の浜松市税条

例第２３条第１項及び第３項並びに第４８

条第１０項から第１７項までの規定は、前

条第５号に掲げる規定の施行の日以後に開

始する事業年度分の法人の市民税及び同日

以後に開始する連結事業年度分の法人の市

民税について適用し、同日前に開始した事

業年度分の法人の市民税及び同日前に開始

した連結事業年度分の法人の市民税につい

ては、なお従前の例による。 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。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。 

(1) 第２条及び第６条並びに附則第６条の規定 令和元年１０月１日 
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 (2) 第３条及び次条の規定 令和２年１月１日 

(3) 第４条及び附則第３条の規定 令和３年１月１日 

 (4) 第５条及び附則第７条の規定 令和３年４月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 第３条の規定による改正後の浜松市税条例（次項において「２年新条例」という。）

第３６条の２第６項の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後に令和２年度以

後の年度分の個人の市民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該

申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市民税に係る申告書を

提出する場合については、なお従前の例による。 

２ ２年新条例第３６条の３の３第１項の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以

後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第６号）第１

条の規定による改正後の所得税法（昭和４０年法律第３３号。以下この項において「新

所得税法」という。）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（新所得税法第２０３

条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する２年新条例第３６条の３の

３第１項に規定する申告書について適用する。 

第３条 第４条の規定による改正後の浜松市税条例第２４条第１項（第２号に係る部分に

限る。）の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和２年度

分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第４条 第１条の規定による改正後の浜松市税条例（次条において「新条例」という。）の

規定中固定資産税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の固定資産税について適用

し、平成３０年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第５条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和元年度分の軽自動車税について

適用し、平成３０年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 

第６条 別段の定めがあるものを除き、第２条の規定による改正後の浜松市税条例（次項

において「元年１０月新条例」という。）の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分

は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に

対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。 

２ 元年１０月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和２年度以後の年

度分の軽自動車税の種別割について適用する。 

第７条 第５条の規定による改正後の浜松市税条例の規定は、令和３年度以後の年度分の

軽自動車税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動車税の種別割について

は、なお従前の例による。 
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第   72 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

浜松市手数料条例及び浜松市景観条例の一部改正について 

浜松市手数料条例及び浜松市景観条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市手数料条例及び浜松市景観条例の一部を改正する条例 

（浜松市手数料条例の一部改正） 

第１条 浜松市手数料条例（平成１２年浜松市条例第４４号）の一部を次のように改正す

る。 

改正前 改正後 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 （略） 

土

木

・

建

築

(1)～(15) （略）  

(16) 用途地域における

建築等許可の申請 

 （略） 

(17)～(58) （略）

(59)～(80) （略） 

(81) 建築物エネルギー

消費性能確保計画に係る

建築物エネルギー消費性

能適合性判定 

  次に掲げる金額の合

計額。ただし、工場等（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

類するものをいう。以下

第83号までにおいて同

じ。）の部分及びその他

 （略） 

土

木

・

建

築

(1)～(15) （略）  

(16) 用途地域における

建築等許可の申請（次号

及び第18号に掲げるも

のを除く。） 

 （略） 

(17) 用途地域における

建築等許可を受けた建

築物で利害関係者の意

見の聴取及び建築審査

会の同意の取得を行わ

ないものの増築、改築、

移転又は用途変更の許

可の申請 

120,000 

(18) 用途地域における

建築審査会の同意の取得

を行わない建築物の建築

等許可の申請（前号に掲

げるものを除く。） 

140,000 

(19)～(60) （略） 

(61) 既存の建築物につ

いて行われる一時的な他

用途への使用許可の申請

120,000 

(62) 既存の建築物につ

いて行われる一時的な他

用途への特別な使用許可

の申請 

160,000 

(63)～(84) （略） 

(85) 建築物エネルギー

消費性能確保計画に係る

建築物エネルギー消費性

能適合性判定 

  次に掲げる金額の合

計額。ただし、工場等（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

類するものをいう。以下

第87号までにおいて同

じ。）の部分及びその他
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の非住宅部分を有する建

築物にあっては、当該合

計額と、当該工場等の部

分を当該その他の非住宅

部分とみなして算定した

金額のいずれか低い金額

とする。 

ア 住宅及び工場等以

外の建築物又はその

部分（モデル建物法に

より評価を行ったも

のを除く。）の床面積

（その増築又は改築

（以下第83号までに

おいて「増築等」とい

う。）の場合において、

当該増築等の部分以

外の非住宅部分の一

次エネルギー消費量

を基準一次エネルギ

ー消費量で除して得

た値（以下「BEI値」

という。）を1.2以上

としているときにあ

っては、当該増築等の

部分の床面積）の合計

が 

  (ｱ)～(ｶ) （略）  

 イ・ウ （略）  

(82)～(98) （略） 

 （略） 

の非住宅部分を有する建

築物にあっては、当該合

計額と、当該工場等の部

分を当該その他の非住宅

部分とみなして算定した

金額のいずれか低い金額

とする。 

ア 住宅及び工場等以

外の建築物又はその

部分（モデル建物法に

より評価を行ったも

のを除く。）の床面積

（その増築又は改築

（以下第87号までに

おいて「増築等」とい

う。）の場合において、

当該増築等の部分以

外の非住宅部分の一

次エネルギー消費量

を基準一次エネルギ

ー消費量で除して得

た値（以下「BEI値」

という。）を1.2以上

としているときにあ

っては、当該増築等の

部分の床面積）の合計

が 

  (ｱ)～(ｶ) （略） 

 イ・ウ （略） 

(86)～(102) （略） 

 （略） 

  備考 （略）   備考 （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市景観条例の一部改正） 

第２条 浜松市景観条例（平成２０年浜松市条例第８９号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（届出等の時期） （届出等の時期） 

第１４条 法第１６条第１項若しくは第２

項の規定による届出又は同条第５項後段

の規定による通知は、建築物の建築等及び

工作物の建設等のうち建築基準法（昭和

２５年法律第２０１号）第６条第１項（同

法第８７条の２並びに第８８条第１項及

び第２項において準用する場合を含む。）

第１４条 法第１６条第１項若しくは第２

項の規定による届出又は同条第５項後段

の規定による通知は、建築物の建築等及び

工作物の建設等のうち建築基準法（昭和

２５年法律第２０１号）第６条第１項（同

法第８７条の４並びに第８８条第１項及

び第２項において準用する場合を含む。）
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の規定による確認の申請又は同法第１８

条第２項（同法第８７条の２並びに第８８

条第１項及び第２項において準用する場

合を含む。）の規定による計画の通知を要

するものにあっては、当該確認の申請又は

計画の通知を行う日の２週間前までに行

わなければならない。

の規定による確認の申請又は同法第１８

条第２項（同法第８７条の４並びに第８８

条第１項及び第２項において準用する場

合を含む。）の規定による計画の通知を要

するものにあっては、当該確認の申請又は

計画の通知を行う日の２週間前までに行

わなければならない。

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

１ この条例は、建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）の施行の

日又はこの条例の公布の日の翌日のいずれか遅い日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の浜松市手数料条例別表土木・建築の項第１６号から第 

１８号まで、第６１号及び第６２号の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に

係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の

例による。 
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第   73 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

浜松市子ども・子育て支援法施行条例の一部改正について 

浜松市子ども・子育て支援法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市子ども・子育て支援法施行条例の一部を改正する条例 

浜松市子ども・子育て支援法施行条例（平成２６年浜松市条例第６７号）の一部を次の

ように改正する。 

改正前 改正後 

（罰則） （罰則） 

第４条 正当な理由なしに、法第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は、

１０万円以下の過料に処する。 

第４条 正当な理由なしに、法第１３条第１項

（法第３０条の３において準用する場合を

含む。以下この条において同じ。）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は、１０万

円以下の過料に処する。 

第５条 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

くは忌避した者は、１０万円以下の過料に処

する。 

第５条 正当な理由なしに、法第１４条第１項

（法第３０条の３において準用する場合を

含む。以下この条において同じ。）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

避した者は、１０万円以下の過料に処する。

   附 則    附 則 

２ 法附則第６条第１項の場合における第５

条の規定の適用については、同条中「法第

１４条第１項」とあるのは、「子ども・子育

て支援法施行令（平成２６年政令第２１３

号）附則第３条第１項の規定により読み替え

られた法第１４条第１項」とする。 

２ 法附則第６条第１項の場合における第５

条の規定の適用については、同条中「法第

１４条第１項」とあるのは、「子ども・子育

て支援法施行令（平成２６年政令第２１３

号）附則第６条第１項の規定により読み替え

られた法第１４条第１項」とする。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 
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附 則 

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 
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第   74 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

浜松市介護保険条例の一部改正について 

浜松市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市介護保険条例の一部を改正する条例 

 浜松市介護保険条例（平成１２年浜松市条例第５４号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（保険料率） （保険料率） 

第４条 平成３０年度から平成３２年度まで

の各年度における保険料率は、次の各号に

掲げる第１号被保険者の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

第４条 令和元年度及び令和２年度の各年度

における保険料率は、次の各号に掲げる第

１号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める額とする。 

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第

４１２号。以下「令」という。）第３９条

第１項第１号に掲げる者 ２９，８８５円

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第

４１２号。以下「令」という。）第３９条

第１項第１号に掲げる者 ２４，９０４円

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 

４３，１６７円 

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 

３４，８６６円 

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 

４６，４８８円 

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 

４４，８２８円 

(4)～(13) （略） (4)～(13) （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市介護保険条例の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成３０

年度分までの保険料については、なお従前の例による。この場合において、令和元年度

分の保険料に係る同条例第７条の規定の適用については、同条第１項中「第４条」とあ

るのは、「浜松市介護保険条例の一部を改正する条例（令和元年浜松市条例第 号）に

よる改正前の第４条」とする。 
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第   75 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

浜松市立勤労青少年ホーム条例の一部改正について 

浜松市立勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市立勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例 

浜松市立勤労青少年ホーム条例（昭和６０年浜松市条例第２２号）の一部を次のように

改正する。 

改正前 改正後 

（開館時間） （開館時間） 

第４条 青少年ホームの開館時間は、午前９

時から午後９時３０分まで（日曜日、土曜

日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する国民の祝日

にあっては、午前９時から午後５時まで）

とする。ただし、第５条の２第１項の規定

により市が指定する法人その他の団体（以

下「指定管理者」という。）は、必要があ

ると認めるときは、市長の承認を得てこれ

を変更することができる。 

第４条 青少年ホームの開館時間は、午前９

時から午後９時３０分までとする。ただし、

庭球場については、午後９時までとする。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、第５条の２第

１項の規定により市が指定する法人その他

の団体（以下「指定管理者」という。）は、

必要があると認めるときは、市長の承認を

得て開館時間を変更することができる。 

（利用者の範囲） （利用者の範囲） 

第６条 青少年ホームを利用することができ

る者は、市内に住所を有し、又は勤務する

年齢３０歳未満の勤労青少年（市長が認め

る者を含む。）で規則で定める利用証の交

付を受けたものとする。 

第６条 青少年ホームを利用することができ

る者は、次に掲げる者とする。 

 (1) 市内等勤労青少年（市内に住所を有し、

又は勤務する年齢４０歳未満の勤労青少

年で規則で定める利用証の交付を受けた

ものをいう。以下同じ。） 

 (2) 勤労青少年団体（市内等勤労青少年に

より構成される団体で市長が認めるもの
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をいう。以下同じ。） 

(3) 勤労青少年福祉関係団体等（勤労青少

年の福祉の増進を図ることを目的とする

団体及び社会教育法（昭和２４年法律第

２０７号）第１０条に規定する社会教育

関係団体で、市長が認めるものをいう。

以下同じ。） 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定す

る者の利用に支障がないと認められる場合

は、同項に規定する者以外の者が青少年ホ

ームを利用することができる。この場合に

おいて、青少年ホームを利用することがで

きる時間は、午前９時から午後５時までと

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定す

る者の利用に支障がないと認められる場合

は、同項に規定する者以外の者が青少年ホ

ームを利用することができる。 

（利用の制限） （利用の制限） 

第８条 指定管理者は、次の各号のいずれかに

該当するときは、青少年ホームの利用を許可

しない。 

第８条 指定管理者は、次の各号のいずれかに

該当するときは、青少年ホームの利用を許可

しない。 

 (1) 宗教的活動に利用するおそれがあると

き。 

(1)～(3) （略） (2)～(4) （略） 

(4) 前３号に定めるもののほか、管理上支

障があると認めるとき。 

(5) 前各号に定めるもののほか、管理上支

障があると認めるとき。 

（利用料金の納付） （利用料金の納付） 

第９条 第６条第２項の規定により青少年ホ

ームを利用する者は、指定管理者に対し、

利用料金（法第２４４条の２第８項の利用

料金をいう。以下同じ。）を利用する日前

において指定管理者が指定する日までに

（一般利用の場合にあっては、利用の際）

納付しなければならない。ただし、指定管

理者が特別の理由があると認めるときは、

この限りでない。 

第９条 第７条の規定による許可を受けた者

（以下「利用者」という。）は、指定管理

者に対し、利用料金（法第２４４条の２第

８項の利用料金をいう。以下同じ。）を利

用する日前において指定管理者が指定する

日までに納付しなければならない。ただし、

指定管理者が特別の理由があると認めると

きは、この限りでない。 
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２～４ （略） ２～４ （略） 

（利用権の譲渡禁止） （利用権の譲渡禁止） 

第１２条 青少年ホームの利用の許可を受け

た者（以下「利用者」という。）は、利用の

権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

第１２条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又

は転貸してはならない。 

別表（第９条関係） 別表（第９条関係） 

１ ホール等 １ ホール等 

利用時間区分

利用区分 

午前9時か

ら午後5時

まで 1時

間につき 

ホール 勤労青少年福祉関係団

体等 

円

320 

その他 970 

料理実習

室 

勤労青少年福祉関係団

体等 

280 

その他 560 

音楽室 勤労青少年福祉関係団

体等 

280 

その他 560 

和室 勤労青少年福祉関係団

体等 

240 

その他 480 

茶室 勤労青少年福祉関係団

体等 

140 

その他 290 

講習室 勤労青少年福祉関係団

体等 

100 

その他 200 

第 1 集 会

室 

勤労青少年福祉関係団

体等 

100 

その他 200 

第 2 集 会

室 

勤労青少年福祉関係団

体等 

160 

その他 330 

パソコン

室 

勤労青少年福祉関係団

体等 

390 

その他 専用利用 790 

一般利用 1人1 200 

回につき 

美術工芸

室 

勤労青少年福祉関係団

体等 

160 

その他 330 

体

育

館 

全面 勤労青少年福祉関係団

体等 

450 

その他 900 

半面 勤労青少年福祉関係団 220 

利用時間区分

利用区分 

午前 9時

から午後

6時まで

 1時間

につき 

午後 6時

から午後

9時まで

 1時間

につき 

午後 9時

から午後

9時 30 分

まで 

ホ ー

ル 

市内等勤

労青少年

等 

円

320 

円

600 

円

300 

その他 970 1,800 900 

料 理

実 習

室

市内等勤

労青少年

等 

280 410 200 

その他 560 830 410 

音 楽

室 

市内等勤

労青少年

等 

280 410 200 

その他 560 830 410 

和室 市内等勤

労青少年

等 

240 270 130 

その他 480 540 270 

茶室 市内等勤

労青少年

等 

140 160 80 

その他 290 330 160 

会 議

室1 

市内等勤

労青少年

等 

390 600 300 

その他 790 1,200 600 

会 議

室2 

市内等勤

労青少年

等 

100 150 70 

その他 200 310 150 

会 議

室3 

市内等勤

労青少年

等 

100 150 70 

その他 200 310 150 

会 議

室4 

市内等勤

労青少年

等 

100 150 70 
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体等 

その他 450 

その他 200 310 150 

大 会

議室

市内等勤

労青少年

等 

160 230 110 

その他 330 460 230 

美 術

工 芸

室 

市内等勤

労青少年

等 

160 250 120 

その他 330 500 250 

体

育

館

全

面

市内等勤

労青少年

等 

450 500 250 

その他 900 1,000 500 

半

面

市内等勤

労青少年

等 

220 250 120 

その他 450 500 250 

備考 備考 

１ 勤労青少年福祉関係団体等とは、

勤労青少年の福祉の増進を図ること

を目的とする団体及び社会教育法

（昭和２４年法律第２０７号）第

１０条に規定する社会教育関係団体

で、市長が認めるものをいう。以下

同じ。 

１ 市内等勤労青少年等とは、市内等

勤労青少年（市内等勤労青少年のみ

で利用する場合に限る。）、勤労青

少年団体又は勤労青少年福祉関係団

体等のいずれかに該当する者をい

う。以下同じ。 

２ 一般利用の場合を除き、利用時間

の開始は正時からとし、利用時間の

終了は正時までとする。 

２ 利用時間の開始は正時からとし、

利用時間の終了は午後９時３０分ま

で利用する場合を除き正時までとす

る。 

３ （略） ３ （略） 

４ 一般利用の場合を除き、利用時間を

１５分以上超過し、又は繰り上げて利

用する場合の当該超過又は繰上げに

係る利用料金は、当該超過し、又は繰

り上げた時間の属する利用時間区分

の利用料金（備考の３に規定する利用

にあっては、当該規定により算出した

額とする。）に相当する額とする。 

４ 利用時間を１５分以上超過し、又

は繰り上げて利用する場合の当該超

過又は繰上げに係る利用料金は、次

のとおりとする。 

-69-



 (1) 所定の開館時間内に利用する場

合は、当該超過し、又は繰り上げ

た時間の属する利用時間区分の利

用料金（備考の３に規定する利用

にあっては、当該規定により算出

した額とする。(2)において同じ。）

に相当する額 

 (2) 所定の開館時間外に利用する場

合は、１時間につき、午後６時か

ら午後９時までの間の１時間当た

りの利用料金の１．５倍に相当す

る額 

 ５ 利用料金を算定して得た額に１０

円未満の端数があるときは、これを

切り捨てる。 

２ 庭球場 ２ 庭球場 

   (1) 施設 

利用時間区分

利用区分 

午前9時から午後5時ま

で 2時間につき 

勤労青少年福祉関係

団体等 1面につき 

 （略） 

 （略） 

利用時間区分

利用区分 

午前9時から午後9時ま

で 2時間につき 

市内等勤労青少年等

 1面につき 

 （略） 

 （略） 

備考 備考 

１ 利用時間は、午前９時から午前

１１時まで、午前１１時から午後１

時まで、午後１時から午後３時まで

又は午後３時から午後５時までとす

る。 

１ 利用時間は、午前９時から午前

１１時まで、午前１１時から午後１

時まで、午後１時から午後３時まで、

午後３時から午後５時まで、午後５

時から午後７時まで又は午後７時か

ら午後９時までとする。 

２ 利用時間を１５分以上超過し、又

は繰り上げて利用する場合の当該超

過又は繰上げに係る利用料金は、当

該超過し、又は繰り上げた時間の属

する利用時間区分の利用料金に相当

２ 利用時間を１５分以上超過し、又

は繰り上げて利用する場合の当該超

過又は繰上げに係る利用料金は、次

のとおりとする。 
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する額とする。 

    (1) 所定の開館時間内に利用する場

合は、当該超過し、又は繰り上げ

た時間の属する利用時間区分の利

用料金に相当する額 

    (2) 所定の開館時間外に利用する場

合は、１時間につき、午前９時か

ら午後９時までの間の１時間当た

りの利用料金の１．５倍に相当す

る額 

   ３ 利用料金を算定して得た額に１０

円未満の端数があるときは、これを

切り捨てる。 

 (2) 照明設備  

１面１時間につき（１５分未満の端

数は切り捨て、１５分以上は１時間と

する。） ２００円 

３ （略） ３ （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の

日から施行する。 

２ 改正後の浜松市立勤労青少年ホーム条例（以下「新条例」という。）の規定は、この条

例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の浜松市立勤労青少年ホームの利用につい

て適用する。 

 （準備行為） 

３ 新条例第６条第１項第１号の規定による利用証の交付（改正前の浜松市立勤労青少年

ホーム条例（以下「旧条例」という。）第６条第１項の規定により利用証の交付を受ける

ことができる場合を除く。）、新条例第６条第１項第２号の規定による認定及び新条例第

７条の規定による許可並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、施行日前におい

ても行うことができる。 
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 （経過措置） 

４ 施行日前に旧条例第６条第１項の規定によりされた利用証の交付又は旧条例別表の１

の備考の１の規定によりされた認定は、それぞれ新条例第６条第１項第１号の規定によ

りされた利用証の交付又は同項第３号の規定によりされた認定とみなす。 
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第   76 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

浜松市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

浜松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を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松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 

 浜松市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年浜松市条例第４９号）の一部を次

のように改正する。 

改正前 改正後 

（利率） （利率） 

第１０条 災害援護資金の貸付利率は、年３

パーセントとする。ただし、据置期間中は、

無利子とする。 

第１０条 災害援護資金の貸付利率は、第

１２条第１項の規定により保証人を立てる

場合にあっては無利子とし、同項の規定に

より保証人を立てない場合にあっては据置

期間中は無利子とし、据置期間経過後は延

滞の場合を除き年３パーセント以内で規則

で定める率とする。 

（償還） （償還） 

第１１条 災害援護資金の償還は、元利均等

半年賦償還の方法とする。ただし、繰上げ

償還することができる。 

第１１条 災害援護資金の償還は、半年賦償

還又は月賦償還の方法によるものとする。 

 ２ 前項の規定による災害援護資金の償還

は、元利均等償還の方法とする。ただし、

災害援護資金の貸付けを受けた者は、いつ

でも繰上償還をすることができる。 

（連帯保証人） （連帯保証人） 

第１２条 災害援護資金の貸付けを受けよう

とする者は、市内に住所を有し、独立の生

計を営み償還能力があると市長が認める者

１人を連帯保証人として立てなければなら

ない。 

第１２条 災害援護資金の貸付けを受けよう

とする者は、独立の生計を営み償還能力があ

ると市長が認める者を保証人として立てる

ことができる。 

 ２ 前項の保証人は、災害援護資金の貸付けを

受けた者と連帯して債務を負担するものと

し、その保証債務は、政令第９条の規定によ

る違約金を包含するものとする。 

（償還免除等） （償還免除等） 
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第１４条 災害援護資金に係る償還免除、一

時償還、違約金及び償還金支払猶予につい

ては、法第１３条及び政令第９条から第

１２条までの規定によるものとする。 

第１４条 災害援護資金に係る償還免除、一

時償還、違約金及び償還金支払猶予につい

ては、法第１３条及び政令第８条から第

１１条までの規定によるものとする。 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の浜松市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成３１年４月１日以後

に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて

適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の

貸付けについては、なお従前の例による。 
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第   77 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

浜松市中央卸売市場業務条例の一部改正について 

浜松市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例 

浜松市中央卸売市場業務条例（昭和５４年浜松市条例第３７号）の一部を次のように改

正する。 

改正前 改正後 

（卸売物品の相手方の明示及び引取り） （卸売物品の相手方の明示及び引取り） 

第５３条 （略） 第５３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 卸売業者は、前項の規定により他の者に

卸売をした場合において、その卸売金額（せ

り売若しくは入札又は相対取引に係る価格

の合計額にその８パーセントに相当する額

を加えた金額をいう。以下同じ。）が前項

の規定による仲卸業者又は売買参加者に対

する卸売金額より低いときは、その差額を

当該仲卸業者又は売買参加者に請求するこ

とができる。 

４ 卸売業者は、前項の規定により他の者に

卸売をした場合において、その卸売金額（せ

り売若しくは入札又は相対取引に係る価格

の合計額にその８パーセント（消費税法（昭

和６３年法律第１０８号）別表第１第１号

に規定する飲食料品（以下「軽減対象資産」

という。）以外のもの（以下「軽減対象外

資産」という。）にあっては、１０パーセ

ント）に相当する額を加えた金額をいう。

以下第６２条第１項を除き同じ。）が前項

の規定による仲卸業者又は売買参加者に対

する卸売金額より低いときは、その差額を

当該仲卸業者又は売買参加者に請求するこ

とができる。 

（卸売予定数量等の報告） （卸売予定数量等の報告） 

第５８条 （略） 第５８条 （略） 

２ 卸売業者は、規則で定めるところにより、

毎開場日、次に掲げる物品について、品目

ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高

値、中値及び安値に区分した卸売価格（せ

り売若しくは入札又は相対取引に係る価格

をいう。以下同じ。）を市長に報告しなけ

ればならない。 

２ 卸売業者は、規則で定めるところにより、

毎開場日、次に掲げる物品について、品目

ごとの卸売の数量及び主要な産地並びに高

値、中値及び安値に区分した卸売価格（せ

り売若しくは入札又は相対取引に係る価格

にその８パーセント（軽減対象外資産にあ

っては、１０パーセント）に相当する額を

加えた価格をいう。以下同じ。）を市長に

報告しなければならない。 
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(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

３ （略） ３ （略） 

（仕切り及び送金） （仕切り及び送金） 

第６１条 卸売業者は、受託物品の卸売をし

たときは、委託者に対して、その卸売をし

た日の翌日までに、当該卸売をした物品の

品目、等級、単価（せり売若しくは入札又

は相対取引に係る価格をいう。以下本条に

おいて同じ。）、数量、単価と数量の積の

合計額、当該合計額の８パーセントに相当

する金額（当該委託者の責めに帰すべき理

由により第６６条の規定による卸売代金の

変更をした物品については、当該変更に係

る品目、等級、単価、数量、単価と数量の

積の合計額並びに当該合計額の８パーセン

トに相当する金額）、控除すべき委託手数

料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の

負担となる費用の項目と金額（消費税額及

び地方消費税額を含む。）並びに差引仕切

金額（以下「売買仕切金」という。以下同

じ。）を明記した売買仕切書及び売買仕切

金を送付しなければならない。ただし、売

買仕切書又は売買仕切金の送付の期日につ

いて委託者との特約がある場合の期日につ

いては、この限りでない。 

第６１条 卸売業者は、受託物品の卸売をし

たときは、委託者に対して、その卸売をし

た日の翌日までに、当該卸売をした物品の

品目、等級、単価（せり売若しくは入札又

は相対取引に係る価格をいう。以下この項

において同じ。）、数量、軽減対象資産合

計額（軽減対象資産に係る単価と数量の積

の合計額をいう。以下この項において同

じ。）、軽減対象外資産合計額（軽減対象

外資産に係る単価と数量の積の合計額をい

う。以下この項において同じ。）、軽減対

象資産合計額にその８パーセントに相当す

る金額を加えた金額及び軽減対象外資産合

計額にその１０パーセントに相当する金額

を加えた金額並びにこれらの合計額（当該

委託者の責めに帰すべき理由により第６６

条の規定による卸売代金の変更をした物品

については、当該変更に係る品目、等級、

単価、数量、軽減対象資産合計額、軽減対

象外資産合計額並びに軽減対象資産合計額

にその８パーセントに相当する金額を加え

た金額及び軽減対象外資産合計額にその

１０パーセントに相当する金額を加えた金

額並びにこれらの合計額）、控除すべき委

託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委

託者の負担となる費用の項目と金額（消費

税額及び地方消費税額を含む。）並びに差

引仕切金額（以下「売買仕切金」という。

以下同じ。）を明記した売買仕切書及び売

買仕切金を送付しなければならない。ただ
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し、売買仕切書又は売買仕切金の送付の期

日について委託者との特約がある場合の期

日については、この限りでない。 

２ （略） ２ （略） 

（委託手数料） （委託手数料） 

第６２条 卸売のための販売の委託の引受け

について、卸売業者がその委託者から収受

する委託手数料は、卸売をした物品の卸売

金額に料率（以下「委託手数料の率」とい

う。）を乗じて得た額とする。 

第６２条 卸売のための販売の委託の引受け

について、卸売業者がその委託者から収受

する委託手数料は、卸売をした物品の卸売

金額（せり売若しくは入札又は相対取引に

係る価格の合計額をいう。）に料率（以下

「委託手数料の率」という。）を乗じて得

た額にその１０パーセントに相当する額を

加えた額とする。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

（買受代金の即時支払義務） （買受代金の即時支払義務） 

第６５条 仲卸業者又は売買参加者は、卸売

業者から買い受けた物品の引渡しを受ける

と同時に（卸売業者があらかじめ仲卸業者

又は売買参加者と支払猶予の特約をしたと

きは、その特約において定められた期日ま

でに）買い受けた物品の代金（買い受けた

額にその８パーセントに相当する額を加え

た額とする。）を支払わなければならない。

第６５条 仲卸業者又は売買参加者は、卸売

業者から買い受けた物品の引渡しを受ける

と同時に（卸売業者があらかじめ仲卸業者

又は売買参加者と支払猶予の特約をしたと

きは、その特約において定められた期日ま

でに）買い受けた物品の代金（買い受けた

額にその８パーセント（軽減対象外資産に

あっては、１０パーセント）に相当する額

を加えた額とする。）を支払わなければな

らない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

別表第５（第７４条関係） 別表第５（第７４条関係） 

種別 金額 

 （略） 

卸 売 業

者 売 場

使用料 

卸売場 1m21月につき 194円 

低温卸売

場A 

1m21月につき 880円 

低温卸売

場B 

1m21月につき 1,096円 

種別 金額 

 （略） 

卸 売 業

者 売 場

使用料 

卸売場 1m21月につき 196円 

低温卸売

場A 

1m21月につき 895円 

低温卸売

場B 

1m21月につき 1,115円 
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仲卸業者売場使

用料 

1m21月につき 1,296円 

買 荷 保

管・積込

所 使 用

料 

水産第 1

積込所 

1m21月につき 583円 

水産第 2

積込所 

1m21月につき 993円 

青果買荷

積込所 

1m21月につき 652円 

業 者 事

務 所 使

用料 

第 1種事

務室 

1m21月につき 1,080円 

第 2種事

務室 

1m21月につき 1,512円 

福利厚生

施設 

1m21月につき 756円 

倉庫使用料 1m21月につき 648円 

冷 蔵 庫

使用料 

冷蔵庫A 1月につき 736,868円 

冷蔵庫B 1月につき 365,451円 

冷蔵庫C 1月につき 365,451円 

冷蔵庫D 1月につき 365,451円 

冷蔵庫E 1月につき 365,451円 

冷蔵庫F 1月につき 1,099,337円 

冷蔵庫G 1月につき 1,099,337円 

超 低 温

冷 蔵 庫

使用料 

超低温冷

蔵庫A 

1月につき 429,018円 

超低温冷

蔵庫B 

1月につき 429,018円 

低温倉庫使用料 1m21月につき 1,601円 

果実低温倉庫・熟

成施設使用料 

1m21月につき 1,299円 

関連事業者施設

使用料 

1m21月につき 1,512円 

廃棄物処理施設

使用料 

1m21月につき 1,090円 

加 工

処 理

施 設

使 用

料 

水産第 1加

工処理施設

1m21月につき 648円 

水産第 2加

工処理施設

1m21月につき 1,080円 

青果加工処

理施設 

1m21月につき 648円 

配送施設使用料 1m21月につき 734円 

金融施設使用料 1m21月につき 972円 

管理棟事務室使

用料 

1m21月につき 1,080円 

会議室 大 会 議

室 

1時間につき 1,080円 

小 会 議

室 

1時間につき 324円 

土 地 使

用料 

政令第8

条 に 該

当 す る

場合 

1m21月につき 108円 

仲卸業者売場使

用料 

1m21月につき 1,320円 

買 荷 保

管・積込

所 使 用

料 

水産第 1

積込所 

1m21月につき 592円 

水産第 2

積込所 

1m21月につき 1,012円 

青果買荷

積込所 

1m21月につき 663円 

業 者 事

務 所 使

用料 

第 1種事

務室 

1m21月につき 1,100円 

第 2種事

務室 

1m21月につき 1,540円 

福利厚生

施設 

1m21月につき 770円 

倉庫使用料 1m21月につき 660円 

冷 蔵 庫

使用料 

冷蔵庫A 1月につき 750,514円 

冷蔵庫B 1月につき 372,219円 

冷蔵庫C 1月につき 372,219円 

冷蔵庫D 1月につき 372,219円 

冷蔵庫E 1月につき 372,219円 

冷蔵庫F 1月につき 1,119,695円 

冷蔵庫G 1月につき 1,119,695円 

超 低 温

冷 蔵 庫

使用料 

超低温冷

蔵庫A 

1月につき 436,961円 

超低温冷

蔵庫B 

1月につき 436,961円 

低温倉庫使用料 1m21月につき 1,631円 

果実低温倉庫・熟

成施設使用料 

1m21月につき 1,323円 

関連事業者施設

使用料 

1m21月につき 1,540円 

廃棄物処理施設

使用料 

1m21月につき 1,110円 

加 工

処 理

施 設

使 用

料 

水産第 1加

工処理施設

1m21月につき 660円 

水産第 2加

工処理施設

1m21月につき 1,100円 

青果加工処

理施設 

1m21月につき 660円 

配送施設使用料 1m21月につき 746円 

金融施設使用料 1m21月につき 990円 

管理棟事務室使

用料 

1m21月につき 1,100円 

会議室 大 会 議

室 

1時間につき 1,100円 

小 会 議

室 

1時間につき 330円 

土 地 使

用料 

政令第8

条 に 該

当 す る

場合 

1m21月につき 110円 
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 （略）  （略） 

備考 （略） 備考 （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第５３条、第５８条、第６１条、第６２条及び第６５条の規定は、この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）以後に行われる卸売について適用し、施行日前に

行われた卸売については、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表第５の規定（会議室に係る部分を除く。）は、施行日以後の市場施設の使

用に係る使用料について適用し、施行日前の市場施設の使用に係る使用料については、

なお従前の例による。 

４ この条例の施行の際現に会議室の使用の指定又は許可を受けている者（現に当該指定

又は許可の申請をしている者及び現に当該指定又は許可の変更の申出をしている者を含

む。）の当該使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

５ 施行日から令和５年９月３０日までの間における改正後の第５３条第４項の規定の適

用については、同項中「消費税法（昭和６３年法律第１０８号）別表第１第１号」とあ

るのは、「所得税法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１５号）附則第３４条第

１項第１号」とする。 
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第   78 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

浜松市地方卸売市場業務条例の一部改正について 

浜松市地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市地方卸売市場業務条例の一部を改正する条例 

浜松市地方卸売市場業務条例（昭和４７年浜松市条例第５７号）の一部を次のように改

正する。 

改正前 改正後 

（卸売予定数量等の報告等） （卸売予定数量等の報告等） 

第２５条の２ （略） 第２５条の２ （略） 

２ 卸売業者は、次に掲げる食肉について、毎

開場日、品目ごとの卸売の数量及び主要な産

地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売

価格（せり売若しくは入札又は相対取引に係

る価格にその８パーセントに相当する額を

加えた価格をいう。以下同じ。）を規則で定

めるところにより市長に報告しなければな

らない。 

２ 卸売業者は、次に掲げる食肉について、毎

開場日、品目ごとの卸売の数量及び主要な産

地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売

価格（せり売若しくは入札又は相対取引に係

る価格にその８パーセント（消費税法（昭和

６３年法律第１０８号）別表第１第１号に規

定する飲食料品（以下「軽減対象資産」とい

う。）以外のもの（以下「軽減対象外資産」

という。）にあっては、１０パーセント）に

相当する額を加えた価格をいう。以下同じ。）

を規則で定めるところにより市長に報告し

なければならない。 

 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（委託手数料） （委託手数料） 

第２６条 卸売のための販売の委託の引受け

について、卸売業者がその委託者から収受

する委託手数料は、卸売をした物品の卸売

金額（せり売若しくは入札又は相対取引に

係る価格の合計額にその８パーセントに相

当する額を加えた金額をいう。以下同じ。）

に料率（以下「委託手数料の率」という。）

を乗じて得た額とする。 

第２６条 卸売のための販売の委託の引受け

について、卸売業者がその委託者から収受

する委託手数料は、卸売をした物品の卸売

金額（せり売若しくは入札又は相対取引に

係る価格の合計額をいう。）に料率（以下

「委託手数料の率」という。）を乗じて得

た額にその１０パーセントに相当する額を

加えた額とする。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（仕切り及び送金） （仕切り及び送金） 
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第２７条 卸売業者は、受託物品の卸売をし

たときは、委託者に対して、その卸売をし

た日の翌々日までに、当該卸売をした食肉

の品目、等級、単価（せり売若しくは入札

又は相対取引に係る価格をいう。以下本条

において同じ。）、数量、単価と数量の積

の合計額、当該合計額の８パーセントに相

当する金額（当該委託者の責めに帰すべき

理由により第３１条ただし書の規定による

卸売代金の変更をした食肉については、当

該変更に係る品目、等級、単価、数量、単

価と数量の積の合計額及び当該合計額の８

パーセントに相当する金額）、控除すべき

委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち

委託者の負担となる費用の項目と金額（消

費税額及び地方消費税額を含む。）並びに

差引仕切金額（以下「売買仕切金」という。）

を明記した売買仕切書及び売買仕切金を送

付しなければならない。ただし、売買仕切

書又は売買仕切金の送付の期日について委

託者との特約がある場合の期日について

は、この限りでない。 

第２７条 卸売業者は、受託物品の卸売をし

たときは、委託者に対して、その卸売をし

た日の翌々日までに、当該卸売をした食肉

の品目、等級、単価（せり売若しくは入札

又は相対取引に係る価格をいう。以下この

条において同じ。）、数量、軽減対象資産

合計額（軽減対象資産に係る単価と数量の

積の合計額をいう。以下この条において同

じ。）、軽減対象外資産合計額（軽減対象

外資産に係る単価と数量の積の合計額をい

う。以下この条において同じ。）、軽減対

象資産合計額にその８パーセントに相当す

る金額を加えた金額及び軽減対象外資産合

計額にその１０パーセントに相当する金額

を加えた金額並びにこれらの合計額（当該

委託者の責めに帰すべき理由により第３１

条ただし書の規定による卸売代金の変更を

した食肉については、当該変更に係る品目、

等級、単価、数量、軽減対象資産合計額、

軽減対象外資産合計額並びに軽減対象資産

合計額にその８パーセントに相当する金額

を加えた金額及び軽減対象外資産合計額に

その１０パーセントに相当する金額を加え

た金額並びにこれらの合計額）、控除すべ

き委託手数料及び当該卸売に係る費用のう

ち委託者の負担となる費用の項目と金額

（消費税額及び地方消費税額を含む。）並

びに差引仕切金額（以下「売買仕切金」と

いう。）を明記した売買仕切書及び売買仕

切金を送付しなければならない。ただし、

売買仕切書又は売買仕切金の送付の期日に

ついて委託者との特約がある場合の期日に

ついては、この限りでない。 
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（買受代金の支払義務） （買受代金の支払義務） 

第３０条 買受人は、卸売業者から買い受け

た食肉の代金（買い受けた金額にその８パ

ーセントに相当する金額を加えた金額とす

る。）を買い受けた日の翌々日（卸売業者

があらかじめ市長の承認を受けて買受人と

支払猶予の特約をしたときは、その特約に

おいて定められた期日）までに支払わなけ

ればならない。 

第３０条 買受人は、卸売業者から買い受け

た食肉の代金（買い受けた金額にその８パ

ーセント（軽減対象外資産にあっては、

１０パーセント）に相当する金額を加えた

金額とする。）を買い受けた日の翌々日（卸

売業者があらかじめ市長の承認を受けて買

受人と支払猶予の特約をしたときは、その

特約において定められた期日）までに支払

わなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

別表（第３５条関係） 別表（第３５条関係） 

区分 金額 

卸売業者市場使用

料 

1月につき 1月の卸売金

額の合計額の1,000分の3

に相当する額 

 （略） 

卸売業者売場使用

料 

1m21月につき 432円 

附属営業人売場使

用料 

1m21月につき 432円 

冷蔵庫使

用料 

牛・馬 半頭1日につき 115円 

 （略） 

業者事務室使用料 1m21月につき 432円 

管理棟使

用料 

事務室 1m21月につき 432円 

会議室 1時間につき 540円 

区分 金額 

卸売業者市場使用

料 

1月につき 1月の卸売金

額（せり売若しくは入札

又は相対取引に係る価格

の合計額にその8パーセ

ント（軽減対象外資産に

あっては、10パーセント）

に相当する額を加えた金

額をいう。）の合計額の

1,000分の3に相当する額

 （略） 

卸売業者売場使用

料 

1m21月につき 440円 

附属営業人売場使

用料 

1m21月につき 440円 

冷蔵庫使

用料 

牛・馬 半頭1日につき 117円 

 （略） 

業者事務室使用料 1m21月につき 440円 

管理棟使

用料 

事務室 1m21月につき 440円 

会議室 1時間につき 550円 

備考 備考 

１～４ （略） １～４ （略） 

５ 上場前の食肉に係る冷蔵庫使用料

は、牛又は馬にあっては半頭につき

３４５円、豚、こ牛、こ馬、やぎ又

はめん羊にあっては半頭につき５８

円、部分肉にあっては１キログラム

につき１円とする。 

５ 上場前の食肉に係る冷蔵庫使用料

は、牛又は馬にあっては半頭につき

３５１円、豚、こ牛、こ馬、やぎ又

はめん羊にあっては半頭につき５８

円、部分肉にあっては１キログラム

につき１円とする。 
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  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第２５条の２、第２６条、第２７条及び第３０条の規定は、この条例の施行

の日（以下「施行日」という。）以後に行われる卸売について適用し、施行日前に行われ

た卸売については、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表の規定（会議室に係る部分を除く。）は、施行日以後の市場施設の利用に

係る使用料について適用し、施行日前の市場施設の利用に係る使用料については、なお

従前の例による。 

４ この条例の施行の際現に会議室の利用の指定又は許可を受けている者（現に当該指定

又は許可の申請をしている者及び現に当該指定又は許可の変更の申出をしている者を含

む。）の当該利用に係る使用料については、なお従前の例による。 

５ 施行日から令和５年９月３０日までの間における改正後の第２５条の２第２項の規定

の適用については、同項中「消費税法（昭和６３年法律第１０８号）別表第１第１号」

とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１５号）附則第３４

条第１項第１号」とする。 
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第   79 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

浜松都市計画事業南浅田土地区画整理事業施行条例の廃止について 

浜松都市計画事業南浅田土地区画整理事業施行条例を廃止する条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

浜松都市計画事業南浅田土地区画整理事業施行条例を廃止する条例 

浜松都市計画事業南浅田土地区画整理事業施行条例（平成７年浜松市条例第２９号）は、

廃止する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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第   80 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

浜松市都市公園条例の一部改正について 

浜松市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市都市公園条例の一部を改正する条例 

浜松市都市公園条例（昭和３７年浜松市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第３（第１０条・第２９条関係） 別表第３（第１０条・第２９条関係） 

１ （略） １ （略） 

２ 和地山公園 ２ 和地山公園 

(1) 野球場 (1) 野球場 

ア 施設 ア 施設 

利用時間区分

利用区分 

午前9時から午後5時ま

で（5月1日から8月31日

までは、午後7時まで）

 2時間につき 

一般 1面につき 1,360円

小学校の児童及び中

学校の生徒（これら

に準じる者を含む。

以下同じ。） 1面に

つき 

680円

利用時間区分

利用区分 

午前9時から午後5時ま

で（5月1日から8月31日

までは、午後7時まで）

 2時間につき 

一般 1面につき 1,780円

小学校の児童及び中

学校の生徒（これら

に準じる者を含む。

以下同じ。） 1面に

つき 

890円

備考 （略） 備考 （略） 

イ （略） イ （略） 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

３～５ （略） ３～５ （略） 

６ 安間川公園 ６ 安間川公園 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 庭球場 (2) 庭球場 

ア 施設 ア 施設 

利用時間区分

利用区分 

午前9時から午後9時ま

で 2時間につき 

一般 1面につき 1,040円

小学校の児童及び中

学校の生徒 1面に

つき 

520円

利用時間区分

利用区分 

午前9時から午後9時ま

で 2時間につき 

一般 1面につき 1,100円

小学校の児童及び中

学校の生徒 1面に

つき 

550円

備考 （略） 備考 （略） 

イ （略） イ （略） 

７～１１ （略） ７～１１ （略） 

１２ ゆたか緑地 １２ ゆたか緑地 
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(1) 庭球場 (1) 庭球場 

ア 施設 ア 施設 

利用時間区分

利用区分 

午前9時から午後9時ま

で 2時間につき 

一般 1面につき 1,040円

小学校の児童及び中

学校の生徒 1面に

つき 

520円

利用時間区分

利用区分 

午前9時から午後9時ま

で 2時間につき 

一般 1面につき 1,100円

小学校の児童及び中

学校の生徒 1面に

つき 

550円

備考 （略） 備考 （略） 

イ （略） イ （略） 

(2)・(3) （略） (2) ・(3) （略） 

１３ 高丘公園 １３ 高丘公園 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 庭球場 (2) 庭球場 

ア 施設 ア 施設 

利用時間区分

利用区分 

午前9時から午後5時ま

で（5月1日から8月31日

までは、午後7時まで）

 2時間につき 

一般 1面につき 1,150円

小学校の児童及び中

学校の生徒 1面に

つき 

570円

利用時間区分

利用区分 

午前9時から午後5時ま

で（5月1日から8月31日

までは、午後7時まで）

 2時間につき 

一般 1面につき 1,100円

小学校の児童及び中

学校の生徒 1面に

つき 

550円

備考 （略） 備考 （略） 

イ （略） イ （略） 

１４～１８ （略） １４～１８ （略） 

１９ 引佐総合公園 １９ 引佐総合公園 

(1) 庭球場 (1) 庭球場 

ア 施設 ア 施設 

利用時間区分

利用区分 

午前9時から午後9時ま

で 2時間につき 

一般 1面につき 1,150円

小学校の児童及び中

学校の生徒 1面に

つき 

570円

利用時間区分

利用区分 

午前9時から午後9時ま

で 2時間につき 

一般 1面につき 1,100円

小学校の児童及び中

学校の生徒 1面に

つき 

550円

備考 （略） 備考 （略） 

イ・ウ （略） イ・ウ （略） 

(2) （略） (2) （略） 
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別表第４（第２５条関係） 別表第４（第２５条関係） 

１ 都市公園（無料） １ 都市公園（無料） 

都市公園名 業務 

遠州灘海浜公園

（中田島中地区）

 （略） 

天竜川運動公園 

 （略） 

都市公園名 業務 

遠州灘海浜公園

（中田島中地区）

 （略） 

ゆたか第2緑地 

天竜川運動公園 

 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の

日から施行する。 

 （利用料金の見直しに伴う経過措置） 

２ 改正後の浜松市都市公園条例（以下「新条例」という。）別表第３の規定は、この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に係る利用料金について適用する。た

だし、この条例の施行の際現に当該利用の許可を受けている者の当該許可に係る利用料

金については、新条例の規定により算定した利用料金の額が改正前の浜松市都市公園条

例（以下「旧条例」という。）の規定により算定した利用料金の額を下回る場合を除き、

なお従前の例による。 

 （準備行為） 

３ ゆたか第２緑地に係る新条例第２５条第１項の規定による指定及び浜松市指定管理者

による公の施設の管理に関する条例（平成２０年浜松市条例第６１号）第２条から第８

条までの規定による指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。 

 （指定管理者制度移行に伴う経過措置） 

４ 施行日前に旧条例の規定により市長がした許可その他の行為（ゆたか第２緑地につい

て行った新条例別表第４の１に規定する業務に係るものに限る。）は、それぞれ新条例の

相当規定により指定管理者がした許可その他の行為とみなす。 

５ この条例の施行の際現に旧条例の規定により市長に対してされている申請その他の行

為（ゆたか第２緑地についてされた新条例別表第４の１に規定する業務に係るものに限

る。）は、それぞれ新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為

とみなす。 
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第   81 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

浜松市公園条例の一部改正について 

浜松市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

-95-



浜松市公園条例の一部を改正する条例 

浜松市公園条例（平成１７年浜松市条例第２４３号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第２０条 市長は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に

基づき、市が指定する法人その他の団体（以

下「指定管理者」という。）に浜松市舞阪表

浜公園及び浜松市春野ふれあい公園（以下

「指定公園」という。）の管理を行わせるも

のとする。 

第２０条 市長は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に

基づき、市が指定する法人その他の団体（以

下「指定管理者」という。）に浜松市舞阪表

浜公園、浜松市春野ふれあい公園及び浜松市

高丘緑地（以下これらを「指定公園」という。）

の管理を行わせるものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

別表第３（第１２条・第２４条関係） 別表第３（第１２条・第２４条関係） 

１ （略） １ （略） 

２ 浜松市佐久間ふれあい運動公園 ２ 浜松市佐久間ふれあい運動公園 

利用時間区分

利用区分 

午前9時から午後5時

まで（5月1日から8月

31日までは、午後7時

まで） 2時間につき 

多目的広場専用利用 390円

利用時間区分

利用区分 

午前9時から午後5時

まで（5月1日から8月

31日までは、午後7時

まで） 2時間につき

多目的広場専用利用 580円

  備考 （略）   備考 （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の

日から施行する。 

（使用料の見直しに伴う経過措置） 

２ 改正後の浜松市公園条例（以下「新条例」という。）別表第３の規定は、この条例の施

行の日（以下「施行日」という。）以後の利用に係る使用料について適用する。ただし、

この条例の施行の際現に当該利用の許可を受けている者の当該許可に係る使用料につい

ては、なお従前の例による。 

 （準備行為） 

３ 浜松市高丘緑地に係る新条例第２０条第１項の規定による指定及び浜松市指定管理者
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による公の施設の管理に関する条例（平成２０年浜松市条例第６１号）第２条から第８

条までの規定による指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。 

（指定管理者制度移行に伴う経過措置） 

４ 施行日前に改正前の浜松市公園条例（以下「旧条例」という。）の規定により市長がし

た許可その他の行為（浜松市高丘緑地について行った新条例第２０条第２項に規定する

業務に係るものに限る。）は、それぞれ新条例の相当規定により指定管理者がした許可そ

の他の行為とみなす。 

５ この条例の施行の際現に旧条例の規定により市長に対してされている申請その他の行

為（浜松市高丘緑地についてされた新条例第２０条第２項に規定する業務に係るものに

限る。）は、それぞれ新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行

為とみなす。 
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第   82 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

浜松市営住宅条例の一部改正について 

浜松市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市営住宅条例の一部を改正する条例 

 浜松市営住宅条例（平成９年浜松市条例第７３号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第３条の２関係） 別表第１（第３条の２関係） 

１ 一般住宅 １ 一般住宅 

名称 位置 

（略） 

湖東団地  （略） 

篠原団地 浜松市西区篠原町3963番地

の1 

佐鳴湖西団地 （略） 

（略） 

渋川団地 （略） 

西四村団地 浜松市北区引佐町栃窪662

番地の1 

小深田団地 （略） 

（略） 

名称 位置 

（略） 

湖東団地 （略） 

佐鳴湖西団地 （略） 

（略） 

渋川団地 （略） 

小深田団地 （略） 

（略） 

２～５ （略） ２～５ （略）

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 
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第   83 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

浜松市火災予防条例の一部改正について 

浜松市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市火災予防条例の一部を改正する条例 

 浜松市火災予防条例（昭和３７年浜松市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（避雷設備） （避雷設備） 

第１６条 避雷設備の位置及び構造は、消防

長が指定する日本工業規格に適合するもの

としなければならない。 

第１６条 避雷設備の位置及び構造は、消防

長が指定する日本産業規格（産業標準化法

（昭和２４年法律第１８５号）第２０条第

１項の日本産業規格をいう。）に適合する

ものとしなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

（設置の免除） （設置の免除） 

第２９条の５ 前３条の規定にかかわらず、

次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各

号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分

について住宅用防災警報器又は住宅用防災

報知設備（以下この章において「住宅用防

災警報器等」という。）を設置しないこと

ができる。 

第２９条の５ 前３条の規定にかかわらず、

次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各

号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分

について住宅用防災警報器又は住宅用防災

報知設備（以下この章において「住宅用防

災警報器等」という。）を設置しないこと

ができる。 

(1) 第２９条の３第１項各号又は前条第１

項に掲げる住宅の部分にスプリンクラー

設備（標示温度が７５度以下で作動時間が

６０秒以内の閉鎖型スプリンクラーヘッ

ドを備えているものに限る。）を政令第

１２条に定める技術上の基準に従い、又は

当該技術上の基準の例により設置したと

き。 

(1) 第２９条の３第１項各号又は前条第１

項に掲げる住宅の部分にスプリンクラー

設備（標示温度が７５度以下で種別が１種

の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えて

いるものに限る。）を政令第１２条に定め

る技術上の基準に従い、又は当該技術上の

基準の例により設置したとき。 

(2)～(5) （略） (2)～(5) （略） 

 (6) 第２９条の３第１項各号又は前条第１

項に掲げる住宅の部分に特定小規模施設

用自動火災報知設備を特定小規模施設に

おける必要とされる防火安全性能を有す

る消防の用に供する設備等に関する省令
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（平成２０年総務省令第１５６号）第３条

第２項及び第３項に定める技術上の基準

に従い、又は当該技術上の基準の例により

設置したとき。 

(6) （略） (7) （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１６条第１項の改正は、令和元年７月

１日から施行する。 
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第   84 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

浜松市水道事業給水条例及び浜松市技術上の監督業務を行わせる水道の布設

工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部改

正について 

浜松市水道事業給水条例及び浜松市技術上の監督業務を行わせる水道の布設工事並びに

布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市水道事業給水条例及び浜松市技術上の監督業務を行わせる水道の布設

工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部を

改正する条例 

（浜松市水道事業給水条例の一部改正） 

第１条 浜松市水道事業給水条例（昭和３３年浜松市条例第１８号）の一部を次のように

改正する。 

改正前 改正後 

（手数料） （手数料） 

第３５条 手数料は、次の各号の区分により申

込みの際に納付しなければならない。ただ

し、管理者が必要があると認めるときは、申

込み後に納付することができる。 

第３５条 手数料は、次に掲げる区分により申

込み又は申請の際に納付しなければならな

い。ただし、管理者が必要があると認めると

きは、申込み又は申請後に納付することがで

きる。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 給水装置工事事業者の指定手数料 １

件につき １万５，０００円 

(4) 給水装置工事事業者の指定手数料 １

件につき １万円 

 (5) 給水装置工事事業者の指定の更新手数

料 １件につき １万円 

(5) （略） (6) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（給水装置の基準違反に対する措置） （給水装置の基準違反に対する措置） 

第３８条 管理者は、使用者又は所有者が承認

を受けないで給水装置の新設、増設若しくは

変更をした場合又は給水装置の構造及び材

質が水道法施行令（昭和３２年政令第３３６

号）第５条に規定する給水装置の構造及び材

質の基準（以下「基準」という。）に適合し

ていない場合は、その使用者又は所有者に対

し、期限を付しその撤去又は改修を命ずるこ

とができる。 

第３８条 管理者は、使用者又は所有者が承認

を受けないで給水装置の新設、増設若しくは

変更をした場合又は給水装置の構造及び材

質が水道法施行令（昭和３２年政令第３３６

号）第６条に規定する給水装置の構造及び材

質の基準（以下「基準」という。）に適合し

ていない場合は、その使用者又は所有者に対

し、期限を付しその撤去又は改修を命ずるこ

とができる。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市技術上の監督業務を行わせる水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技
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術管理者の資格を定める条例の一部改正） 

第２条 浜松市技術上の監督業務を行わせる水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水

道技術管理者の資格を定める条例（平成２４年浜松市条例第４３号）の一部を次のよう

に改正する。 

改正前 改正後 

（布設工事監督者の資格） （布設工事監督者の資格） 

第２条 法第１２条第２項に規定する条例で

定める資格は、水道法施行令（昭和３２年

政令第３３６号。以下「政令」という。）

第４条に定める資格とする。 

第２条 法第１２条第２項に規定する条例で

定める資格は、水道法施行令（昭和３２年

政令第３３６号。以下「令」という。）第

５条（令附則及び令を改正する政令のうち、

同条に関する部分を含む。）に定める資格

とする。 

（水道技術管理者の資格） （水道技術管理者の資格） 

第３条 法第１９条第３項に規定する条例で

定める資格は、政令第６条に定める資格と

する。 

第３条 法第１９条第３項に規定する条例で

定める資格は、令第７条（令附則及び令を

改正する政令のうち、同条に関する部分を

含む。）に定める資格とする。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の浜松市水道事業給水条例第３５条第１項第４号の規定は、

この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申

請に係る手数料については、なお従前の例による。 
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第   85 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

浜松市立図書館条例の一部改正について 

浜松市立図書館条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市立図書館条例の一部を改正する条例 

 浜松市立図書館条例（昭和４９年浜松市条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第１３条 （略） 第１３条 （略） 

２ 指定図書館の管理に関して指定管理者が

行う業務は、次に掲げるとおりとする。た

だし、市長又は委員会のみの権限に属する

事務に係る業務については、これを除くも

のとする。 

２ 指定図書館の管理に関して指定管理者が

行う業務は、次に掲げるとおりとする。た

だし、市長又は委員会のみの権限に属する

事務に係る業務については、これを除くも

のとする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 浜松市立雄踏図書館、浜松市立細江図

書館、浜松市立三ヶ日図書館及び浜松市立

都田図書館 

(2) 浜松市立城北図書館、浜松市立雄踏図

書館、浜松市立細江図書館、浜松市立三ヶ

日図書館及び浜松市立都田図書館 

ア～オ （略） ア～オ （略） 

３ 前項の場合において、次の各号の表の左

欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

３ 前項の場合において、次の各号の表の左

欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 浜松市立雄踏図書館、浜松市立細江図

書館、浜松市立三ヶ日図書館及び浜松市立

都田図書館 

(2) 浜松市立城北図書館、浜松市立雄踏図

書館、浜松市立細江図書館、浜松市立三ヶ

日図書館及び浜松市立都田図書館 

（表略） （表略） 

別表第４（第１３条関係） 別表第４（第１３条関係） 

浜松市立中央図書館駅前分室 

浜松市立南図書館

 （略） 

浜松市立中央図書館駅前分室 

浜松市立城北図書館 

浜松市立南図書館 

 （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

附 則 

（施行期日） 
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１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

（準備行為） 

２ 浜松市立城北図書館に係る改正後の浜松市立図書館条例（以下「新条例」という。）第

１３条第１項の規定による指定及び浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条

例（平成２０年浜松市条例第６１号）第２条から第８条までの規定による指定の手続そ

の他の行為は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前においても行うことが

できる。 

（指定管理者制度移行に伴う経過措置） 

３ 施行日前に改正前の浜松市立図書館条例（以下「旧条例」という。）の規定により教育

委員会がした許可その他の行為（浜松市立城北図書館について行った新条例第１３条第

２項第２号ウに掲げる業務に係るものに限る。）は、新条例の相当規定により指定管理者

がした許可その他の行為とみなす。 

４ この条例の施行の際現に旧条例の規定により教育委員会に対してされている申請その

他の行為（浜松市立城北図書館についてされた新条例第１３条第２項第２号ウに掲げる

業務に係るものに限る。）は、新条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請そ

の他の行為とみなす。 
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第   86 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

浜松市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当並びに給与に関する

条例の制定について 

浜松市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当並びに給与に関する条例を次の

ように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当並びに給与に関する

条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２及び地方公

務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第５項の規定により、同法第２２条の２

第１項に規定する会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当並びに給与に関する

事項を定めることを目的とする。 

（報酬の額） 

第２条 地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員（以下「第１号職員」とい

う。）の報酬（以下「基本報酬」という。）の額は、日額、月額又は時間額によるものと

し、別表に定める額を超えない範囲内において、任命権者があらかじめ市長と協議して

定める。 

２ 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職にある者の基本報酬の額は、

任命権者があらかじめ市長と協議して定める。

３ 前２項の規定により基本報酬の額を定める場合には、第１号職員の職務の内容、勤務

時間及び実務の経験を踏まえた上で、常時勤務する一般職の職員の給料との権衡を考慮

しなければならない。 

４ 第１号職員が勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しない日数及び

時間数の基本報酬の額を減額する。 

５ 前各項に規定するもののほか、基本報酬の額に関し必要な事項は、規則で定める。 

第３条 前条に規定するもののほか、第１号職員には、浜松市職員の給与に関する条例（昭

和３１年浜松市条例第３８号。以下「給与条例」という。）に規定する通勤手当、時間外

勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬（以下「手当相

当報酬」という。）を規則で定めるところにより支給する。 

 （報酬の支給方法） 

第４条 基本報酬を日額で定められた者に対する報酬（手当相当報酬を除く。）は、その月

の勤務日数により計算した額をその月の翌月の２０日までに支給する。ただし、市長が

必要があると認めたときは、この限りでない。 

２ 基本報酬を月額で定められた者に対する報酬（手当相当報酬を除く。）の支給方法は、

給与条例に規定する給料の支給方法の例による。ただし、市長が必要があると認めたと

きは、この限りでない。 

３ 基本報酬を時間額で定められた者に対する報酬（手当相当報酬を除く。）の支給方法は、

市長が定める。 
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４ 手当相当報酬の支給方法は、給与条例に規定する通勤手当、時間外勤務手当、休日勤

務手当、夜間勤務手当又は宿日直手当の支給方法の例による。 

５ 前各項に規定するもののほか、報酬の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （費用弁償） 

第５条 第１号職員が公務のため旅行するときは、給与条例第３条第１項第１号に規定す

る行政職給料表の職務の級が２級である職員に支給する旅費に相当する費用を規則で定

めるところにより支給する。 

２ 前項に規定する費用弁償の支給方法は、浜松市職員の旅費に関する条例（昭和３５年

浜松市条例第２６号）に規定する旅費の支給方法の例による。 

 （期末手当） 

第６条 第１号職員に係る期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下これらの日を「基

準日」という。）にそれぞれ在職する規則で定める第１号職員に対して、それぞれ基準日

の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、任期

が満了し、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第２８条第４項の規定

により失職し、又は死亡した職員（規則で定める職員を除く。）についても同様とする。 

２ 期末手当の額は、基本報酬の額（基本報酬の額が日額又は時間額による場合にあって

は、これらの額に勤務状況に応じ規則で定める割合を乗じて得た額）に規則で定める支

給割合を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の規則で定める

ところにより算定した在職期間に応じ、規則で定める割合を乗じて得た額とする。 

３ 任命権者は、給与条例の適用を受ける者の例により、期末手当について、その支給を

行わず、又は一時差し止めることができる。 

４ 期末手当の支給方法は、給与条例に規定する期末手当の支給方法の例による。 

５ 前各項に規定するもののほか、期末手当に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （給与の額） 

第７条 地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員（以下「第２号職員」とい

う。）の給料月額は、給与条例第３条第１項第１号に規定する行政職給料表の職務の級の

３級における最高号給の給料月額を超えない範囲内において、任命権者があらかじめ市

長と協議して定める。 

２ 第２号職員に支給する手当は、次に掲げるものとする。 

(1) 通勤手当 

(2) 時間外勤務手当 

(3) 休日勤務手当 

(4) 夜間勤務手当 

(5) 宿日直手当 
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(6) 期末手当 

３ 前項各号に掲げる手当の額は、給与条例に規定する通勤手当、時間外勤務手当、休日

勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当の額の例による。 

４ 第２号職員が勤務しないときは、給与条例の適用を受ける者の例により、給与を減額

する。 

５ 前２項の場合においては、給与条例第９条（第５項を除く。）の規定は、適用しない。 

 （給与の支給方法） 

第８条 第２号職員に対する給与の支給方法は、給与条例に規定する給与の支給方法の例

による。 

（人事委員会との協議） 

第９条 市長は、この条例の規定に基づく規則を制定し、又は改廃しようとするときは、

あらかじめ人事委員会と協議しなければならない。 

 （委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第６条第２項に規定する支給割合及び第７条第３項の規定によりその例によることと

される給与条例に規定する期末手当の額に係る給与条例第２０条第２項に規定する期末

手当基礎額に乗じる率については、当分の間、常時勤務する一般職の職員の給与との権

衡を考慮し、任命権者が別に定める。 

（浜松市職員定数条例の一部改正） 

３ 浜松市職員定数条例（昭和２８年浜松市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（職員の定義） （職員の定義） 

第２条 この条例において「職員」とは、議

会、市長、選挙管理委員会、監査委員、教

育委員会、農業委員会及び人事委員会の事

務部局、上下水道部、学校その他の教育機

関並びに消防機関に勤務する一般職の職員

第２条 この条例において「職員」とは、議

会、市長、選挙管理委員会、監査委員、教

育委員会、農業委員会及び人事委員会の事

務部局、上下水道部、学校その他の教育機

関並びに消防機関に勤務する一般職の職員
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（臨時又は非常勤の職員を除く。）をいう。 （臨時又は非常勤の職員（臨時的に任用さ

れた職員のうち別に定めるものを除く。）

を除く。）をいう。 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正） 

４ 浜松市一般職の任期付職員の採用に関する条例（平成１５年浜松市条例第３７号）の

一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の

任期付職員の採用に関する法律（平成１４年

法律第４８号）第３条第１項及び第２項並び

に第７条第１項の規定に基づき、職員の任期

を定めた採用に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の

任期付職員の採用に関する法律（平成１４年

法律第４８号）第３条第１項及び第２項、第

４条並びに第７条第１項及び第２項の規定

に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（任期を定めた採用） （任期を定めた採用） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

 第２条の２ 任命権者は、職員を次の各号に

掲げる業務のいずれかに期間を限って従事

させることが公務の能率的運営を確保する

ために必要である場合には、職員を任期を

定めて採用することができる。 

 (1) 一定の期間内に終了することが見込ま

れる業務 

 (2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見

込まれる業務 

 ２ 任命権者は、法律により任期を定めて任

用される職員以外の職員を前項各号に掲げ

る業務のいずれかに係る職に任用する場合

において、職員を当該業務以外の業務に期

間を限って従事させることが公務の能率的

運営を確保するために必要であるときは、
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職員を任期を定めて採用することができ

る。 

 （任期の更新）  （任期の更新） 

第３条 任命権者は、前条各項の規定により任

期を定めて採用された職員の任期を更新す

る場合には、当該職員の同意を得なければな

らない。 

第３条 任命権者は、第２条又は前条の規定に

より任期を定めて採用された職員の任期を

更新する場合には、当該職員の同意を得なけ

ればならない。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 （浜松市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正） 

５ 浜松市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例（平成１４年浜松市条例第３５号）

の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（職員の派遣） （職員の派遣） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 法第２条第１項の条例で定める職員は、

次に掲げる職員とする。 

２ 法第２条第１項の条例で定める職員は、

次に掲げる職員とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 地方公務員法第２２条第１項に規定す

る条件付採用になっている職員（人事委員

会規則で定める職員を除く。） 

(3) 地方公務員法第２２条に規定する条件

付採用になっている職員（人事委員会規則

で定める職員を除く。） 

(4)・(5) （略） (4)・(5) （略） 

３ （略） ３ （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 （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に関する条例の一部改正） 

６ 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に関する条例（平成６年浜松

市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（職員の派遣） （職員の派遣） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める

職員は、次に掲げる職員とする。 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める

職員は、次に掲げる職員とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 
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(3) 地方公務員法第２２条第１項に規定す

る条件付採用になっている職員（人事委員

会規則で定める職員を除く。） 

(3) 地方公務員法第２２条に規定する条件

付採用になっている職員（人事委員会規則

で定める職員を除く。） 

(4)・(5) （略） (4)・(5) （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

７ 浜松市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年浜松市条例第２６号）

の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（任命権者の報告事項） （任命権者の報告事項） 

第３条 任命権者が前条の規定により報告し

なければならない事項は、職員（臨時的に

任用された職員及び非常勤職員（地方公務

員法第２８条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占める職員を除く。）を除く。

以下同じ。）に係る次に掲げる事項とする。

第３条 任命権者が前条の規定により報告し

なければならない事項は、職員（臨時的に

任用された職員及び非常勤職員（地方公務

員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職

員及び同法第２８条の５第１項に規定する

短時間勤務の職を占める職員を除く。）を

除く。以下同じ。）に係る次に掲げる事項

とする。 

(1)～(11) （略） (1)～(11) （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市職員の分限に関する条例の一部改正） 

８ 浜松市職員の分限に関する条例（昭和２６年浜松市条例第７１号）の一部を次のよう

に改正する。 

改正前 改正後 

（休職の効果） （休職の効果） 

第３条 法第２８条第２項第１号の規定に該

当する場合における休職の期間は、３年を

こえない範囲内において休養を要する程度

に応じ、個々の場合について任命権者が定

める。 

第３条 法第２８条第２項第１号の規定に該

当する場合における休職の期間は、３年を

超えない範囲内（法第２２条の２第１項に

規定する会計年度任用職員にあっては、任

命権者が定める任期の範囲内）において休

養を要する程度に応じ、個々の場合につい

て任命権者が定める。 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

９ 浜松市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２６年浜松市条例第７０号）の

一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（減給の効果） （減給の効果） 

第３条 減給は、１日以上６月以下給料の月

額の１０分の１以下を減ずるものとする。 

第３条 減給は、１日以上６月以下給料の月

額（法第２２条の２第１項第１号に掲げる

職員にあっては、浜松市会計年度任用職員

の報酬、費用弁償及び期末手当並びに給与

に関する条例（令和元年浜松市条例第   

号）第２条第１項に規定する基本報酬の額）

の１０分の１以下を減じるものとする。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松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改正） 

１０ 浜松市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和３１年浜松市条例第 

２１号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（臨時的任用職員） （会計年度任用職員及び臨時的任用職員） 

第２４条 臨時的任用職員の勤務時間その他

の勤務条件については、第２条から前条ま

での規定にかかわらず、その職務の性質等

を考慮して、市長が定める基準に従い任命

権者が定める。 

第２４条 地方公務員法第２２条の２第１項

に規定する会計年度任用職員及び臨時的任

用職員の勤務時間その他の勤務条件につい

ては、第２条から前条までの規定にかかわ

らず、その職務の性質等を考慮して、規則

で定める基準に従い任命権者が定める。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 （浜松市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

１１ 浜松市職員の育児休業等に関する条例（平成４年浜松市条例第５６号）の一部を次

のように改正する。 

改正前 改正後 

（育児休業をしている職員の期末手当等の

支給） 

（育児休業をしている職員の期末手当等の

支給） 

第５条の３ （略） 第５条の３ （略） 

-120-



２ 給与条例第２１条第１項又は教育職員給

与条例第３６条第１項に規定するそれぞれ

の基準日に育児休業をしている職員のう

ち、基準日以前６箇月以内の期間において

勤務した期間（規則（教育職員給与条例の

適用を受ける職員にあっては、教育委員会

規則）で定めるこれに相当する期間を含

む。）がある職員には、当該基準日に係る

勤勉手当を支給する。 

２ 給与条例第２１条第１項又は教育職員給

与条例第３６条第１項に規定するそれぞれ

の基準日に育児休業をしている職員（地方

公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

２２条の２第１項に規定する会計年度任用

職員を除く。）のうち、基準日以前６箇月

以内の期間において勤務した期間（規則（教

育職員給与条例の適用を受ける職員にあっ

ては、教育委員会規則）で定めるこれに相

当する期間を含む。）がある職員には、当

該基準日に係る勤勉手当を支給する。 

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員） 

第８条 育児休業法第１９条第１項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。 

第８条 育児休業法第１９条第１項の条例で

定める職員は、次に掲げる職員とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 次のいずれにも該当する非常勤職員以

外の非常勤職員（地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２８条の５第１項に

規定する短時間勤務の職を占める職員（以

下「短時間勤務職員」という。）を除く。）

(2) 次のいずれにも該当する非常勤職員以

外の非常勤職員（地方公務員法第２８条の

５第１項に規定する短時間勤務の職を占

める職員（以下「短時間勤務職員」という。）

を除く。） 

ア・イ （略） ア・イ （略） 

（部分休業の承認）  （部分休業の承認） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認につ

いては、１日につき、当該非常勤職員につい

て１日につき定められた勤務時間から５時

間４５分を減じた時間を超えない範囲内で

（当該非常勤職員が労働基準法第６７条の

規定による育児時間又は育児休業、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（平成３年法律第７６号）第６１

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認につ

いては、１日につき、当該非常勤職員につい

て１日につき定められた勤務時間から５時

間３０分を減じた時間（２時間を超える場合

にあっては、２時間）を超えない範囲内で（当

該非常勤職員が労働基準法第６７条の規定

による育児時間又は育児休業、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

-121-



条第３２項において読み替えて準用する同

条第２９項の規定による介護をするための

時間（以下「介護をするための時間」という。）

の承認を受けて勤務しない場合にあっては、

当該減じた時間を超えない範囲内で、かつ、

２時間から当該育児時間又は当該介護をす

るための時間の承認を受けて勤務しない時

間を減じた時間を超えない範囲内で）行うも

のとする。 

る法律（平成３年法律第７６号）第６１条第

３２項において読み替えて準用する同条第

２９項の規定による介護をするための時間

（以下「介護をするための時間」という。）

の承認を受けて勤務しない場合にあっては、

当該減じた時間を超えない範囲内で、かつ、

２時間から当該育児時間又は当該介護をす

るための時間の承認を受けて勤務しない時

間を減じた時間を超えない範囲内で）行うも

のとする。 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 （浜松市職員厚生会設置条例の一部改正） 

１２ 浜松市職員厚生会設置条例（昭和２７年浜松市条例第４８号）の一部を次のように

改正する。 

改正前 改正後 

（掛金等の控除） （掛金等の控除） 

第５条 掛金・厚生会事業に係る物資の購入

代金その他厚生会に対して支払うべき金額

があるときは、会員の市から受ける給与か

ら控除する。 

第５条 掛金・厚生会事業に係る物資の購入

代金その他厚生会に対して支払うべき金額

があるときは、会員の市から受ける給与又

は報酬から控除する。 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 （浜松市教育委員会委員等の報酬及び費用弁償並びにその支給条例の一部改正） 

１３ 浜松市教育委員会委員等の報酬及び費用弁償並びにその支給条例（昭和３１年浜松

市条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

浜松市教育委員会委員等の報酬

及び費用弁償並びにその支給条

例 

浜松市非常勤の特別職の報酬及

び費用弁償並びにその支給条例 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２０３条の２の規定に

より浜松市教育委員会委員等の報酬及び費

用弁償の額並びにその支給方法について必

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２０３条の２の規定に

より地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第３条第３項の規定による特別

-122-



要な事項を定めることを目的とする。 職の職員（以下「非常勤の特別職の職員」

という。）の報酬及び費用弁償の額並びに

その支給方法について必要な事項を定める

ことを目的とする。 

 （報酬の額）  （報酬の額） 

第２条 教育委員会委員等の報酬の額は、次の

とおりとする。 

第２条 非常勤の特別職の職員の報酬の額は、

次のとおりとする。 

 (1)～(31) （略）  (1)～(31) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 （浜松市教育委員会委員等の報酬及び費用弁償並びにその支給条例の一部を改正する条

例の一部改正） 

１４ 浜松市教育委員会委員等の報酬及び費用弁償並びにその支給条例の一部を改正する

条例（平成２２年浜松市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

附 則 附 則 

２ 当分の間、浜松市教育委員会委員等の報酬

及び費用弁償並びにその支給条例第２条第

１項第１７号及び第２０号の規定にかかわ

らず、同項第１７号に掲げる者（同号に規定

する合議体の長並びに同項第１８号に規定

する附属機関及び市長が定める附属機関の

長を除く。）及び同項第２０号に掲げる者の

うち、市外に居住するものに対する報酬の額

は、なお従前の例による。 

２ 当分の間、浜松市非常勤の特別職の報酬及

び費用弁償並びにその支給条例第２条第１

項第１７号及び第２０号の規定にかかわら

ず、同項第１７号に掲げる者（同号に規定す

る合議体の長並びに同項第１８号に規定す

る附属機関及び市長が定める附属機関の長

を除く。）及び同項第２０号に掲げる者のう

ち、市外に居住するものに対する報酬の額

は、なお従前の例による。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 （浜松市職員の給与に関する条例の一部改正） 

１５ 浜松市職員の給与に関する条例（昭和３１年浜松市条例第３８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正前 改正後 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２４条第５項の規定に

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２４条第５項の規定に
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より本市一般職の職員（浜松市教育職員の給

与に関する条例（平成２９年浜松市条例第

３４号)の規定の適用を受ける者を除く。以

下同じ。）の給与に関する事項を定めること

を目的とする。 

より本市一般職の職員（浜松市教育職員の給

与に関する条例（平成２９年浜松市条例第

３４号)の規定の適用を受ける者及び同法第

２２条の２第１項第２号に掲げる職員を除

く。以下同じ。）の給与に関する事項を定め

ることを目的とする。 

（臨時的任用職員） （臨時的任用職員） 

第２５条 臨時的任用職員の給与は、当該職

員の職責に応じ、常勤の一般職員の給与と

の権衡を考慮し、市長が定める。 

第２５条 臨時的任用職員の給料は、当該職

員の職責に応じ、常勤の一般職員の給料と

の権衡を考慮し、行政職給料表の職務の級

の９級における最高号給の給料月額を超え

ない範囲内において、任命権者があらかじ

め市長と協議して定める。 

 ２ 臨時的任用職員に対する手当の種類及び

支給額は、常勤の一般職員に対する手当の

種類及び支給額との権衡を考慮し、任命権

者があらかじめ市長と協議して定める。 

 ３ 前２項に規定するもののほか、前２項に

規定する給料及び手当に関し必要な事項

は、任命権者が定める。 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

１６ 浜松市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１６年浜松市条例第  

２９号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（給与の種類） （常時勤務を要する職員及び短時間勤務職

員の給与の種類） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

 （給与の基準） （常時勤務を要する職員及び短時間勤務職

員の給与の基準） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

 （会計年度任用職員の給与の種類及び基
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準） 

 第３条の２ 地方公務員法第２２条の２第１

項に規定する会計年度任用職員の給与の種

類及び基準は、浜松市会計年度任用職員の

報酬、費用弁償及び期末手当並びに給与に

関する条例（令和元年浜松市条例第  号）

の規定の適用を受ける会計年度任用職員の

例による。 

 （委任）  （委任） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市語学指導等を行う外国青年である職員の給料等に関する条例の一部改正） 

１７ 浜松市語学指導等を行う外国青年である職員の給料等に関する条例（平成２年浜松

市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

浜松市語学指導等を行う外国青

年である職員の給料等に関する

条例

浜松市語学指導等を行う外国青

年である職員の報酬等に関する

条例

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、語学指導又は国際交流

活動を行う外国青年である職員（以下「職

員」という。）の給料及び旅費について必

要な事項を定める。 

第１条 この条例は、語学指導又は国際交流

活動を行う外国青年である職員（以下「職

員」という。）の報酬及び費用弁償につい

て必要な事項を定める。 

（給料） （報酬） 

第２条 職員に対しては、月額３３万円以下

で経験年数を考慮して規則で定める額の給

料を支給する。この場合において、任命権

者は、任用の事情により必要があると認め

るときは、他の職員との均衡上必要と認め

られる限度において必要な額を加算して支

給することができる。 

第２条 職員に対しては、月額３３万円以下

で経験年数を考慮して規則で定める額の報

酬を支給する。この場合において、任命権

者は、任用の事情により必要があると認め

るときは、他の職員との均衡上必要と認め

られる限度において必要な額を加算して支

給することができる。 

２ 給料の支給については、浜松市職員の給 ２ 前項の報酬の支給については、浜松市会
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与に関する条例（昭和３１年浜松市条例第

３８号）に規定する支給の例による。 

計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末

手当並びに給与に関する条例（令和元年浜

松市条例第  号。以下「報酬等条例」と

いう。）に規定する基本報酬の支給の例に

よる。 

 ３ 前２項に規定するもののほか、職員には、

報酬等条例に規定する手当相当報酬の支給

の例により報酬を支給する。 

（旅費） （費用弁償） 

第３条 職員が公務のため旅行する場合は、

浜松市職員の給与に関する条例に規定する

行政職給料表３級の職務にある市職員の例

により旅費を支給する。 

第３条 職員が公務のため旅行する場合は、

報酬等条例第５条の規定の例により費用を

支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、職員が帰国す

る場合で規則で定めるときは、帰国のため

に必要と認められる費用に相当する額を旅

費として支給することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、職員が帰国す

る場合で規則で定めるときは、帰国のため

に必要と認められる費用に相当する額を支

給することができる。 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 （浜松市語学指導等を行う外国青年である職員の給料等に関する条例の一部改正に伴う

経過措置） 

１８ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に前項の規定による改正前の浜松

市語学指導等を行う外国青年である職員の給料等に関する条例の規定により支給事由の

生じた給料の支給については、なお従前の例による。 

１９ 附則第１７項の規定による改正後の浜松市語学指導等を行う外国青年である職員の

報酬等に関する条例第３条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前

に出発した旅行については、なお従前の例による。 

 （浜松市職員の旅費に関する条例の一部改正） 

２０ 浜松市職員の旅費に関する条例（昭和３５年浜松市条例第２６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正前 改正後 

（用語の意義） （用語の意義） 

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

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
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による。 による。 

(1) 職員 市長、副市長、常勤の監査委員、

固定資産評価員、水道事業及び下水道事業

管理者、教育長及び地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第３条に定める一

般職の職員（地方公営企業法（昭和２７年

法律第２９２号）に規定する企業職員を除

く。）をいう。 

(1) 職員 市長、副市長、常勤の監査委員、

固定資産評価員、水道事業及び下水道事業

管理者、教育長及び地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第３条に定める一

般職の職員（同法第２２条の２第１項第１

号に掲げる職員及び地方公営企業法（昭和

２７年法律第２９２号）に規定する企業職

員を除く。）をいう。 

(2)～(7) （略） (2)～(7) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

別表第１（第１６条・第１７条関係） 別表第１（第１６条・第１７条関係） 

区分 日当(1日に

つき) 

宿泊料(1夜

につき) 

 （略） 

9級以下の職務にあ

る者 

臨時的任用者 

 （略） 

区分 日当(1日に

つき) 

宿泊料(1夜

につき) 

 （略） 

9級以下の職務にあ

る者 

 （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 （浜松市職員退職手当支給条例の一部改正） 

２１ 浜松市職員退職手当支給条例（昭和３８年浜松市条例第２号）の一部を次のように

改正する。 

改正前 改正後 

（退職手当の支給） （退職手当の支給） 

第２条 この条例の規定による退職手当は、浜

松市職員の給与に関する条例（昭和３１年浜

松市条例第３８号。以下「給与条例」という。）

又は浜松市教育職員の給与に関する条例（平

成２９年浜松市条例第３４号。以下「教育職

員給与条例」という。）の適用を受ける職員

のうち常時勤務に服することを要するもの

（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号。以下「法」という。）第２８条の４第１

項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項の規定により採用され

第２条 この条例の規定による退職手当は、浜

松市職員の給与に関する条例（昭和３１年浜

松市条例第３８号。以下「給与条例」という。）

又は浜松市教育職員の給与に関する条例（平

成２９年浜松市条例第３４号。以下「教育職

員給与条例」という。）の適用を受ける職員

のうち常時勤務に服することを要するもの

（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号。以下「法」という。）第２８条の４第１

項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項の規定により採用され
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た職員及び臨時的任用職員を除く。以下「職

員」という。）が退職した場合に、その者（死

亡による退職の場合には、その遺族）に支給

する。 

た職員を除く。以下「職員」という。）が退

職した場合に、その者（死亡による退職の場

合には、その遺族）に支給する。 

 ２ 職員以外の者のうち、職員について定めら

れている勤務時間以上勤務した日（法令又は

条例若しくはこれに基づく規則の規定によ

り、勤務を要しないこととされ、又は休暇を

与えられた日を含む。）が１８日以上ある月

が引き続いて１２月を超えるに至ったもの

で、その超えるに至った日以後引き続き当該

勤務時間により勤務することとされている

ものは、職員とみなして、この条例（第４条

中１１年以上２５年未満の期間勤続した者

の通勤による傷病による退職及び死亡によ

る退職に係る部分以外の部分並びに第５条

中公務上の傷病又は死亡による退職に係る

部分並びに２５年以上勤続した者の通勤に

よる傷病による退職及び死亡による退職に

係る部分以外の部分を除く。）の規定を適用

する。 

（勤続期間の計算） （勤続期間の計算） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項に規定する職員としての引き続い

た在職期間には、職員以外の地方公務員又は

国家公務員（国家公務員退職手当法（昭和

２８年法律第１８２号）第２条に規定する者

をいう。以下同じ。）（常時勤務に服すること

を要しない者及び臨時的任用職員を除く。以

下これらを「職員以外の地方公務員等」とい

う。）が、任命権者又はその委任を受けた者

の要請に応じ、引き続いて職員となったとき

５ 第１項に規定する職員としての引き続い

た在職期間には、職員以外の地方公務員又は

国家公務員（国家公務員退職手当法（昭和

２８年法律第１８２号）第２条に規定する者

をいう。以下同じ。）（以下これらを「職員以

外の地方公務員等」という。）が、任命権者

又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き

続いて職員となったときにおけるその者の

職員以外の地方公務員等としての引き続い
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におけるその者の職員以外の地方公務員等

としての引き続いた在職期間を含むものと

する。この場合において、その者の職員以外

の地方公務員等としての引き続いた在職期

間については、前各項の規定を準用して計算

するほか、次に掲げる期間をその者の職員以

外の地方公務員等としての引き続いた在職

期間として計算するものとする。ただし、退

職により、この条例の規定による退職手当に

相当する給与の支給を受けているときは、当

該給与の計算の基礎となった在職期間（当該

給与の計算の基礎となるべき在職期間がそ

の者が在職した地方公共団体等の退職手当

に関する規定又は特定地方独立行政法人（地

方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８

号）第２条第２項に規定する特定地方独立行

政法人をいう。以下同じ。）の退職手当の支

給の基準（同法第４８条第２項又は第５１条

第２項に規定する基準をいう。以下この項及

び次条において同じ。）において明確に定め

られていない場合においては、当該給与の額

を退職の日におけるその者の給料月額で除

して得た数に１２を乗じて得た数（１未満の

端数を生じたときは、その端数を切り捨て

る。）に相当する月数）は、その者の職員と

しての引き続いた在職期間には含まないも

のとする。 

た在職期間を含むものとする。この場合にお

いて、その者の職員以外の地方公務員等とし

ての引き続いた在職期間については、前各項

の規定を準用して計算するほか、次に掲げる

期間をその者の職員以外の地方公務員等と

しての引き続いた在職期間として計算する

ものとする。ただし、退職により、この条例

の規定による退職手当に相当する給与の支

給を受けているときは、当該給与の計算の基

礎となった在職期間（当該給与の計算の基礎

となるべき在職期間がその者が在職した地

方公共団体等の退職手当に関する規定又は

特定地方独立行政法人（地方独立行政法人法

（平成１５年法律第１１８号）第２条第２項

に規定する特定地方独立行政法人をいう。以

下同じ。）の退職手当の支給の基準（同法第

４８条第２項又は第５１条第２項に規定す

る基準をいう。以下この項及び第１０条にお

いて同じ。）において明確に定められていな

い場合においては、当該給与の額を退職の日

におけるその者の給料月額で除して得た数

に１２を乗じて得た数（１未満の端数を生じ

たときは、その端数を切り捨てる。）に相当

する月数）は、その者の職員としての引き続

いた在職期間には含まないものとする。 

(1)～(7) （略） (1)～(7) （略） 

６～９ （略） ６～９ （略） 

 （勤続期間の計算の特例） 

 第９条の２ 次の各号に掲げる者に対する退

職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算

については、当該各号に掲げる期間は、職員
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としての引き続いた在職期間とみなす。 

  (1) 第２条第２項に規定する者 その者の

同項に規定する勤務した月が引き続いて

１２月を超えるに至るまでのその引き続

いて勤務した期間 

  (2) 第２条第２項に規定する者以外の常時

勤務に服することを要しない者のうち、同

項に規定する勤務した月が引き続いて

１２月を超えるに至るまでの間に引き続

いて職員となり、通算して１２月を超える

期間勤務したもの その職員となる前の

引き続いて勤務した期間 

 第９条の３ 職員以外の地方公務員等が任命

権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、

引き続いて職員となったときにおけるその

者の第９条第５項に規定する職員以外の地

方公務員等としての引き続いた在職期間に

は、第２条第２項に規定する者に相当する職

員以外の地方公務員等としての引き続いた

在職期間を含むものとする。 

 ２ 前条の規定は、職員以外の地方公務員等で

あった者に対する退職手当の算定の基礎と

なる勤続期間の計算について準用する。 

第９条の２ 職員以外の地方公務員（前条第５

項の規定に相当する規定により、職員として

の在職期間を通算することを定めている地

方公共団体の退職手当に関する規定又は特

定地方独立行政法人の退職手当の支給の基

準の適用を受ける者に限る。）又は国家公務

員（これらのうち教育職員給与条例の適用を

受ける職員に相当する者として教育委員会

が認めるものに限る。）が、任命権者又はそ

の委任を受けた者の要請によることなく、引

第１０条 職員以外の地方公務員（第９条第５

項の規定に相当する規定により、職員として

の在職期間を通算することを定めている地

方公共団体の退職手当に関する規定又は特

定地方独立行政法人の退職手当の支給の基

準の適用を受ける者に限る。）又は国家公務

員（これらのうち教育職員給与条例の適用を

受ける職員に相当する者として教育委員会

が認めるものに限る。）が、任命権者又はそ

の委任を受けた者の要請によることなく、引
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き続いて教育職員給与条例の適用を受ける

職員となった場合においては、同項中「任命

権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、

引き続いて職員」とあるのは、「引き続いて

職員」と読み替えて、同項の規定を適用する。

き続いて教育職員給与条例の適用を受ける

職員となった場合においては、同項及び前条

第１項中「任命権者又はその委任を受けた者

の要請に応じ、引き続いて職員」とあるのは、

「引き続いて職員」と読み替えて、これらの

規定を適用する。 

第１０条 臨時職員から引き続き職員となっ

た者の引き続く臨時職員期間のうち６月を

控除した期間は、職員としての在職期間とみ

なす。 

２ 前項の規定を適用した場合において、その

職員が過去において退職手当（これに相当す

るものを含む。以下この項において「退職手

当」という。）の支給を受けた者であるとき

は、その退職手当の支給の基準となった年数

を職員としての在職期間から除算する。この

場合において、除算期間が在職期間とみなさ

れる臨時職員期間を超えるときは、当該期間

を限度とする。 

（一般地方独立行政法人等から復帰した職

員等の在職期間の計算） 

（一般地方独立行政法人等から復帰した職

員等の在職期間の計算） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

（失業者の退職手当）  （失業者の退職手当） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

２ 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤

続期間をいう。この場合において、当該勤続

期間に係る職員となった日前に職員であっ

たことがあるものについては、当該職員であ

った期間を含むものとし、当該勤続期間又は

当該職員であった期間に次の各号に掲げる

期間が含まれているときは、当該各号に掲げ

る期間に該当するすべての期間を除く。 

２ 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤

続期間をいう。この場合において、当該勤続

期間に係る職員となった日前に職員又は職

員以外の者で職員について定められている

勤務時間以上勤務した日（法令又は条例若し

くはこれに基づく規則の規定により、勤務を

要しないこととされ、又は休暇を与えられた

日を含む。）が１８日以上ある月が１月以上
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あるもの（季節的業務に４月以内の期間を定

めて雇用され、又は季節的に４月以内の期間

を定めて雇用されていた者にあっては、引き

続き当該所定の期間を超えて勤務したもの

に限る。）（以下この項において「職員等」

という。）であったことがあるものについて

は、当該職員等であった期間を含むものと

し、当該勤続期間又は当該職員等であった期

間に次の各号に掲げる期間が含まれている

ときは、当該各号に掲げる期間に該当する全

ての期間を除く。 

(1) 当該勤続期間又は当該職員であった期

間に係る職員となった日の直前の職員で

なくなった日が当該職員となった日前１

年の期間内にないときは、当該直前の職

員でなくなった日前の職員であった期間 

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった

期間に係る職員等となった日の直前の職

員等でなくなった日が当該職員等となっ

た日前１年の期間内にないときは、当該

直前の職員等でなくなった日前の職員等

であった期間 

(2) 当該勤続期間に係る職員となった日前

に退職手当の支給を受けたことのある職

員については、当該退職手当の支給に係

る退職の日以前の職員であった期間 

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日

前に退職手当の支給を受けたことのある

職員については、当該退職手当の支給に

係る退職の日以前の職員等であった期間 

３～１７ （略） ３～１７ （略） 

附 則 附 則 

１６ 旧県費負担職員その他旧県費負担職員

との権衡上必要があると認められる職員の

第９条第１項に規定する職員としての引き

続いた在職期間には、準用県条例の規定に

よる職員としての引き続いた在職期間（第

１６条第１項の基準勤続期間を算定する場

合にあっては、準用県条例第２条第２項及

び第７条の２の規定の適用がなく、かつ、

第１０条の規定の適用があるものとして算

定した準用県条例の規定による職員として

１６ 旧県費負担職員その他旧県費負担職員

との権衡上必要があると認められる職員の

第９条第１項に規定する職員としての引き

続いた在職期間には、準用県条例の規定に

よる職員としての引き続いた在職期間を含

むものとする。 
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の引き続いた在職期間)を含むものとする。

（平成３４年３月３１日以前に退職した職

員に対する退職手当の支給の特例） 

（平成３４年３月３１日以前に退職した職

員に対する退職手当の支給の特例） 

１７ （略） １７ （略） 

  （会計年度任用職員に対する退職手当の支

給の特例） 

 １８ 第２条第２項に規定する者以外の常時

勤務に服することを要しない者の同項に規

定する勤務した月が引き続いて６月を超え

るに至った場合には、当分の間、その者を

同項の職員とみなして、この条例の規定を

適用する。この場合において、その者に対

する一般の退職手当の額は、この項以外の

一般の退職手当に係る規定により計算した

額の１００分の５０に相当する金額とす

る。 

 １９ 前項の規定の適用を受ける者（引き続き

同項に規定する者であるものとした場合に、

同項の規定の適用を受けることができた者

を含む。）に対する第９条の２の規定の適用

については、同条中「１２月」とあるのは、

「６月」とする。 

  （臨時的任用職員であった者に対する退職

手当の支給の特例） 

 ２０ 第９条第２項の規定にかかわらず、第

１６条第１項の基準勤続期間を算定する場

合を除き、臨時的任用職員から引き続き臨時

的任用職員以外の職員となった者について、

当該臨時的任用職員であった在職期間のう

ちに令和２年３月３１日以前のもの（以下こ

の項において「旧在職期間」という。）があ

る場合には、当該旧在職期間から６月（当該

旧在職期間のうちにこれを計算の基礎とし
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て退職手当（これに相当するものを含む。）

の支給を受けたものがあるときは、当該計算

の基礎となった期間及び６月）を控除して、

在職期間の計算を行う。

 ２１ 第９条第２項の規定にかかわらず、第

１６条第１項の基準勤続期間を算定する場

合を除き、令和２年３月３１日以前から引き

続き臨時的任用職員である者については、同

日以前の在職期間を控除して、在職期間の計

算を行う。

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 （浜松市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置） 

２２ 前項の規定による改正後の浜松市職員退職手当支給条例第１６条の規定は、施行日

以後に退職した者に係る退職手当の支給について適用し、施行日前に退職した者に係る

退職手当の支給については、なお従前の例による。 

 （浜松市教育職員の給与に関する条例の一部改正） 

２３ 浜松市教育職員の給与に関する条例（平成２９年浜松市条例第３４号）の一部を次

のように改正する。 

改正前 改正後 

 （定義） （定義） 

第２条 この条例において「教育職員」（以下

「職員」という。）とは、次に掲げる者をい

う。 

第２条 この条例において「教育職員」（地方

公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げ

る職員を除く。以下「職員」という。）とは、

次に掲げる者をいう。 

 (1)・(2) （略）  (1)・(2) （略） 

（臨時的任用職員） （臨時的任用職員） 

第３９条 臨時的任用職員の給与は、当該職

員の職責に応じ、常勤の一般職員の給与と

の権衡を考慮し、教育委員会が定める。 

第３９条 臨時的任用職員の給料は、当該職

員の職責に応じ、常勤の一般職員の給料と

の権衡を考慮し、高等学校等教育職給料表

の職務の級の４級における最高号給の給料

月額を超えない範囲内において、教育委員

会が定める。 

 ２ 臨時的任用職員に対する手当の種類及び
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支給額は、常勤の一般職員に対する手当の

種類及び支給額との権衡を考慮し、教育委

員会が定める。 

 ３ 前２項に規定するもののほか、前２項に

規定する給料及び手当に関し必要な事項

は、教育委員会が定める。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市立小学校、中学校及び高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一

部改正） 

２４ 浜松市立小学校、中学校及び高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭

和４６年浜松市条例第５９号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（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) 教育職員 小学校、中学校又は高等学

校に勤務する校長、教員及び実習助手をい

う。 

(1) 教育職員 小学校、中学校又は高等学

校に勤務する校長、教員（講師にあっては、

常時勤務の者及び地方公務員法第２８条

の５第１項に規定する短時間勤務の職を

占める者に限る。）及び実習助手をいう。

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

別表（第２条関係） 

額の種別 

職員の種別 

日額 月額 時間額 

教育委員会が任命した職員 18,000 円 343,000 円 6,700 円

その他の職員 14,000 円 265,000 円 6,700 円
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第   87 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

浜松市ふれあい交流センター条例の制定について 

浜松市ふれあい交流センター条例を次のように定める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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浜松市ふれあい交流センター条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、高齢者の生きがいづくり及び健康増進並びに地域の子育てを支援す

るとともに、高齢者と子どもの世代を超えた交流の場を提供するため設置するふれあい

交流センターについて必要な事項を定める。 

（名称及び位置） 

第２条 ふれあい交流センター（以下「交流センター」という。）の名称及び位置は、次の

とおりとする。 

名称 位置 

浜松市ふれあい交流センターいたや 浜松市中区板屋町596番地 

浜松市ふれあい交流センター竜西 浜松市東区中郡町684番地の1 

浜松市ふれあい交流センター湖東 浜松市西区和地町1833番地の1 

浜松市ふれあい交流センター湖南 浜松市西区馬郡町3805番地の1 

浜松市ふれあい交流センター舞阪 浜松市西区舞阪町舞阪2668番地の349 

浜松市ふれあい交流センター陽だまり 浜松市西区舞阪町弁天島2658番地の19 

浜松市ふれあい交流センターつつじ 浜松市西区雄踏町宇布見4720番地 

浜松市ふれあい交流センター青龍 浜松市南区青屋町300番地 

浜松市ふれあい交流センター江之島 浜松市南区江之島町606番地 

浜松市ふれあい交流センター可美 浜松市南区増楽町1645番地の1 

浜松市ふれあい交流センター萩原 浜松市北区初生町1番地 

浜松市ふれあい交流センター浜北 浜松市浜北区小林1272番地の1 

（事業） 

第３条 交流センターは、次に掲げる事業を行う。 

(1) 第６条各号に掲げる者の教養の向上及びレクリエーションの実施に関すること。 

(2) 第６条第１号に掲げる者の健康増進に関すること。 

(3) 第６条第１号及び第２号に掲げる者の交流の支援に関すること。 

(4) 老人クラブの援助に関すること。 

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要があると認める事業 

（開館時間） 

第４条 交流センターの開館時間は、午前９時から午後４時３０分までとする。ただし、

市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。 

（休館日等） 

第５条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると

認めるときは、臨時に休館し、開館し、又は休館日を変更することができる。 

 (1) 交流センター（次号及び第３号に掲げるものを除く。） 

  ア 月曜日（こどもの日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定するこどもの日をいう。以下同じ。）及び敬老の日（同法に規定する敬老の日を
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いう。以下同じ。）を除く。） 

  イ １２月２９日から翌年の１月３日まで 

 (2) 浜松市ふれあい交流センター舞阪及び浜松市ふれあい交流センター陽だまり 

  ア 日曜日並びに毎月の第２土曜日及び第４土曜日 

  イ こどもの日及び敬老の日を除く休日（国民の祝日に関する法律に規定する休日を

いう。） 

  ウ こどもの日及び敬老の日の翌日  

  エ １２月２９日から翌年の１月３日まで 

 (3) 浜松市ふれあい交流センター浜北 

  ア 金曜日（こどもの日を除く。） 

  イ １２月２９日から翌年の１月３日まで 

（利用者の範囲） 

第６条 交流センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者と

する。 

(1) 市内に居住する６０歳以上の者 

(2) 市内に居住する中学校の生徒（これに準じる者を含む。）以下の者及びその保護者 

(3) 第１号又は前号に掲げる者を支援する活動に関わる者 

(4) 前３号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者 

（利用の許可） 

第７条 交流センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を

受けなければならない。 

（利用の制限） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの利用を許可しな

い。 

(1) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。 

(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあるとき。 

(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。 

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認め

るとき。 

(5) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。 

(6) 介護を必要とする者で介護者のないとき。 

(7) 前各号に定めるもののほか、管理上支障があると認めるとき。 

（使用料） 

第９条 交流センターの使用料は、無料とする。 
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（利用権の譲渡禁止） 

第１０条 第７条の規定による許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、利用の権利

を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（利用許可の取消し等） 

第１１条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用

の条件を変更し、又は利用を停止することができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

(2) 管理上支障があるとき。 

（原状回復の義務） 

第１２条 利用者は、交流センターの利用を終了したとき又は前条の規定により利用の許

可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなけれ

ばならない。 

（損害賠償の義務） 

第１３条 交流センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害について

市長が定める額を賠償しなければならない。 

（指定管理者による管理） 

第１４条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４

条の２第３項の規定に基づき、市が指定する法人その他の団体（以下「指定管理者」と

いう。）に次に掲げる交流センター（以下「指定センター」という。）の管理を行わせる

ものとする。 

(1) 浜松市ふれあい交流センターいたや 

(2) 浜松市ふれあい交流センター竜西 

(3) 浜松市ふれあい交流センター湖東 

(4) 浜松市ふれあい交流センター湖南 

(5) 浜松市ふれあい交流センター陽だまり 

(6) 浜松市ふれあい交流センター青龍 

(7) 浜松市ふれあい交流センター江之島 

(8) 浜松市ふれあい交流センター可美 

(9) 浜松市ふれあい交流センター萩原 

(10) 浜松市ふれあい交流センター浜北 

２ 指定センターの管理に関して指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。た

だし、市長のみの権限に属する事務に係る業務については、これを除くものとする。 

(1) 第３条各号に掲げる事業に関する業務 

(2) 利用の許可に関する業務 
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(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務 

３ 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第4条 市長が特に 指定管理者は、 

これ 市長の承認を得てこれ 

第5条 市長が特に 指定管理者は、 

臨時 市長の承認を得て臨時 

第7条及び第8条 市長 指定管理者 

第9条 交流センター 交流センター（指定センターを除く。） 

第11条 市長 指定管理者 

（利用料金の納付） 

第１５条 第７条の規定による許可（指定センターに係るものに限る。）を受けた者は、指

定管理者に対し、利用料金（法第２４４条の２第８項の利用料金をいう。以下同じ。）を

利用する日前において指定管理者が指定する日までに納付しなければならない。ただし、

指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

２ 利用料金は、次に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を

得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。 

(1) 第６条第４号に掲げる者が浜松市ふれあい交流センター浜北を利用する場合 別表

に定める額 

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 無料 

３ 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなけ

ればならない。 

４ 利用料金は、指定管理者の収入とする。 

（利用料金の減免） 

第１６条 指定管理者は、規則で定める場合その他特別の理由があると認める場合は、利

用料金を減免することができる。 

（利用料金の不還付） 

第１７条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める場合そ

の他特別の理由があると認める場合は、当該利用料金の全部又は一部を還付することが

できる。 

（委任） 

第１８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で

定める。 

附 則 
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１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の

日から施行する。 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 浜松市老人福祉センター条例（昭和４６年浜松市条例第２１号） 

(2) 浜松市舞阪シニアプラザ陽だまり条例（平成１７年浜松市条例第２１８号） 

３ 第１４条第１項の規定による指定及び浜松市指定管理者による公の施設の管理に関す

る条例（平成２０年浜松市条例第６１号）第２条から第８条までの規定による指定の手

続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

別表（第１５条関係） 

利用時間区分

利用区分 

午前9時から午後4時まで 1

時間につき 

午後4時から午後4時30分まで

大広間 円

1,170 

円

580 

大会議場 530 260 

小会議場 260 130 

工作室 320 160 

講座室 300 150 

教養室1 150 70 

教養室2 150 70 

栄養指導室 230 110 

備考 

１ 利用時間の開始は正時からとし、利用時間の終了は午後４時３０分まで利用す

る場合を除き正時までとする。 

２ 所定の開館時間外に利用する場合の利用料金は、１時間につき、午前９時から

午後４時までの間の１時間当たりの利用料金の１．５倍に相当する額とする。 

３ 利用時間を１５分以上超過し、又は繰り上げて利用する場合（備考の２に規定

する場合を除く。）の当該超過又は繰上げに係る利用料金は、当該超過し、又は繰

り上げた時間の属する利用時間区分の利用料金に相当する額とする。 

４ 利用料金を算定して得た額に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。 
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第  88 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

町の新設及び小字の廃止について 

住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第３条第１項の規定による住居表

示実施のため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

令和２年１月１日から本市内の字の区域をもって別図のとおり町を新設し、住居表示実施

区域の小字を廃止する。 

浜松市長  鈴  木  康  友  
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別図 
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中瀬

西中瀬一丁目

西中瀬一丁目

西中瀬二丁目

西中瀬三丁目

中瀬

中瀬

中瀬豊保

豊保

新原

浜松市立
中瀬小学校

至:第二東海自動車道横浜名古屋線（新東名高速道路）
　 浜松浜北インターチェンジ

中瀬四塔
交差点

国
道
152
号
（浜

北
・
天
竜
バ
イ
パ
ス）

静岡県立
浜北特別支援学校

土地区画整理事業区域

新たな町界

現在の字界

新たな町名

大字名

凡例

　（小字の廃止）
　　新設する町の区域内の小字を廃止
　　　大字中瀬字中通、字若宮、字四塔の各一部
　　　大字豊保字上稲荷の一部(　　　　　   　　)



第   89 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

   工事請負契約締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結する。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

工事の名称 工 事 の 概 要 契 約 金 額 契約方法 契約者住所氏名 

（仮称）浜松市

市民音楽ホール

新築工事（建築

工事） 

（仮称）浜松市市

民音楽ホール新築

工事 一式 

鉄骨造一部鉄筋コ

ンクリート造 

5階建 

延 5,989㎡ 

外構庇工事 他 

2,607,000,000円 制 限 付

一般競争

入 札

（総合評

価方式）

中村組・須山・中建

特定建設工事共同

企業体 

<代表者> 

浜松市中区住吉五

丁目22番1号 

株式会社中村組 

取締役社長  

中村 嘉宏 

<その他の構成員①>

浜松市中区布橋二

丁目6番1号 

須山建設株式会社 

 取締役社長  

須山 宏造 
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<その他の構成員②>

 浜松市中区中沢町

71番23号 

 中村建設株式会社 

代表取締役  

中村 仁志 
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第   90 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

   工事請負契約締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結する。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

工事の名称 工 事 の 概 要 契 約 金 額 契約方法 契約者住所氏名 

（仮称）浜松市

市民音楽ホール

新築工事（機械

設備工事） 

（仮称）浜松市市 

民音楽ホール新築

工事に伴う機械設

備工事 一式 

空気調和設備、給

排水衛生設備、消

火設備、昇降機設

備 

649,000,000円 制 限 付

一般競争

入 札

（総合評

価方式）

日管・ハマネン特

定建設工事共同企

業体 

<代表者> 

浜松市中区池町

220番地の4 

日管株式会社 

代表取締役社長 

三輪 容次郎 

<その他の構成員>

浜松市西区入野町

619番地の4 

株式会社ハマネン

設備センター 

代表取締役 

仲村 弘 
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第   91 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

   工事請負契約締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結する。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

工事の名称 工 事 の 概 要 契 約 金 額 契約方法 契約者住所氏名 

（仮称）浜松市

市民音楽ホール

新築工事（舞台

設備工事） 

（仮称）浜松市市

民音楽ホール新築

工事に伴う舞台設

備工事 一式 

舞 台音響設備 工

事、運営モニター

設備工事、舞台映

像設備工事、舞台

照明設備工事、舞

台設備工事 

369,600,000円 一般競争

入 札

愛知県名古屋市中

区錦一丁目18番28

号 

ヤマハサウンドシ

ステム株式会社

名古屋営業所 

所長 

川島 洋次郎 
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第   92 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

   工事請負契約締結について 

 次のとおり工事請負契約を締結する。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

工事の名称 工 事 の 概 要 契 約 金 額 契約方法 契約者住所氏名 

浜松市立可美小

学校校舎改築第

１期工事（建築

工事）

南校舎西棟改築工

事 

鉄筋コンクリート

造3階建 

延 3,165.17㎡ 

既存南校舎西棟解

体工事 

鉄筋コンクリート

造3階建  

延 2,616.74㎡ 

既存北校舎東棟及

び既存南校舎東棟

改修工事、外構工

事等一式 

866,800,000円 制 限 付

一般競争

入 札

（総合評

価方式）

須山・鈴木特定建

設工事共同企業体 

<代表者> 

浜松市中区布橋 

二丁目6番1号 

須山建設株式会社

取締役社長 

須山 宏造

<その他の構成員> 

浜松市中区神田町

1522番地 

株式会社鈴木組 

代表取締役 

 平野 治 

-151-



第   93 号 議  案   

令和元年 6月 7日提 出   

指定管理者の指定について 

次の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

浜松市長  鈴  木  康  友  

１ 施設の名称  遠州灘海浜公園（江之島地区（江之島ビーチコート）） 

２ 指定管理者  所在地 浜松市中区上島三丁目２７番１２号 

名 称 浜松公園緑地協会・三幸共同事業体 

             代表者 浜松市中区上島三丁目２７番１２号 

                 一般財団法人浜松公園緑地協会 

                 理事長 右﨑 正敏 

             構成員 東京都千代田区神田駿河台三丁目３番地４ 

                 三幸株式会社 

                 代表取締役 橋本 有史 

３ 指定の期間  令和元年７月１日から令和４年３月３１日まで 
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