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第９回観音寺市議会定例会提出議案 
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令和４年 11 月 



観音寺市告示第238号 

 

令和４年第９回観音寺市議会定例会の招集について 

令和４年第９回観音寺市議会定例会を、次のとおり招集する。 

 

令和４年11月21日 

観音寺市長  佐 伯 明 浩      

 

 

１ 招 集 の 日   令和４年11月29日 

２ 招集の場所   観音寺市議会議事堂 



令和４年第９回観音寺市議会定例会提出議案 

 １ 議案第72号 観音寺市附属機関設置条例の一部改正について 

 ２ 議案第73号 観音寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部改正について 

 ３ 議案第74号 観音寺市職員の定年等に関する条例の一部改正について 

 ４ 議案第75号 観音寺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正につ

いて 

 ５ 議案第76号 観音寺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正につ

いて 

 ６ 議案第77号 観音寺市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 ７ 議案第78号 観音寺市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正について 

 ８ 議案第79号 観音寺市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 ９ 議案第80号 観音寺市職員の退職手当に関する条例等の一部改正について 

 10 議案第81号 観音寺市手数料条例の一部改正について 

 11 議案第82号 観音寺市公園条例の一部改正について 

 12 議案第83号 観音寺市下水道条例の一部改正について 

 13 議案第84号 観音寺市有明ふれあい海岸施設条例の一部改正について 

 14 議案第85号 教育委員会委員の任命について 

 15 議案第86号 公有水面埋立地の用途変更に関する意見について 

 16 議案第87号 指定管理者の指定について（観音寺市総合コミュニティセンター（本

館）) 

 17 議案第88号 指定管理者の指定について（観音寺市総合コミュニティセンター（別

館）) 

 18 議案第89号 香川県市町総合事務組合規約の一部変更について 

 19 議案第90号 令和４年度観音寺市一般会計補正予算（第８号） 

 20 議案第91号 令和４年度観音寺市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 21 議案第92号 令和４年度観音寺市国民健康保険伊吹診療所特別会計補正予算（第２

号） 



 22 議案第93号 令和４年度観音寺市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 23 議案第94号 令和４年度観音寺市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 24 議案第95号 令和４年度観音寺市介護予防サービス事業特別会計補正予算（第２号） 

 25 議案第96号 令和４年度観音寺市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

 



議案第72号 

 

観音寺市附属機関設置条例の一部改正について 

 観音寺市附属機関設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

  令和４年11月29日提出 

                     観音寺市長  佐 伯 明 浩      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 観音寺市新道の駅市民検討委員会を附属機関として新たに設置するため、本案を提出す

るものである。



別紙 

   観音寺市附属機関設置条例の一部を改正する条例  

観音寺市附属機関設置条例（平成24年観音寺市条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

別表中 

「 

観音寺市行政改革推進委員会 行政改革に関する事項についての調査審

議 

                                   」を 

「 

観音寺市行政改革推進委員会 行政改革に関する事項についての調査審

議 

観音寺市新道の駅市民検討委

員会 

新道の駅建設に関する事項についての調

査審議 

」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年１月１日から施行する。 

 



議案第73号 

 

観音寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部改正について 

 観音寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例を別紙のとおり定める。 

 

  令和４年11月29日提出 

                     観音寺市長  佐 伯 明 浩      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 観音寺市新道の駅市民検討委員会委員の報酬額を定めるため、本案を提出するものであ

る。



別紙 

観音寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例 

 観音寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例（平成17年観

音寺市条例第43号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

「 

個人情報保護対策審議会委員 〃 7,000 

」を 

「 

個人情報保護対策審議会委員 〃 7,000 

観音寺市新道の駅市民検討委員会委員 〃 7,000 

」に改める。 

附 則 

この条例は、令和５年１月１日から施行する。 

 



議案第74号 

 

観音寺市職員の定年等に関する条例の一部改正について 

 観音寺市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

  令和４年11月29日提出 

                     観音寺市長  佐 伯 明 浩      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 地方公務員法（昭和25年法律第261号）の一部改正に伴い、定年の年齢の規定等を改め

るとともに管理監督職勤務上限年齢制の規定等を定めるため、本案を提出するものである。



別紙 

観音寺市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

観音寺市職員の定年等に関する条例（平成17年観音寺市条例第27号）の一部を次のよう

に改正する。 

題名の次に次の目次及び章名を付する。 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 定年制度（第２条―第５条） 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条―第11条） 

第４章 定年前再任用短時間勤務制（第12条・第13条） 

第５章 雑則（第14条） 

附則 

第１章 総則 

第１条中「第261号」の次に「。以下「法」という。」を加え、「第28条の２第１項か

ら第３項まで及び第28条の３」を「第22条の４第１項及び第２項、第22条の５第１項、第

28条の２、第28条の５、第28条の６第１項から第３項まで並びに第28条の７」に改め、同

条の次に次の章名を付する。 

第２章 定年制度 

第３条中「60年」を「65年」に改める。 

第４条第１項中「次の各号のいずれかに該当する」を「次に掲げる事由がある」に、

「その職員に」を「同条の規定にかかわらず、当該職員に」に、「その職員を」を「当該

職員を」に改め、同項各号列記以外の部分中「当該」の次に「定年退職日において従事し

ている」を加え、同項中「引き続いて」を「、引き続き」に改め、同項に次のただし書を

加える。 

ただし、第９条第１項から第４項までの規定により異動期間（第９条第１項に規定す

る異動期間をいう。以下この項及び次項において同じ。）（第９条第１項又は第２項の

規定により延長された異動期間を含む。）を延長した職員であって、定年退職日におい

て管理監督職（第６条に規定する職をいう。以下この条及び第３章において同じ。）を



占めている職員については、第９条第１項又は第２項の規定により当該異動期間を延長

した場合であって、引き続き勤務させることについて市長の承認を得たときに限るもの

とし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から

起算して３年を超えることができない。 

第４条第１項第１号中「その」を「当該」に改め、「より」の次に「生ずる欠員を容易

に補充することができず」を加え、「とき」を「こと」に改め、同項第２号中「その職

員」を「当該職員」に、「よる欠員を容易に補充することができないとき」を「よる欠員

を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること」に改め、同項第３

号中「その業務」を「当該業務」に、「その職員」を「当該職員」に、「とき」を「こ

と」に改め、同条第２項中「前項の事由」を「前項各号に掲げる事由」に、「存する」を

「ある」に改め、「ときは、」の次に「これらの期限の翌日から起算して」を加え、同項

ただし書中「その期限」を「当該期限」に、「その職員」を「当該職員」に改め、「退職

日」の次に「（同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理監督

職に係る異動期間の末日）」を加え、同条第３項中「引き続いて」を「引き続き」に改め、

同条第４項中「任命権者は」の次に「、第１項の規定により引き続き勤務することとされ

た職員及び第２項の規定により期限が延長された職員について」を加え、「第１項の事

由」を「第１項各号に掲げる事由」に、「存しなくなった」を「なくなった」に、「その

期限」を「当該期限」に、「て退職させることができる」を「るものとする」に改める。 

第５条の次に次の３章を加える。 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制 

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

第６条 法第28条の２第１項に規定する条例で定める職は、観音寺市職員の給与に関する

条例（平成17年観音寺市条例第48号）第18条第１項に規定する管理職手当の支給を受け

る職員の職とする。 

（管理監督職勤務上限年齢） 

第７条 法第28条の２第１項に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。 

（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準） 

第８条 任命権者は、法第28条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下この章にお



いて「他の職への降任等」という。）を行うに当たっては、法第13条、第15条、第23条

の３、第27条第１項及び第56条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければ

ならない。 

(１) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又は転

任（降給を伴う転任に限る。）（以下この条及び第10条において「降任等」とい

う。）をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の２第１

項第５号に規定する標準職務遂行能力（次条第３項において「標準職務遂行能力」と

いう。）及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、

降任等をすること。 

(２) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職のうちできる限り

上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。 

(３) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属

する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員（以下こ

の号において「上位職職員」という。）の他の職への降任等もする場合には、第１号

に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる

場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階

又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。 

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例） 

第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に

掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間（当該

管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初

の４月１日までの間をいう。以下この章において同じ。）の末日の翌日から起算して１

年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の

末日の翌日から定年退職日までの期間内。第３項において同じ。）で当該異動期間を延

長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさ

せることができる。 

(１) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の

他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著し



い支障が生ずること。 

(２) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の

職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生

ずること。 

(３) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情が

あるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずること。 

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定により延長された

期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由

が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して１

年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該

異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第４項において同じ。）で延長さ

れた当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間

の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年

を超えることができない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の

職への降任等をすべき特定管理監督職群（職務の内容が相互に類似する複数の管理監督

職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の

事情がある管理監督職として規則で定める管理監督職をいう。以下この項において同

じ。）に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理

監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職

についての適性を有すると認められる職員（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限

年齢に達した職員を除く。）の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、

当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充すること

ができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督

職に係る異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で当該異動期間を延

長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務を

させ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降

任し、若しくは転任することができる。 



４ 任命権者は、第１項若しくは第２項の規定により異動期間（これらの規定により延長

された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事

由があると認めるとき（第２項の規定により延長された当該異動期間を更に延長するこ

とができるときを除く。）、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間（前３項又

はこの項の規定により延長された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員

について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間

の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長

することができる。 

（異動期間の延長等に係る職員の同意） 

第10条 任命権者は、前条第１項から第４項までの規定により異動期間を延長する場合及

び同条第３項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合には、あらかじめ職員の

同意を得なければならない。 

（異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

第11条 任命権者は、第９条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期

間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任等を

するものとする。 

第４章 定年前再任用短時間勤務制 

（定年前再任用短時間勤務職員の任用） 

第12条 任命権者は、年齢60年に達した日以後に退職（臨時的に任用される職員その他の

法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。）をし

た者（以下この条及び次条において「年齢60年以上退職者」という。）を、従前の勤務

実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職（当該職を占める

職員の１週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間

勤務の職と同種の職を占める職員の１週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であ

る職をいう。以下この条及び次条において同じ。）に採用することができる。ただし、

年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当

日（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務

の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。）を経過した



者であるときは、この限りでない。 

第13条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、組合(市が加入する地方自治法(昭和22

年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合及び広域連合をいう。)の年齢60年

以上退職者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間

勤務の職に採用することができる。 

２ 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。 

第５章 雑則 

第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の２項

を加える。 

（定年に関する経過措置） 

２ 令和５年４月１日から令和13年３月31日までの間における第３条の規定の適用につい

ては、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「65年」とあるのはそれぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から令和７年３月31日まで 61年 

令和７年４月１日から令和９年３月31日まで 62年 

令和９年４月１日から令和11年３月31日まで 63年 

令和11年４月１日から令和13年３月31日まで 64年 

（情報の提供及び勤務の意思の確認） 

３ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定

めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この項において同じ。）が年齢60年に

達する日の属する年度の前年度（以下この項において「情報の提供及び勤務の意思の確

認を行うべき年度」という。）（情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度に職

員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採

用された職員（異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日を

経過することとなった職員（以下この項において「末日経過職員」という。）を除



く。）にあっては、当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、

末日経過職員にあっては、当該職員の異動等の日が属する年度（当該日が年度の初日で

ある場合は、当該年度の前年度））において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に

達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供

するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるも

のとする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第11条の規定は、公

布の日から施行する。 

（勤務延長に関する経過措置） 

第２条 任命権者は、施行日（この条例の施行の日をいう。以下同じ。）前にこの条例に

よる改正前の観音寺市職員の定年等に関する条例（以下「旧条例」という。）第４条第

１項又は第２項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限（同条第

１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同

じ。）が施行日以後に到来する職員（以下この項において「旧条例勤務延長職員」とい

う。）について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来す

る場合において、この条例による改正後の観音寺市職員の定年等に関する条例（以下

「新条例」という。）第４条第１項各号に掲げる事由があると認めるときは、市長の承

認を得て、これらの期限の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を延長するこ

とができる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第２条に規定

する定年退職日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

２ 任命権者は、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和11年４月

１日及び令和13年４月１日をいう。以下この項において同じ。）から基準日の翌年の３

月31日までの間、基準日における新条例定年（新条例第３条に規定する定年をいう。以

下同じ。）が基準日の前日における新条例定年（基準日が施行日である場合には、施行

日の前日における旧条例第３条に規定する定年）を超える職及びこれに相当する基準日

以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の３月31日ま



での間に新条例第４条第１項若しくは第２項の規定、地方公務員法の一部を改正する法

律（令和３年法律第63号。以下「令和３年改正法」という。）附則第３条第５項又は前

項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に

係る新条例定年（基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第３条

に規定する定年）に達している職員（当該規則で定める職にあっては、規則で定める職

員）を、昇任し、降任し、又は転任することができない。 

３ 新条例第４条第３項から第５項までの規定は、第１項の規定による勤務について準用

する。 

（定年退職者等の再任用に関する経過措置） 

第３条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の３月

31日（以下この条から附則第６条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。）

までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条

例定年（旧条例第３条に規定する定年をいう。以下同じ。）（施行日以後に新たに設置

された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職

が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に

係る年齢。次条第１項において同じ。）に達している者を、従前の勤務実績その他の規

則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤

務を要する職に採用することができる。 

(１) 施行日前に旧条例第２条の規定により退職した者 

(２) 旧条例第４条第１項若しくは第２項、地方公務員法の一部を改正する法律（令和

３年法律第63号。以下「令和３年改正法」という。）附則第３条第５項又は前条第１

項の規定により勤務した後退職した者 

(３) 25年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者を除く。）であって、

当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある者 

(４) 25年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる者を除く。）であって、

当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任

用（令和３年改正法による改正前の地方公務員法（昭和25年法律第261号）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



することをいう。）又は暫定再任用（この項若しくは次項、次条第１項若しくは第２

項、附則第５条第１項若しくは第２項又は附則第６条第１項若しくは第２項の規定に

より採用することをいう。次項第６号において同じ。）をされたことがある者 

２ 令和14年３月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の

末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る

新条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考

により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用すること

ができる。 

(１) 施行日以後に新条例第２条の規定により退職した者 

(２) 施行日以後に新条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後退職した者 

(３) 施行日以後に新条例第12条の規定により採用された者のうち、令和３年改正法に

よる改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員法」という。）第22条の４第３項に

規定する任期が満了したことにより退職した者 

(４) 施行日以後に新条例第13条第１項の規定により採用された者のうち、新地方公務

員法第22条の５第３項において準用する新地方公務員法第22条の４第３項に規定する

任期が満了したことにより退職した者 

(５) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）であっ

て、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある者 

(６) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）であっ

て、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、暫定再任用をさ

れたことがある者 

３ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超えない範囲内で更

新することができる。ただし、当該任期の末日は、前２項の規定により採用する者又は

この項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならな

い。 

４ 暫定再任用職員（第１項若しくは第２項、次条第１項若しくは第２項、附則第５条第

１項若しくは第２項又は附則第６条第１項若しくは第２項の規定により採用された職員

をいう。以下この項及び次項において同じ。）の前項の規定による任期の更新は、当該



暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力

評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行

うことができる。 

５ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用

職員の同意を得なければならない。 

第４条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、組合(市が加入する地方自治法(昭和

22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合及び広域連合をいう。以下次項

及び附則第６条において同じ。）における前条第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢

到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要す

る職に係る旧条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に

基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採

用することができる。 

２ 令和14年３月31日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほか、組合におけ

る同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当

該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達している者を、従前

の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任

期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、前条第３項から第５項までの規定を準用する。 

第５条 任命権者は、新地方公務員法第22条の４第４項の規定にかかわらず、附則第３条

第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当

該者を採用しようとする短時間勤務の職（新条例第12条に規定する短時間勤務の職をい

う。以下同じ。）に係る旧条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤

務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合

における旧条例定年（施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に

組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前

日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要す

る職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に

準じた当該職に係る年齢）をいう。次条第１項において同じ。）に達している者を、従



前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で

任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

２ 令和14年３月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の４第４項の規定に

かかわらず、附則第３条第２項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの

間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当

年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤

務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。次条第２項

及び附則第10条において同じ。）に達している者（新条例第12条の規定により当該短時

間勤務の職に採用することができる者を除く。）を、従前の勤務実績その他の規則で定

める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の

職に採用することができる。 

３ 前２項の場合においては、附則第３条第３項から第５項までの規定を準用する。 

第６条 任命権者は、前条第１項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の５第３項に

おいて準用する新地方公務員法第22条の４第４項の規定にかかわらず、組合における附

則第３条第１項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であ

って、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達してい

る者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超えな

い範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

２ 令和14年３月31日までの間、任命権者は、前条第２項の規定によるほか、新地方公務

員法第22条の５第３項において準用する新地方公務員法第22条の４第４項の規定にかか

わらず、組合における附則第３条第２項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末

日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例

定年相当年齢に達している者（新条例第13条第１項の規定により当該短時間勤務の職に

採用することができる者を除く。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基

づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用する

ことができる。 

３ 前２項の場合においては、附則第３条第３項から第５項までの規定を準用する。 

（令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職及び年齢） 



第７条 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

(１) 施行日以後に新たに設置された職

(２) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

２ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日

の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第３条に規定する定年に準じた

当該職に係る年齢とする。 

（令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第

22条の４第４項の条例で定める職及び年齢） 

第８条 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における令和

３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の

４第４項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

(１) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(２) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

２ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における令和３年

改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の４第

４項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものと

した場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が前項に規

定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた前項に規

定する職に係る年齢とする。 

（令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員） 

第９条 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当

該職が基準日（附則第３条から第６条までの規定が適用される間における各年の４月１

日（施行日を除く。）をいう。以下この条において同じ。）の前日に設置されていたも

のとした場合において、基準日における新条例定年が基準日の前日における新条例定年

を超える職とする。 

(１) 基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。）

(２) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の職を含

む。） 



２ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の

前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年

に達している者とする。 

３ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、第１項に規定する職が基準

日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例

定年に達している職員とする。 

（定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置） 

第10条 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和11年４月１日

及び令和13年４月１日をいう。以下この条において同じ。）から基準日の翌年の３月31

日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相

当年齢を超える短時間勤務の職（基準日における新条例定年相当年齢が新条例第３条に

規定する定年である短時間勤務の職に限る。）及びこれに相当する基準日以後に設置さ

れた短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職（以下この条において「新条

例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。）に、基準日の前日までに新条例第

12条に規定する年齢60年以上退職者となった者（基準日前から新条例第４条第１項又は

第２項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。）のうち基準日の前

日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例

定年相当年齢に達している者（当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定

める者）を、新条例第12条又は第13条第１項の規定により採用することができず、新条

例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第12条又は第13条第１項の規定によ

り採用された職員（以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の

うち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務

職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員（当該規則で定

める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員）を、昇任

し、降任し、又は転任することができない。 

（令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢） 

第11条 令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とす

る。 



 （観音寺市職員の再任用に関する条例を廃止する条例） 

第12条 観音寺市職員の再任用に関する条例（平成17年観音寺市条例第28号）は、廃止す

る。 

 （観音寺市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例） 

第13条 観音寺市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年観音寺市条例第

36号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に改める。 



議案第75号 

 

観音寺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について 

 観音寺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり定める。 

 

  令和４年11月29日提出 

                     観音寺市長  佐 伯 明 浩      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 地方公務員法（昭和25年法律第261号）の一部改正に伴い、派遣できない職員の規定等

を改めるため、本案を提出するものである。



別紙 

観音寺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例  

観音寺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成29年観音寺市条例第５号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第２項第１号中「（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の４第１項又

は第28条の６第１項の規定により採用される職員を除く。）」を削り、同項第３号中「地

方公務員法」の次に「（昭和25年法律第261号）」を加え、同項中第５号を第６号とし、

第４号の次に次の１号を加える。 

(５) 観音寺市職員の定年等に関する条例第９条第１項から第４項までの規定により異

動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占

める職員 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第２条第２項第１号の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律（令和３

年法律第63号）附則第９条第２項に規定する暫定再任用職員には適用しない。 

３ 観音寺市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例（令和４年観音寺市条例第 

  号）附則第２条第１項の規定による期限の延長をすることとされている職員は、観音

寺市職員の定年等に関する条例（平成17年観音寺市条例第27号）第４条第２項の規定に

より期限を延長することとされている職員とみなして、改正後の観音寺市公益的法人等

への職員の派遣等に関する条例の規定を適用する。 



議案第76号 

 

観音寺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正について 

 観音寺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり定める。 

 

  令和４年11月29日提出 

                     観音寺市長  佐 伯 明 浩      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 地方公務員法（昭和25年法律第261号）の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、

本案を提出するものである。



別紙 

観音寺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

観音寺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成17年観音寺市条例第33号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第２項中「第28条の５第１項又は同法第28条の６第２項」を「第22条の４第１項

又は第22条の５第１項若しくは第２項」に改め、「された職員」の次に「で同法第22条の

４第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの」を加え、「再任用短時間勤務職員」を

「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第３条、第４条第２項及び第12条第１項第１号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前

再任用短時間勤務職員」に改める。 

第15条第１項中「地方公務員法第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た職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改める。 

第19条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号）附則第

４条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）、第５条第１項から第４項まで、第６条第１項若しくは第

２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）又は第７条第１項から第４項までの規定により採用された職員をいう。）で地方

公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占め

るものは、この条例による改正後の観音寺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条

例（以下この条において「新条例」という。）第２条第２項に規定する定年前再任用短

時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。 



議案第77号 

 

観音寺市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 観音寺市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

  令和４年11月29日提出 

                     観音寺市長  佐 伯 明 浩      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 地方公務員法（昭和25年法律第261号）の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、

本案を提出するものである。



別紙 

観音寺市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例  

観音寺市職員の育児休業等に関する条例（平成17年観音寺市条例第34号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

(３) 観音寺市職員の定年等に関する条例第９条第１項から第４項までの規定により異

動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占

める職員 

第８条に次の１号を加える。 

(３) 観音寺市職員の定年等に関する条例第９条第１項から第４項までの規定により異

動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占

める職員 

第16条の２第２号中「第28条の５第１項」を「第22条の４第１項」に、「再任用短時間

勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第10条に規定する育

児短時間勤務（同法第17条の規定による短時間勤務を含む。）を行う職員に対する観音

寺市職員の給与に関する条例（平成17年観音寺市条例第48号）附則第８項の規定の適用

については、同項中「）とする」とあるのは、「）に、観音寺市職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例（平成17年観音寺市条例第33号）第２条第３項の規定により定めら

れた当該職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た

額とする」とする。 



議案第78号 

 

   観音寺市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正について 

 観音寺市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

定める。 

 

  令和４年11月29日提出 

                     観音寺市長  佐 伯 明 浩      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 管理監督職勤務上限年齢制の導入に伴い、減給の規定を改めるため、本案を提出するも

のである。



別紙 

観音寺市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例 

観音寺市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（平成17年観音寺市条例第30号）の一

部を次のように改正する。 

第３条中「期間、」の次に「その発令の日に受ける」を加え、同条に後段として次のよ

うに加える。 

この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の１に相当する額を

超えるときは、当該額を減ずるものとする。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



議案第79号 

 

観音寺市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 観音寺市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

  令和４年11月29日提出 

                     観音寺市長  佐 伯 明 浩      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令（令和２年政令第11号）

の廃止に伴い、関係規定を整備するため、本案を提出するものである。  



別紙 

観音寺市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

観音寺市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成17年観音寺市条例第49号）の一部を次

のように改正する。 

附則第３項中「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令（令和２

年政令第11号）第１条に規定する新型コロナウイルス感染症」を「病原体がベータコロナ

ウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対し

て、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症」に

改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



議案第80号 

 

観音寺市職員の退職手当に関する条例等の一部改正について 

 観音寺市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

  令和４年11月29日提出 

                     観音寺市長  佐 伯 明 浩      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 地方公務員法（昭和25年法律第261号）の一部改正等に伴い、退職手当の規定等を改め

るため、本案を提出するものである。



別紙 

観音寺市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例  

（観音寺市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第１条 観音寺市職員の退職手当に関する条例（平成17年観音寺市条例第52号）の一部を

次のように改正する 

第２条第１項中「地方公務員法第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た者を除く。」を削り、同条第２項中

「。）が18日」を「第10条第２項において「勤務日数」という。）が18日（１月間の日

数（観音寺市の休日を定める条例（平成17年観音寺市条例第２号）第１条第１項各号に

掲げる日の日数は、参入しない。）が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から

20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第10条第２項において「職員みな

し日数」という。）」に改め、同条第３項を削る。 

第２条の３を第２条の４とし、第２条の２を第２条の３とし、第２条の次に次の１条

を加える。 

（遺族の範囲及び順位） 

第２条の２ この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。 

(１) 配偶者（届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情に

あった者を含む。） 

(２) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によっ

て生計を維持していたもの 

(３) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持

していた親族 

(４) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第２号に該当しないもの 

２ この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、

同項第２号及び第４号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。

この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母につい

ては、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実

父母を後にする。 



３ この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が２人以上あ

る場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。 

４ 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族

としない。 

(１) 職員を故意に死亡させた者 

(２) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支

給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた

者 

第４条第１項中「第28条の２第１項」を「第28条の６第１項」に、「第28条の３第１

項」を「第28条の７第１項」に改める。 

第５条第１項中「第28条の２第１項」を「第28条の６第１項」に、「第28条の３第１

項」を「第28条の７第１項」に改め、同条第２項中「（前項」を「（同項」に改める。 

第５条の２第２項中「第13条」を「第19条」に改める。 

第５条の３中「10年」を「15年」に改める。 

第６条の４第１項中「除く。以下」を「除く。第７条第４項において」に改め、「額

（以下」の次に「この項及び第５項において」を加える。 

第６条の５第１項中「第２条の３」を「第２条の４」に改める。 

第７条第３項中「第８条第１項第１号から第３号までのいずれかに」を「第12条第

１項各号のいずれかに」に改め、同条第５項第１号中「第13条第１項」を「第19条第

２項」に改める。 

第８条を削り、第７条の４を第８条とする。 

第10条第２項中「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」を「勤務日数が職員みなし日数」に、「すべ

て」を「全て」に改め、同条第４項中「職員が、」を「職員が」に改め、同項中「とす

る」を「とし、当該退職の日後に事業（その実施期間が30日未満のものその他規則で定

めるものを除く。）を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が

規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間（当



該実施期間の日数が４年から第１項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除

いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。）は、第１項及びこの項の規定

による期間に算入しない」に改め、同条第11項第５号中「第４条第８項」を「第４条第

９項」に改める。 

第11条を次のように改める。 

（定義） 

第11条 本条から第18条までにおいて、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) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職

員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。 

(２) 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職（この

条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこと

としている退職を除く。以下第18条までにおいて同じ。）の日において当該職員に

対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関（当該機関がない場合にあつては、

懲戒免職等処分及び本条から第18条までの規定に基づく処分の性質を考慮して人事

委員会規則で定める機関）をいう。ただし、当該機関が退職後に廃止された場合に

おける当該職員については、当該職員の占めていた職（当該職が廃止された場合に

あつては、当該職に相当する職）を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を

有する機関（当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及び本条から第18条

までの規定に基づく処分の性質を考慮して人事委員会規則で定める機関）をいう。 

第11条の２を削る。 

第12条を次のように改める。 

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限） 

第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手

当管理機関は、当該退職をした者（当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に

係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者）に対し、当該退職をし

た者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をし

た者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該



退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公

務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支

給しないこととする処分を行うことができる。 

(１) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者 

(２) 地方公務員法第28条第４項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者 

２ 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書

面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。 

３ 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受け

るべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を公報に掲載することをもつて通

知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して２週間

を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。 

第12条の２及び第12条の３を削る。 

第13条及び第14条を次のように改める。 

（退職手当の支払の差止め） 

第13条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手

当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支

払を差し止める処分を行うものとする。 

(１) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定め

られているものに限り、刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）第６編に規定する略

式手続によるものを除く。以下同じ。）をされた場合において、その判決の確定前

に退職をしたとき。 

(２) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合に

おいて、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をさ

れたとき。 

２ 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない

場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理

機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処

分を行うことができる。 



(１) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が

逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査

により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであつて、

その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上

で支障を生ずると認めるとき。 

(２) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等

の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受

けるべき行為（在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及

び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同

じ。）をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。 

３ 死亡による退職をした者の遺族（退職をした者（死亡による退職の場合には、その

遺族）が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことによ

り当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項に

おいて同じ。）に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合におい

て、前項第２号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に

対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。 

４ 前３項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分（以下「支払差

止処分」という。）を受けた者は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）第18条第

１項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化

を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立

てることができる。 

５ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各

号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さな

ければならない。ただし、第３号に該当する場合において、当該支払差止処分を受け

た者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき

その他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、

この限りでない。 

(１) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴



又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合 

(２) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴

又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合（禁錮以上の刑に処せられた

場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処分があつた

場合であつて、次条第１項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定し

た日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から６月を経過した場合 

(３) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る

刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第１項の規定による処分を受け

ることなく、当該支払差止処分を受けた日から１年を経過した場合 

６ 第３項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分

を受けた者が次条第２項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受け

た日から１年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければな

らない。 

７ 前２項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処

分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差

し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものでは

ない。 

８ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第10条の規定の適

用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手

当等の支給を受けない者とみなす。 

９ 第１項又は第２項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り

消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合（これらの規定に

よる支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の

支払を受ける権利を承継した者が第３項の規定による支払差止処分を受けることなく

当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。）において、当該退

職をした者が既に第10条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該

一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除す

るものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同



条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わな

い。 

10 前条第２項及び第３項の規定は、支払差止処分について準用する。 

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） 

第14条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われてい

ない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当

管理機関は、当該退職をした者（第１号又は第２号に該当する場合において、当該退

職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継

した者）に対し、第12条第１項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場

合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一

部を支給しないこととする処分を行うことができる。 

(１) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基

礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。）に関し当該退職後に禁錮以上の刑に

処せられたとき。 

(２) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員として

の引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第３項の規定による懲戒

免職処分（以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。）を受

けたとき。 

(３) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（定年前再任用短時間勤務職員に

対する免職処分の対象となる者を除く。）について、当該退職後に当該一般の退職

手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処

分を受けるべき行為をしたと認めたとき。 

２ 死亡による退職をした者の遺族（退職をした者（死亡による退職の場合には、その

遺族）が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことによ

り当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項に

おいて同じ。）に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合におい

て、前項第３号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に

対し、第12条第１項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一



部を支給しないこととする処分を行うことができる。 

３ 退職手当管理機関は、第１項第３号又は前項の規定による処分を行おうとするとき

は、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。 

４ 観音寺市行政手続条例（平成17年観音寺市条例第12号）第３章第２節の規定は、前

項の規定による意見の聴取について準用する。 

５ 第12条第２項及び第３項の規定は、第１項及び第２項の規定による処分について準

用する。 

６ 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第１項又は第２項の規定により当該一

般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止

処分は、取り消されたものとみなす。 

本則に次の６条を加える。 

（退職をした者の退職手当の返納） 

第15条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後にお

いて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、

当該退職をした者に対し、第12条第１項に規定する事情のほか、当該退職をした者の

生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が当該一般の

退職手当等の支給を受けていなければ第10条第３項、第６項又は第８項の規定による

退職手当の支給を受けることができた者（次条及び第17条において「失業手当受給可

能者」という。）であつた場合には、これらの規定により算出される金額（次条及び

第17条において「失業者退職手当額」という。）を除く。）の全部又は一部の返納を

命ずる処分を行うことができる。 

(１) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑

に処せられたとき。 

(２) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員として

の引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処

分を受けたとき。 

(３) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（定年前再任用短時間勤務職員に

対する免職処分の対象となる職員を除く。）について、当該一般の退職手当等の額



の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受ける

べき行為をしたと認めたとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第10条第１項、第５項又は第７項の

規定による退職手当の額の支払を受けている場合（受けることができる場合を含

む。）における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手

当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。 

３ 第１項第３号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から

５年以内に限り、行うことができる。 

４ 退職手当管理機関は、第１項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を

受けるべき者の意見を聴取しなければならない。 

５ 観音寺市行政手続条例第３章第２節の規定は、前項の規定による意見の聴取につい

て準用する。 

６ 第12条第２項の規定は、第１項の規定による処分について準用する。 

（遺族の退職手当の返納） 

第16条 死亡による退職をした者の遺族（退職をした者（死亡による退職の場合には、

その遺族）が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したこと

により当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この

項において同じ。）に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条

第１項第３号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対

し、当該退職の日から１年以内に限り、第12条第１項に規定する事情のほか、当該遺

族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手

当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部

の返納を命ずる処分を行うことができる。 

２ 第12条第２項並びに前条第２項及び第４項の規定は、前項の規定による処分につい

て準用する。 

３ 観音寺市行政手続条例第３章第２節の規定は、前項において準用する前条第４項の

規定による意見の聴取について準用する。 

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 



第17条 退職をした者（死亡による退職の場合には、その遺族）に対し当該退職に係る

一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を

受けた者（以下この条において「退職手当の受給者」という。）が当該退職の日から

６月以内に第15条第１項又は前条第１項の規定による処分を受けることなく死亡した

場合（次項から第５項までに規定する場合を除く。）において、当該退職に係る退職

手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人（包括受遺者を含む。以下この項か

ら第６項において同じ。）に対し、当該退職の日から６月以内に、当該退職をした者

が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中

に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の

通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日か

ら６月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の

額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受ける

べき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退

職をした者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。）の

全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に第15条第５項又は前条第３項に

おいて準用する観音寺市行政手続条例第３章第２節の規定による通知を受けた場合に

おいて、第15条第１項又は前条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したと

き（次項から第５項までに規定する場合を除く。）は、当該退職に係る退職手当管理

機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給

者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定

の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為

をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした

者が失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は

一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項から第５項までにおいて同じ。）が、

当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされ

た場合（第13条第１項第１号に該当する場合を含む。次項において同じ。）において、



当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第15条第１項の規定による処分

を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手

当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、

当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員と

しての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められる

ことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可

能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の

納付を命ずる処分を行うことができる。 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑

事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せら

れた後において第15条第１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当

該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に

限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関

し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退

職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。）の

全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に当該退職に係る一般の退職手当

等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再

任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第15条第１項の規定に

よる処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当

該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人

に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免

職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が

失業手当受給可能者であつた場合には、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部

に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 

６ 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第12条第１項に規定する事情の

ほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額

のうち第１項から第５項までの規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により



取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の

生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。

この場合において、当該相続人が２人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合

計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。 

７ 第12条第２項並びに第15条第２項及び第４項の規定は、第１項から第５項までの規

定による処分について準用する。 

８ 観音寺市行政手続条例第３章第２節の規定は、前項において準用する第15条第４項

の規定による意見の聴取について準用する。 

（退職手当審査会） 

第18条 退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分

について調査審議するため、必要なときに附属機関として、退職手当審査会を置く。 

２ 退職手当管理機関は、第14条第１項第３号若しくは第２項、第15条第１項、第16条

第１項又は前条第１項から第５項までの規定による処分（以下この条において「退職

手当の支給制限等の処分」という。）を行おうとするときは、退職手当審査会に諮問

しなければならない。 

３ 退職手当審査会は、第14条第２項、第16条第１項又は前条第１項から第５項までの

規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき

者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 

４ 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に

係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載し

た書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又

は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。 

５ 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に

係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求め

ることができる。 

６ 退職手当審査会の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、

市長が定める。 

（職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給） 



第19条 職員が退職した場合（第12条第１項各号のいずれかに該当する場合を除く。）

において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、この条例の規

定による退職手当は、支給しない。 

２ 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員

としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退

職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算される

ことに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。 

３ 職員が第８条第１項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独

立行政法人等職員となつた場合又は同条第２項の規定に該当する職員が退職し、かつ、

引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合においては、人事委員会規

則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。 

４ 地方独立行政法人法第59条第２項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人

の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給

しない。 

（委任） 

第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

附則第６項中「第５条の３まで」の次に「及び附則第15項から第22項まで」を加える。 

附則第７項中「第５条の２」の次に「及び附則第17項」を加える。 

附則第８項中「第５条」の次に「又は附則第16項」を加える。 

附則第９項中「職員の給与に関する条例」を「観音寺市職員の給与に関する条例」に

改める。 

附則第12項中「平成34年３月31日」を「令和７年３月31日」に改める 

附則第13項中「第２条の３」を「第２条の４」に改め、附則に次の８項を加える。 

15 当分の間、第４条第１項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、

60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者（定年の定めのない職を

退職した者及び同項又は同条第２項の規定に該当する者を除く。）に対する退職手当

の基本額について準用する。この場合における第３条の規定の適用については、同条

第１項中「又は第５条」とあるのは、「、第５条又は附則第15項」とする。 



16 当分の間、第５条第１項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達

した日以後その者の非違によることなく退職した者（定年の定めのない職を退職した

者及び同項又は同条第２項の規定に該当する者を除く。）に対する退職手当の基本額

について準用する。この場合における第３条の規定の適用については、同条第１項中

「又は第５条」とあるのは、「、第５条又は附則第16項」とする。 

17 観音寺市職員の給与に関する条例附則第８項の規定による職員の給料月額の改定は、

給料月額の減額改定に該当しないものとする。 

18 当分の間、第４条第１項に規定するその者の非違によることなく勧奨を受けて退職

した者であって、任命権者が市長の承認を得たもの、第５条第１項に規定する法律若

しくは条例による職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過

員を生ずることにより退職した者であって、任命権者が市長の承認を得たもの及びそ

の者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が市長の承認を

得たものに対する第５条の３及び第６条の３の規定の適用については、第５条の３本

文中「定年に」とあるのは「60歳に」と、第５条の３の表第５条第１項の項、第５条

の２第１項第１号の項及び第５条の２第１項第２号の項並びに第６条の３の表第６条

の項、第６条の２第１号の項及び第６条の２第２号の項中「その者に係る定年と退職

の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「60歳と退

職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。 

19 当分の間、第４条第１項に規定するその者の非違によることなく勧奨を受けて退職

した者であって、任命権者が市長の承認を得たもの、第５条第１項に規定する法律若

しくは条例による職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過

員を生ずることにより退職した者であって、任命権者が市長の承認を得たもの及びそ

の者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が市長の承認を

得たものに対する第５条の３及び第６条の３の規定の適用については、第５条の３本

文中「６月」とあるのは、「零月」とする。 

20 当分の間、第４条第１項に規定するその者の非違によることなく勧奨を受けて退職

した者であって、任命権者が市長の承認を得たもの及び第５条第１項に規定する退職

した者（25年以上勤続し、地方公務員法第28条の６第１項の規定により退職した者



（同法第28条の７第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限の到来に

より退職した者を含む。）を除く。）に対する第５条の３の規定の適用については、

同条本文中「15年を」とあるのは「10年を」と、「退職の日において定められている

その者に係る定年」とあるのは「60歳」とする。 

21 当分の間、第５条第１項に規定する公務上の傷病又は死亡により退職した者であっ

て60歳に達する日前に退職したときにおける第５条の３及び第６条の３の規定の適用

については、第５条の３の表第５条第１項の項、第５条の２第１項第１号の項及び第

５条の２第１項第２号の項並びに第６条の３の表第６条の項、第６条の２第１号の項

及び第６条の２第２号の項中「100分の２」とあるのは、「60歳と退職の日における

その者の年齢との差に相当する年数に100分の２を乗じて得た割合を退職の日におい

て定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当す

る年数で除して得た割合」とする。 

22 当分の間、第５条第１項に規定する公務上の傷病又は死亡により退職した者であっ

て60歳に達した日以後に退職したときにおける第５条の３及び第６条の３の規定の適

用については、第５条の３の表第５条第１項の項、第５条の２第１項第１号の項及び

第５条の２第１項第２号の項並びに第６条の３の表第６条の項、第６条の２第１号の

項及び第６条の２第２号の項中「100分の２」とあるのは、「100分の２を退職の日に

おいて定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相

当する年数で除して得た割合」とする。 

（観音寺市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 観音寺市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成18年観音寺市

条例第29号）の一部を次のように改正する。 

附則第２条第１項中「、新条例第２条の３」を「、観音寺市職員の退職手当に関する

条例第２条の４」に改める。 

附 則 

 （施行期日等） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１条中観音寺市職員の

退職手当に関する条例第２条第２項の改正規定、第２条第３項を削る改正規定並びに第



２条の３を第２条の４とし、第２の２を第２条の３とし、第２条の次に１条を加える改

正規定並びに第５条第２項、第５条の３、第６条の５第１項並びに第７条第３項及び第

５項第１号の改正規定並びに第８条を削り、第７条の４を第８条とする改正規定並びに

第10条第２項及び第４項並びに第11条の改正規定、第11条の２を削る改正規定、第12条

の改正規定並びに第12条の２及び第12条の３を削る改正規定並びに第13条及び第14条の

改正規定、第14条の次に６条を加える改正規定並びに附則第12項の改正規定並びに第２

条の規定並びに附則第３条及び第４条の規定は、公布の日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の観音寺市職員の退職手当に関する条例（以下「新条例」

という。）第２条第２項並びに第10条第２項及び第４項並びに附則第12項の規定並びに

附則第３条及び第４条の規定は令和４年10月１日から適用する。 

 （経過措置） 

第２条 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号）附

則第４条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項から第４項まで、第６条第１項若しく

は第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）又は第７条第１項から第４項までの規定により採用された職員をいう。）に

対する新条例第２条第１項の規定の適用については、同項中「（以下「職員」とい

う。）」とあるのは、「（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号）

附則第４条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項から第４項まで、第６条第１項若し

くは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）又は第７条第１項から第４項までの規定により採用された職員を除く。以

下「職員」という。）」とする。 

第３条 新条例第10条第４項の規定は、令和４年７月１日以後に同項の事業を開始した職

員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者につい

て適用する。 

 （観音寺市職員の旅費に関する条例の一部改正） 

第４条 観音寺市職員の旅費に関する条例（平成17年観音寺市条例第50号）の一部を次の



ように改正する。 

  第２条第３項中「第11条」を「第２条の２」に改める。 

 



議案第81号 

 

観音寺市手数料条例の一部改正について 

 観音寺市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

  令和４年11月29日提出 

                     観音寺市長  佐 伯 明 浩      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 マイナンバーカードを利用した各種証明書のコンビニ交付サービスの手数料を定めるた

め、本案を提出するものである。  



別紙 

   観音寺市手数料条例の一部を改正する条例 

 観音寺市手数料条例（平成17年観音寺市条例第80号）の一部を次のように改正する。 

 別表９の項中 

「 

１通につき 450円 

                                   」を 

「 

１通につき 450円。ただし、多機能端末機（本市の使用に係る電子計算

機と電気通信回線により接続された端末装置で、行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27

号）第２条第７項に規定する個人番号カード（電子署名等に係る地方公共

団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律第153号）

第22条第１項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものに限

る。）を使用することにより証明書等の交付が受けられるものをいう。以

下同じ。）により戸籍の謄抄本を交付する場合にあっては、300円 

                                   」に改め、

同表17の項中 

「 

１通につき 350円 

                                   」を 

「 

１通につき 350円。ただし、多機能端末機により住民票の写し又は戸

籍の附票の写しを交付する場合にあっては、200円 

                                   」に改め、

同表18の項中 

「 



１通につき 350円 

                                   」を 

「 

１通につき 350円。ただし、多機能端末機により住民票に記載した事

項に関する証明を交付する場合にあっては、200円 

                                   」に改め、

同表20の項中 

「 

１通につき 350円 

                                   」を 

「 

１通につき 350円。ただし、多機能端末機により印鑑登録証明書を交

付する場合にあっては、200円 

                                   」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



議案第82号 

 

観音寺市公園条例の一部改正について 

 観音寺市公園条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

  令和４年11月29日提出 

                     観音寺市長  佐 伯 明 浩      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 使用料の規定等を改めるため、本案を提出するものである。



別紙 

観音寺市公園条例の一部を改正する条例 

 観音寺市公園条例（平成17年観音寺市条例第155号）の一部を次のように改正する。 

第16条中「すべて」を「原則として」に改め、同条ただし書中「市長において必要と認

めたとき」を「清算を必要とする使用料その他市長が特に必要と認める使用料について」

に改める。 

別表第２中 

「 

ソフトボールグラウンドにつ

いては、午前６時から午後８

時まで 

テニスコートについては、午

前８時から午後10時まで 

 」を 

「 

ソフトボールグラウンドにつ

いては、午前６時から午後８

時まで 

テニスコートについては、午

前８時から午後10時まで 

キャンプ場については、全日 

 」に、 

「 

多目的広場・テニスコート・

ゲートボール場照明について

は、午前８時30分から午後10

時まで 

 」を 



「 

多目的広場・テニスコート・

ゲートボール場照明について

は、午前８時30分から午後10

時まで 

キャンプ場については、全日 

 」に改める。 

別表第４中 

「 

テニスコート（一面につき） 

１時間 300円 

市外者（１時

間） 

620円 

ナイター１時

間 

520円 

キャンプ場 

１人 50円 

市外者（１

人） 

100円 

 」を 

「 

テニスコート 

１面につき １時間 300円 

市外者

（１時

間） 

620円 

ナイター

１時間 

520円 

キャンプ場 

個人使用

料（中学

１人につき 午前10時

から翌日

350円 



生以上） 午前10時

まで テント又

はタープ

持込み料 

１張につき 700円 

 」に、 

「 

テント 

１張 

持込みの場

合 

キャンプ場

以外で使用

する場合の

テント貸出

しについて

もテントの

使用料は、

左記によ

る。 

（１回につ

き） 

（１張１回

につき） 

1,100円 310円 

1,640円 540円 

 」を 

「 

キャンプ場 

個人使用料

（中学生以

上） 

テント又は

タープ持込

み料 使用区分 

（１人につ

き） 

（１張につ

き） 

250円 700円 

午前10時か

ら翌日午前

10時まで 



 」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の観音寺市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用

に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例に

よる。 

 



議案第83号 

 

観音寺市下水道条例の一部改正について 

 観音寺市下水道条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

  令和４年11月29日提出 

                     観音寺市長  佐 伯 明 浩      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 下水道法（昭和33年法律第79号）の一部改正等に伴い、雨水貯留浸透施設の規定等を整

備するため、本案を提出するものである。  



別紙 

観音寺市下水道条例の一部を改正する条例  

観音寺市下水道条例（平成17年観音寺市条例第157号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第23条―第28条」を「第22条の２―第28条」に改める。 

第５条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、法第25条の10第１項の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画に係る雨水貯

留浸透施設の設置を行おうとする場合には、この限りでない。 

第７条第１項中「（規則で定める軽微な工事を除く。）は、排水設備等の工事に関し」

を「は、次の各号に掲げる工事を除き」に改め、同項に次の各号を加える。 

(１) 規則で定める軽微な工事 

(２) 当該排水設備等の形状等を勘案し、指定工事店以外の者が行うことが適当なもの

として規則で定める工事 

(３) 法第25条の17又は特定都市河川浸水被害対策法（平成15年法律第77号）第18条の

規定に基づき日本下水道事業団が行う雨水貯留浸透施設の設置の工事 

第７条第３項第４号中「第７条の11第１項の規定により」を削る。 

第７条の２第１項第１号中「第７条の９」を「第７条の８」に改める。 

第７条の８第１項中「次条第１項の登録を受けている者のうちから、責任技術者」を「責

任技術者認定試験（規則で定める試験機関が実施する責任技術者としての資格があること

を認定するための試験をいう。以下同じ。）に合格した者であって、かつ、香川県内の各

市町のいずれかにおいて登録された責任技術者（原則として登録が有効な者に限る。）」

に改める。 

第７条の９第２項中「（規則で定める試験機関が実施する責任技術者としての資格があ

ることを認定するための試験をいう。以下この条において同じ。）」を削る。 

第７条の10第３項中「前条第２項」を「第７条の８第１項」に、「第７条の８」を「同

条」に改める。 

第11条の次に次の１条を加える。 

（排除の停止又は制限） 

第11条の２ 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除



を停止させ、又は制限することができる。 

(１) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。 

(２) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。 

第12条第１項中「し、休止し」の次に「、使用水の種類を変更し」を加え、同条第２項

中「法第12条の３」を「法第11条の２、第12条の３」に改める。 

第５章中第23条の前に次の１条を加える。 

（改善命令） 

第22条の２ 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害

施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若し

くは使用の方法の変更を命ずることができる。 

第29条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。 

(７) 第22条の２に規定する命令に違反した者 

附 則 

この条例は、令和５年１月１日から施行する。 

 



議案第84号 

 

   観音寺市有明ふれあい海岸施設条例の一部改正について 

 観音寺市有明ふれあい海岸施設条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

  令和４年11月29日提出 

                     観音寺市長  佐 伯 明 浩      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 使用料の規定等を改めるため、本案を提出するものである。



別紙 

観音寺市有明ふれあい海岸施設条例の一部を改正する条例 

 観音寺市有明ふれあい海岸施設条例（平成17年観音寺市条例第187号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第９条第２項を削る。 

第12条を第13条とし、第11条を第12条とし、第10条を第11条とし、第10条として次の１

条を加える。 

（使用料の減免） 

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減免す

ることができる。 

(１) 市が主催して行事に使用する場合 

(２) 直接公益の用に供すると認められた場合 

(３) 市長が特に認める場合 

 別表を次のように改める。 

別表（第９条関係） 

観音寺市有明ふれあい海岸施設使用料 

区分 種別 単位 使用区分 使用料 

観音寺フ

ァミリー

キャンプ

場 

個人使用料

（中学生以

上） 

１人につ

き 

午前10時から翌日

午前10時まで 300円 

テント又は

タープ持込

み料 

１張につ

き 700円 

イベント

ホール 

施設使用料 １回につ

き 

全日 4,180円 

半日（午後０時を

区切りとする。） 
2,080円 

備考 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。 



附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の観音寺市有明ふれあい海岸施設条例の規定は、この条例の施

行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、

なお従前の例による。 

 



議案第85号 

教育委員会委員の任命について 

 観音寺市教育委員会委員に次の者を任命することについて、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和31年法律第162号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

  令和４年11月29日提出 

観音寺市長  佐 伯 明 浩 

住  所  観音寺市八幡町※※※※※※※ 

氏  名  大久保
お お く ぼ

 健二
け ん じ

 

生年月日  昭和23年※※※※ 

（提案理由） 

令和４年12月22日をもって大久保健二委員の任期が満了することに伴い、後任委員の任

命について議会の同意を求めるため、本案を提出するものである。 



議案第86号 

公有水面埋立地の用途変更に関する意見について 

観音寺港港湾管理者の長、香川県知事から公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第13

条ノ２第２項において準用する同法第３条第１項の規定に基づき、公有水面埋立地の用途

変更に対する意見を求められたので、これに同意する。 

令和４年11月29日提出 

観音寺市長  佐 伯 明 浩
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（提案理由） 

公有水面埋立法第13条ノ２第２項において準用する同法第３条第４項の規定に基づき、

公有水面埋立地の用途変更に関し意見を述べることについて議会の議決を求めるため、本

案を提出するものである。 



観 音 寺 市 長 殿

4港湾第277772号

令和4年1 0月1 7日

観音寺港港湾管理者 香川県

代表者 香川県知事 池田 豊人

公有水面埋立地の用途変更に関する意見について

令和4年1 0月12日付けで香川県から出願のあった公有水面埋立地の用途変更につい

て、 公有水面埋立法第13条ノ2第2項で準用する同法第3条第1項の規定に基づき、 貴

職の意見を求めます。

ついては、 令和5年1月31日までに回答してください。

参 考



議案第87号 

 

   指定管理者の指定について（観音寺市総合コミュニティセンター（本館）） 

 次のとおり指定管理者を指定することについて、議会の議決を求める。 

 

  令和４年11月29日提出 

観音寺市長  佐 伯 明 浩 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称 

   観音寺市総合コミュニティセンター（本館） 

２ 指定管理者となる団体 

   観音寺市観光協会 

   会長 河田 正行 

３ 指定の期間 

   令和５年４月１日から令和10年３月31日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求

めるため、本案を提出するものである。 



議案第88号 

 

   指定管理者の指定について（観音寺市総合コミュニティセンター（別館）） 

 次のとおり指定管理者を指定することについて、議会の議決を求める。 

 

  令和４年11月29日提出 

観音寺市長  佐 伯 明 浩 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称 

   観音寺市総合コミュニティセンター（別館） 

２ 指定管理者となる団体 

   観音寺観光開発株式会社 

   代表取締役 河田 正行 

３ 指定の期間 

   令和５年４月１日から令和10年３月31日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求

めるため、本案を提出するものである。 



議案第89号 

 

   香川県市町総合事務組合規約の一部変更について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１項の規定により、関係地方公共団体と協

議の上、別紙のとおり香川県市町総合事務組合規約の一部を変更することについて、同法

第290条の規定に基づき議会の議決を求める。 

 

  令和４年11月29日提出 

観音寺市長  佐 伯 明 浩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 香川県中部広域競艇事業組合が令和５年４月１日から名称変更を行うことに伴い、地方

自治法第286条第１項の規定による協議のため、同法第290条の規定に基づき、議会の議決

を求めるものである。 



 

別紙 

香川県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 香川県市町総合事務組合規約(平成 16 年香川県知事許可 16 自振第 18114 号)の一部を次のように変更す

る。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように変更する。 

 

変 更 後 変 更 前 

善通寺市 観音寺市 さぬき市 東かがわ市 三豊

市 土庄町 小豆島町 三木町 直島町 宇多津町 

綾川町 琴平町 多度津町 まんのう町 まんのう

町外二ケ市町（十郷地区）山林組合 まんのう町外

三ケ市町（七箇地区）山林組合 伝法川防災溜池事

業組合 三豊総合病院企業団 香川県    学校

組合 香川県中部ボートレース事業組合 仲多度南

部消防組合 大川広域行政組合 さぬき市・三木町

山林組合 東かがわ市外一市一町組合 三観広域行

政組合 小豆地区広域行政事務組合 中讃広域行政

事務組合 香川県東部清掃施設組合 三木・長尾葬

斎組合 小豆島中央病院企業団 香川県市町総合事

務組合 香川県後期高齢者医療広域連合 西村財産

区 草壁財産区 安田財産区 苗羽財産区 坂手財

産区 福田財産区 土庄町大鐸財産区 土庄町大部

財産区 三木町下高岡財産区 三木町氷上財産区 

三木町田中財産区 三木町神山財産区 三木町井戸

財産区 枌所財産区 羽床財産区 陶財産区 滝宮

財産区 美合第一財産区 美合第二財産区 美合第

三財産区 神野地区財産区 吉野地区財産区 琴平

町五条財産区 辻財産区 神田財産区 河内財産区 

財田大野財産区 大見財産区 下高瀬財産区 桑山

財産区 比地大財産区 

別表第１ 別表第１ 

善通寺市 観音寺市 さぬき市 東かがわ市 三豊

市 土庄町 小豆島町 三木町 直島町 宇多津町 

綾川町 琴平町 多度津町 まんのう町 まんのう

町外二ケ市町（十郷地区）山林組合 まんのう町外

三ケ市町（七箇地区）山林組合 伝法川防災溜池事

業組合 三豊総合病院企業団 香川県    学校

組合 香川県中部広域競艇事業組合 仲多度南部消

防組合 大川広域行政組合 さぬき市・三木町山林

組合 東かがわ市外一市一町組合 三観広域行政組

合 小豆地区広域行政事務組合 中讃広域行政事務

組合 香川県東部清掃施設組合 三木・長尾葬斎組

合 小豆島中央病院企業団 香川県市町総合事務組

合 香川県後期高齢者医療広域連合 西村財産区 

草壁財産区 安田財産区 苗羽財産区 坂手財産区 

福田財産区 土庄町大鐸財産区 土庄町大部財産区 

三木町下高岡財産区 三木町氷上財産区 三木町田

中財産区 三木町神山財産区 三木町井戸財産区 

枌所財産区 羽床財産区 陶財産区 滝宮財産区 

美合第一財産区 美合第二財産区 美合第三財産区 

神野地区財産区 吉野地区財産区 琴平町五条財産

区 辻財産区 神田財産区 河内財産区 財田大野

財産区 大見財産区 下高瀬財産区 桑山財産区 

比地大財産区 
 

三 豊 市 
観音寺市 

三 豊 市 
観音寺市 



 

 

別表第２ 

共同処理する事務 構成団体 

１ 構成団体の職

員の退職手当の

支給に関する事

務 

さぬき市 東かがわ市 三豊

市 土庄町 小豆島町 三木

町 直島町 宇多津町 綾川

町 琴平町 多度津町 まん

のう町 三豊総合病院企業団 

香川県     学校組合 

香川県中部ボートレース事業

組合 仲多度南部消防組合 

大川広域行政組合 三観広域

行政組合 小豆地区広域行政

事務組合 中讃広域行政事務

組合 香川県東部清掃施設組

合 三木・長尾葬斎組合 小

豆島中央病院企業団 香川県

市町総合事務組合 

２～６ （略） （略） 

７ （略） （略） 

８ 地方公務員災

害補償法（昭和 42

年法律第 121号）

第 69条及び第 70

条の規定に基づ

く議会の議員そ

の他非常勤の職

員に係る公務災

害又は通勤によ

る災害補償に関

する事務 

さぬき市 東かがわ市 三豊

市 土庄町 小豆島町 三木

町 直島町 宇多津町 綾川

町 琴平町 多度津町 まん

のう町 まんのう町外二ケ市

町（十郷地区）山林組合 まん

のう町外三ケ市町（七箇地区）

山林組合 伝法川防災溜池事

業組合 三豊総合病院企業団 

香川県          学校組合 

香川県中部ボートレース事業

組合 仲多度南部消防組合 

大川広域行政組合 さぬき

市・三木町山林組合 東かが

わ市外一市一町組合 三観広

域行政組合 小豆地区広域行

政事務組合 中讃広域行政事

別表第２ 

共同処理する事務 構成団体 

１ 構成団体の職員

の退職手当の支給

に関する事務 

さぬき市 東かがわ市 三豊

市 土庄町 小豆島町 三木

町 直島町 宇多津町 綾川

町 琴平町 多度津町 まん

のう町 三豊総合病院企業団

香川県     学校組合 

香川県中部広域競艇事業組合 

仲多度南部消防組合 大川広

域行政組合 三観広域行政組

合 小豆地区広域行政事務組

合 中讃広域行政事務組合 

香川県東部清掃施設組合 三

木・長尾葬斎組合 小豆島中

央病院企業団 香川県市町総

合事務組合 

２～６ （略） （略） 

７ （略） （略） 

８ 地方公務員災害

補償法（昭和 42年

法律第 121 号）第

69 条及び第 70 条

の規定に基づく議

会の議員その他非

常勤の職員に係る

公務災害又は通勤

による災害補償に

関する事務 

さぬき市 東かがわ市 三豊

市 土庄町 小豆島町 三木

町 直島町 宇多津町 綾川

町 琴平町 多度津町 まん

のう町 まんのう町外二ケ市

町（十郷地区）山林組合 まん

のう町外三ケ市町（七箇地区）

山林組合 伝法川防災溜池事

業組合 三豊総合病院企業団 

香川県        学校組合 

香川県中部広域競艇事業組合 

仲多度南部消防組合 大川広

域行政組合 さぬき市・三木

町山林組合 東かがわ市外一

市一町組合 三観広域行政組

合 小豆地区広域行政事務組

合 中讃広域行政事務組合 

三 豊 市 
観音寺市 

三 豊 市 

観音寺市 

三 豊 市 
観音寺市 

三 豊 市 

観音寺市 



 

 

務組合 香川県東部清掃施設

組合 三木・長尾葬斎組合  

小豆島中央病院企業団 香川

県市町総合事務組合 香川県

後期高齢者医療広域連合 西

村財産区 草壁財産区 安田

財産区 苗羽財産区 坂手財

産区 福田財産区 土庄町大

鐸財産区 土庄町大部財産区 

三木町下高岡財産区 三木町

氷上財産区 三木町田中財産

区 三木町神山財産区 三木

町井戸財産区 枌所財産区 

羽床財産区 陶財産区 滝宮

財産区 美合第一財産区 美

合第二財産区 美合第三財産

区 神野地区財産区 吉野地

区財産区 琴平町五条財産区 

辻財産区 神田財産区 河内

財産区 財田大野財産区 大

見財産区 下高瀬財産区 桑

山財産区 比地大財産区 

９ （略） （略） 

 

別表第３ 

選挙

区 
議員数 選挙区の構成団体 

１ （略） （略） 

２ （略） （略） 

３ （略） （略） 

４ （略） （略） 

５ （略） （略） 

６ （略） （略） 

７ （略） （略） 

香川県東部清掃施設組合 三

木・長尾葬斎組合 小豆島中

央病院企業団 香川県市町総

合事務組合 香川県後期高齢

者医療広域連合 西村財産区 

草壁財産区 安田財産区 苗

羽財産区 坂手財産区 福田

財産区 土庄町大鐸財産区 

土庄町大部財産区 三木町下

高岡財産区 三木町氷上財産

区 三木町田中財産区 三木

町神山財産区 三木町井戸財

産区 枌所財産区 羽床財産

区 陶財産区 滝宮財産区 

美合第一財産区 美合第二財

産区 美合第三財産区 神野

地区財産区 吉野地区財産区 

琴平町五条財産区 辻財産区 

神田財産区 河内財産区 財

田大野財産区 大見財産区 

下高瀬財産区 桑山財産区 

比地大財産区 

９ （略） （略） 

 

別表第３ 

選挙

区 
議員数 選挙区の構成団体 

１ （略） （略） 

２ （略） （略） 

３ （略） （略） 

４ （略） （略） 

５ （略） （略） 

６ （略） （略） 

７ （略） （略） 



 

 

８ （略） （略） 

９ （略） （略） 

１０ （略） （略） 

１１ （略） （略） 

１２ １人 

琴平町 香川県中部ボート

レース事業組合 仲多度南

部消防組合 琴平町五条財

産区 

１３ （略） （略） 

１４ （略） （略） 
 

８ （略） （略） 

９ （略） （略） 

１０ （略） （略） 

１１ （略） （略） 

１２ １人 

琴平町 香川県中部広域競

艇事業組合 仲多度南部消

防組合 琴平町五条財産区 

１３ （略） （略） 

１４ （略） （略） 
 

   附 則 

この規約は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年度補正予算について 

 

令和４年11月29日提出 

観音寺市長  佐 伯 明 浩      

      

 

 

議案第90号 令和４年度観音寺市一般会計補正予算（第８号） 別冊のとおり 

議案第91号 
令和４年度観音寺市国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号） 
別冊のとおり 

議案第92号 
令和４年度観音寺市国民健康保険伊吹診療所特別会

計補正予算（第２号） 
別冊のとおり 

議案第93号 
令和４年度観音寺市後期高齢者医療事業特別会計補

正予算（第１号） 
別冊のとおり 

議案第94号 
令和４年度観音寺市介護保険事業特別会計補正予算

（第２号） 
別冊のとおり 

議案第95号 
令和４年度観音寺市介護予防サービス事業特別会計

補正予算（第２号） 
別冊のとおり 

議案第96号 
令和４年度観音寺市下水道事業会計補正予算（第１

号） 
別冊のとおり 


