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大船渡市議会議員及び大船渡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例 

大船渡市議会議員及び大船渡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成の公営に関する条例（平成７年大船渡市条例第14

号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（選挙運動用自動車の使用における公費の支払） （選挙運動用自動車の使用における公費の支払） 

第４条 大船渡市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が

同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事

業者その他の者（以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。）に

支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金

額を、第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗

用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車

運送事業者等に対し支払う。 

第４条 大船渡市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が

同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事

業者その他の者（以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。）に

支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金

額を、第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗

用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車

運送事業者等に対し支払う。 

(１) [略] (１) [略] 

(２) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分

に応じ、それぞれに定める金額 

(２) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分

に応じ、それぞれに定める金額 

ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入契約（以下「自動車借入契約」

という。）である場合 当該選挙運動用自動車（同一の日において自

動車借入契約により２台以上の選挙運動用自動車が使用される場合

には、当該候補者が指定するいずれか１台の選挙運動用自動車に限

る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日に

ついてその使用に対し支払うべき金額（当該金額が15,800円を超える

場合には、15,800円）の合計金額 

ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入契約（以下「自動車借入契約」

という。）である場合 当該選挙運動用自動車（同一の日において自

動車借入契約により２台以上の選挙運動用自動車が使用される場合

には、当該候補者が指定するいずれか１台の選挙運動用自動車に限

る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日に

ついてその使用に対し支払うべき金額（当該金額が16,100円を超える

場合には、16,100円）の合計金額 

イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場

合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

（当該選挙運動用自動車（これに代わり使用される他の選挙運動用自

動車を含む。）が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃

料の代金と合算して、7,560円に当該候補者につき法第86条の４第１

項、第２項、第５項、第６項又は第８項の規定に基づく候補者の届出

のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数から前号の契約が

締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの

部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候

補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。） 

イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場

合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

（当該選挙運動用自動車（これに代わり使用される他の選挙運動用自

動車を含む。）が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃

料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の４第１

項、第２項、第５項、第６項又は第８項の規定に基づく候補者の届出

のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数から前号の契約が

締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの

部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候

補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。） 
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改正前 改正後 

ウ [略] ウ [略] 

  

（ビラの作成の公営） （ビラの作成の公営） 

第６条 候補者は、７円51銭にビラの作成枚数（当該作成枚数が、選挙の区

分に応じ法第142条第１項第６号に定める枚数を超える場合には、同号に

定める枚数）を乗じて得た金額の範囲内で、ビラを無料で作成することが

できる。この場合においては、第２条ただし書の規定を準用する。 

第６条 候補者は、７円73銭にビラの作成枚数（当該作成枚数が、選挙の区

分に応じ法第142条第１項第６号に定める枚数を超える場合には、同号に

定める枚数）を乗じて得た金額の範囲内で、ビラを無料で作成することが

できる。この場合においては、第２条ただし書の規定を準用する。 

  

（ビラの作成における公費の支払） （ビラの作成における公費の支払） 

第８条 大船渡市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が

同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に

支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの１枚当たりの

作成単価（当該作成単価が７円51銭を超える場合には、７円51銭）に当該

ビラの作成枚数（当該候補者を通じて、選挙の区分に応じ法第142条第１

項第６号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定める

ところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに

限る。）を乗じて得た金額を、第６条後段において準用する第２条ただし

書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者か

らの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。 

第８条 大船渡市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が

同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に

支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの１枚当たりの

作成単価（当該作成単価が７円73銭を超える場合には、７円73銭）に当該

ビラの作成枚数（当該候補者を通じて、選挙の区分に応じ法第142条第１

項第６号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定める

ところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに

限る。）を乗じて得た金額を、第６条後段において準用する第２条ただし

書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者か

らの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。 

  

（ポスターの作成の公営） （ポスターの作成の公営） 

第９条 候補者は、525円６銭に当該選挙が行われる区域におけるポスター

掲示場の数を乗じて得た金額に310,500円を加えた金額を当該選挙が行わ

れる区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金額（１円未満の端数

がある場合には、その端数は、１円とする。以下「単価の限度額」という。）

にポスターの作成枚数（当該作成枚数が、当該選挙が行われる区域におけ

るポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には、当該相当する数）

を乗じて得た金額の範囲内で、ポスターを無料で作成することができる。

この場合においては、第２条ただし書の規定を準用する。 

第９条 候補者は、541円31銭に当該選挙が行われる区域におけるポスター

掲示場の数を乗じて得た金額に316,250円を加えた金額を当該選挙が行わ

れる区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金額（１円未満の端数

がある場合には、その端数は、１円とする。以下「単価の限度額」という。）

にポスターの作成枚数（当該作成枚数が、当該選挙が行われる区域におけ

るポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には、当該相当する数）

を乗じて得た金額の範囲内で、ポスターを無料で作成することができる。

この場合においては、第２条ただし書の規定を準用する。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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大船渡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 

大船渡市職員の育児休業等に関する条例（平成４年大船渡市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次のとおりとす

る。 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次のとおりとす

る。 

(１)～(３) [略] (１)～(３) [略] 

(４) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員 (４) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職

員 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

(ア) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をい

う。以下同じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１歳６か月到達

日」という。）（第２条の４の規定に該当する場合にあっては、２

歳に達する日）までに、その任期（任期が更新される場合にあって

は、更新後のもの）が満了すること及び引き続いて任命権者を同じ

くする職（以下「特定職」という。）に採用されないことが明らか

でない非常勤職員 

(ア) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をい

う。以下同じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１歳６か月到達

日」という。）（当該子の出生の日から第３条の２に規定する期間

内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から

６月を経過する日、第２条の４の規定に該当する場合にあっては当

該子が２歳に達する日）までに、その任期（任期が更新される場合

にあっては、更新後のもの）が満了すること及び引き続いて任命権

者を同じくする職（以下「特定職」という。）に採用されないこと

が明らかでない非常勤職員 

(イ) [略] (イ) [略] 

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養育す

る子が１歳に達する日（以下この号及び同条において「１歳到達日」

という。）（当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の

末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該

末日とされた日）において育児休業をしている非常勤職員に限る。） 

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 

    (ア) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）

（当該子について当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げる場

合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１

歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下（ア）

において同じ。）において育児休業をしている非常勤職員であって、

同条第３号に掲げる場合に該当して当該子の１歳到達日の翌日を

育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの 
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改正前 改正後 

    (イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をし

ている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後

引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子

について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児

休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの 

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしてい

る非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が

更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されること

に伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児

休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの 

 

  

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日） （育児休業法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

(１)～(２) [略] (１)～(２) [略]  

(３) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員

が当該子の１歳到達日（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場

合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げ

る場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の

期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、

当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方

等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの

日））の翌日（当該子の１歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場

合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業

をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の

満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日

の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該

当するとき 当該子の１歳６か月到達日 

(３) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次

に掲げる場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの号に掲げ

る場合に該当して育児休業をしている場合であって第３条第７号に掲

げる事情に該当するときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、任命

権者が定める特別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合に該当

する場合） 当該子の１歳６か月到達日 

   ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲

げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同
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改正前 改正後 

号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等

育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場

合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とさ

れた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるとき

は、そのいずれかの日））の翌日（当該配偶者がこの号に掲げる場合

又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあ

っては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の

日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常

勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達

日後である場合にあっては、当該末日とされた日）において育児休業

をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到達日

（当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該

子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）にお

いて地方等育児休業をしている場合 

イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常

勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日と

された日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日と

された日）において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配

偶者が当該子の１歳到達日（当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれ

に相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされ

た日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされ

た日）において地方等育児休業をしている場合 

イ [略] ウ [略] 

 エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常

勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日と

された日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日と

された日）後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業

をしたことがない場合 

  

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） （育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か月か

ら２歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の１歳６か

月到達日の翌日（当該子の１歳６か月到達日後の期間においてこの条の規

定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業を

している非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了

後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日

又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か月か

ら２歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合

のいずれにも該当する場合（当該子についてこの条の規定に該当して育児

休業をしている場合であって次条第７号に掲げる事情に該当するときは

第２号及び第３号に掲げる場合に該当する場合、任命権者が定める特別の

事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合）とする。 
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改正前 改正後 

をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するときとす

る。 

  (１) 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非常勤職

員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当し

て地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の

末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休

業をしようとする場合 

(１)～(２) [略] (２)～(３) [略] 

 (４) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日後の

期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合 

  

（育児休業法第２条第１項ただし書の人事院規則で定める期間を基準と

して条例で定める期間） 

 

第２条の５ 育児休業法第２条第１項ただし書の人事院規則で定める期間

を基準として条例で定める期間は、57日間とする。 

 

  

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情） （育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次

のとおりとする。 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次

のとおりとする。 

(１)～(４) [略] (１)～(４) [略] 

(５) 育児休業（この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る

子について既にしたものを除く。）の終了後、３月以上の期間を経過し

たこと（当該育児休業をした職員が当該育児休業の承認の請求の際育児

休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書に

より任命権者に申し出た場合に限る。）。 

 

(６)～(７) [略] (５)～(６) [略] 

(８) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしてい

る非常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、

又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該

任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の

初日とする育児休業をしようとすること。 

(７) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業

の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、

又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該

育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採

用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。 
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改正前 改正後 

  

 （育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準とし

て条例で定める期間） 

 第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を

基準として条例で定める期間は、57日間とする。 

  

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合

に育児短時間勤務をすることができる特別の事情） 

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合

に育児短時間勤務をすることができる特別の事情） 

第10条 育児休業法第10条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次

のとおりとする。 

第10条 育児休業法第10条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次

のとおりとする。 

(１)～(５) [略] (１)～(５) [略] 

(６) 育児短時間勤務（この号の規定に該当したことにより当該育児短時

間勤務に係る子について既にしたものを除く。）の終了後、３月以上の

期間を経過したこと（当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時

間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するため

の計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限

る。）。 

(６) 育児短時間勤務（この号の規定に該当したことにより当該育児短時

間勤務に係る子について既にしたものを除く。）の終了後、３月以上の

期間を経過したこと（当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時

間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するため

の計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合

に限る。）。 

(７) [略] (７) [略] 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の第３条（第５号に係る部分に限る。）及び第 10条（第６号に係る

部分に限る。）の規定の適用については、なお従前の例による。 
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大船渡市簡易水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

大船渡市簡易水道事業の設置等に関する条例（令和元年大船渡市条例第19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３条関係） 別表第２（第３条関係） 

 
名称 

給水人口 

（人） 

１日最大給水量 

（立方メートル） 

  
名称 

給水人口 

（人） 

１日最大給水量 

（立方メートル） 

 

  [略]    [略]  

 綾里簡易水道 3,150 1,050.0   綾里簡易水道 2,100 950.0  

  [略]    [略]  

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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大船渡市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例 

大船渡市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和41年大船渡市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 改正前 改正後 

１ 大船渡市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 大船渡市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例 

   

 （通則） （通則） 

 第１条 非常勤の消防団員（以下「団員」という。）の定員、任免、給与、

服務等については、この条例の定めるところによる。 

第１条 非常勤の消防団員（以下「団員」という。）の定員、任免、報酬、

服務等については、この条例の定めるところによる。 

   

 （定員） （定員） 

 第２条 団員の定員は、1,084人とする。 第２条 団員の定員は、766人とする。 

   

 （任用） （任用） 

 第３条 消防団長（以下「団長」という。）は、消防団の推薦に基づき市

長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから市

長の承認を得て任用する。 

第３条 消防団長（以下「団長」という。）は、消防団の推薦に基づき市

長が、その他の団員は団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから市

長の承認を得て任用する。 

 (１)～(３) [略] (１)～(３) [略] 

   

 （欠格条項） （欠格条項） 

 第４条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。 第４条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができな

い。 

 (１) [略] (１) [略] 

 (２) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者、又はその執

行を受けることがなくなるまでの者 

(２) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執

行を受けることがなくなるまでの者 

 (３)～(４) [略] (３)～(４) [略] 

   

 （分限） （分限） 

 第５条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、こ

れを降任し、又は免職することができる。 

第５条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合において

は、これを降任し、又は免職することができる。 

 (１) [略] (１) [略] 

 (２) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえな

い場合 

(２) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えな

い場合 
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 改正前 改正後 

 (３)～(４) [略] (３)～(４) [略] 

 ２ 団員は、前条第３号を除く各号の一に該当するに至つたときは、その

身分を失う。 

２ 団員は、前条第３号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき

は、その身分を失う。 

   

 （懲戒） （懲戒） 

 第６条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分と

して、戒告、停職又は免職することができる。 

第６条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒

処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。 

 (１) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。 (１) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。 

 (２) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。 (２) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

 (３) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。 (３) 団員としてふさわしくない非行があったとき。 

 ２ [略] ２ [略] 

   

 第７条 分限及び懲戒に関する処分の手続きについては、市規則で定め

る。 

第７条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。 

   

 （服務規律） （服務規律） 

 第８条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。

ただし、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を

知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務

に従事しなければならない。 

第８条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。

ただし、招集を受けない場合であっても、災害（水火災、地震その他の

災害をいう。別表において同じ。）の発生を知ったときは、あらかじめ

指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。 

   

 第９条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市

長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、

特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることは

できない。 

第９条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、

その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の

事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできな

い。 

   

 第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動

能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。 

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害する、著しくその活動能率を

低下させるなどの集団的行動を行ってはならない。 

   

 （公務災害補償） （公務災害補償） 

 第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は 第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は
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 改正前 改正後 

公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となつた場合に

おいては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補

償する。 

公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となっ

た場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し

損害を補償する。 

 ２ [略] ２ [略] 

２ （報酬） （報酬） 

 第12条 団員には、次により報酬を支給する。 第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とし、別表に掲げる額を支

給する。 

 団長 年額 176,000円  

 副団長 年額 99,000円  

 分団長 年額 76,000円  

 副分団長 年額 55,000円  

 部長 年額 49,000円  

 班長 年額 30,600円  

 団員 年額 26,000円  

 機関員 年額（自動車１台につき） 30,600円  

  ２ 前項の規定にかかわらず、年度の中途において、新たに任用された団

員の年額報酬にあってはその日の属する月から、死亡し、又は退職した

団員の年額報酬にあってはその日の属する月まで、年額報酬の額を月割

りにより計算した額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数

を切り捨てた額）を支給する。 

  ３ 第１項の規定にかかわらず、年度の中途において、階級を異動した団

員の年額報酬は、各月の初日に属する階級の年額報酬の額を月割りによ

り計算した額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り

捨てた額）を支給する。 

   

 （費用弁償） （費用弁償） 

 第13条 団員が水火災、地震その他の災害、警戒、訓練等の職務に従事す

る場合においては、次により費用弁償を支給する。 

第13条 団員が公務のため旅行した場合は、大船渡市特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和32年大船渡市条例第24

号）の定めるところにより費用弁償として旅費を支給する。 

 水火災、地震その他の災害の場合 １回につき 1,900円（災害の発生

から１月経過後なお出動する場合で、市長が特に認めるときは、その経
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 改正前 改正後 

過した日から１回につき5,500円） 

 警戒の場合 １回につき 1,900円  

 訓練の場合 １回につき 1,900円  

 教養講習の場合 １回につき 3,900円  

 ２ 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合の旅費額及び支給

方法は、「大船渡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例（昭和32年大船渡市条例第24号）」の定めるところにより支

給する。 

 

   

  別表（第12条関係） 

   区分 報酬の額  

   年額報酬 階級 団長 年額 176,000円  

   副団長 年額  99,000円  

   分団長 年額  76,000円  

   副分団長 年額  55,000円  

   部長 年額  49,000円  

   班長 年額  37,000円  

   団員 年額  36,500円  

   出動報酬 災害出動 火災、風水害、

地震、津波 

２時間未満 日額   2,000円  

   ２時間以上 

４時間未満 

日額   4,000円  

   ４時間以上 

６時間未満 

日額   6,000円  

   ６時間以上 日額   8,000円  

   捜索、警戒 ２時間未満 日額   2,000円  

   ２時間以上 日額   4,000円  

   災害以外

の出動 

訓練（ラッパ隊、まとい組及び

操法の訓練に限る。）、広報活

動 

１回   1,000円  

   操法競技会、消防演習、消防出

初式、予防指導、訓練、教養等 

１回   2,000円  
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 改正前 改正後 

   

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、表２の項の改正部分は、令和５年４月１日から施行する。 
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大船渡市へい獣埋却場設置管理に関する条例を廃止する条例 

大船渡市へい獣埋却場設置管理に関する条例（昭和43年大船渡市条例第25号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


