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公布された条例等のあらまし

（条例第27号）◇元号を改める政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

１ 条例の概要

次に掲げる条例の規定の整理

 使用料、手数料等の額の改定等に関する条例

 職員の退職手当に関する条例

 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成26年改正条例）

 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成28年改正条例）

 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

 会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例

 島根県手数料条例の一部を改正する条例

 特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等に関する条例

 島根県県税条例

 島根県水と緑の森づくり税条例

 島根県県税条例等の一部を改正する条例（平成29年改正条例）

 特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等に関する条例の一部を改正する条例

 島根県県税条例等の一部を改正する条例（平成31年改正条例）

 島根県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

 島根県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

 島根県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

 島根県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

 島根県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

 島根県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

 島根県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業等の人(21)

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業等の人(22)

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例

島根県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を(23)

改正する条例

島根県病院局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(24)

県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成26年改正条例）(25)

市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（平成26年改正条例）(26)

県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成28年改正条例）(27)

市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（平成28年改正条例）(28)

島根県産業技術センター条例の一部を改正する条例(29)

島根県立島根県民会館条例の一部を改正する条例(30)

島根県建築基準法施行条例及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(31)

島根県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(32)

２ 施行期日

号外第61号 島 根 県 報 平成31年４月26日
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号外第61号 島 根 県 報 平成31年４月26日

元号を改める政令の施行の日から施行することとした。
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元号を改める政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例をここに公布する。

平成31年４月26日

島根県知事 溝 口 善兵衛

島根県条例第27号

元号を改める政令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

（使用料、手数料等の額の改定等に関する条例の一部改正）

第１条 使用料、手数料等の額の改定等に関する条例（平成31年島根県条例第１号）の一

部を次のように改正する。

附則第１項中「平成31年10月１日」を「令和元年10月１日」に改める。

附則第２項中「平成31年10月31日」を「令和元年10月31日」に改める。

（職員の退職手当に関する条例の一部改正）

第２条 職員の退職手当に関する条例（昭和29年島根県条例第８号）の一部を次のように

改正する。

附則第24項中「平成34年３月31日」を「令和４年３月31日」に改める。

（職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第３条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成26年島根県条例第51号）

の一部を次のように改正する。

附則第７項中「平成32年３月31日」を「令和２年３月31日」に改める。

第４条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成28年島根県条例第50号）

の一部を次のように改正する。

附則第９項の前の見出し及び附則第11項中「平成32年３月31日」を「令和２年３月31

日」に改める。

（地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例の一部改正）
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第５条 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例（平成31年島根県条例第８号）の一部を次のように改正する。

附則第１項中「平成32年４月１日」を「令和２年４月１日」に改める。

（会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部改正）

第６条 会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当支給条例（平成31年島根県条例

第９号）の一部を次のように改正する。

附則中「平成32年４月１日」を「令和２年４月１日」に改める。

（島根県手数料条例の一部を改正する条例の一部改正）

第７条 島根県手数料条例の一部を改正する条例（平成31年島根県条例第11号）の一部を

次のように改正する。

附則中「同年６月１日」を「令和元年６月１日」に改める。

（特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等に関する条例の一部改正）

第８条 特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等に関する条例（昭和48年島根

県条例第37号）の一部を次のように改正する。

第８条の２中「平成32年３月31日」を「令和２年３月31日」に改める。

（島根県県税条例の一部改正）

第９条 島根県県税条例（昭和51年島根県条例第10号）の一部を次のように改正する。

附則第７項中「平成34年３月31日」を「令和４年３月31日」に改める。

附則第14項中「平成33年３月31日」を「令和３年３月31日」に改める。

附則第19項中「平成31年度分」を「令和元年度分」に改める。

附則第23項中「平成33年３月31日」を「令和３年３月31日」に改める。

附則第25項中「平成35年度」を「令和５年度」に改める。

（島根県水と緑の森づくり税条例の一部改正）

第10条 島根県水と緑の森づくり税条例（平成16年島根県条例第77号）の一部を次のよう

に改正する。
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第３条中「平成31年度」を「令和元年度」に改める。

第４条中「平成32年３月31日」を「令和２年３月31日」に改める。

（島根県県税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第11条 島根県県税条例等の一部を改正する条例（平成29年島根県条例第28号）の一部を

次のように改正する。

第２条のうち島根県県税条例附則第19項第１号の改正規定中「平成31年度分」を「令

和元年度分」に改め、同項第２号及び第３号の改正規定中「には平成31年度分」を「に

は令和元年度分」に、「同年10月１日」を「令和元年10月１日」に、「平成32年３月31

日」を「令和２年３月31日」に、「平成32年度分」を「令和２年度分」に、「平成32年

４月１日から平成33年３月31日」を「令和２年４月１日から令和３年３月31日」に、

「「平成31年度分」を「「令和元年度分」に、「平成33年度分」を「令和３年度分」に

改める。

第２条のうち島根県県税条例附則第20項を附則第21項とし、同項の前に２項を加える

改正規定中「平成31年度分」を「令和元年度分」に、「同年９月30日」を「令和元年９

月30日」に、「平成32年度分」を「令和２年度分」に改める。

附則第１項中「平成31年10月１日」を「令和元年10月１日」に改める。

附則第７項中「平成31年度分の」を「令和元年度分の」に、「平成32年度」を「令和

２年度」に、「平成31年度分まで」を「令和元年度分まで」に改める。

附則第８項中「平成31年度」を「令和元年度」に改める。

（特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等に関する条例の一部を改正する条

例の一部改正）

第12条 特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等に関する条例の一部を改正す

る条例（平成30年島根県条例第31号）の一部を次のように改正する。

附則第１項中「平成32年４月１日」を「令和２年４月１日」に改める。

（島根県県税条例等の一部を改正する条例の一部改正）
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第13条 島根県県税条例等の一部を改正する条例（平成31年島根県条例第12号）の一部を

次のように改正する。

第２条のうち島根県県税条例附則第18項に１号を加える改正規定中「平成33年４月１

日から平成34年３月31日」を「令和３年４月１日から令和４年３月31日」に、「平成34

年度分」を「令和４年度分」に、「平成34年４月１日から平成35年３月31日」を「令和

４年４月１日から令和５年３月31日」に、「平成35年度分」を「令和５年度分」に改め

る。

附則第１項第２号中「平成31年10月１日」を「令和元年10月１日」に改め、同項第３

号中「平成33年４月１日」を「令和３年４月１日」に改める。

附則第４項中「平成31年度分」を「令和元年度分」に改める。

附則第５項中「平成33年度」を「令和３年度」に、「平成32年度分」を「令和２年度

分」に改める。

（島根県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部改正）

第14条 島根県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

条例（平成24年島根県条例第64号）の一部を次のように改正する。

附則第10項から第12項までの規定中「平成36年３月31日」を「令和６年３月31日」に

改める。

（島根県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部

改正）

第15条 島根県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

（平成24年島根県条例第65号）の一部を次のように改正する。

附則第16項から第18項までの規定中「平成36年３月31日」を「令和６年３月31日」に
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改める。

（島根県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第16条 島根県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年

島根県条例第68号）の一部を次のように改正する。

附則第６項から第８項までの規定中「平成36年３月31日」を「令和６年３月31日」に

改める。

（島根県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一

部改正）

第17条 島根県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成24年島根県条例第69号）の一部を次のように改正する。

附則第７項から第９項までの規定中「平成36年３月31日」を「令和６年３月31日」に

改める。

（島根県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

の一部改正）

第18条 島根県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める

条例（平成24年島根県条例第70号）の一部を次のように改正する。

附則第６項から第10項までの規定中「平成36年３月31日」を「令和６年３月31日」に

改める。

（島根県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正）

第19条 島根県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成24年島根県条例第71号）の一部を次のように改正する。

附則第９項から第12項までの規定中「平成36年３月31日」を「令和６年３月31日」に

改める。

（島根県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部
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改正）

第20条 島根県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

（平成30年島根県条例第17号）の一部を次のように改正する。

附則第２項から第８項までの規定中「平成36年３月31日」を「令和６年３月31日」に

改める。

（島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障

害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正）

第21条 島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成24

年島根県条例第75号）の一部を次のように改正する。

第５条第１項及び第２項中「平成33年３月31日」を「令和３年３月31日」に改める。

（島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障

害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改

正する条例の一部改正）

第22条 島根県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部

を改正する条例（平成30年島根県条例第19号）の一部を次のように改正する。

附則第２項中「平成33年３月31日」を「令和３年３月31日」に改める。

（島根県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第23条 島根県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例等の一部を改正する条例（平成30年島根県条例第20号）の一部を次

のように改正する。

附則第４項中「平成33年３月31日」を「令和３年３月31日」に改める。

（島根県病院局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改
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正）

第24条 島根県病院局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例（平

成28年島根県条例第55号）の一部を次のように改正する。

附則第２項（見出しを含む。）中「平成32年３月31日」を「令和２年３月31日」に改

める。

（県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）

第25条 県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成26年島根県

条例第52号）の一部を次のように改正する。

附則第６項中「平成32年３月31日」を「令和２年３月31日」に改める。

（市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）

第26条 市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（平成26年島

根県条例第53号）の一部を次のように改正する。

附則第６項中「平成32年３月31日」を「令和２年３月31日」に改める。

（県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）

第27条 県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成28年島根県

条例第51号）の一部を次のように改正する。

附則第８項の前の見出し及び附則第10項中「平成32年３月31日」を「令和２年３月31

日」に改める。

（市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）

第28条 市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例（平成28年島

根県条例第52号）の一部を次のように改正する。

附則第８項の前の見出し及び附則第10項中「平成32年３月31日」を「令和２年３月31

日」に改める。

（島根県産業技術センター条例の一部を改正する条例の一部改正）

第29条 島根県産業技術センター条例の一部を改正する条例（平成31年島根県条例第18
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号）の一部を次のように改正する。

附則中「同年10月１日」を「令和元年10月１日」に改める。

（島根県立島根県民会館条例の一部を改正する条例の一部改正）

第30条 島根県立島根県民会館条例の一部を改正する条例（平成31年島根県条例第14号）

の一部を次のように改正する。

附則中「同年10月１日」を「令和元年10月１日」に改める。

（島根県建築基準法施行条例及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の

一部を改正する条例の一部改正）

第31条 島根県建築基準法施行条例及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例（平成31年島根県条例第21号）の一部を次のように改正する。

附則中「平成31年10月１日」を「令和元年10月１日」に改める。

（島根県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改

正）

第32条 島根県企業局職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例（平

成28年島根県条例第54号）の一部を次のように改正する。

附則第２項（見出しを含む。）中「平成32年３月31日」を「令和２年３月31日」に改

める。

附 則

この条例は、元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行の日から施行する。
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