
浜松市条例第１３号 

浜松市下水道条例の一部を改正する条例 

 

第１条 浜松市下水道条例（昭和３７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 

（特定事業場からの下水の排除の制限） （特定事業場からの下水の排除の制限） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 特定事業場から排除される下水に係る前

２項に規定する水質の基準は、次の各号に掲

げる場合においては、前２項の規定にかかわ

らず、それぞれ当該各号に規定する排水基準

とする。 

３ 特定事業場から排除される下水に係る前

２項に規定する水質の基準は、次の各号に掲

げる場合においては、前２項の規定にかかわ

らず、それぞれ当該各号に規定する排水基準

とする。 

(1) 第１項第１号、第６号又は第７号に掲

げる項目に係る水質に関し、当該下水が

当該公共下水道からの放流水又は当該公

共下水道が接続する流域下水道からの放

流水に係る公共の水域又は海域に直接排

除されたとした場合においては、環境省

令又は水質汚濁防止法（昭和４５年法律

第１３８号）第３条第３項の規定による

条例により、当該各号に定める基準（前

項の規定が適用される場合にあっては、

同項に定める基準）より緩やかな排水基

準が適用されるとき。 

(1) 第１項第１号、第６号又は第７号に掲

げる項目に係る水質に関し、当該下水が

当該公共下水道からの放流水に係る公共

の水域又は海域に直接排除されたとした

場合においては、環境省令又は水質汚濁

防止法（昭和４５年法律第１３８号）第

３条第３項の規定による条例により、当

該各号に定める基準（前項の規定が適用

される場合にあっては、同項に定める基

準）より緩やかな排水基準が適用される

とき。 

(2) （略） (2) （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

第２条 浜松市下水道条例の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

目次 目次 

第１章～第５章 （略） 第１章～第５章 （略） 

 第６章 公共施設等運営権者による運営等



（第２７条―第３６条） 

第６章 雑則（第２６条の２―第２９条） 第７章 雑則（第３７条―第４０条） 

第７章 罰則（第３０条―第３２条） 第８章 罰則（第４１条―第４３条） 

附則 附則 

（使用料） （使用料） 

第１４条 使用者は、別表により汚水の排出

量に従い算出した額を使用料として納めな

ければならない。この場合において、当該

使用料の額に１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。 

第１４条 使用者（西遠処理区における使用

者を除く。）は、別表により汚水の排出量に

従い算出した額を使用料として納めなけれ

ばならない。この場合において、当該使用

料の額に１円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てる。 

 ２ 使用者（西遠処理区における使用者に限

る。）は、別表により汚水の排出量に従い算

出した額（当該額に１円未満の端数があると

きは、これを切り捨てた額）から第３１条第

２項に規定する利用料金の額を減じた額を

使用料として納めなければならない。 

 （使用料算定の特例）  （使用料算定の特例） 

第１５条の２ 月の中途において、公共下水道

の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開

した場合における基本使用料については、当

該使用日数により日割りで算定する。 

第１５条の２ 

２ 前項の場合における従量使用料について

は、当該使用日数が３０日を超えない場合に

あってはその汚水の排出量をもって算定し、

当該使用日数が３０日を超える場合にあっ

ては前条ただし書の規定の例により算定す

る。 

 月の中途において、公共下水道の使用を

開始し、休止し、廃止し、又は再開した場

合における従量使用料については、当該使

用日数が３０日を超えない場合にあっては

その汚水の排出量をもって算定し、当該使

用日数が３０日を超える場合にあっては前

条ただし書の規定の例により算定する。 

 （原状回復）  （原状回復） 

第２６条 （略） 第２６条 （略） 

 第６章 公共施設等運営権者による運



営等 

 （公共施設等運営権者による運営等） 

 第２７条 管理者は、民間資金等の活用による

公共施設等の整備等の促進に関する法律（平

成１１年法律第１１７号。以下「民間資金法」

という。）第１６条の規定に基づき、選定事

業者（民間資金法第２条第５項に規定する選

定事業者をいう。以下同じ。）に西遠浄化セ

ンター、浜名中継ポンプ場及び阿蔵中継ポン

プ場（以下「指定施設」という。）に係る公

共施設等運営権（同条第７項に規定する公共

施設等運営権をいう。以下同じ。）を設定す

るものとする。 

 ２ 指定施設に係る公共施設等運営権者（民間

資金法第９条第４号に規定する公共施設等

運営権者をいう。以下同じ。）が行う業務は、

次に掲げるとおりとする。ただし、管理者の

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) 指定施設の経営に関する業務 

 (2) 指定施設の改築に関する業務 

 (3) 指定施設の修繕及び維持に関する業務 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、管理者が

必要があると認める業務 

 （公共施設等運営権者となることができな

い法人） 

 第２８条 本市の市議会議員が無限責任社員、

取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに

準じるべき者、支配人及び清算人（以下「役

員等」という。）となっている法人（主とし

て本市の公共施設等運営権者の業務、本市の

指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第



６７号）第２４４条の２第３項に規定する指

定管理者をいう。以下同じ。）の業務又は本

市の請負の業務を行うこととなるものに限

る。）は、指定施設に係る公共施設等運営権

者となることができない。 

 ２ 本市の市長、副市長、委員会の委員（教

育委員会にあっては、教育長及び委員）若

しくは委員又は管理者が役員等となってい

る法人（主として本市の公共施設等運営権

者の業務、本市の指定管理者の業務又は本

市の請負の業務を行うこととなるものに限

り、本市が資本金、基本金その他これらに

準じるものの２分の１以上を出資している

法人を除く。）は、指定施設に係る公共施設

等運営権者となることができない。 

 （選定事業者の選定の手続） 

 第２９条 管理者は、指定施設に係る選定事業

者として選定されようとする法人を公募す

るものとする。 

 ２ 前項の規定による公募に応じて指定施設

に係る選定事業者として選定されようとす

る法人は、管理者の定めるところにより、指

定施設の運営等（民間資金法第２条第６項に

規定する運営等をいう。以下同じ。）に関す

る提案書その他管理者の定める書類（以下

「提案書等」という。）を管理者に提出しな

ければならない。 

 ３ 管理者は、前項の規定による提案書等の提

出があったときは、次に掲げる基準に照らし

て当該提案書等の内容を総合的に審査し、指

定施設に係る選定事業者を選定するものと

する。 

 (1) 指定施設の運営等に関する提案が当該



運営等の適正かつ確実な実施のために適

切なものであること。 

 (2) 前号の提案に沿った運営等を安定して

行う人員、資産その他の経営の能力が公

共施設等運営権の存続期間を通じて確保

されていること又は確保できる見込みが

あること。 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、民間事業

者の有する技術及び経営資源、その創意

工夫等が十分に発揮され、指定施設の運

営等が低廉かつ安定して行われるために

管理者が必要があると認める基準 

 （指定施設の運営等の基準） 

 第３０条 指定施設に係る公共施設等運営権

者は、民間事業者の有する技術及び経営資

源、その創意工夫等が十分に発揮され、指定

施設の運営等が低廉かつ安定して行われる

よう指定施設の運営等を行わなければなら

ない。 

 （利用料金） 

 第３１条 使用者（西遠処理区における使用者

に限る。）は、指定施設に係る公共施設等運

営権者に対し、利用料金を納めなければなら

ない。 

 ２ 利用料金の額は、別表により汚水の排出量

に従い算出した額（当該額に１円未満の端数

があるときは、これを切り捨てた額）に３割

までの範囲内で管理者の定める割合を乗じ

て得た額に相当する額（当該額に１円未満の

端数があるときは、これを切り捨てた額）と

する。この場合における第１５条、第１５条

の２、第２０条及び別表の規定の適用につい

ては、第１５条中「使用料」とあるのは「利



用料金」と、第１５条の２中「従量使用料」

とあるのは「従量使用分」と、第２０条中「使

用料」とあるのは「利用料金」と、同表中「使

用料（１月につき）」とあるのは「利用料金

（１月につき）」と、「基本使用料」とあるの

は「基本使用分」と、「従量使用料」とある

のは「従量使用分」とする。 

 ３ 第１８条の規定は、利用料金の徴収方法

について準用する。 

 （利用料金の減免） 

 第３２条 指定施設に係る公共施設等運営権

者は、公益上その他特別の事情があると認

めたときは、利用料金を減免することがで

きる。 

 （指定施設に係る原状回復の義務） 

 第３３条 指定施設に係る公共施設等運営権

者は、公共施設等運営権の存続期間が満了し

たとき又は民間資金法第２９条第１項の規

定により公共施設等運営権を取り消され、若

しくはその行使の停止を命じられたとき若

しくは同条第４項の規定により公共施設等

運営権が消滅したときは、その運営等を行わ

なくなった指定施設を速やかに原状に回復

しなければならない。ただし、管理者の承認

を得たときは、この限りでない。 

  （損害賠償の義務） 

 第３４条 指定施設に係る公共施設等運営権

者は、その運営等を行う指定施設の施設、設

備等を損傷し、又は滅失したときは、その損

害について管理者が定める額を賠償しなけ

ればならない。 

 （秘密保持義務） 



 第３５条 指定施設に係る公共施設等運営権

者の役員等若しくは指定施設の運営等の業

務に従事している者又はこれらの者であっ

た者は、指定施設の運営等に関して知り得た

秘密を他に漏らし、又は指定施設の運営等以

外の目的に利用してはならない。 

 （公共施設等運営権の取消し等の場合にお

ける市の運営） 

 第３６条 指定施設において、民間資金法第 

２９条第１項の規定により公共施設等運営

権を取り消し、若しくはその行使の停止を命

じたとき又は第２９条第２項の規定による

提案書等の提出がなかったとき若しくは同

条第３項の規定による審査の結果、指定施設

に係る選定事業者となるべき適当な法人が

いなかったときは、管理者が必要があると認

める間、自ら指定施設の運営等を行うことが

できる。 

 ２ 前項の規定により管理者が運営等を行う

こととした指定施設において、公共施設等運

営権者が利用料金を徴収していた場合にお

いては、当該徴収していた利用料金の額を使

用料として徴収する。 

第６章 雑則 第７章 雑則 

（改善命令） （改善命令） 

第２６条の２ （略） 第３７条 （略） 

（手数料） （手数料） 

第２７条 （略） 第３８条 （略） 

（使用料等の減免） （使用料等の減免） 

第２８条 （略） 第３９条 （略） 

（委任） （委任） 

第２９条 （略） 第４０条 （略） 



第７章 罰則 第８章 罰則 

（罰則） （罰則） 

第３０条 次の各号のいずれかに該当する者

は、５万円以下の過料に処する。 

第４１条 次の各号のいずれかに該当する者

は、５万円以下の過料に処する。 

 (1)～(7) （略） (1)～(7) （略） 

 (8) 第２０条の規定による資料の提出を求

められてこれを拒否し、又は怠った者 

 (8) 第２０条（第３１条第２項において読み

替えて適用する場合を含む。）の規定によ

る資料の提出を求められてこれを拒否し、

又は怠った者 

 (9)・(10) （略）  (9)・(10) （略） 

 (11) 第２６条の２の規定による命令に違

反した者 

 (11) 第３７条の規定による命令に違反し

た者 

 (12) 第６条の規定による確認に係る申請

書、第２１条若しくは第２３条の規定によ

る許可に係る申請書、第３条、第９条、第

１０条若しくは第１１条の３第１項の規

定による届出書、第１７条第１項の規定に

よる申告書又は第２０条の規定による資

料に不実の記載をして提出した者 

(12) 第６条の規定による確認に係る申請

書、第２１条若しくは第２３条の規定によ

る許可に係る申請書、第３条、第９条、第

１０条若しくは第１１条の３第１項の規

定による届出書、第１７条第１項の規定に

よる申告書又は第２０条（第３１条第２項

において読み替えて適用する場合を含

む。）の規定による資料に不実の記載をし

て提出した者 

第３１条 （略） 第４２条 （略） 

第３２条 （略） 第４３条 （略） 

別表（第１４条関係） 別表（第１４条・第３１条関係） 

 （表略）  （表略） 

   備考 月の中途において、公共下水道の使

用を開始し、休止し、廃止し、又は再開

した場合における基本使用料について

は、当該使用日数により日割りで算定す

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） 

１ この条例は、平成３０年４月１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) 次項及び附則第４項から第８項までの規定 公布の日 

(2) 第１条の規定 平成２８年４月１日 

（準備行為） 

２ 第２条の規定による改正後の浜松市下水道条例（以下「新条例」という。）第２８条及

び第２９条の規定による選定の手続その他の行為並びに新条例第２７条第１項の規定に

よる公共施設等運営権の設定その他の行為は、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。 

 （経過措置） 

３ 新条例第１４条及び第３１条の規定は、施行日以後に排除する汚水に係る使用料及び

利用料金について適用し、施行日前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前

の例による。この場合において、施行日前から引き続き排除する汚水に係る使用料及び

利用料金については、各日の汚水の排出量を均等とみなし、日割りで算定する。 

 （浜松市情報公開条例の一部改正） 

４ 浜松市情報公開条例（平成１３年浜松市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（指定管理者の情報公開） （指定管理者の情報公開） 

第２３条の２ （略） 第２３条の２ （略） 

  （公共施設等運営権者の情報公開） 

 第２３条の３ 公共施設等運営権者（民間資

金等の活用による公共施設等の整備等の促

進に関する法律（平成１１年法律第１１７

号）第９条第４号に規定する公共施設等運

営権者をいう。以下同じ。）は、その保有

する文書であって自己が運営等（同法第２

条第６項に規定する運営等をいう。）を行

う同条第１項に規定する公共施設等に関す

るものの公開に関し必要な措置を講じるよ

う努めるものとする。 

 ２ 実施機関は、公共施設等運営権者に対し、



前項の必要な措置を講じるよう指導に努め

るものとする。 

 ３ 第１項の文書の範囲その他文書の公開に

関し必要な事項は、実施機関が定める。 

 （公文書の管理）  （公文書の管理） 

第２４条 （略） 第２４条 （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 （浜松市個人情報保護条例の一部改正） 

５ 浜松市個人情報保護条例（平成１６年浜松市条例第２８号）の一部を次のように改正

する。 

改正前 改正後 

（指定管理者に対する措置等） （指定管理者に対する措置等） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

  （公共施設等運営権者に対する措置等） 

 第１０条の２ 実施機関は、公共施設等運営

権者（民間資金等の活用による公共施設等

の整備等の促進に関する法律（平成１１年

法律第１１７号）第９条第４号に規定する

公共施設等運営権者をいう。以下同じ。）

に公共施設等（同法第２条第１項に規定す

る公共施設等をいう。以下同じ。）の運営

等（同条第６項に規定する運営等をいう。

以下同じ。）を行わせるに当たっては、個

人情報の保護に関し必要な措置を講じなけ

ればならない。 

 ２ 公共施設等運営権者は、公共施設等の運営

等の業務に関して、個人情報の漏えい、滅失

又はき損の防止その他の個人情報の適切な

管理のために必要な措置を講じなければな

らない。 

 ３ 前項の業務に従事している者又は従事し

ていた者は、その業務に関して知り得た個人



情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不

当な目的に利用してはならない。 

 （委託に伴う措置等）  （委託に伴う措置等） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

第５１条 実施機関の職員若しくは職員であ

った者又は第１０条第２項及び第１１条第

２項の業務に従事している者若しくは従事

していた者が、正当な理由がないのに、個人

の秘密に属する事項が記録された第２条第

７号アに係る個人情報ファイル（その全部又

は一部を複製し、又は加工したものを含む。）

を提供したときは、２年以下の懲役又は  

１００万円以下の罰金に処する。 

第５１条 実施機関の職員若しくは職員であ

った者又は第１０条第２項、第１０条の２第

２項若しくは第１１条第２項の業務に従事

している者若しくは従事していた者が、正当

な理由がないのに、個人の秘密に属する事項

が記録された第２条第７号アに係る個人情

報ファイル（その全部又は一部を複製し、又

は加工したものを含む。）を提供したときは、

２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金

に処する。 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 （浜松市個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部改正） 

６ 浜松市個人情報保護条例の一部を改正する条例（平成２７年浜松市条例第６３号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条中浜松市個人情報保護条例第５１条の改正を次のように改める。 

第５１条 実施機関の職員若しくは職員であ

った者又は第１０条第２項、第１０条の２第

２項若しくは第１１条第２項の業務に従事

している者若しくは従事していた者が、正当

な理由がないのに、個人の秘密に属する事項

が記録された第２条第７号アに係る個人情

報ファイル(その全部又は一部を複製し、又

は加工したものを含む。)を提供したときは、

２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金

に処する。 

第５１条 実施機関の職員若しくは職員であ

った者又は第１０条第２項、第１０条の２第

２項若しくは第１１条第２項の業務に従事

している者若しくは従事していた者が、正当

な理由がないのに、個人の秘密に属する事項

が記録された第２条第８号アに係る個人情

報ファイル(その全部又は一部を複製し、又

は加工したものを含む。)を提供したときは、

２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金

に処する。 

 （浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の一部改正） 

７ 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）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 



（指定管理者となることができない法人

等） 

（指定管理者となることができない法人

等） 

第３条 本市の市議会議員が無限責任社員、

取締役、執行役若しくは監査役又はこれら

に準じるべき者、支配人及び清算人（以下

「役員等」という。）となっている法人そ

の他の団体（主として本市の指定管理者の

業務又は本市の請負の業務を行うこととな

るものに限る。）は、指定管理者となるこ

とができない。 

第３条 本市の市議会議員が無限責任社員、

取締役、執行役若しくは監査役又はこれら

に準じるべき者、支配人及び清算人（以下

「役員等」という。）となっている法人そ

の他の団体（主として本市の指定管理者の

業務、本市の公共施設等運営権者（民間資

金等の活用による公共施設等の整備等の促

進に関する法律（平成１１年法律第１１７

号）第９条第４号に規定する公共施設等運

営権者をいう。以下同じ。）の業務又は本

市の請負の業務を行うこととなるものに限

る。）は、指定管理者となることができな

い。 

２ 本市の市長、副市長、委員会の委員（教

育委員会にあっては、教育長及び委員）若

しくは委員又は地方公営企業の管理者が役

員等となっている法人その他の団体（主と

して本市の指定管理者の業務又は本市の請

負の業務を行うこととなるものに限り、本

市が資本金、基本金その他これらに準じる

ものの２分の１以上を出資している法人を

除く。）は、指定管理者となることができ

ない。 

２ 本市の市長、副市長、委員会の委員（教

育委員会にあっては、教育長及び委員）若

しくは委員又は地方公営企業の管理者が役

員等となっている法人その他の団体（主と

して本市の指定管理者の業務、本市の公共

施設等運営権者の業務又は本市の請負の業

務を行うこととなるものに限り、本市が資

本金、基本金その他これらに準じるものの

２分の１以上を出資している法人を除く。）

は、指定管理者となることができない。 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 （浜松市職員退職手当支給条例の一部改正） 

８ 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 

 （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

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

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

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。 続いた在職期間には含まないものとする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行

政法人（以下「地方公共団体等」という。）

で、退職手当に関する規定又は退職手当の

支給の基準において、当該地方公共団体等

以外の地方公共団体若しくは特定地方独

立行政法人の公務員又は一般地方独立行

政法人（地方独立行政法人法第８条第３項

に規定する一般地方独立行政法人をいう。

以下同じ。）、地方公社若しくは公庫等（国

家公務員退職手当法第７条の２第１項に

規定する公庫等をいう。以下同じ。）（以下

「一般地方独立行政法人等」という。）に

使用される者（役員及び常時勤務に服する

ことを要しない者を除く。以下「一般地方

独立行政法人等職員」という。）が、任命

権者若しくはその委任を受けた者又は一

般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職

手当を支給されないで、引き続いて当該地

方公共団体等の公務員となった場合に、当

該地方公共団体等以外の地方公共団体若

しくは特定地方独立行政法人の公務員又

は一般地方独立行政法人等職員としての

勤続期間を当該地方公共団体等の公務員

としての勤続期間に通算することを定め

ているものの公務員（以下「特定地方公務

員」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、引き続いて一般

地方独立行政法人又は地方公社で、退職手

当（これに相当する給与を含む。以下この

項において同じ。）に関する規程において、

地方公務員又は他の一般地方独立行政法

人等職員が、任命権者若しくはその委任を

(2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行

政法人（以下「地方公共団体等」という。）

で、退職手当に関する規定又は退職手当の

支給の基準において、当該地方公共団体等

以外の地方公共団体若しくは特定地方独

立行政法人の公務員又は一般地方独立行

政法人（地方独立行政法人法第８条第３項

に規定する一般地方独立行政法人をいう。

以下同じ。）、地方公社若しくは公庫等（国

家公務員退職手当法第７条の２第１項に

規定する公庫等をいい、民間資金等の活用

による公共施設等の整備等の促進に関す

る法律（平成１１年法律第１１７号）第９

条第４号に規定する公共施設等運営権者

を含む。以下同じ。）（以下「一般地方独立

行政法人等」という。）に使用される者（役

員及び常時勤務に服することを要しない

者を除く。以下「一般地方独立行政法人等

職員」という。）が、任命権者若しくはそ

の委任を受けた者又は一般地方独立行政

法人等の要請に応じ、退職手当を支給され

ないで、引き続いて当該地方公共団体等の

公務員となった場合に、当該地方公共団体

等以外の地方公共団体若しくは特定地方

独立行政法人の公務員又は一般地方独立

行政法人等職員としての勤続期間を当該

地方公共団体等の公務員としての勤続期

間に通算することを定めているものの公

務員（以下「特定地方公務員」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、引き続いて一般地方独立行政法

人又は地方公社で、退職手当（これに相当



受けた者又は一般地方独立行政法人等の

要請に応じ、退職手当を支給されないで、

引き続いて当該一般地方独立行政法人又

は地方公社に使用される者となった場合

に、地方公務員又は他の一般地方独立行政

法人等職員としての勤続期間を当該一般

地方独立行政法人又は地方公社に使用さ

れる者としての勤続期間に通算すること

を定めているものに使用される者（役員及

び常時勤務に服することを要しない者を

除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行

政法人職員」又は「特定地方公社職員」と

いう。）となるため退職し、かつ、引き続

き特定一般地方独立行政法人職員又は特

定地方公社職員として在職した後引き続

いて再び特定地方公務員となるため退職

し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員

として在職した後更に引き続いて職員と

なった場合においては、先の職員以外の地

方公務員としての引き続いた在職期間の

始期から後の職員以外の地方公務員とし

ての引き続いた在職期間の終期までの期

間 

する給与を含む。以下この項において同

じ。）に関する規程において、地方公務員

又は他の一般地方独立行政法人等職員が、

任命権者若しくはその委任を受けた者又

は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、

退職手当を支給されないで、引き続いて当

該一般地方独立行政法人又は地方公社に

使用される者となった場合に、地方公務員

又は他の一般地方独立行政法人等職員と

しての勤続期間を当該一般地方独立行政

法人又は地方公社に使用される者として

の勤続期間に通算することを定めている

ものに使用される者（役員及び常時勤務に

服することを要しない者を除く。以下それ

ぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又

は「特定地方公社職員」という。）となる

ため退職し、かつ、引き続き特定一般地方

独立行政法人職員又は特定地方公社職員

として在職した後引き続いて再び特定地

方公務員となるため退職し、かつ、引き続

き職員以外の地方公務員として在職した

後更に引き続いて職員となった場合にお

いては、先の職員以外の地方公務員として

の引き続いた在職期間の始期から後の職

員以外の地方公務員としての引き続いた

在職期間の終期までの期間 

(3)～(7) （略） (3)～(7) （略） 

６～９ （略） ６～９ （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

 

（あらまし） 

この条例は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、

西遠浄化センター、浜名中継ポンプ場及び阿蔵中継ポンプ場の運営等を行う民間事業者の



選定の手続その他運営等に関し必要な事項について定めるほか、所要の整備を行うもので

す。 


