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H24.11
別添② 改め文方式による条文等の改正書式

１ 題名を改正する場合
(1) 題名の全部を改正する場合 （例５）

×題名を次のように改める。

×××○○○○○○

(2) 題名中の字句を改正する場合 （例６）

×題名中「○○」を「○○○」に改める。

２ 見出しの改正等を行う場合
(1) 見出しの全部を改正する場合 （例７）

×第○条の見出しを「（○○○）」に改める。

(2) 見出し中の字句を改正する場合 （例８）

×第○条の見出し中「○○」を「○○○」に改める。

(3) 見出しと条文中の同一の字句を共に改正する場合 （例９）

×第○条（見出しを含む。）中「○○」を「○○○」に改める。

(4) 見出しのない条に見出しを追加する場合 （例１０）

×第○条に見出しとして「（○○○）」を付する。

３ 条、項、号等の全体を改正する場合
(1) １条を改正する場合 （例１１）

×第○条を次のように改める。

×（○○○）

第○条 ○○○○○○。

(2) 連続する２条を改正する場合 （例１２）

×第○条及び第○条を次のように改める。

×（○○○）

第○条 ○○○○○○。

×（○○○）

第○条 ○○○○○○。
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(3) 連続する３以上の条を改正する場合 （例１３）

×第○条から第○条までを次のように改める。

×（○○○）

第○条 ○○○○○○。

×（○○○）

第○条 ○○○○○○。

×（○○○）

第○条 ○○○○○○。

(4) 項を改正する場合
ア 第１項を改正する場合 （例１４）

×第○条第１項を次のように改める。

××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

×○○○○○○。

イ 第１項以外の項を改正する場合 （例１５）

×第○条第２項を次のように改める。
２ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
×○○○○○○。

(5) 号を改正する場合 （例１６）

×第○条第○項第３号を次のように改める。
×(3) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
××○○○○○。

(6) 各号を改正する場合 （例１７）

×第○条第○項各号を次のように改める。

×(1) ○○○○○○。

×(2) ○○○○○○。

×(3) ○○○○○○。

×(4) ○○○○○○。

注 条又は項の全ての号を一括して改正する場合に用い、改正の前後で号の数が異なる
場合にも用いることができる。

(7) 本文を改正する場合 （例１８）

×第○条（第○項）本文を次のように改める。

××○○○○○○。

注 「本文」の用語は、ただし書がある場合にのみ用いる。
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(8) ただし書を改正する場合 （例１９）

×第○条（第○項）ただし書を次のように改める。

××ただし、○○○○○○。

(9) 前段（後段）を改正する場合 （例２０）

×第○条（第○項）前段（後段）を次のように改める。

××○○○○○○。

注 ある条項の文章が２つに区切られている場合（ただし書の場合を除く。）に前の文
章を「前段」と、後の文章を「後段」という。

(10) 号より下位の項目（ア等）を改正する場合 （例２１）

×第○条第○項第○号アを次のように改める。

××ア ○○○○。

(11) 表を改正する場合 （例２２）

×第○条の表を次のように改める。

×

(12) 附則を改正する場合 （例２３）

×附則第３項を次のように改める。

３ ○○○○○○。

４ 条、項又は号を追加する場合
(1) 既存の条と条との間に条を追加する場合

ア 連続する３以下の条を繰り下げる場合 （例２４）

×第１５条を第１７条とし、第１４を第１６条とし、第１３条を第１５条とし、第

１２条の次に次の２条を加える。

×（○○○）

第１３条 ○○○○○○。

×（○○○）

第１４条 ○○○○○○。
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イ 連続する３を超える条を繰り下げる場合 （例２５）

×第１５条を第１７条とし、第７条から第１４条までを２条ずつ繰り下げ、第６条の

次に次の２条を加える。

×（○○○）

第７条 ○○○○○○。

×（○○○）

第８条 ○○○○○○。

ウ 条を送らない場合 （例２６）

×第７条の次に次の１条を加える。

×（○○○）

第７条の２ ○○○○○○。

注 繰り下げられる条が多くなる場合、他の例規で引用されている場合その他条を追加
することによる影響が大きくなる場合に用いることができる。

(2) 既存の項の冒頭に項を追加する場合
ア 第２項以下がある場合 （例２７）

×第○条中第２項を第３項とし、第１項を第２項とし、同条に第１項として次の１項
を加える。
××○○○○○○。

イ 第２項以下がない場合 （例２８）

×第○条を同条第２項とし、同条に第１項として（同項の前に）次の１項を加える。

××○○○○○○。

(3) 既存の項と項との間に項を追加する場合 （例２９）

×第○条中第５項を第６項とし、第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項

の次に次の１項を加える。

３ ○○○○○○。

注１ 連続する３を超える項を繰り下げる場合は、既存の条と条との間に条を追加する
場合（例２５）に準じる。

２ 項の場合は、条と号の場合とは異なり、枝番号は用いない。

(4) 既存の項の末尾に項を追加する場合 （例３０）

×第○条に次の２項を加える。

４ ○○○○○○。

５ ○○○○○○。
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(5) 既存の号と号との間に号を追加する場合
ア 号を送る場合 （例３１）

×第○条中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加え

る。

×(5) ○○○○○○。

注 連続する３以上の号を繰り下げる場合は、既存の条と条との間に条を追加する場合
（例２５）に準じる。

イ 号を送らない場合 （例３２）

×第○条第○項第３号の次に次の１号を加える。

×(3)の2 ○○○○○○。

(6) 既存の号の末尾に号を追加する場合 （例３３）

×第○条に次の１号を加える。

×(5) ○○○○○○。

(7) ただし書を追加する場合 （例３４）

×第○条に次のただし書を加える。

××ただし、○○○○○○。

(8) 後段を追加する場合 （例３５）

×第○条に後段として次のように加える。

××この場合において、○○○○○○。

(9) ア、イ等を新たに追加する場合 （例３６）

×第○条第○号に次のように加える。

××ア ○○○○○○。

××イ ○○○○○○。

(10) ア、イ等を追加する場合 （例３７）

×第○条第○号中ウをエとし、イの次に次のように加える。

××ウ ○○○○○○。
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５ 附則を追加する場合
(1) １項からなる附則に項番号を付して項を追加する場合 （例３８）

×附則を附則第１項とし、同項の次に次の１項を加える。

２ ○○○○○○。

(2) 既存の項と項との間に項を追加する場合
本則において既存の項と項との間に項を追加する場合（例２９）に準じる。

(3) 附則の末尾に項を追加する場合
本則において既存の項の末尾に項を追加する場合（例３０）に準じる。

６ 条、項又は号を削る場合
(1) 中間の条を削る場合

ア 連続する３以下の条を繰り上げる場合 （例３９）

×第８条及び第９条を削り、第１０条を第８条とし、第１１条を第９条とし、第１２

条を第１０条とする。

イ 連続する３を超える条を繰り上げる場合 （例４０）

×第８条及び第９条を削り、第１０条を第８条とし、第１１条から第２０条までを２

条ずつ繰り上げる。

ウ 条を繰り上げない場合 （例４１）

×第８条及び第９条を次のように改める。

第８条及び第９条 削除

注 繰り上げられる条が多くなる場合、他の例規で引用されている場合その他条を削る
ことによる影響が大きくなる場合に用いることができる。

(2) 末尾の条を削る場合 （例４２）

×第○条を削る。

(3) 中間の項を削る場合 （例４３）

×第○条中第３項を削り、第４項を第３項とし、第５項を第４項とし、第６項を第５

項とする。

注１ 連続する３を超える項を繰り上げる場合は、連続する３を超える条を繰り上げる
場合（例４０）に準じる。

２ 項の場合は、条と号の場合とは異なり、「３ 削除」の方式は用いない。
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(4) 末尾の項を削る場合 （例４４）

×第○条第○項を削る。

(5) 中間の号を削る場合
ア 繰り上げる場合 （例４５）

×第○条中第６号及び第７号を削り、第８号を第６号とし、第９号を第７号とし、第

１０号を第８号とする。

注 連続する３を超える号を繰り上げる場合は、連続する３を超える条を繰り上げる
場合（例４０）に準じる。

イ 繰り上げない場合 （例４６）

×第○条第３号を次のように改める。

×(3) 削除

(6) 末尾の号を削る場合 （例４７）

×第○条第○号を削る。

(7) 附則の中間の項を削る場合 （例４８）

×附則第３項を削り、附則第４項を附則第３項とし、附則第５項から第８項までを１

項ずつ繰り上げる。

(8) 附則の末尾の項を削る場合 （例４９）

×附則第○項を削る。

７ 字句を改正する場合
(1) 条例の全体にわたって字句を改正する場合 （例５０）

×浜松市○○○条例（○○○年浜松市条例第○号）の一部を次のように改正する。

×「○○」を「○○○」に改める。

(2) １条の中の字句を改正する場合 （例５１）

×第○条第○項第○号中「○○」を「○○○」に、「○○○○」を「○○○○○」に

改める。

×第○条第○項第○号イ中「○○」を「○○○」に改める。
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（例５２）

×第○条第１項中「○○」を「○○○」に改め、同条第２項中「○○○○」を「○○

○○○」に改め、同条第３項第２号中「○○」を「○○○」に改め、同項第４号ア

(ｱ) 中「○○○○」を「○○○○○」に改める。

注 項、号等の全部改正又は追加が行われない限り、１の条の改正は、１文で行う。

（例５３）

×第○条ただし書中「○○」を「○○○」に改める。

（例５４）

×第○条第○項各号列記以外の部分中「○○」を「○○○」に改める。

(3) ２以上の条、項又は号中の同一の字句を改正する場合 （例５５）

×第○条、第○条第○項及び第○項並びに第○条第○号及び第○号中「○○」を「○

○○」に改める。

注 当該複数の規定中で改正する字句が全て共通する場合に限る。（例５６及び例５７
において同じ。）

(4) 連続する３以上の条、項又は号中の同一の字句を改正する場合 （例５６）

×第○条から第○条までの規定中「○○」を「○○○」に改める。

（例５７）

×第○条第１項から第３項までの規定中「○○」を「○○○」に改める。

(5) １条中の字句を改正し、追加し、及び削る場合 （例５８）

×第○条第１項中「○○」の次に「○○○」を加え、「□□」を「□□□」に改め、

「▽▽」を削り、同条第２項中「○○」を「○○○」に改め、同条第３項を次のよう

に改める。

３ ○○○○○○。

注 字句の改正等の順番は、条文中の字句の順による。
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(6) １条中の字句の改正と既存の項と項との間への項の追加を行う場合
（例５９）

×第○条第３項中「○○」を「○○○」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項

の次に次の１項を加える。

３ ○○○○○○。

注１ 字句の改正を行った後に項の追加を行う。
２ 号の場合も同様とする。

(7) 表中の字句等を改正する場合 （例６０）

×第○条の表○○の項を次のように改める。

× ○○○ ○○○○○

（例６１）

「 ○○×第○条の表中 「 ○○ を
」 ○○○

に改める。
」

（例６２）

×第○条第○項の表○○の項の次に次のように加える。

○○○ ○○○○

（例６３）

×第○条第○項の表に次のように加える。

○○○ ○○○○

注 表の末尾に項を追加する場合

（例６４）

×第○条の表○○の項を削る。

（例６５）

×第○条の表中「○○」を「○○○」に改める。

（例６６）

×第○条の表○○の項中「○○」を「○○○」に改める。
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（例６７）

×第○条の表○○の項○○○の欄中「○○」を「○○○」に改め、同表の○○○の項

○○○の欄中「○○」を「○○○」に改める。

注 表においては、項とは横の区切りをいい、欄とは縦の区切りをいう。

８ 別表を改正する場合
(1) 別表の全体を改正する場合 （例６８）

×別表を次のように改める。

別表（第○条関係）

×

(2) 新たに別表を追加する場合 （例６９）

×附則の次に次の別表を加える。

別表（第○条関係）

×

(3) 既存の別表の冒頭に別表を追加する場合 （例７０）

×別表を別表第２とし、同表の前に次の１表を加える。

別表第１（第○条関係）

×

(4) 既存の別表と別表との間に別表を追加する場合 （例７１）

×別表第３を別表第４とし、別表第２を別表第３とし、別表第１の次に次の１表を加
える。

別表第２（第○条関係）

×

注 別表の場合は、枝番号を用いることができる。
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(5) 既存の別表の末尾に別表を追加する場合 （例７２）

×別表第３の次に次の１表を加える。

別表第４（第○条関係）

×

(6) 別表を削る場合
ア 中間の別表を削る場合 （例７３）

×別表第２を削り、別表第３を別表第２とし、別表第４を別表第３とする。

（例７４）

×別表第２を次のように改める。

別表第２ 削除

イ 末尾の別表を削る場合 （例７５）

×別表第３を削る。

(7) 別表中の字句等を改正する場合 （例７６）

×別表○○の項を次のように改める。

× ○○○ ○○○○○

（例７７）

「
○○×別表第４中「 ○○ を

」 ○○○
に改める。

」

（例７８）

×別表第４○○の項の次に次のように加える。

○○○ ○○○○

（例７９）

×別表第４に次のように加える。

○○○ ○○○○

注 表の末尾に項を追加する場合
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（例８０）

×別表○○の項を削る。

（例８１）

×別表第４中「○○」を「○○○」に改める。

（例８２）

×別表○○の項中「○○」を「○○○」に改める。

（例８３）

×別表○○の項○○○の欄中「○○」を「○○○」に改め、同表の○○○の項○○○

の欄中「○○」を「○○○」に改める。

注 別表においては、項とは横の区切りをいい、欄とは縦の区切りをいう。

９ 様式を改正する場合
(1) 様式の全体を改正する場合 （例８４）

×第○号様式を次のように改める。

第○号様式（第○条関係）

(2) 新たに様式を追加する場合 （例８５）

×附則の次に次の１様式を加える。

別記様式（第○条関係）

注 別表がある場合は、「附則」とあるのは「別表」とする。

(3) 既存の様式の冒頭に様式を追加する場合 （例８６）

×別記様式を第２号様式とし、同様式の前に次の１様式を加える。

第１号様式（第○条関係）

(4) 既存の様式と様式との間に様式を追加する場合 （例８７）

×第３号様式を第４号様式とし、第２号様式を第３号様式とし、第１号様式の次に次

の１様式を加える。

第２号様式（第○条関係）

注 様式の場合は、枝番号を用いることができる。
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(5) 既存の様式の末尾に様式を追加する場合 （例８８）

×第５号様式の次に次の１様式を加える。

第６号様式（第○条関係）

(6) 様式を削る場合
ア 中間の様式を削る場合 （例８９）

×第２号様式を削り、第３号様式を第２号様式とし、第４号様式を第３号様式とす

る。

（例９０）

×第２号様式を次のように改める。

第２号様式 削除

イ 末尾の様式を削る場合 （例９１）

×第○号様式を削る。

ウ 様式中の字句等を改正する場合 （例９２）

×第○号様式○○の項を次のように改める。

×
○○○ ○○○○○

（例９３）

「 ○○×第○号様式中「 ○○ を
」 ○○○

に改める。
」

（例９４）

×第○号様式○○の項の次に次のように加える。

○○○

（例９５）

×第○号様式○○の項を削る。
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（例９６）

×第○号様式中「○○」を「○○○」に改める。


