
公 布 日 番 号 件 名 施 行 期 日 所 管 課

R3.2.26 1 加古川市市税条例施行規則の一部を改正する規則 R3.3.1 収税課

R3.2.26 2
加古川市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正す
る規則

R3.4.1 住宅政策課

R3.2.26 3 加古川市営住宅管理人規則の一部を改正する規則 R3.4.1 住宅政策課

R3.3.25 4

加古川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の施行に伴
う経過措置に関する規則及び加古川市職員の給与に関する条例等の一
部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関する規則を廃止する規則

公布の日 人事課

R3.3.25 5
行政事務に係る申請書等における押印の見直しに伴う関係規則の整理
に関する規則

R3.4.1 総務課

R3.3.25 6 加古川市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則 R3.4.1 市民課

R3.3.25 7
加古川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則の一部を
改正する規則

R3.4.1 人事課

R3.3.25 8
加古川市会計年度任用職員の給与及び報酬等に関する条例施行規則の
一部を改正する規則

R3.4.1 人事課

R3.3.25 9 通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 公布の日 人事課

R3.3.25 10 加古川市職員被服貸与規則の一部を改正する規則 R3.4.1 人事課

R3.3.25 11 加古川市職員等旅費条例施行規則の一部を改正する規則 公布の日 人事課

R3.3.25 12 加古川市学校給食費に関する条例施行規則の一部を改正する規則 R3.4.1 学務課

R3.3.25 13 加古川市立認定こども園園則の一部を改正する規則 R3.4.1 幼児保育課

R3.3.25 14
児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害児相談支援に関する規則
の一部を改正する規則

公布の日
障がい者支援
課

R3.3.25 15 加古川市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 公布の日
国民健康保険
課

R3.3.25 16 加古川市国民健康保険人間ドック助成規則の一部を改正する規則 R3.4.1
国民健康保険
課

R3.3.25 17
加古川市指定地域密着型サービス事業者等の指定等に関する規則の一
部を改正する規則

R3.4.1
高齢者・地域
福祉課

R3.3.31 18 加古川市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則 R3.4.1 情報政策課

R3.3.31 19 加古川市スポーツ推進委員規則 R3.4.1
社会教育・ス
ポーツ振興課

R3.3.31 20 加古川市尾上処理工場整備運営事業者選定委員会規則 R3.4.1 環境第２課

R3.3.31 21 加古川市石綿飛散事案対策委員会規則 R3.4.1 営繕課

R3.3.31 22 行政機構の改革に伴う関係規則の整理に関する規則 R3.4.1 行政経営課

R3.3.31 23 加古川市事務分掌規則の一部を改正する規則
R3.4.1

/R3.10.16

/R3.11.1

行政経営課

R3.3.31 24 加古川市公印規則の一部を改正する規則 R3.4.1 総務課

規則一覧表
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規則一覧表

R3.3.31 25 加古川市職員の職名に関する規則の一部を改正する規則 R3.4.1 人事課

R3.3.31 26 加古川市財務規則の一部を改正する規則
R3.4.1

/R3.11.1
財政課

R3.3.31 27 加古川市市税条例施行規則の一部を改正する規則
R3.4.1

/公布の日
収税課

R3.3.31 28 加古川市医療の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則
R3.7.1

/R3.4.1

医療助成年金
課

R3.3.31 29
加古川夜間急病センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部
を改正する規則

R3.11.1 健康課

R3.3.31 30 加古川市介護保険規則の一部を改正する規則 R3.4.1 介護保険課

R3.3.31 31
加古川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す
る基準を定める規則等の一部を改正する規則

R3.4.1

/R3.10.1

高齢者・地域
福祉課

R3.3.31 32
加古川市開発事業の調整等に関する条例施行規則の一部を改正する規
則

R3.7.1 開発指導課

R3.3.31 33 加古川市消防本部組織に関する規則の一部を改正する規則 R3.4.1 消防総務課

R3.3.31 34
加古川市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定め
る金額を定める規則の一部を改正する規則

R3.4.1 消防総務課

R3.3.31 35 加古川市火災予防規則の一部を改正する規則 R3.4.1 予防課

R3.6.30 36 加古川市事務分掌規則の一部を改正する規則 公布の日
広報・行政経
営課

R3.6.30 37
加古川市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
に関する条例施行規則の一部を改正する規則

R3.7.1

/公布の日
情報政策課

R3.6.30 38 加古川市学校給食費に関する条例施行規則の一部を改正する規則 R3.9.1 学務課

R3.6.30 39
加古川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額
を定める規則の一部を改正する規則

公布の日 幼児保育課

R3.6.30 40 加古川市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 公布の日
国民健康保険
課

R3.6.30 41 加古川市介護保険規則の一部を改正する規則 公布の日 介護保険課

R3.9.30 42 加古川市公設地方卸売市場業務条例施行規則等を廃止する規則 R4.4.1
公設地方卸売
市場

R3.9.30 43
加古川市長の権限に属する事務の一部委任に関する規則及び加古川市
財務規則の一部を改正する規則

R4.1.4 会計課

R3.9.30 44 加古川市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 公布の日
国民健康保険
課

R3.9.30 45
加古川市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定め
る規則の一部を改正する規則

公布の日 都市計画課

R3.9.30 46
加古川市日光山墓園の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改
正する規則

R3.10.1

/公布の日
公園緑地課

R3.10.15 47 加古川市事務分掌規則及び加古川市財務規則の一部を改正する規則 R3.10.16
広報・行政経
営課

R3.10.15 48
加古川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額
を定める規則の一部を改正する規則

公布の日 幼児保育課

R3.10.22 49
加古川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する
基準を定める規則の一部を改正する規則

公布の日 こども政策課



公 布 日 番 号 件 名 施 行 期 日 所 管 課

規則一覧表

R3.10.22 50
加古川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める規則
の一部を改正する規則

公布の日 こども政策課

R3.11.24 51 加古川市事務分掌規則の一部を改正する規則 R3.11.25
広報・行政経
営課

R3.12.24 52 加古川市立勤労会館条例施行規則を廃止する等の規則

加古川市立
勤労会館条
例を廃止す
る条例（令
和３年条例
第35号）の
施行の日

産業振興課

R3.12.24 53
加古川市国際交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則を廃
止する規則

加古川市国
際交流セン
ターの設置
及び管理に
関する条例
を廃止する
条例（令和
３年条例第
36号）の施
行の日

市民活動推進
課

R3.12.24 54 加古川市事務分掌規則の一部を改正する規則 公布の日
広報・行政経
営課

R3.12.24 55
加古川市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正
する規則

R4.1.1 人事課

R3.12.24 56
加古川市会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
の一部を改正する規則

R4.1.1

/公布の日
人事課

R3.12.24 57 失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則 公布の日 人事課

R3.12.24 58 加古川市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則 公布の日
国民健康保険
課

R3.12.24 59 加古川市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則 R4.5.9 公園緑地課

R3.12.24 60 加古川市消防危険物規則の一部を改正する規則 R4.1.1
消防本部予防
課


