
公 布 日 番 号 件 名 施 行 期 日 所 管 課

R2.1.15 1
加古川市立東加古川駅第一自転車駐車場の設置及び管理に関する条例
施行規則

R2.4.1 土木総務課

R2.1.15 2 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
R2.7.1

/公布の日
医療助成年金
課

R2.2.17 3
加古川市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の一部
を改正する規則

R2.4.1
社会教育・ス
ポーツ振興課

R2.2.28 4
次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律の特定事業主等を定める規則の一部を改正する規則

R2.6.1 人事課

R2.2.28 5
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

R2.4.1 住宅政策課

R2.3.25 6 加古川市職員の臨時的任用に関する規則 R2.4.1 人事課

R2.3.25 7
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

R2.4.1 人事課

R2.3.25 8
加古川市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則の一部を改正
する規則

公布の日 人事課

R2.3.25 9 住居手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 R2.4.1 人事課

R2.3.25 10 加古川市職員被服貸与規則の一部を改正する規則 R2.4.1 人事課

R2.3.25 11 母子保健法施行細則の一部を改正する規則 公布の日 育児保健課

R2.3.25 12
加古川市放課後児童健全育成事業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

R2.4.1
社会教育・ス
ポーツ振興課

R2.3.25 13 建築基準法施行細則の一部を改正する規則 R2.4.1 建築指導課

R2.3.25 14 加古川市営住宅管理人規則の一部を改正する規則 R2.4.1 住宅政策課

R2.3.31 15 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 R2.4.1 人事課

R2.3.31 16 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 R2.4.1 人事課

R2.3.31 17
加古川駅北土地区画整理事業３１街区１画地活用事業者選定委員会規
則

R2.4.1 政策企画課

R2.3.31 18 加古川市学校給食費に関する条例施行規則 R2.9.1 学務課

R2.3.31 19 加古川市病院跡地整備事業者選定委員会規則を廃止する規則 R2.4.1 政策企画課

R2.3.31 20
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
規則の整備に関する規則

R2.4.1

/公布の日
人事課

R2.3.31 21 加古川市事務分掌規則の一部を改正する規則 R2.4.1 行政経営課

R2.3.31 22 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 R2.4.1 人事課

R2.3.31 23 加古川市職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則
R2.4.1

/公布の日
人事課

R2.3.31 24
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規
則の一部を改正する規則

R2.4.1 人事課

R2.3.31 25
労働者災害補償保険法の適用を受ける非常勤の職員の休業補償等に関
する規則の一部を改正する規則

R2.4.1 人事課

規則一覧表



公 布 日 番 号 件 名 施 行 期 日 所 管 課

規則一覧表

R2.3.31 26 加古川市財務規則の一部を改正する規則 R2.4.1 財政課

R2.3.31 27 加古川市市税条例施行規則の一部を改正する規則
R2.4.1

/公布の日
収税課

R2.3.31 28
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

R2.4.1 住宅政策課

R2.3.31 29
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

R2.4.1 消防総務課

R2.4.17 30
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規
則の一部を改正する規則

公布の日 人事課

R2.4.17 31
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

R2.4.17 32 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

R2.4.24 33 加古川市事務分掌規則の一部を改正する規則 R2.4.27 行政経営課

R2.5.1 34 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

R2.5.19 35 加古川市事務分掌規則の一部を改正する規則 公布の日 行政経営課

R2.5.28 36 市税に係る延滞金の減免に関する規則の一部を改正する規則 公布の日 収税課

R2.5.28 37 加古川市公設地方卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則
公布の日
/R2.6.21

公設地方卸売
市場

R2.6.10 38 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

R2.6.10 39 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

R2.6.10 40 加古川市公設地方卸売市場処務規則の一部を改正する規則
公布の日
/R2.6.21

公設地方卸売
市場

R2.6.29 41 加古川市市税条例施行規則の一部を改正する規則

公布の日
／R3.1.1
／R3.4.1
／R3.10.1

収税課

R2.6.29 42
加古川市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する
規則

公布の日
高齢者・地域
福祉課

R2.7.31 43
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

R2.7.31 44
加古川市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の一部
を改正する規則

公布の日
社会教育・ス
ポーツ振興課

R2.8.31 45
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

公布の日 人事課

R2.8.31 46 加古川市財務規則の一部を改正する規則 R2.9.1 財政課

R2.8.31 47
加古川市見守りカメラの設置及び運用に関する条例施行規則の一部を
改正する規則

公布の日 生活安全課

R2.9.30 48 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

R2.10.1 49 加古川市見土呂フルーツパーク再整備管理事業者選定委員会規則 公布の日 農林水産課

R2.10.1 50 加古川市公印規則の一部を改正する規則 公布の日 総務課



公 布 日 番 号 件 名 施 行 期 日 所 管 課

規則一覧表

R2.10.1 51 加古川市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則 公布の日 市民課

R2.10.1 52 加古川市市税条例施行規則の一部を改正する規則
公布の日
/R3.1.1

収税課

R2.12.18 53
加古川市ウォーキング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

R3.10.16
ウェルネス推
進課

R2.12.18 54
加古川市プロジェクトチームの設置及び運営に関する規則の一部を改
正する規則

公布の日 政策企画課

R2.12.18 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

公布の日 人事課

R2.12.18 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

公布の日
/R3.1.1

人事課

R2.12.18 57 加古川市市税条例施行規則の一部を改正する規則 R3.1.1 収税課

R2.12.18 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


