安城市の条例

生
活
環
境

分野別の基本ルールなどを定
個別の政策など具体的なルールを定めた条例
制度を定めた条例
めた条例
○安城市環境基本条例
○安城市災害弔慰金の支給等 ○安城市廃棄物の減量及び適 ○安城市ポイ捨て及びふん害 ○安城市一般廃棄物処理施設 ○安城市農業集落排水事業特 ○安城市下水道事業特別会計 ○安城市清掃施設整備基金の
に関する条例
正処理に関する条例
の防止に関する条例
の設置及び管理に関する条例 別会計設置に関する条例
設置に関する条例
設置、管理及び処分に関する
条例
○安城市が設置する一般廃棄物処理
○安城市交通安全条例
○安城市せん定枝リサイクル
○安城市自転車等の放置防止 ○安城市交通安全対策会議条 ○安城市下水道事業受益者負 ○安城市上水道布設費分担金
プラントの設置及び管理に関す 施設に係る生活環境影響調査の結果 に関する条例
例
担金条例
徴収条例
の縦覧等の手続に関する条例
る条例
○安城市市民安全条例
○安城市交通安全広場の設置 ○安城市有料駐車場の設置及 ○安城市公共下水道条例
○安城市農業集落排水処理施
及び管理に関する条例
び管理に関する条例
設の設置及び管理に関する条
例
○災害応急対策又は災害復旧 ○安城市消防団条例
○安城市防災会議条例
○安城市災害対策本部条例
のため派遣された職員に対す
る災害派遣手当に関する条例
○安城市地震災害警戒本部条 ○安城市国民保護対策本部及 ○安城市国民保護協議会条例 ○安城市水道事業の設置等に
例
び安城市緊急対処事態対策本
関する条例
部条例
○安城市水道事業給水条例

○安城市社会福祉事務所設置 ○安城市社会福祉法人助成手 ○安城市福祉センターの設置 ○安城市社会福祉会館の設置 ○安城市社会福祉施設整備基 ○安城市国民健康保険支払準 ○安城市介護給付費準備基金
条例
続条例
及び管理に関する条例
及び管理に関する条例
金の設置、管理及び処分に関 備基金の設置、管理及び処分 の設置、管理及び処分に関す
する条例
に関する条例
る条例
○安城市保育の実施に関する ○安城市立保育所の設置及び ○安城市児童厚生施設の設置 ○安城市乳幼児医療費助成条
条例
管理に関する条例
及び管理に関する条例
例
○安城市遺児手当支給条例

○安城市母子家庭等医療費助 ○安城市養護老人ホームの設 ○安城市高齢者生きがいセン
成条例
置及び管理に関する条例
ターの設置及び管理に関する
条例
○安城市老人デイサービスセ ○安城市老人医療費の助成に ○安城市障害者自立支援条例 ○安城市障害者支援施設の設
ンターの設置及び管理に関す 関する条例
置及び管理に関する条例
る条例
○安城市知的障害児通園施設 ○安城市障害者扶助料支給条 ○安城市心身障害者医療費助 ○安城市精神障害者医療費助
の設置及び管理に関する条例 例
成条例
成条例

保
健
福
祉

○安城市出産手当支給条例

○安城市保健センターの設置 ○安城市休日急病診療所の設 ○安城市霊園の設置及び管理
及び管理に関する条例
置及び管理に関する条例
に関する条例

○安城市総合斎苑の設置及び ○安城市国民健康保険条例
管理に関する条例

○安城市緑化条例

都
市
基
盤

○安城市国民健康保険税条例 ○安城市介護保険条例

○安城市法定外公共用物の管 ○安城市都市計画審議会条例 ○安城市地区計画等の案の作 ○安城市地区計画の区域内に ○安城市土地取得特別会計設
理に関する条例
成手続に関する条例
おける建築物の制限に関する 置に関する条例
条例
○衣浦東部都市計画事業安城 ○衣浦東部都市計画事業安城 ○衣浦東部都市計画事業安城 ○衣浦東部都市計画事業安城 ○安城市都市基盤整備事業基
北部土地区画整理事業施行規 作野土地区画整理事業施行規 横枕土地区画整理事業施行規 桜井駅周辺特定土地区画整理 金の設置、管理及び処分に関
程
程
程
事業施行規程
する条例
○衣浦東部都市計画事業安城 ○安城市における建築物に附 ○安城市都市公園条例
○安城市建築協定条例
○安城市緑化推進基金の設置
南明治第一土地区画整理事業 置する駐車施設に関する条例
及び管理に関する条例
施行規程
○安城市市営住宅の設置及び
管理に関する条例
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○安城都市計画土地区画整理
事業特別会計設置に関する条
例
○土地区画整理事業基金の設
置及び管理に関する条例
○安城市道路占用料条例

○安城市土地開発基金の設置
及び管理に関する条例
○安城市鉄道高架事業基金の
設置、管理及び処分に関する
条例
○安城市準用河川占用料条例

分野別の基本ルールなどを定
めた条例
○安城市文化財保護条例
○安城市市立学校設置条例

個別の政策など具体的なルールを定めた条例

制度を定めた条例

○安城市学校給食共同調理場 ○安城市市立学校施設整備基 ○安城市奨学基金の設置及び
の設置等に関する条例
金の設置、管理及び処分に関 管理に関する条例
する条例
○安城市視聴覚センター設置 ○安城市社会教育委員設置等 ○安城市図書館の設置及び管 ○安城市文化センター設置条 ○安城市文化施設整備基金の ○安城市運動施設整備基金の
条例
に関する条例
理に関する条例
例
設置、管理及び処分に関する 設置、管理及び処分に関する
条例
条例
○安城市公民館の設置及び管 ○安城市野外センターの設置 ○安城市青少年の家の設置及 ○安城市青少年愛護センター ○安城市立幼稚園授業料徴収
理に関する条例
及び管理に関する条例
び管理に関する条例
の設置及び管理に関する条例 に関する条例

教
育
文
化

○安城市教育センター設置条 ○安城市奨学金支給条例
例

○安城市青少年問題協議会条 ○安城市歴史博物館の設置及 ○安城市民ギャラリーの設置
例
び管理に関する条例
及び管理に関する条例

○安城市青少年健全育成基金
の設置及び管理に関する条例
○安城市国際交流基金の設置
及び管理に関する条例

○丈山苑の設置及び管理に関
する条例

○安城市埋蔵文化財センター ○安城市農村環境改善セン
○安祥閣の設置及び管理に関 ○安城市民会館条例
の設置及び管理に関する条例 ターの設置及び管理に関する する条例
条例
○安城市スポーツ振興審議会 ○安城市体育施設の設置及び
条例
管理に関する条例

○安城市農業基本条例
産
業
振
興

○安城市農業委員会の選挙に ○安城市農業委員会の部会委 ○安城市農業行政調査会条例
よる委員の定数等に関する条 員の定数等に関する条例
例
○安城市企業立地促進条例 ○安城市勤労福祉会館の設置 ○秋葉いこいの広場の設置及
及び管理に関する条例
び管理に関する条例
○道の駅デンパーク安城の設
置及び管理に関する条例

○安城市男女共同推進条例

○安城市部設置条例

○安城市公平委員会条例

計
画
推
進

○安城市中小企業近代化奨励 ○安城市農業振興基金の設置 ○安城産業文化公園施設整備
条例
及び管理に関する条例
基金の設置、管理及び処分に
関する条例
○安城産業文化公園の設置及
び管理に関する条例

○安城市役所支所及び出張所 ○政治倫理の確立のための安 ○安城市総合計画審議会条例 ○安城市財政調整基金の設 ○安城市国際交流基金の設置
設置条例
城市長の資産等の公開に関す
置、管理及び処分に関する条 及び管理に関する条例
る条例
例
○安城市副市長の定数を定め ○安城市職員定数条例
○安城市職員の再任用に関す ○安城市行政財産目的外使用 ○安城市手数料条例
る条例
る条例
料条例

○安城市職員の分限に関する ○安城市職員の公益法人等へ ○安城市職員の定年等に関す ○安城市財政状況の公表に関
条例
の派遣等に関する条例
る条例
する条例
○安城市議会の議決に付すべ
き契約及び財産の取得又は処
分に関する条例
○安城市都市計画税条例

○安城市長期継続契約を締結 ○安城市財産の交換、譲与、
することができる契約を定める 無償貸付等に関する条例
条例
○安城市固定資産評価審査委 ○安城市行政手続条例
員会条例

○安城市情報公開条例

○安城市個人情報保護条例

○安城市情報公開・個人情報
保護審査会条例
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○安城市税条例

○安城市行政手続等における
情報通信の技術の利用に関す
る条例

○安城市職員退職手当基金の
設置、管理及び処分に関する
条例
○安城市税外収入に係る延滞
金に関する条例

その他根拠規定条例 ○安城市役所の位置を変更す ○安城市公告式条例
る条例
○安城市議会委員会条例

○安城市市政功労者表彰条例 ○安城市名誉条例

○安城市名誉市民条例

○安城市議会の議員の定数を ○安城市議会定例会の回数を
定める条例
定める条例

○安城市の議会の議員及び長
の選挙における選挙公報の発
行に関する条例
○安城市印鑑の登録及び証明
に関する条例

○安城市の議会の議員及び長
の選挙における自動車の使用
及びポスターの作成の公営に
関する条例
○安城市認可地縁団体印鑑の
登録及び証明に関する条例

○安城市監査委員に関する条
例

○安城市職員の服務の宣誓に ○安城市職員の職務に専念す ○安城市職員の勤務時間、休 ○安城市職員の休日及び休暇 ○安城市職員の育児休業等に
関する条例
る義務の特例に関する条例
暇等に関する条例
に関する条例の特例を定める 関する条例
条例
○安城市職員団体の登録に関 ○安城市職員団体のための職 ○安城市特別職報酬等審議会 ○安城市議会議員の報酬及び ○安城市特別職の職員で非常
する条例
員の行為の制限の特例に関す 条例
費用弁償等に関する条例
勤のものの報酬及び費用弁償
る条例
に関する条例
○安城市市長の給与の特例に ○安城市教育長の給与、勤務 ○安城市職員の給与に関する ○安城市職員の旅費に関する ○安城市特別職に属する職員
関する条例
時間その他の勤務条件に関す 条例
条例
の退職手当支給条例
る条例
○安城市職員退職年金等の特 ○安城市議会の議員その他非 ○安城市消防団員等公務災害 ○安城市立学校の学校医、学 ○安城市救慰金支給条例
別措置に関する条例
常勤の職員の公務災害補償等 補償条例
校歯科医及び学校薬剤師の公
に関する条例
務災害補償に関する条例
○安城市企業職員の給与の種
類及び基準に関する条例

○安城市人事行政の運営等の
状況の公表に関する条例

○安城市の議会の議員及び長
の選挙におけるポスター掲示
場の設置に関する条例
○安城市の休日を定める条例 ○安城市住居表示審議会条例 ○安城市住居表示に関する条 ○安城市の条例を左横書きに
例
改める条例
○昭和天皇の崩御に伴う職員
の懲戒免除及び職員の賠償責
任に基づく債務の免除に関す
る条例
○安城市職員互助会に関する
条例
○安城市特別職の職員で常勤
のものの給与及び旅費に関す
る条例
○安城市職員退職年金、退職
一時金等に関する条例
○安城市立学校職員の服務の
宣誓に関する条例

○安城市議会政務調査費の交 ○安城市議会事務局条例
付に関する条例
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○安城市職員の懲戒の手続及
び効果に関する条例

○安城市出頭人等の実費弁償
に関する条例
○安城市職員退職手当支給条
例
○安城市非常勤消防団員に係
る退職報償金の支給に関する
条例

