
令 和 ２ 年 1 1 月

総 務 部 総 務 課

条例議案に係る新旧対照表方式の一部見直し（報告）

１ 提案理由

本市での条例等の改正は、平成 14 年に新旧対照表方式を導入しており、この方式

は定着しているところである。

一方で、20年近く運用してきた現行方式には、次のような課題もある。

第１に、柱書き（例：次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応す

る改正後の欄の下線が引かれた字句に改める。）については、改正内容は対照表を見

れば明らかであり、議案の内容を煩雑にしている。

第２に、一部の号のみを改正する場合、現行では当該号が属する条項の明示のみと

なっているが、号については項目列挙の場合もあり、号が属する条項の内容を示さな

ければ、どのような改正かが分かりにくい。

第３に、数字は全て全角としているが、桁数が多い数字の場合、途中で改行される

と分かりにくくなる。

これらの課題について、国や他自治体の状況を研究したところ、第１の課題につい

ては、柱書きを省略している事例が多く見受けられる。第２の課題については、当該

号が属する条項の内容を明示し、号の改正内容を分かりやすくしている事例が多く見

受けられる。第３の課題については、２桁以上の数字を半角とすることで、文書が引

き締まるといった事例が見受けられる。

そこで、11 月の例規システム更新にあわせ、国や他自治体の事例を踏まえながら、

新旧対照表方式について一部見直しを行うものである。

２ 改正の要点及び効果

① 柱書きの廃止

⇒ 新旧対照表のみを示すことで、煩雑さが解消される。

また、新旧対照表中の改正箇所は全てゴシック体で下線を付すことで、改正箇

所を明示する。

② 号が含まれる条項の内容明示

⇒ 改正される号の位置付けが明確になる。

また、従来は改正のない項又は号は表示をしていなかったが、「第○項 （略）」

というかたちで新旧対照表に示すことにより、当該項又は号を含む条の構成を明

らかにする。

③ ２桁以上の数字を全角から半角に改正

⇒ 途中改行が解消され、見やすい議案となる。

３ スケジュール

令和２年 11 月 議会運営委員会で協議

例規システム更新（第一法規（株）⇒（株）ぎょうせい）

令和３年１月 新様式で議案作成

庁 議 報 告



議案第２４号

玉野市道路の構造の技術的基準及び道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のように定める。

令和２年２月２７日提出

玉野市長 黒 田 晋

提 案 理 由

道路構造令の改正に伴い、所要の改正を行うものである。

現行



玉野市条例第 号

玉野市道路の構造の技術的基準及び道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する

条例

玉野市道路の構造の技術的基準及び道路標識の寸法に関する条例（平成２５年玉野市条

例第１５号）の一部を次のように改正する。

（１）次の表中、改正前の欄の号の表示及びそれに対応する改正後の欄の号の表示に下線

が引かれた場合にあっては、当該改正前の欄の号を当該改正後の欄の号とする。

（２）次の表中、改正後の欄の条又は号に対応する改正前の欄の条又は号が存在しない場

合にあっては、当該改正後の欄の条又は号を加える。

（３）次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が

引かれた字句に改める。ただし、第１号に掲げる場合を除く。

改 正 後 改 正 前

（車線等） （車線等）

第４条 第４条

（３）自転車通行帯

（４） （略） （３） （略）

（５） （略） （４） （略）

（６） （略） （５） （略）

（７） （略） （６） （略）

（８） （略） （７） （略）

５ 第３種第５級又は第４種第４級の普通

道路の車道（自転車通行帯を除く。）の幅

員は、４メートルとするものとする。ただ

し、当該普通道路の計画交通量が極めて

少なく、かつ、地形の状況その他の特別の

理由によりやむを得ない場合又は第３２

条の規定により車道に狭窄部を設ける場
さく

合においては、３メートルとすることが

できる。

５ 第３種第５級又は第４種第４級の普通

道路の車道の幅員は、４メートルとする

ものとする。ただし、当該普通道路の計画

交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない

場合又は第３２条の規定により車道に狭

窄部を設ける場合においては、３メート
さく

ルとすることができる。

（副道） （副道）

第６条 第６条

２ 副道（自転車通行帯を除く。）の幅員は、

４メートルを標準とするものとする。

２ 副道の幅員は、４メートルを標準とす

るものとする。

（自転車通行帯）

第８条の２ 自動車及び自転車の交通量が



多い第３種又は第４種の道路（自転車道

を設ける道路を除く。）には、車道の左端

寄り（停車帯を設ける道路にあっては、停

車帯の右側。次項において同じ。）に自転

車通行帯を設けるものとする。ただし、地

形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合においては、この限りでな

い。

【中略】

（自転車道） （自転車道）

第９条 自動車及び自転車の交通量が多い

第３種（第４級及び第５級を除く。次項に

おいて同じ。）又は第４種（第３級及び第

４級を除く。同項において同じ。）の道路

で設計速度が１時間につき６０キロメー

トル以上であるものには、自転車道を道

路の各側に設けるものとする。ただし、地

形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合においては、この限りでな

い。

第９条 自動車及び自転車の交通量が多い

第３種又は第４種の道路には、自転車道

を道路の各側に設けるものとする。ただ

し、地形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合においては、この限

りでない。

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは

第４種の道路又は自動車及び歩行者の交

通量が多い第３種若しくは第４種の道路

で設計速度が１時間につき６０キロメー

トル以上であるもの（前項に規定する道

路を除く。）には、安全かつ円滑な交通を

確保するため自転車の通行を分離する必

要がある場合においては、自転車道を道

路の各側に設けるものとする。ただし、地

形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合においては、この限りでな

い。

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは

第４種の道路又は自動車及び歩行者の交

通量が多い第３種若しくは第４種の道路

（前項に規定する道路を除く。）には、安

全かつ円滑な交通を確保するため自転車

の通行を分離する必要がある場合におい

ては、自転車道を道路の各側に設けるも

のとする。ただし、地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合におい

ては、この限りでない。

（自転車歩行者道） （自転車歩行者道）

第１０条 自動車の交通量が多い第３種又

は第４種の道路（自転車道又は自転車通

行帯を設ける道路を除く。）には、自転車

歩行者道を道路の各側に設けるものとす

る。ただし、地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合おいては、こ

第１０条 自動車の交通量が多い第３種又

は第４種の道路（自転車道を設ける道路

を除く。）には、自転車歩行者道を道路の

各側に設けるものとする。ただし、地形の

状況その他の特別の理由によりやむを得

ない場合おいては、この限りでない。



附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。

の限りでない。

（歩道） （歩道）

第１１条 第４種（第４級を除く。）の道路

（自転車歩行者道を設ける道路を除

く。）、歩行者の交通量が多い第３種（第５

級を除く。）の道路（自転車歩行者道を設

ける道路を除く。）又は自転車道若しくは

自転車通行帯を設ける第３種若しくは第

４種第４級の道路には、その各側に歩道

を設けるものとする。ただし、地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない

場合においては、この限りでない。

第１１条 第４種（第４級を除く。）の道路

（自転車歩行者道を設ける道路を除

く。）、歩行者の交通量が多い第３種（第５

級を除く。）の道路（自転車歩行者道を設

ける道路を除く。）又は自転車道を設ける

第３種若しくは第４種第４級の道路に

は、その各側に歩道を設けるものとする。

ただし、地形の状況その他の特別の理由

によりやむを得ない場合においては、こ

の限りでない。

（待避所） （待避所）

第３０条 第３０条

（３）待避所の長さは、２０メートル以上

とし、その区間の車道（自転車通行帯

を除く。）の幅員は、５メートル以上

とすること。

（３）待避所の長さは、２０メートル以上

とし、その区間の車道の幅員は、５メ

ートル以上とすること。

【以下省略】 【以下省略】



議案第24号

玉野市道路の構造の技術的基準及び道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例を別紙

のように定める。

令和２年２月27日提出

玉野市長 黒 田 晋

提 案 理 由

道路構造令の改正に伴い、所要の改正を行うものである。

修正案

従来２行空け⇒１行空けに変更

従来数字は全て全角⇒２桁以上は半角に変更

上下左右の空白を 30mm→25mm へ

それに伴い、

入力文字数を 40字→43 字

入力行数を 39 行→42 行 へ



玉野市条例第 号

玉野市道路の構造の技術的基準及び道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例

玉野市道路の構造の技術的基準及び道路標識の寸法に関する条例（平成25年玉野市条例第15号）

の一部を次のように改正する。

改 正 後 改 正 前

（車線等） （車線等）

第４条 車道（次に掲げる部分を除く。）は、

車線により構成されるものとする。ただし、

第３種第５級又は第４種第４級の道路にあ

っては、この限りでない。

第４条 車道（次に掲げる部分を除く。）は、

車線により構成されるものとする。ただし、

第３種第５級又は第４種第４級の道路にあ

っては、この限りでない。

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

(３)自転車通行帯

(４) （略） (３) （略）

(５) （略） (４) （略）

(６) （略） (５) （略）

(７) （略） (６) （略）

(８) （略） (７) （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

５ 第３種第５級又は第４種第４級の普通道

路の車道（自転車通行帯を除く。）の幅員は、

４メートルとするものとする。ただし、当該

普通道路の計画交通量が極めて少なく、か

つ、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合又は第３２条の規定により

車道に狭窄部を設ける場合においては、３メ
さく

ートルとすることができる。

５ 第３種第５級又は第４種第４級の普通道

路の車道の幅員は、４メートルとするものと

する。ただし、当該普通道路の計画交通量が

極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合又は第３

２条の規定により車道に狭窄部を設ける場
さく

合においては、３メートルとすることができ

る。

（副道） （副道）

第６条 （略） 第６条 （略）

２ 副道（自転車通行帯を除く。）の幅員は、

４メートルを標準とするものとする。

２ 副道の幅員は、４メートルを標準とするも

のとする。

（自転車通行帯）

第８条の２ 自動車及び自転車の交通量が多

い第３種又は第４種の道路（自転車道を設け

る道路を除く。）には、車道の左端寄り（停

車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右

側。次項において同じ。）に自転車通行帯を

設けるものとする。ただし、地形の状況その

柱書きを削除

改正のない項、

号も示すこと

で、条の構造を

明らかにする。

改正がないた

め略している

旨を明記

条の追加。従来は下線がなか

ったが下線を付すことで、変

更箇所であることを分かり

やすく示す。

第４条第１項に改正

はないが、改正される

号の内容を明確にす

るため本文を示す。

上下左右の空白を 30mm→25mm へ

それに伴い、

入力文字数を 40 字→43 字

入力行数を 39行→42 行 へ



他の特別の理由によりやむを得ない場合に

おいては、この限りでない。

【中略】

（自転車道） （自転車道）

第９条 自動車及び自転車の交通量が多い第

３種（第４級及び第５級を除く。次項におい

て同じ。）又は第４種（第３級及び第４級を

除く。同項において同じ。）の道路で設計速

度が１時間につき60キロメートル以上であ

るものには、自転車道を道路の各側に設ける

ものとする。ただし、地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合において

は、この限りでない。

第９条 自動車及び自転車の交通量が多い第

３種又は第４種の道路には、自転車道を道路

の各側に設けるものとする。ただし、地形の

状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合においては、この限りでない。

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第

４種の道路又は自動車及び歩行者の交通量

が多い第３種若しくは第４種の道路で設計

速度が１時間につき60キロメートル以上で

あるもの（前項に規定する道路を除く。）に

は、安全かつ円滑な交通を確保するため自転

車の通行を分離する必要がある場合におい

ては、自転車道を道路の各側に設けるものと

する。ただし、地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合においては、この

限りでない。

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第

４種の道路又は自動車及び歩行者の交通量

が多い第３種若しくは第４種の道路（前項に

規定する道路を除く。）には、安全かつ円滑

な交通を確保するため自転車の通行を分離

する必要がある場合においては、自転車道を

道路の各側に設けるものとする。ただし、地

形の状況その他の特別の理由によりやむを

得ない場合においては、この限りでない。

３～５ （略） ３～５ （略）

（自転車歩行者道） （自転車歩行者道）

第10条 自動車の交通量が多い第３種又は第

４種の道路（自転車道又は自転車通行帯を設

ける道路を除く。）には、自転車歩行者道を

道路の各側に設けるものとする。ただし、地

形の状況その他の特別の理由によりやむを

得ない場合おいては、この限りでない。

第10条 自動車の交通量が多い第３種又は第

４種の道路（自転車道を設ける道路を除く。）

には、自転車歩行者道を道路の各側に設ける

ものとする。ただし、地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合おいては、

この限りでない。

２～４ （略） ２～４ （略）

（歩道） （歩道）

第11条 第４種（第４級を除く。）の道路（自

転車歩行者道を設ける道路を除く。）、歩行者

の交通量が多い第３種（第５級を除く。）の

道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）

又は自転車道若しくは自転車通行帯を設け

る第３種若しくは第４種第４級の道路には、

第11条 第４種（第４級を除く。）の道路（自

転車歩行者道を設ける道路を除く。）、歩行者

の交通量が多い第３種（第５級を除く。）の

道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）

又は自転車道を設ける第３種若しくは第４

種第４級の道路には、その各側に歩道を設け

従来数字は全て全角であったが、

２桁以上は半角とすることで見や

すい議案となる。



附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。

その各側に歩道を設けるものとする。ただ

し、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合においては、この限りでな

い。

るものとする。ただし、地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合におい

ては、この限りでない。

２～５ （略） ２～５ （略）

（待避所） （待避所）

第30条 第３種第５級の道路には、次に定める

ところにより、待避所を設けるものとする。

ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路につ

いては、この限りでない。

第30条 第３種第５級の道路には、次に定める

ところにより、待避所を設けるものとする。

ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路につ

いては、この限りでない。

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略）

(３)待避所の長さは、20メートル以上とし、

その区間の車道（自転車通行帯を除く。）

の幅員は、５メートル以上とすること。

(３)待避所の長さは、20メートル以上とし、

その区間の車道の幅員は、５メートル以上

とすること。

【以下省略】 【以下省略】


