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金沢市児童館条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 4年 3月 4日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長 相

。金沢市条例第16号

金沢市児童館条例の一部を改正する条例

) 11 

第 1条 金沢市児童館条例(昭和39年条例第47号)の一部を次のように改正する。

附則を附則第 1項とし、附則に次の 1項を加える。

自日

2 当分の問、第 3条の表金沢市立平和町児童館の項中「金沢市平和町 2丁目 8番 7

号」とあるのは、 「金沢市平和町 3丁目 1番 1号」とする。

第 2条 金沢市児童館条例の一部を次のように改正する。

附則第 2項を削り、附則第 1項の項番号を削る。

附則

この条例は、令和 4年 6月 1日から施行する。ただし、第 2条の規定は、規則で定める

日から施行する。

金沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 4年 3月 4日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長 相 ) 11 自日

。金沢市条例第17号

金沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例

金沢市国民健康保険条例(昭和34年条例第 5号)の一部を次のように改正する。
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第19条の 3中「第31条第 1項から第 4項まで」の次に「及び第31条の 3J を加え、同条

第 1号ウ中「第81条の 2第 4項」を「第81条の 2第 5項」に改め、同号エ中「第81条の 2

第 9項第 2号」を「第81条の 2第10項第 2号」に改め、同条第 2号エ中「第72条の 3第 1

項」の次に「及び第72条の 3の 2第 1項」を加える。

第26条の 6中 1610，000円」を 1630，000円」に改める。

第26条の 6の 2中「同条第 1項から第 4項まで」の次に「及び第31条の 3J を加え、同

条第 2号イ中「第72条の 3第 1項」の次に「及び第72条の 3の 2第 1項」を加える。

第26条の 12中 1160，000円」を 1170，000円」に改める。

第31条の見出しを 1(低所得者の保険料の減額) Jに改め、同条第 1項及び第 5項中

1610，000円」を 1630，000円」に改め、同条第 6項中 1610，000円」を 1630，000円」に、

1160，000円」を 1170，000円」に改める。

第31条の 2の次に次の 1条を加える。

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第31条の 3 当該年度において、その世帯に 6歳に達する日以後の最初の 3月31日以前で

ある被保険者(以下「未就学児」という 。)がある場合における当該被保険者に係る当

該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第26条又は第26条の 5の基礎賦課額の被

保険者均等割の保険料額から、当該保険料額に、それぞれ、 10分の 5を乗じて得た額

(第26条第 2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額

とする(第 4項に掲げる場合を除く 。)。

2 第26条第 3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。 この場合におい

て、第26条第 3項中「保険料率」とあるのは、 「額」と読み替えるものとする。

3 前 2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。 この場合にお

いて、第 1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と 、 「第26条

又は第26条の 5Jとあるのは「第26条の 6の 5又は第26条の 6の 8Jと、 「第26条第 2

項」とあるのは「第26条の 6の 5第 2項」と、前項中「第26条第 3項」とあるのは「第

26条の 6の 5第 3項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第31条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義

務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額

の被保険者均等割額は、第 1号に掲げる額から第 2号に掲げる額を控除して得た額とす

る。

(1) 第26条又は第26条の 5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から、当該保険料

額に第31条第 1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗

じて得た額(第26条第 2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控

除して得た額

(2) 前号に掲げる額に、それぞれ、 10分の 5を乗じて得た額(第26条第 2項の規定に よ

り端数の切上げを行った後の額とする。)

5 第26条第 3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。 この場合におい

て、第26条第 3項中「保険料率」とあるのは、 「額」と読み替えるものとする。

6 前 2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合にお

いて、 第 4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、 「第26条
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又は第26条の 5Jとあるのは「第26条の 6の 5又は第26条の 6の 8Jと、 「第26条第 2

項」とあるのは「第26条の 6の 5第 2項」と、前項中「第26条第 3項」とあるのは「第

26条の 6の 5第 3項」と読み替えるものとする。

附則

1 この条例は、令和 4年 4月 1日から施行する。

2 改正後の金沢市国民健康保険条例の規定は、令和 4年度分からの保険料について適用

し、令和 3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

金沢市における緑のまちづくりの推進に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

令和 4年 3月 4日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長 相 ) 11 自日

。金沢市条例第18号

金沢市における緑のまちづくりの推進に関する条例の一部を改正する条例

金沢市における緑のまちづくりの推進に関する条例(平成13年条例第 6号)の一部を次

のように改正する。

第24条中「、公益財団法人金沢まちづくり財団その他の」を「その他の緑のまちづくり

に関する活動を推進する」に改める。

附則

この条例は、令和 4年 4月 1日から施行する。

金沢市屋外広告物等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 4年 3月 4日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長 相 ) 11 ~~ 
。金沢市条例第19号

金沢市屋外広告物等に関する条例の一部を改正する条例

金沢市屋外広告物等に関する条例(平成 7年条例第58号)の一部を次のように改正する。

題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

第 1章 総則(第 1条第 3条の 3) 

第 2章 広告物等に関する制限

第 1節 屋外広告物等に関する制限(第 4条 第30条)

第 2節 特定屋内広告物に関する制限(第30条の 2 第30条の 15)

第 3章 屋外広告業(第31条第35条の 5) 

第 4章 審議会及び審査会(第36条一第37条の 2) 

第 5章 雑則(第38条)

第 6章 罰則J(第38条の 2-第43条)
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附則

第 1章総則

第 2条第 2項を次のように改める。

2 この条例において「特定屋内広告物」とは、規則で定める方法により表示するものの

うち、次に掲げるものをいう 。

(1) 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第 2条第 1号に規定する建築物をい

う。以下同じ。)の窓その他の開口部(建築物の内部を見通すことができる壁面を含

む。)に設けられた窓ガラス、ガラス扉その他これらに類するものの内側の面(以下

「屋内面」という 。)に直接描き、又は直接貼付して、常時又は一定の期間継続して

屋外の公衆に表示するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、建築物の内側において表示するもののうち、次のいずれ

かに該当するもの

ア 屋内面から規則で定める距離までの範囲において、常時又は一定の期間継続して

屋外の公衆に表示するもの

イ 専ら屋外の公衆に表示する目的をもって、常時又は一定の期間継続して屋外の公

衆に表示するもの

第 3条の見出し中「広告物」を「広告物等」に改め、同条中「特定屋内広告物」の次に

r (以下これらを「広告物等」と いう 。)Jを加え、同条の次に次の 2条、 章名及び節名

を力日える。

(広告主の責務)

第 3条の 2 広告主(広告物等の表示又は設置を決定することにより、広告の目的を達成

しようとする者をいう 。)は、本市固有の 自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動

等とが調和することにより美しい景観が形成されることに鑑み、良好な広告物等の表示

又は設置に協力しなければならない。

(広告物等を表示する者等の責務)

第 3条の 3 広告物等を表示し、又は設置する者は、この条例及びこれに基づく規則等を

遵守し、自らの責任において広告物等を表示し、又は設置しなければならない。

第 2章 広告物等に関する制限

第 1節 屋外広告物等に関する制限

第30条の次に次の節名を付する。

第 2節 特定屋内広告物に関する制限

第30条の 2に次のただし書を加える。

ただし、金沢市屋外広告物審査会において、良好な景観又は風致を害するおそれがな

く、本市の個性ある美しい景観の形成に特に配慮された特定屋内広告物と認められた場

合には、この限りでない。

第30条の 7中「者に対してした手続」を「者に対しでした処分、手続」に改め、同条を

第30条の14とし、同条の次に次の 1条及び章名を加える。

(適用除外)

第30条の15 この節の規定は、特定屋内広告物届出地区以外の地域における第 2条第 2項

第 2号に掲げる特定屋内広告物には、適用しない。

4 
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第 3章屋外広 告業

第30条の 6を第30条の 13とする。

第30条の 5第 1項中「又は風致を維持する」を「若しくは風致を維持し、又は公衆の危

害を防止する」に改め、同条を第30条の 12とし、第30条の 4を第30条の 11とし、第30条の

3を第30条の 10とする。

第30条の 2の次に次の 7条を加える。

(特定屋内広告物届出地区の指定等)

第30条の 3 市長は、良好な景観を保全するため、特定屋内広告物の位置、面積、色彩、

意匠その他表示の方法について、屋外広告物に準じた規格を定めることが特に必要な地

域を、特定屋内広告物届出地区として指定することができる。

2 特定屋内広告物届出地区において、特定屋内広告物を表示しようとする者は、規則で

定めるところにより、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。当該特定屋

内広告物の変更(規則で定める軽微な変更を除く 。)をしようとするときも、同様とす

る。

3 市長は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、

当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

4 市長は、第 1項の規定による指定をし、又はこれを変更したときは、その旨を告示す

るものとする。

(届出を要しない特定屋内広告物)

第30条の 4 次に掲げる特定屋内広告物については、前条第 2項の規定は、適用しない。

(1) 法令等の規定に より表示する特定屋内広告物

(2) 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、 立札等の特定屋内広告物

(3) 自己の氏名、名称、居名若 しくは商標又は自己の事業若 しくは営業の内容を表示す

るため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する特定屋内広告物で、

規則で定める基準に適合するもの

(4) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する建築物に管理上の必要に基づき表示する

特定屋内広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(5) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示する特定屋内広告物

(6) 講演会、展覧会、 音楽会等のため、その会場の敷地内に表示する特定屋内広告物

(7) 地方公共団体が設置する公共の掲示板に表示する特定屋内広告物

(8) 国、地方公共団体又は市長が指定する公共的団体が公共的目的をもって表示する特

定屋内広告物で、市長が指定するもの

(9) 公益上必要な施設で市長が指定するものに、規則で定める基準に適合 して寄贈者名

等を表示する 特定屋内広告物

(10) 表示の期間が 7日以内の特定屋内広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(違反に対する措置)

第30条の 5 市長は、特定屋内広告物届出地区において特定屋内広告物を表示する場合に

おいて、この条例の規定に違反した特定屋内広告物については、当該特定屋内広告物を

表示し、又は管理する者に対し、当該特定屋内広告物の表示の停止を命じ、又は 5日以

上の期限を定めて、当該特定屋内広告物の除却その他良好な景観を形成 し、若しくは風
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致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 第24条第 2項の規定は、前項の規定による措置を命ずる場合について準用する。

(経過措置)

第30条の 6 第30条の 3第 1項に規定する地域に変更等があった際、当該変更等のあった

地域に現に適法に表示されていた特定屋内広告物については、第30条の 2及び第30条の

3第 2項の規定にかかわらず、当該変更等があった日から 5年間は、当該特定屋内広告

物を表示することができる。

(広告物活用地区)

第30条の 7 第 9条第 1項に規定する広告物活用地区において、特定屋内広告物を表示し

ょうとする者が、規則で定めるところにより、景観上及び安全上支障を及ぼすおそれの

ないものとして市長の確認を受けた場合は、第30条の 2の規定は、適用しない。

(景観保全型広告整備地区)

第30条の 8 第10条第 2項に規定する基本方針には、特定屋内広告物の表示に関する基本

構想及び特定屋内広告物の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事

項を定めることができる。

2 前項の場合において、第10条第 5項及び第 6項の規定の適用については、同条第 5項

及び第 6項中「屋外広告物等」とあるのは「特定屋内広告物」と、同条第 6項中「第 7

条、第 8条又は第12条第 4項若しくは第 5項の規定による市長の許可を受けた」とある

のは「第30条の 3第 2項の規定により市長に届け出た」とする。

3 第30条の 4第 1号及び第 2号に掲げる特定屋内広告物については、第 1項の規定は、

適用しない。

(広告物協定地区)

第30条の 9 第11条第 1項に規定する広告物協定には、特定屋内広告物の位置、形状、面

積、意匠その他表示の方法に関する事項を定めることができる。

2 前項の場合において、第 11条第 6項の規定の適用については、同項中「屋外広告物

等」とあるのは、 「特定屋内広告物」とする。

3 第30条の 4第 1号及び第 2号に掲げる特定屋内広告物については、第 1項の規定は、

適用しない。

第35条の 5の次に次の章名を付する。

第 4章 審議会及び審査会

第36条第 2項中「及び第 8条から第10条の 2まで」を「、第 8条から第10条の 2まで及

び第30条の 3Jに改める。

第37条の 2の次に次の章名を付する。

第 5章 雑則

第38条の次に次の章名を付する。

第 6章罰則

附則

1 この条例は、令和 4年 7月 1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市屋外広告物等に関する条例の規定に基づき適

法に表示されている特定屋内広告物については、改正後の第 2条第 2項、第30条の 2及
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び第30条の 3第 2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から 5年間は、当該特定

屋内広告物を表示することができる。ただし、当該特定屋内広告物を変更しようとする

ときは、この限りでない。

金沢市総合治水対策の推進に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 4年 3月 4日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長 相 ) 11 自日

。金沢市条例第20号

金沢市総合治水対策の推進に関する条例の一部を改正する条例

金沢市総合治水対策の推進に関する条例(平成21年条例第 5号)の一部を次のように改

正する。

第 2条第 5号エ中「ウ」を「エ」とし、同エを同号オとし、同号中ウをエとし、イの次

に次のように加える 。

ウ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108

号)第 2条第 2項に規定する再生可能エネルギ一発電設備の設置又は変更(イに該

当するものを除く 。)

附則

1 この条例は、令和 4年 7月 1日から施行する。

2 改正後の金沢市総合治水対策の推進に関する条例第 2条の規定は、この条例の施行の

日以後に行う再生可能エネルギ一発電設備の設置又は変更について適用する。

金沢市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例

をここに公布する。

令和 4年 3月 4日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長 相 ) 11 自日

。金沢市条例第21号

金沢市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例の一部を改正する

条例

金沢市地区計画等の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成 16年条例第 4

号)の一部を次のように改正する。

別表第 1に次のように加える。

南新保地区地区整 都市計画法第20条第 1項の規定により告示された金沢都市

76 備計画区域 計画南新保地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定

められている区域

南新保東地区地区 都市計画法第20条第 1項の規定により告示された金沢都市

77 整備計画区域 計画南新保東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が

-7-
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| 定められている区域

別表第 2第 5号の表中「同条第 5項第 1号」を「同条第 6項第 1号」に改め、別表第 2

に次の 2号を加える。

76 南新保地区地区整備計画区域

計画地区
d
H
H
1
4
 

止
巾 限

医療 ・福 |用途の制限 I(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

祉・健康 I(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

地区A (3) ゴ、ルフ練習場又はバッティング練習場

(4) 自動車教習所

(5) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これ

らに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) 風営法第 2条第 1項第 2号から第 5号までに掲げる営

業の用に供する建築物

敷地面積の 1 150平方メートル

最低限度

壁面の位置 I1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、公園、歩行

の制限 | 者専用道路、水路若しくは調整池(以下この表において

「隣地等」という 。)の境界線までの距離の最低限度

は、 1メートルとする。

2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部

分(壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距

離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をい

う。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が

5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが 3メート

ル以下の独立した車庫及び物置その他これらに類するも

のについては、前項の規定は、適用しない。

3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲

げる建築物については、第 1項の規定は、適用しない。

(1) その面積が 150平方メートル未満である敷地に係る

建築物

(2) 壁面後退部分に係る床面積の合計が 5平方メートル

以内であり、かっ、軒の高さが 3メートル以下の独立

した物置その他これに類するもの

高さの最高 120メートル

限度

8 
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垣又は柵の |道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面

構造の制限 |の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境

界線との聞の敷地の区域をいう 。以下この表において同

じ。)外に設ける場合を除く 。)は、次の各号のいずれか

に該当するものとする。

(1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性の

フェンス

(2) レンガ、タイル、ブロック、石等に よるもので高さが

O. 6メートル以下のもの

(3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェン

スとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わ

せたものについては、高さが1.5メートル以下のものに

限る。)

医療 ・福 |用途の制限 I(1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

祉・健康 I(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

地区B (3) ゴ、ルフ練習場又はパッテイング練習場

(4) 自動車教習所

(5) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他こ れ

らに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) 風営法第 2条第 1項第 2号から第 5号までに掲げる

営業の用に供する建築物

敷地面積の 1 150平方メー トル

最低限度

壁面の位置 I1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線ま

の制限 | での距離の最低限度は、 1メー トル とする。

2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部

分に係る床面積の合計が 5平方メートル以内であり、か

っ、軒の高さが 3メートル以下の独立した車庫及び物置

その他これらに類するものについては、前項の規定は、

適用しない。

3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲

げる建築物については、第 1項の規定は、適用しない。

(1) その面積が 150平方メートル未満である敷地に係る

建築物

(2) 壁面後退部分に係る床面積の合計が 5平方メートル

以内であり、かっ、事干の高さが 3メートル以下の独立

した物置その他これに類するもの

9 
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高さの最高 120メートル

限度

垣又は柵の |道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設

構造の制限 |ける場合を除く 。)は、次の各号のいずれかに該当するも

のとする。

(1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性の

フェンス

(2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが

O. 6メートノレ以下のもの

(3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェン

スとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わ

せたものについては、高さが1.5メートル以下のものに

限る。)

一般住宅 |用途の制限 I(1) 畜舎又はサイロ

地区 I (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 公衆浴場

(4) 法別表第 2(に)項第 2号に掲げる工場

(5) 法別表第 2(に)項第 3号に掲げる運動施設

(6) ホテノレ又は旅館

(7) 自動車教習所

(8) 危険物(消防法別表第 1第 4類の項の品名欄に掲げる

物品(同項の性質欄に掲げる性状を有するものに限

る。)で、同法第 9条の 4第 1項に規定する指定数量の

5分の 1未満のものを除く 。)の貯蔵又は処理に供する

もの

(9) 葬儀場

(10) 風営法第 2条第 1項第 2号及び第 3号に掲げる 営業

の用に供する建築物

敷地面積の I150平方メートル

最低限度

壁面の位置 I1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線ま

の制限 | での距離の最低限度は、 1メートルとする。

2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部

分に係る床面積の合計が 5平方メートル以内であり、か

っ、軒の高さが 3メートル以下の独立 した車庫及び物置

その他これらに類するものについては、前項の規定は、

適用しない。

10 



令和4年 (2022年)3月4日 号外第 8号の 2 金沢 市公 報

3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲

げる建築物については、第 1項の規定は、適用しない。

(1) その面積が 150平方メートル未満である敷地に係る

建築物

(2) 壁面後退部分に係る床面積の合計が 5平方メートル

以内であり、かっ、軒の高さが 3メートル以下の独立

した物置その他これに類するもの

高さの最高 I15メートル

限度

垣又は柵の|道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設

構造の制限|ける場合を除く 。)は、次の各号のいずれかに該当するも

のとする。

(1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性の

フェンス

(2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが

o. 6メートル以下のもの

(3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェン

スとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わ

せたものについては、高さが1.5メートル以下のものに

限る。)

流通業務|用途の制限 I(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

地区A (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 自動車教習所

(4) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これ

らに類するもの

(5) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 風営法第 2条第 1項第 1号から第 4号までに掲げる営

業の用に供する建築物

敷地面積の 1 150平方メートル

最低限度

壁面の位置 I1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線ま

の制限 | での距離の最低限度は、 1メートルとする。

2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部

分に係る床面積の合計が 5平方メートル以内であり、か

つ、軒の高さが 3メートル以下の独立した車庫及び物置

その他これらに類するものについては、前項の規定は、

11 
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適用 しない

3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲

げる建築物については、第 1項の規定は、適用しない。

(1) その面積が 150平方メートル未満である敷地に係る

建築物

(2) 壁面後退部分に係る床面積の合計が 5平方メートル

以内であり、かっ、軒の高さが 3メートノレ以下の独立

した物置その他これに類するもの

高さの最高 125メートル

限度

垣又は柵の |道路に面して垣又は柵 を設ける場合(壁面後退区域外に設

構造の制限 |ける場合を除く 。)は、次の各号のいずれかに該当するも

のとする。

(1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性の

フェンス

(2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが

o. 6メートル以下のもの

(3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽文は透過性のフェン

スとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わ

せたものについては、高さが1.5メートル以下のものに

限る。)

流通業務 |用途の制限 I(1)神社、 寺院、教会その他 これらに類するもの

地区 B I (2) 自動車教習所

(3) 射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これ

らに類するもの

(4) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(5) 倉庫業を営む倉庫

(6) 風営法第 2条第 1項第 1号から第 4号までに掲げる営

業の用に供する建築物

敷地面積の I150平方メ ートル

最低限度

壁面の位置 I1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線ま

の制限 | での距離の最低限度は、 1メートルとする。

2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部

分に係る床面積の合計が 5平方メートル以内であり、か

っ、軒の高さが 3メートル以下の独立 した車庫及び物置

その他こ れらに類するものについては、前項の規定は、

12 
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適用しない。

3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲

げる建築物については、第 1項の規定は、適用しない。

(1) その面積が 150平方メートル未満である敷地に係る

建築物

(2) 壁面後退部分に係る床面積の合計が 5平方メートル

以内であり、かつ、軒の高さが 3メートル以下の独立

した物置その他これに類するもの

高さの最高 120メートル

限度

垣又は柵の |道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域外に設

構造の制限 |ける場合を除く 。)は、次の各号のいずれかに該当するも

のとする。

(1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性の

フェンス

(2) レンガ、タイル、ブロック、石等 によるもので高さが

O. 6メートル以下のもの

(3) 前号に掲げるものと生け垣、植栽又は透過性のフェン

スとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わ

せたものについては、高さが1.5メートル以下のものに

限る。)

77 南新保東地区地区整備計画区域

計画地区 止

m
限

全域 |用途の制限 I(1)神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) 公衆浴場

(3) 危険物(消防法別表第 1第 4類の項の品名欄に掲げる

物品(同項の性質欄に掲げる性状を有するものに限

る。)で、同法第 9条の 4第 1項に規定する指定数量の

5分の 1未満のものを除く 。)の貯蔵又は処理に供する

もの

(4) 葬儀場

(5) 風営法第 2条第 1項第 2号及び第 3号に掲げる営業の

用に供する建築物

敷地面積の I150平方メートル

最低限度

13 
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壁面の位置 I1 建築物の壁面等から道路境界線又は隣地、公園若しく

の制限 | は水路(以下この表において「隣地等」という 。)の境

界線までの距離の最低限度は、 1メートルとする。

2 道路境界線に係る壁面等の後退において、壁面後退部

分(壁面等から道路境界線又は隣地等の境界線までの距

離の最低限度に満たない距離にある建築物の部分をい

う。以下この表において同じ。)に係る床面積の合計が

5平方メートル以内であり、かつ、軒の高さが 3メート

ル以下の独立した車庫及び物置その他これらに類するも

のについては、前項の規定は、適用しない。

3 隣地等の境界線に係る壁面等の後退において、次に掲

げる建築物については、第 1項の規定は、適用しない。

(1) その面積が 150平方メートル未満である敷地に係る

建築物

(2) 壁面後退部分に係る床面積の合計が 5平方メ ートル

以内であり、かつ、軒の高さが 3メートル以下の独立

した物置その他これに類するもの

垣又は柵の |道路に面して垣又は柵を設ける場合(壁面後退区域(壁面

構造の制限 |の位置の制限として定められた限度に係る線と当該道路境

界線との問の敷地の区域をいう 。)外に設ける場合を除

く。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生け垣、植栽又は高さが1.5メートル以下の透過性の

フェンス

(2) レンガ、タイル、ブロック、石等によるもので高さが

O. 6メー トル以下のもの

(3) 前号に掲げるものと 生け垣、植栽又は透過性のフェン

スとを組み合わせたもの(透過性のフェンスと組み合わ

せたものについては、 高さが 1.5メートル以下のものに

限る。)

別表第 3に次のように加える。

南新保地区地区整 都市計画法第20条第 1項の規定により告示された金沢都市

20 備計画区域 計画南新保地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定

められている区域

南新保東地区地区 都市計画法第20条第 1項の規定により告示された金沢都市

21 整備計画区域 計画南新保東地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が

定められている区域

14 
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附則

この条例は、令和 4年 4月 1日から施行する。ただし、別表第 2第 5号の表の改正規定

は、公布の日から施行する。

金沢市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 4年 3月 4日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長 相 ) 11 自日

。金沢市条例第22号

金沢市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

金沢市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第35号)の一部を次のように改正す

る。

第 3条第 2項ただし書 を削る。

附則

1 この条例は、令和 4年 4月 1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金、年金である障害補償若し

くは遺族補償を受ける権利又は保険給付遅延特別加算金若 しくは給付遅延特別加算金の

支給を受ける権利は、この条例の施行の日以後も、なお従前の例により担保に供するこ

とができる。

金沢市消防団条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和 4年 3月 4日

金沢市長職務代理者

金沢市副市長 相 ) 11 

。金沢市条例第23号

金沢市消防団条例の一部を改正する条例

金沢市消防団条例(平成 3年条例第 5号)の一部を次のように改正する。

別表第 4第 1項の表を次のように改める。

区 分 階 級 人旦乙 額

団長

副団長

基本団員
分団長

副分団長

部長及び班長

団員

機能別団員 団員

自日

82，500円

69，000円

50， 500円

45，500円

37，000円

36，500円

10，000円

別表第 4第 2項の表災害に出動したときの項中 13，300円」を 18時間まで8，000円(4 

時間以下の場合にあっては4，000円とし、 8時間を超える場合にあっては8，000円に 8時間
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を超える 4時間までごとに4，000円を加算した額とする。) J に改め、同表警戒に出動し

たときの項中 13，000円」を 18時間まで8，000円(4時間以下の場合にあっては4，000円

とし、 8時間を超える場合にあっては8，000円に 8時間を超える 4時間までごとに4，000円

を加算した額とする。) Jに改める。

附則

この条例は、令和 4年 4月 1日から施行する。

令和4年(2022年)3月4日印刷 発行人

令和4年(2022年)3月4日発行 発行所

定価 120円 印刷所 石川県金沢市玉鉾 4丁目 166番地

16 
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