
課名 例規名

総務課 政治倫理の確立のためのあわら市長の資産等の公開に関する条例施行規則

総務課 あわら市職員の私有車出張取扱要綱

総務課 あわら市不当要求行為等対策要綱

総務課 あわら市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

総務課 あわら市公印規則

総務課 あわら市社会活動災害補償保険取扱要綱

総務課 あわら市個人情報保護条例施行規則

総務課 あわら市自主防災組織育成要綱

総務課 あわら市罹災証明書交付要綱

総務課 あわら市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

総務課 あわら市選挙公報発行規程

総務課 あわら市公職選挙法令執行規程

総務課 あわら市職員人事考査規程

総務課 あわら市職員の服務の宣誓に関する条例

総務課 あわら市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

総務課 あわら市職員の育児休業等に関する条例施行規則

総務課 あわら市職員服務規程

総務課 あわら市当直規程

総務課 あわら市職員倫理規程

総務課 あわら市職員安全衛生管理規程

総務課 あわら市職員被服等貸与規程

総務課 あわら市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

総務課 あわら市住居手当の支給に関する規則

総務課 あわら市通勤手当の支給に関する規則

税務課 あわら市税に関する文書の様式を定める規則

税務課
中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の
施行に伴う市税の特例に関する条例施行規則

税務課 あわら市固定資産税に係る償還金支払要綱

税務課 あわら市軽自動車税課税保留処分事務取扱要綱

税務課 あわら市国民健康保険税減免規則

税務課 あわら市企業立地の促進に係る固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

監理課 あわら市行政財産の目的外使用に関する条例施行規則

監理課 あわら市公共工事の前払金に関する要綱

監理課 あわら市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

監理課 あわら市財産管理規則

政策広報課 あわら市章の使用に関する要綱

政策広報課 あわら市電子計算組織の管理運営及び個人情報の保護に関する規則

政策広報課 あわら市補助金等交付要綱



課名 例規名

市民協働課 あわら市移住就職等支援金交付要綱

市民協働課 あわら市移住促進支援金交付要綱

市民協働課 あわら市多世帯同居リフォーム支援事業補助金交付要綱

市民協働課 あわら市特定空家等除却支援補助金交付要綱

市民協働課 あわら市空き家取得等支援補助金交付要綱

市民協働課 あわら市空き家家財処分支援補助金交付要綱

市民協働課 あわら市空き家情報バンク実施要綱

市民協働課 あわら市空き家情報バンク登録奨励金交付要綱

市民課 あわら市住居表示に関する条例施行規則

市民課 あわら市住民票の職権消除等に関する事務取扱要綱

市民課 あわら市窓口延長業務に関する要綱

市民課 あわら市国民健康保険規則

市民課 あわら市国民健康保険高額療養費貸付金要綱

生活環境課 あわら市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

生活環境課 あわら市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

生活環境課 あわら市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

生活環境課 あわら市墓地条例施行規則

生活環境課 あわら市地域猫不妊手術費補助金交付要綱

生活環境課 あわら市営駐車場条例施行規則

生活環境課 あわら市地域公共交通緊急支援事業（地域鉄道）補助金交付要綱

生活環境課 あわら市地域公共交通利用者受入環境整備支援事業補助金交付要綱

生活環境課 あわら市広域生活路線等維持対策事業補助金（緊急支援分）交付要綱

福祉課 あわら市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

福祉課 あわら市災害時要援護者支援制度要綱

福祉課 あわら市生活保護法施行細則

福祉課 生活困窮者自立支援法施行細則

福祉課 あわら市児童福祉法施行細則

福祉課
あわら市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基
づく指定特定相談支援事業者の指定の申請等及び児童福祉法に基づく指定障
害児相談支援事業者の指定の申請等に関する要綱

福祉課 あわら市重度障害者（児）医療費助成条例施行規則

福祉課 あわら市特別障害者手当等事務取扱細則

福祉課 あわら市重症心身障害児（者）福祉手当支給要綱

福祉課 あわら市重度身体障害者住宅改造費助成事業実施要綱

福祉課 あわら市基準該当障害福祉サービス等を行う事業所等の登録等に関する規則

福祉課 あわら市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

福祉課 あわら市福祉タクシー利用料金助成事業要綱

福祉課 あわら市障害者自動車改造費等助成事業実施要綱

福祉課 あわら市障害者運転免許取得費助成事業実施要綱

福祉課 あわら市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

福祉課 あわら市意思疎通支援事業実施要綱

福祉課 あわら市重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱

福祉課 あわら市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

福祉課 あわら市重度障害者住宅改修費助成事業実施要綱

福祉課 あわら市訪問入浴サービス事業実施要綱



課名 例規名

子育て支援課 あわら市子ども・子育て支援法施行細則

子育て支援課 あわら市放課後子どもクラブ条例施行規則

子育て支援課
あわら市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す
る法律施行細則

子育て支援課 あわら市母子保健法施行細則

子育て支援課 あわら市延長保育事業実施要綱

子育て支援課 あわら市病児保育及び病後児保育事業実施要綱

子育て支援課 あわら市すみずみ子育てサポート事業実施要綱

子育て支援課 あわら市子育て支援短期利用事業実施要綱

子育て支援課 あわら市児童手当法施行細則

子育て支援課 あわら市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

子育て支援課 あわら市母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

子育て支援課 あわら市ひとり親家庭高校生定期券購入費助成事業実施要綱

子育て支援課 あわら市あわらっこ子育て応援事業実施要綱

子育て支援課 あわら市在宅育児応援手当支給事業実施要綱

健康長寿課 あわら市成年後見制度における市長の審判請求手続等に関する要綱

健康長寿課 あわら市老人福祉法施行細則

健康長寿課 あわら市遺留金品取扱規程

健康長寿課 あわら市外国人高齢者福祉手当支給要綱

健康長寿課 あわら市高齢者世帯等除雪支援事業実施要綱

農林水産課 坂井北部丘陵地農業団地センター条例施行規則

農林水産課 あわら市多目的共同利用施設さくらセンター条例施行規則

農林水産課 あわら市農村振興総合整備統合補助事業分担金徴収条例施行規則

農林水産課 あわら市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

農林水産課 あわら市機構集積協力金交付事業協力金交付要綱

農林水産課 あわら市農業者労働災害共済条例施行規則

農林水産課 あわら市森林等の火入れに関する条例施行規則

農林水産課
あわら市農地、農業用施設、林道等に係る災害復旧工事分担金徴収条例施行
規則

農林水産課 あわら市浜坂漁港管理条例施行規則

商工労働課 あわら市企業立地促進条例施行規則

商工労働課 あわら市中小企業振興資金融資要綱

商工労働課 あわら市中小企業振興資金等利子補給金交付要綱

商工労働課 あわら市商業エリア空き店舗・空き家改修事業補助金交付要綱

商工労働課 あわら市食品加工施設等整備支援事業補助金交付要綱

商工労働課 金津本陣にぎわい広場条例施行規則

商工労働課 あわら市勤労者定住促進事業補助金交付要綱

商工労働課 福井県経営安定資金（新型コロナウイルス対策分）利子補給金交付要綱

商工労働課 新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給金交付要綱

商工労働課 あわら市求人・求職者マッチング促進事業補助金交付要綱

商工労働課 あわら市民生活安定資金融資要綱

商工労働課 あわら市中小企業永年勤続優良従業員表彰実施要綱

観光振興課 あわら温泉湯のまち広場条例施行規則



課名 例規名

建設課 あわら市有自転車等貸付料の減免取扱要綱

建設課 あわら市造成宅地分譲規則

建設課 あわら市開発許可施行規則

建設課 あわら市景観条例施行規則

建設課 嶺北北部都市計画事業金津南部土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

建設課 嶺北北部都市計画事業金津南部土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則

建設課 あわら市公園条例施行規則

建設課 あわら市法定外公共物管理条例施行規則

建設課
あわら市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条
例施行規則

建設課 あわら市営住宅条例施行規則

建設課 あわら市木造住宅耐震診断等促進事業実施要綱

建設課 あわら市吹付アスベスト調査事業補助金交付要綱

建設課
あわら市租税特別措置法に基づく優良宅地及び優良住宅の認定事務に関する
規則

上下水道課 あわら市水道法施行細則

上下水道課 あわら市下水道条例施行規則

上下水道課 あわら市下水道排水設備指定工事店に関する規則

上下水道課 あわら市下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則

上下水道課 あわら市私道に対する公共下水道管きょ布設の取扱要綱

上下水道課 あわら市合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱

上下水道課 あわら市水道事業給水条例施行規程

上下水道課 あわら市水道事業指定給水装置工事事業者の指定に関する規程

教育総務課 あわら市教育委員会表彰規則

教育総務課 あわら市小中学校に勤務する職員の私有車出張取扱規程

教育総務課 あわら市小学校及び中学校の管理規則

教育総務課 あわら市小学校及び中学校の通学区域に関する規則

教育総務課 あわら市小中学校施設の利用に関する条例施行規則

教育総務課 あわら市児童及び生徒の通学費の助成に関する条例施行規則

文化学習課 あわら市公民館条例施行規則

文化学習課 あわら市郷土歴史資料館条例施行規則

文化学習課 あわら市文化会館条例施行規則

文化学習課 金津創作の森条例施行規則

文化学習課 あわら市民文化研修センターの管理運営に関する規則

文化学習課 あわら市文化財保護条例施行規則

スポーツ課 あわら市スポーツ施設条例施行規則

スポーツ課 あわら市学校体育館の開放に関する条例施行規則

議会事務局 あわら市議会会派規程

議会事務局 あわら市議会議員政治倫理条例施行規程

監査委員事務局 あわら市固定資産評価審査委員会条例

監査委員事務局 勤務条件に関する措置の要求に関する規則

監査委員事務局 不利益処分についての不服申立て審査請求に関する規則

監査委員事務局 あわら市地方公務員法第38条の2第7項の規定による届出に関する規則

芦原温泉上水道財産区 芦原温泉上水道財産区水道事業給水条例


