
広陵町例規体系図（一覧表）
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広陵町議会基本条例(平成27年条例第24号)

広陵町議会の議員の定数を定める条例(平成14年条例第9号)
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広陵町議会会議規則(平成20年議会規則第1号)

広陵町議会傍聴規則(平成5年議会規則第2号)
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広陵町議会公印規程(昭和59年議会告示第1号)

広陵町議会規則の形式を左横書きに改正する措置規則(昭和62年議会規則第2号)

広陵町議会規程の形式を左横書きに改正する措置規程(昭和62年議会訓令甲第1号)

第3編　執行機関

　第1章　町長部局

　　第1節　組織・事務分掌

広陵町行政組織条例(昭和47年条例第19号)

広陵町副町長の定数を定める条例(平成18年条例第12号)

広陵町事務分掌規則(平成17年規則第12号)

広陵町長の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則(平成27年規則第1号)

会計管理者の補助組織設置規則(昭和40年規則第9号)

広陵町長の職務を代理する職員を定める規則(昭和36年規則第1号)

町長の専決処分事項の指定(平成24年議決)

広陵町役場サービスカウンター設置規則(平成14年規則第4号)

地方公共団体組織認証基盤における広陵町認証方針決定機能に関する規程(平成16年訓令甲第14号)

地方公共団体組織認証基盤における広陵町認証局運営機能に関する規程(平成16年訓令甲第15号)

地方公共団体組織認証基盤における広陵町認証局鍵情報等利用規程(平成16年訓令甲第16号)

地方公共団体組織認証基盤における広陵町認証局の運営に関する監査規程(平成16年訓令甲第17号)
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広陵町役場庁舎管理規則(昭和61年規則第16号)

広陵町役場庁舎防火管理規程(平成元年訓令甲第2号)

公用車両管理並びに交通事故防止等に関する要綱(昭和50年訓令甲第1号)

広陵町マイクロバス使用規程(昭和53年訓令甲第1号)

広陵町政治倫理条例(平成9年条例第15号)

広陵町政治倫理条例施行規則(平成10年規則第19号)

政治倫理の確立のための広陵町長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第10号)

政治倫理の確立のための広陵町長の資産等の公開に関する規則(平成7年規則第6号)

　　第2節　処　　務

広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第2号)

広陵町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成18年規則第2号)

広陵町指定管理者選定委員会条例(平成28年条例第5号)

広陵町職員服務規程(平成18年訓令甲第3号)

広陵町文書管理規程(平成18年訓令甲第4号)

広陵町役場事務決裁規程(昭和37年訓令甲第1号)

広陵町公印規則(平成14年規則第1号)

広陵町公文例規程(昭和36年訓令甲第2号)

広陵町行政不服審査法及び行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則(平成28年規則第11号)

広陵町条例の形式を左横書きに改正する措置条例(昭和62年条例第16号)

広陵町規則の形式を左横書きに改正する措置規則(昭和62年規則第16号)

広陵町規程の形式を左横書きに改正する措置規程(昭和62年訓令甲第5号)

広陵町例規集貸与規程(昭和63年訓令甲第6号)

　　第3節　情報の公開・保護等

広陵町情報公開条例(平成12年条例第7号)

広陵町情報公開条例施行規則(平成12年規則第19号)

広陵町個人情報保護条例(平成17年条例第5号)

広陵町個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第13号)

広陵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報
の提供に関する条例(平成27年条例第9号)

広陵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報
の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則(平成27年規則第4号)

広陵町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報
の提供に関する条例別表第1の町長が指定する事務を定める告示(平成27年告示第63号)

広陵町情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年条例第6号)

広陵町電子計算機室入退室管理規則(平成17年規則第10号)

広陵町電子計算機室入退室に関する委託業者の取扱要綱(平成17年告示第38号)

広陵町情報セキュリティ委員会設置規程(平成15年訓令甲第1号)

広陵町インターネットホームページ運用要綱(平成21年告示第12号)

広陵町高度情報化委員会設置規程(平成15年訓令甲第3号)

　　第4節　行政手続

広陵町行政手続条例(平成12年条例第8号)

広陵町行政手続条例施行規則(平成12年規則第20号)

広陵町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成12年規則第21号)

広陵町行政不服審査会設置条例(平成28年条例第16号)

　　第5節　住　　民

広陵町印鑑条例(平成4年条例第5号)

広陵町印鑑条例施行規則(平成4年規則第11号)

広陵町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱(平成18年告示第38号)

広陵町住民票の写し等の交付に関する事務取扱要綱(平成18年告示第39号)



広陵町印鑑登録及び税等の証明書の交付申請に係る本人確認事務取扱要綱(平成21年告示第49号)

広陵町住民基本台帳カード事務取扱要領(平成15年告示第16号)

住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成14年訓令甲第4号)

住民基本台帳ネットワークシステム保管庫管理規程(平成14年訓令甲第5号)

住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程(平成14年訓令甲第6号)

住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程(平成14年訓令甲第7号)

住民基本台帳ネットワークシステム委託管理規程(平成14年訓令甲第8号)

広陵町認可地縁団体印鑑条例(平成15年条例第9号)

広陵町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成15年規則第6号)

広陵町自動車臨時運行許可規則(平成18年規則第16号)

広陵町有線放送設備設置事業補助金交付規則(昭和61年規則第23号)

　　第6節　住居表示

広陵町住居表示審議会条例(昭和57年条例第2号)

広陵町住居表示に関する条例(昭和57年条例第17号)

広陵町住居表示に関する規則(昭和57年規則第9号)

　　第7節　災害対策

広陵町防災会議条例(昭和38年条例第9号)

広陵町災害対策本部条例(昭和38年条例第10号)

広陵町地域防災活動推進条例(平成30年条例第2号)

広陵町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成18年条例第12号)

広陵町国民保護協議会条例(平成18年条例第13号)

　　第8節　交通安全対策

広陵町交通指導員設置要綱(昭和62年告示第30号)

広陵町自動車駐車場条例(平成6年条例第7号)

広陵町自動車駐車場条例施行規則(平成12年規則第10号)

町道緊急安全対策改善事業補助金交付規則(平成13年規則第44号)

　　第9節　生活安全

広陵町安全で住みよいまちづくりに関する条例(平成9年条例第6号)

広陵町生活安全推進協議会規則(平成9年規則第11号)

広陵町暴力団排除条例(平成23年条例第8号)

　　第10節　コミュニティ

広陵町地域担当職員等の配置に関する規則(平成25年規則第3号)

　第2章　選挙管理委員会

広陵町選挙管理委員会規程(昭和44年選挙管理委員会告示第35号)

公職選挙法令執行規程(昭和34年選挙管理委員会規程第1号)

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表示に関する規程(昭和50年選挙管理委員会告示第33号)

広陵町議会議員及び広陵町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年条例第17号)

広陵町議会議員及び広陵町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成27年条例第10号)

広陵町議会議員及び広陵町長の選挙における選挙公報の発行に関する規程(平成28年選挙管理委員会告示第26号)

郵便による不在者投票における投票用紙等の公示又は告示の日前の発送日について(昭和60年選挙管理委員会告示第31号)

広陵町検察審査員候補者予定者選定規程(平成21年選挙管理委員会告示第50号)

広陵町選挙管理委員会規程の形式を左横書きに改正する措置規程(昭和62年選挙管理委員会訓令甲第1号)

広陵町情報公開条例の施行に関する広陵町選挙管理委員会規程(平成13年選挙管理委員会告示第1号)

　第3章　監査委員

監査委員の定数に関する条例(昭和39年条例第5号)

広陵町監査委員条例(昭和37年条例第15号)



広陵町監査委員監査規程(昭和62年監査委員告示第1号)

広陵町監査委員処務規程(昭和62年監査委員告示第2号)

広陵町監査委員規程の形式を左横書きに改正する措置規程(昭和62年監査委員告示第3号)

広陵町情報公開条例の施行に関する広陵町監査委員規程(平成13年監査委員告示第1号)

　第4章　附属機関等

広陵町自治基本条例審議会設置条例(平成31年条例第13号)

広陵町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年条例第23号)

広陵町行政改革推進本部設置要綱(昭和60年訓令甲第4号)

広陵町行政組織等検討委員会設置規程(平成10年訓令甲第2号)

広陵町男女共同参画審議会設置条例(平成29年条例第17号)

第4編　人　　事

　第1章　定数・任用

広陵町職員定数条例(昭和37年条例第22号)

広陵町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年条例第11号)

広陵町の職員の職の設置に関する規則(昭和36年規則第4号)

広陵町職員採用規程(昭和58年告示第16号)

広陵町職員昇格試験実施要綱(昭和58年訓令甲第1号)

職員の任免、配置換の手続に関する規程(昭和60年訓令甲第2号)

広陵町一般職の臨時職員等の任用等に関する規則(平成28年規則第13号)

広陵町日日雇用臨時職員の雇用等に関する要綱(昭和61年告示第9号)

財団法人広陵町施設管理サービス公社職員を採用する場合の任用、給与等の特例措置に関する規則(平成23年規則第9号)

公益的法人等への広陵町職員の派遣等に関する条例(平成30年条例第13号)

公益的法人等への広陵町職員の派遣等に関する規則(平成30年規則第5号)

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則(平成22年規則第7号)

広陵町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(平成28年規則第12号)

　第2章　分限・懲戒

職員の分限に関する条例(昭和31年条例第7号)

職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)

職員の定年等に関する規則(昭和60年規則第10号)

職員の再任用に関する条例(平成13年条例第18号)

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年条例第9号)

臨時的に任用された職員の分限に関する条例(昭和37年条例第20号)

広陵町職員分限懲戒審査委員会設置規程(昭和62年訓令甲第2号)

　第3章　服　　務

職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第4号)

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年条例第19号)

職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和41年規則第4号)

職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第25号)

職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第21号)

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等に規定する休日の特例に関する条例(平成元年条例第9号)

職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)

職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第14号)

職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第8号)

職員の自己啓発等休業に関する規則(平成19年規則第19号)

　第4章　退職管理

職員の退職管理に関する規則(平成29年規則第10号)

　第5章　職員厚生

広陵町職員安全衛生管理規程(平成5年訓令甲第2号)



　第6章　職員団体

職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第17号)

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第18号)

第5編　給　　与

　第1章　報酬・費用弁償

広陵町議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年条例第5号)

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第30号)

証人等の実費弁償に関する条例(昭和37年条例第18号)

広陵町特別職報酬等審議会条例(昭和45年条例第12号)

　第2章　給料・手当等

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(昭和31年条例第29号)

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和36年条例第21号)

一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)

一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成28年条例第6号)

給料等の支給に関する規則(昭和32年規則第2号)

初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和37年規則第1号)

平成１８年改正条例附則第４項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の号給の切替
えに関する規則(平成18年規則第19号)

平成１８年改正条例附則第７項から第９項までの規定による給料に関する規則(平成18年規則第20号)

最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年規則第15号)

平成25年4月1日における号給の調整に関する規則(平成25年規則第18号)

平成２２年１２月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成22年規則第13号)

広陵町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和44年条例第14号)

技能労務職員の給与に関する条例(昭和43年条例第11号)

技能労務職員の給与に関する規則(昭和43年規則第12号)

　第3章　旅　　費

職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第14号)

第6編　財　　務

　第1章　財産・契約

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(昭和39年条例第4号)

広陵町固定資産税基準宅地等に係る路線価の公開に関する事務処理要綱(平成6年告示第28号)

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第7号)

広陵町財産規則(昭和39年規則第11号)

広陵町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年条例第8号)

広陵町減債基金条例(平成元年条例第11号)

広陵町地域振興基金条例(平成2年条例第2号)

広陵町ふるさと基金条例(平成5年条例第7号)

広陵町奨学基金条例(昭和39年条例第9号)

物品購買基金条例(昭和42年条例第16号)

広陵町国民健康保険財政調整基金条例(平成元年条例第11号)

広陵町介護給付費準備基金条例(平成12年条例第18号)

広陵町みどりのふるさと応援寄附条例(平成20年条例第6号)

広陵町みどりのふるさと応援寄附条例施行規則(平成20年規則第4号)

広陵町ふるさと水と土保全基金条例(平成6年条例第12号)

広陵町森林環境基金条例(平成31年条例第14号)

広陵町土地開発基金条例(昭和44年条例第20号)

広陵町土地開発基金管理規則(昭和46年規則第10号)

広陵町環境施設整備対策基金条例(昭和59年条例第18号)

広陵町新清掃施設建設基金条例(平成27年条例第38号)

広陵町下水道接続促進対策基金条例(昭和61年条例第12号)



広陵町契約規則(平成16年規則第4号)

広陵町長期継続契約をすることができる契約を定める条例(平成18年条例第13号)

広陵町長期継続契約をすることができる契約を定める条例施行規則(平成18年規則第11号)

　第2章　税・税外収入

広陵町税条例(昭和30年条例第10号)

広陵町税に関する文書の様式を定める規則(昭和62年規則第7号)

寡婦(寡夫)控除のみなし適用に関する規則(平成30年規則第7号)

昭和５７年度固定資産税の納期の特例に関する条例(昭和57年条例第3号)

昭和６０年度固定資産税の納期の特例に関する条例(昭和60年条例第19号)

昭和６３年度固定資産税の納期の特例に関する条例(昭和63年条例第18号)

平成３年度固定資産税の納期の特例に関する条例(平成3年条例第17号)

平成６年度固定資産税の納期の特例に関する条例(平成6年条例第14号)

平成７年度固定資産税の納期の特例に関する条例(平成7年条例第28号)

平成８年度固定資産税の納期の特例に関する条例(平成8年条例第13号)

平成９年度固定資産税の納期の特例に関する条例(平成9年条例第9号)

平成１２年度固定資産税の納期の特例に関する条例(平成12年条例第15号)

平成１５年度固定資産税の納期の特例に関する条例(平成15年条例第16号)

広陵町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成26年条
例第14号)

広陵町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平
成26年規則第4号)

広陵町固定資産税過誤納金償還金支払要綱(平成7年告示第22号)

固定資産評価審査委員会条例(昭和31年条例第3号)

広陵町固定資産評価審査委員会規程(昭和31年規程第1号)

広陵町特別土地保有税審議会条例(昭和53年条例第11号)

広陵町国民健康保険税条例(昭和40年条例第5号)

広陵町国民健康保険税の納税通知書の様式を定める規則(平成18年規則第1号)

広陵町国民健康保険税減免に関する規則(平成12年規則第22号)

広陵町道路占用料に関する条例(昭和47年条例第21号)

広陵町手数料徴収条例(平成12年条例第16号)

広陵町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和37年条例第17号)

広陵町債権管理条例(平成27年条例第27号)

広陵町債権管理条例施行規則(平成27年規則第5号)

　第3章　会　　計

広陵町予算規則(昭和39年規則第8号)

広陵町会計規則(昭和39年規則第9号)

会計帳票等の様式に関する規程(昭和46年訓令甲第1号)

広陵町出納員及び分任出納員の使用する領収印に関する規程(平成18年訓令甲第5号)

広陵町用地取得事業特別会計条例(平成14年条例第13号)

広陵町学校給食特別会計条例(平成6年条例第15号)

広陵町墓地事業特別会計条例(昭和63年条例第19号)

広陵町補助金交付規則(平成13年規則第3号)

広陵町団体補助金等適正化条例(平成23年条例第13号)

財政状況の公表に関する条例(昭和36年条例第20号)

第7編　教　　育

　第1章　教育委員会

広陵町教育委員会公告式規則(昭和62年教育委員会規則第2号)

広陵町教育委員会会議規則(昭和54年教育委員会規則第9号)

広陵町教育委員会傍聴人規則(昭和62年教育委員会規則第3号)

広陵町教育委員会事務局組織規則(昭和62年教育委員会規則第4号)



広陵町教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則(平成27年教育委員会規則第8号)

教育長に対する事務委任規則(昭和62年教育委員会規則第5号)

教育委員会事務局事務専決規程(昭和52年教育委員会訓令甲第1号)

広陵町教育委員会公印規則(昭和52年教育委員会規則第1号)

広陵町教育委員会規則の形式を左横書きに改正する措置規則(昭和62年教育委員会規則第7号)

広陵町教育委員会規程の形式を左横書きに改正する措置規程(昭和62年教育委員会訓令甲第1号)

広陵町教育委員会が管理する情報の公開等に関する規則(平成13年教育委員会規則第4号)

　第2章　学校教育

広陵町立学校設置条例(昭和62年条例第4号)

広陵町学校教育法施行細則(平成13年教育委員会規則第3号)

広陵町立学校の管理運営に関する規則(昭和33年教育委員会規則第1号)

広陵町学校評議員設置要綱(平成15年教育委員会告示第1号)

広陵町いじめ防止対策推進条例(平成29年条例第3号)

広陵町いじめ問題連絡協議会規則(平成29年教育委員会規則第1号)

広陵町教育委員会いじめ等調査委員会規則(平成29年教育委員会規則第2号)

広陵町いじめ問題再調査委員会規則(平成29年規則第3号)

広陵町立学校の通学区域に関する規則(平成2年教育委員会規則第1号)

広陵町立幼稚園の管理運営に関する規則(昭和47年教育委員会規則第1号)

広陵町立幼稚園保育料徴収条例(平成27年条例第34号)

広陵町立幼稚園保育料徴収条例施行規則(平成27年教育委員会規則第2号)

広陵町立幼稚園預かり保育条例(平成26年条例第12号)

広陵町立幼稚園預かり保育条例施行規則(平成27年教育委員会規則第1号)

広陵町立幼稚園就園奨励事業要綱(平成14年教育委員会告示第2号)

広陵町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成14年告示第5号)

広陵町教育支援委員会規則(昭和53年教育委員会規則第1号)

広陵町奨学資金支給条例(昭和36年条例第15号)

広陵町奨学資金支給規則(昭和36年教育委員会規則第1号)

広陵町学校給食費徴収条例(平成6年条例第16号)

広陵町学校給食費徴収条例施行規則(平成6年教育委員会規則第2号)

広陵町・香芝市共同中学校給食センター条例(平成28年条例第1号)

広陵町・香芝市共同中学校給食センター運営委員会設置条例(平成31年条例第15号)

町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第14号)

町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成14年教育委員会規則第4号)

広陵町校区外就学取扱要綱(平成19年教育委員会要綱第4号)

広陵町校区外就学審査委員会設置要綱(平成19年教育委員会要綱第5号)

広陵町学校評価実施要綱(平成20年教育委員会告示第11号)

　第3章　社会教育

広陵町社会教育委員条例(昭和32年条例第3号)

広陵町社会教育指導員設置に関する規則(昭和48年教育委員会規則第1号)

広陵町公民館条例(昭和48年条例第26号)

広陵中央公民館管理運営規則(昭和48年教育委員会規則第5号)

広陵町公民館運営審議会規則(昭和48年教育委員会規則第4号)

広陵町立集会所条例(平成8年条例第1号)

広陵町立図書館条例(平成8年条例第7号)

広陵町立図書館管理運営規則(平成9年教育委員会規則第3号)

広陵町公民館映写機運営規則(昭和33年教育委員会規則第2号)

広陵町スポーツ推進委員に関する規則(昭和37年教育委員会規則第1号)

広陵町立体育館の設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第6号)



広陵町立体育館管理運営規則(昭和54年教育委員会規則第6号)

奈良県広陵健民運動場条例(昭和43年条例第19号)

奈良県広陵健民運動場管理運営規則(昭和56年教育委員会規則第1号)

広陵町立テニスコートの設置及び管理に関する条例(平成6年条例第13号)

広陵町立テニスコート管理運営規則(平成6年教育委員会規則第4号)

広陵町子どもスポーツ広場条例(平成25年条例第26号)

広陵町子どもスポーツ広場管理運営規則(平成25年教育委員会規則第2号)

　第4章　文化財

広陵町文化財保護条例(平成6年条例第17号)

広陵町文化財保護条例施行規則(平成6年教育委員会規則第3号)

巣山古墳史跡整備検討委員会設置条例(平成26年条例第3号)

広陵町立歴史資料館整備検討委員会設置条例(平成26年条例第4号)

与楽寺収蔵庫の設置に関する条例(平成13年条例第19号)

三吉石塚古墳の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第12号)

三吉石塚古墳の管理運営に関する規則(平成7年教育委員会規則第2号)

埋蔵文化財の発掘調査に関する要綱(昭和63年告示第19号)

第8編　厚　　生

　第1章　社会福祉

　　第1節　通　　則

広陵町地域福祉計画策定委員会設置条例(平成30年条例第14号)

広陵町民生委員推薦会規則(平成28年規則第1号)

広陵町家庭奉仕員派遣事業実施規則(平成2年規則第5号)

災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第14号)

災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年規則第9号)

広陵町総合保健福祉会館設置条例(平成13年条例第32号)

広陵町総合保健福祉会館の管理及び運営に関する規則(平成13年規則第41号)

広陵町ふるさと会館条例(平成2年条例第18号)

広陵町ふるさと会館管理運営規則(平成2年規則第12号)

広陵町働く婦人の家条例(平成2年条例第19号)

広陵町働く婦人の家管理運営規則(平成2年規則第13号)

広陵グリーンドーム設置条例(平成14年条例第1号)

広陵グリーンドーム管理運営規則(平成14年規則第3号)

　　第2節　児童・母子福祉等

広陵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第5号)

広陵町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第6号)

広陵町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条例(平成26年条例第6号)

広陵町家庭的保育事業等の認可等に関する規則(平成30年規則第3号)

広陵町立保育所条例(昭和36年条例第25号)

広陵町立保育所条例施行規則(平成27年規則第7号)

保育所管理規則(昭和58年規則第5号)

広陵町保育の必要性の認定基準に関する条例(平成26年条例第13号)

広陵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成26年条例第14号)

広陵町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則(平成27年規則第8号)

広陵町保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年規則第8号)

広陵町立認定こども園条例(平成29年条例第18号)

広陵町立認定こども園園則(平成30年規則第7号)

広陵町立幼保連携型認定こども園に係る教育委員会の意見聴取に関する規則(平成28年規則第14号)

広陵町幼保一体化推進会議設置条例(平成27年条例第2号)



広陵町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条例(平成26年条例第7号)

広陵町放課後子ども育成教室条例(平成20年条例第15号)

広陵町放課後子ども育成教室条例施行規則(平成25年規則第2号)

広陵町子ども・子育て会議条例(平成25年条例第2号)

児童手当の支払に関する規則(昭和61年規則第17号)

児童手当事務取扱要綱(平成27年告示第71号)

広陵町子ども医療費助成条例(昭和48年条例第31号)

広陵町子ども医療費助成条例施行規則(平成30年規則第18号)

広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年条例第22号)

広陵町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(平成30年規則第19号)

　　第3節　老人福祉

老人福祉法に基づく福祉の措置に関する規則(平成5年規則第1号)

老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則(平成5年規則第2号)

広陵町在宅老人短期保護事業実施規則(平成12年規則第4号)

広陵町老人医療事務取扱要綱(平成6年告示第17号)

広陵町重度心身障害老人等医療費助成要綱(平成23年告示第17号)

広陵町外国人高齢者及び外国人重度心身障害者特別給付金支給要綱(平成13年告示第57号)

　　第4節　心身障害者福祉

広陵町障がい福祉年金条例(昭和48年条例第8号)

広陵町心身障害者等福祉年金条例施行規則(昭和48年規則第4号)

広陵町心身障がい者医療費助成条例(昭和48年条例第30号)

広陵町心身障がい者医療費助成条例施行規則(平成30年規則第20号)

広陵町障がい者施策推進協議会設置条例(平成29年条例第19号)

広陵町ともにはぐくむ手話言語条例(平成31年条例第16号)

　第2章　国民健康保険

広陵町国民健康保険条例(昭和40年条例第4号)

広陵町国民健康保険運営協議会規則(昭和40年規則第5号)

広陵町国民健康保険事業表彰規程(昭和44年告示第10号)

広陵町国民健康保険及び老人医療の診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要綱(平成9年告示第21号)

　第3章　介護保険

広陵町介護保険条例(平成12年条例第19号)

広陵町介護保険料徴収猶予及び減免に関する規則(平成12年規則第11号)

広陵町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施規則(平成12年規則第6号)

広陵町身体障害者等訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施規則(平成12年規則第7号)

広陵町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成30年条例第15号)

広陵町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例(平成24年条例第9号)

広陵町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第7号)

広陵町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護
予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年条例第8号)

広陵町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法
に関する基準を定める条例(平成26年条例第15号)

広陵町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成26年条例第16号)

広陵町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定委員会条例(平成28年条例第7号)

広陵町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置条例(平成29年条例第20号)

　第4章　後期高齢者医療

広陵町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第14号)

　第5章　衛　　生

　　第1節　保健衛生



広陵町保健センター処務規則(昭和57年規則第16号)

広陵町保健センター施設使用に関する規則(平成15年規則第28号)

広陵町健康増進計画策定等委員会条例(平成27年条例第3号)

広陵町食育推進会議設置条例(平成27年条例第4号)

母子保健法に基づく措置に関する規則(平成25年規則第19号)

広陵町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年条例第27号)

広陵町予防接種実費徴収規則(昭和42年規則第4号)

慢性疾患児等の予防接種に係る実費の公費負担規則(平成元年規則第9号)

広陵町予防接種事故災害補償規則(平成23年規則第2号)

広陵町予防接種事故等調査委員会設置条例(平成30年条例第16号)

広陵町狂犬病予防法施行細則(平成12年規則第22号)

　　第2節　環境衛生

広陵町環境保全条例(平成4年条例第14号)

広陵町環境保全条例施行規則(平成5年規則第25号)

広陵町環境保全推進会議設置規程(平成5年訓令甲第3号)

広陵町環境保全指導員設置要綱(平成5年告示第16号)

広陵町廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成4年条例第15号)

広陵町廃棄物の処理及び再利用に関する条例施行規則(平成14年規則第22号)

広陵町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成14年条例第15号)

広陵町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則(平成14年規則第
16号)

広陵町における一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業に関する許可及び行政処分の基準等を定める要綱(平成14年告示第15号)

広陵町廃棄物処理施設設置条例(平成18年条例第14号)

クリーンセンター広陵管理規則(平成21年規則第7号)

広陵町エコセンター設置条例(平成22年条例第9号)

広陵町エコセンター管理運営規則(平成23年規則第18号)

広陵町ごみ減量等推進審議会条例(平成12年条例第3号)

蚊、はえ集団防除費補助金交付規則(昭和37年規則第5号)

広陵町墓地等の経営の許可等に関する規則(平成14年規則第24号)

広陵町霊園条例(平成元年条例第15号)

広陵町霊園条例施行規則(平成2年規則第11号)

広陵町火葬場条例(昭和59年条例第2号)

広陵町火葬場条例施行規則(昭和59年規則第3号)

広陵町公害防止施設整備資金融資利子補給金交付要綱(平成3年告示第2号)

広陵町新清掃施設公害監視委員会規則(平成17年規則第1号)



第9編　産業経済

　第1章　農業委員会

広陵町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年条例第8号)

広陵町農業委員候補者選考委員会設置条例(平成29年条例第21号)

広陵町農業委員会会議規則(昭和62年農業委員会規則第1号)

広陵町農業委員会規程(昭和62年農業委員会告示第1号)

広陵町農業委員会が保有する情報の公開等に関する規則(平成13年農業委員会規則第1号)

　第2章　農　　業

広陵町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例(昭和47年条例第20号)

広陵町農業振興地域整備調整審議会規則(平成10年規則第20号)

広陵町農業振興整備事業分担金条例(昭和54年条例第5号)

広陵町農業振興整備事業等分担金条例施行規則(昭和54年規則第2号)

広陵町東部地区農業研修センター設置条例(昭和55年条例第28号)

広陵町農業版コワーキング施設設置条例(平成31年条例第17号)

広陵町東部農村広場設置条例(昭和55年条例第27号)

　第3章　商工・観光

広陵町中小企業・小規模企業振興基本条例(平成30年条例第6号)

広陵町企業立地促進条例(平成26年条例第16号)

広陵町企業立地促進条例施行規則(平成26年規則第6号)

広陵町中小企業債務保証料補給規則(昭和62年規則第4号)

広陵町商業施設立地促進条例(平成26年条例第15号)

広陵町商業施設立地促進条例施行規則(平成26年規則第5号)

はしお元気村条例(平成9年条例第10号)

はしお元気村条例施行規則(平成9年規則第18号)

第10編　建　　設

　第1章　道路・河川

広陵町河川管理条例(昭和50年条例第23号)

広陵町河川管理条例施行規則(昭和50年規則第6号)

広陵町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例(平成24年条例第14号)

広陵町町道の構造の技術的基準を定める条例(平成24年条例第10号)

広陵町町道の構造の技術的基準を定める条例施行規則(平成24年規則第9号)

広陵町町道の車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する規則(平成24年規則第10号)

広陵町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例(平成24年条例第11号)

広陵町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定める条例(平成24年条例第12号)

　第2章　都市計画・公園

広陵町都市計画審議会条例(昭和40年条例第13号)

広陵町都市計画公聴会規則(平成15年規則第8号)

広陵町地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成5年条例第10号)

広陵町地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則(平成5年規則第12号)

広陵町奈良県屋外広告物条例施行細則(平成14年規則第23号)

広陵町都市公園条例(昭和51年条例第7号)

広陵町都市公園条例施行規則(平成17年規則第7号)

広陵町パークゴルフ場条例(平成23年条例第5号)

広陵町パークゴルフ場条例施行規則(平成23年規則第8号)

広陵町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例(平成24年条例第13号)

広陵町緑化推進要綱(昭和61年告示第2号)

広陵町建築協定に関する条例(昭和57年条例第21号)

広陵町建築協定に関する条例施行規則(平成5年規則第5号)



広陵町ぱちんこ店及びゲームセンター並びにラブホテルの建築の規制に関する条例(平成6年条例第6号)

広陵町ぱちんこ店及びゲームセンター並びにラブホテルの建築の規制に関する条例施行規則(平成6年規則第6号)

市街化区域内細街路事業費補助金交付規則(昭和51年規則第1号)

地価公示台帳閲覧規程(昭和46年告示第4号)

広陵町法定外公共物の管理に関する条例(平成17年条例第3号)

広陵町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成17年規則第9号)

広陵町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(平成21年条例第5号)

広陵町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成21年規則第9号)

　第3章　住　　宅

広陵町営住宅管理条例(平成9年条例第8号)

広陵町営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第12号)

広陵町空家等対策協議会設置条例(平成29年条例第22号)

　第4章　下水道

広陵町下水道条例(昭和59年条例第3号)

広陵町下水道条例施行規則(昭和59年規則第6号)

広陵町排水設備指定工事店に関する規則(平成11年規則第6号)

広陵町水洗便所改造助成に関する規則(昭和59年規則第7号)

下水道法第１６条に関する指導要綱(平成14年告示第28号)

広陵町公共下水道事業計画区域外流入の許可に関する要綱(昭和63年告示第20号)

私道への公共下水道管布設に関する取扱規程(平成4年告示第2号)

第11編　消　　防

　第1章　通　　則

広陵町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和50年条例第20号)

広陵町消防賞じゆつ金審査委員会に関する規則(昭和50年規則第5号)

広陵町消防委員会条例(昭和30年条例第12号)

　第2章　消防団

広陵町消防団の設置等に関する条例(昭和62年条例第17号)

広陵町消防団条例(昭和62年条例第8号)

広陵町消防団規則(昭和62年規則第5号)

広陵町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第16号)

広陵町非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則(平成22年規則第16号)

広陵町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(平成22年規則第17号)

広陵町消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項第３号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則(平成
8年規則第3号)

広陵町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第25号)

広陵町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則(昭和63年規則第2号)



第12編　公営企業

　第1章　組織・処務

広陵町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第16号)

広陵町水道事業公告式規程(昭和62年水道管理規程第7号)

広陵町上下水道部事務分掌規程(平成26年水道管理規程第2号)

広陵町水道事業事務決裁規程(昭和43年企業管理規程第3号)

広陵町水道事業公印規程(昭和43年企業管理規程第5号)

広陵町水道事業文書規程(昭和43年企業管理規程第4号)

広陵町水道事業管理規程の形式を左横書きに改正する措置規程(昭和62年水道管理規程第6号)

広陵町企業出納員及び現金取扱員の使用する領収印に関する規程(平成18年水道管理規程第2号)

　第2章　人事・給与

広陵町企業職員の職の設置等に関する規程(昭和52年水道管理規程第6号)

水道事業管理者が職員の任免について町長の同意を得なければならない者等を定める規則(昭和43年規則第9号)

広陵町水道事業就業規程(昭和43年企業管理規程第8号)

広陵町水道局職員就業規程に規定する休日の特例に関する規程(平成元年水道管理規程第1号)

広陵町上下水道事業の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成29年条例第24号)

広陵町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第17号)

広陵町水道事業に従事する企業職員の給与に関する規程(昭和43年企業管理規程第2号)

　第3章　財　　務

広陵町水道事業契約規程(昭和43年企業管理規程第6号)

広陵町水道事業会計規程(平成26年水道管理規程第10号)

　第4章　給　　水

広陵町水道事業給水条例(昭和48年条例第12号)

施設分担金に関する規程(昭和51年水道管理規程第1号)

配水管工事分担金に関する規程(昭和43年企業管理規程第7号)

広陵町指定給水装置工事事業者規程(平成10年水道管理規程第2号)

広陵町水道事業給水条例施行規程(平成10年水道管理規程第1号)

広陵町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成24年条例第
15号)

広陵町上下水道事業経営審議会設置条例(平成29年条例第23号)

第13編　その他

　第1章　協議会

広陵町・香芝市共同中学校給食センター協議会規約(平成27年告示第54号)

　第2章　共同設置

北葛城郡公平委員会規約(昭和41年規約第1号)

葛城市・広陵町介護認定審査会共同設置規約(平成16年議決)

葛城市・広陵町障害程度区分判定審査会共同設置規約(平成18年議決)

　第3章　一部事務組合

葛城広域行政事務組合規約(平成3年議決)

山辺・県北西部広域環境衛生組合規約(平成28年県指令市町村第1040号)

奈良県葛城地区清掃事務組合規約(昭和38年議決)

国保中央病院組合規約(平成3年議決)

奈良県市町村総合事務組合規約(平成19年議決)

奈良県広域消防組合規約(平成26年県指令市町村第1020号)

奈良広域水質検査センター組合規約(平成6年議決)

　第4章　広域連合

奈良県後期高齢者医療広域連合規約(平成18年議決)


