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第１９号議案

消費税率及び地方消費税率の改定に伴う市民部関係条例の整備に関する

条例の制定について

消費税率及び地方消費税率の改定に伴う市民部関係条例の整備に関する条例

を次のように定めるものとする。

令和元年６月３日提出

豊川市長 山 脇 実

消費税率及び地方消費税率の改定に伴う市民部関係条例の整備に関する

条例

（豊川市大木会館条例の一部改正）

第１条 豊川市大木会館条例（平成１７年豊川市条例第５２号）の一部を次の

ように改正する。

第１２条第２項中「２，４７０円」を「２，５２０円」に改める。

（豊川市ボランティア・市民活動センター条例の一部改正）

第２条 豊川市ボランティア・市民活動センター条例（平成２３年豊川市条例

第２１号）の一部を次のように改正する。

別表中「３５，０２０円」を「３５，７００円」に、「２５，７５０円」

を「２６，２５０円」に、「２８，８４０円」を「２９，４００円」に、「

１４，４２０円」を「１４，７００円」に、「２０，６００円」を「２１，

０００円」に改める。

（豊川市自転車等の放置の防止に関する条例の一部改正）

第３条 豊川市自転車等の放置の防止に関する条例（平成２年豊川市条例第２

５号）の一部を次のように改正する。

第１５条第１項第１号中「１，０３０円」を「１，０５０円」に改め、同

項第２号中「１，５４０円」を「１，５６０円」に改める。

（豊川市文化会館条例の一部改正）

第４条 豊川市文化会館条例（昭和５２年豊川市条例第４０号）の一部を次の

ように改正する。
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別表第１中「２１，１６０」を「２１，５７０」に、「３８，５９０」を

「３９，３４０」に、「５０，０７０」を「５１，０４０」に、「５９，７

５０」を「６０，９１０」に、「８８，６６０」を「９０，３８０」に、「

９８，８５０」を「１００，７７０」に、「２８，９１０」を「２９，４７

０」に、「５９，７４０」を「６０，９００」に、「７８，９８０」を「８

０，５１０」に、「１０９，８１０」を「１１１，９４０」に、「１２４，

８５０」を「１２７，２７０」に、「８，６５０」を「８，８２０」に、「

１５，８６０」を「１６，１７０」に、「２０，２５０」を「２０，６４

０」に、「２４，５１０」を「２４，９９０」に、「３６，１１０」を「３

６，８１０」に、「４０，２９０」を「４１，０８０」に、「１１，６０

０」を「１１，８２０」に、「２４，５２０」を「２５，０００」に、「３

１，８５０」を「３２，４６０」に、「４４，７７０」を「４５，６４０」

に、「５０，７４０」を「５１，７２０」に、「４，１６０」を「４，２４

０」に、「５，２００」を「５，３００」に、「６，２４０」を「６，３６

０」に、「９，３６０」を「９，５４０」に、「１１，４４０」を「１１，

６６０」に、「１４，０４０」を「１４，３１０」に、「１，９５０」を「

１，９８０」に、「２，４３０」を「２，４８０」に、「２，９１０」を「

２，９７０」に、「４，３８０」を「４，４６０」に、「５，３５０」を「

５，４５０」に、「６，５６０」を「６，６９０」に、「１，５８０」を「

１，６１０」に、「１，９７０」を「２，０００」に、「２，３７０」を「

２，４１０」に、「３，５４０」を「３，６１０」に、「４，３４０」を「

４，４１０」に、「５，３３０」を「５，４３０」に、「２，３５０」を「

２，３９０」に、「４，０７０」を「４，１５０」に、「４，９４０」を「

５，０４０」に、「６，４２０」を「６，５４０」に、「９，０１０」を「

９，１９０」に、「１０，２４０」を「１０，４４０」に、「１，３５０」

を「１，３７０」に、「１，７３０」を「１，７６０」に、

「 「

1,980 3,080 を 2,020 3,130 に、
」 」

「３，７１０」を「３，７８０」に、「４，５６０」を「４，６５０」に、
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「２，８４０」を「２，９００」に、「３，８３０」を「３，９１０」に、

「４，４５０」を「４，５４０」に、「６，６７０」を「６，８１０」に、

「８，２８０」を「８，４５０」に、「１０，０２０」を「１０，２２０」

に、「１，１１０」を「１，１３０」に、「１，６１０」を「１，６４０」

「 「
に、 1,980 2,720 を 2,020 2,770 に、

」 」

「３，５８０」を「３，６６０」に、「４，２３０」を「４，３１０」に、

「

1,980 2,460 2,960 を
」

「
2,020 2,510 3,010 に、

」

「４，４４０」を「４，５３０」に、「５，４２０」を「５，５２０」に、

「６，６６０」を「６，７９０」に、「６２０」を「６３０」に、「７３

０」を「７４０」に、「８７０」を「８８０」に、「１，６００」を「１，

６２０」に、「２，０００」を「２，０４０」に、

「 「
1,980 2,460 2,010 2,500

2,220 2,220 を 2,260 2,260 に、

2,220 2,220 2,260 2,260

」 」

「３，０００」を「３，０５０」に改める。

別表第２中「５，６８０」を「５，７８０」に、「９５０」を「９７０」

に、「５７０」を「５８０」に、「３８０」を「３９０」に、「３，７８

０」を「３，８５０」に、「１，９００」を「１，９３０」に、「４，７４

０」を「４，８３０」に、「７４０」を「７６０」に、「２，４６０」を「

２，５１０」に、「６，６３０」を「６，７６０」に、「１，２４０」を「

１，２６０」に、「２，３５０」を「２，３９０」に、「１，１２０」を「

１，１４０」に、「１，３２０」を「１，３４０」に、「２，８３０」を「

２，８９０」に、「４，１６０」を「４，２４０」に、「４，３５０」を「
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４，４３０」に、「２，６５０」を「２，７００」に、「９，８４０」を「

１０，０３０」に、「２４，６２０」を「２５，０９０」に、「４６０」を

「４７０」に、「２，４４０」を「２，４９０」に、「３，４００」を「

３，４６０」に、「３，０２０」を「３，０８０」に、「５，２９０」を「

５，４００」に、「１１，３７０」を「１１，５９０」に、「１，４６０」

を「１，４９０」に、「７２０」を「７３０」に、「１，５００」を「１，

５３０」に、「２，６２０」を「２，６７０」に、「１，７４０」を「１，

７７０」に、「８８０」を「８９０」に、「１，０９０」を「１，１１０」

に、「１，１６０」を「１，１９０」に改める。

（豊川市音羽文化ホール条例の一部改正）

第５条 豊川市音羽文化ホール条例（平成１９年豊川市条例第４０号）の一部

を次のように改正する。

別表第１中「５，５００」を「５，６００」に、「９，１８０」を「９，

３５０」に、「１１，８８０」を「１２，１００」に、「１４，５８０」を

「１４，８５０」に、「２０，９５０」を「２１，３５０」に、「２３，８

５０」を「２４，３１０」に、「６，６００」を「６，７２０」に、「１

１，０２０」を「１１，２２０」に、「１４，２６０」を「１４，５３０」

に、「１７，５００」を「１７，８４０」に、「２５，１４０」を「２５，

６５０」に、「２８，６２０」を「２９，１７０」に、「４１０」を「４２

０」に、「６２０」を「６３０」に、「１，３４０」を「１，３６０」に、

「２，６８０」を「２，７２０」に、「４，０２０」を「４，０８０」に、

「８２０」を「８４０」に、「１，６５０」を「１，６８０」に、「２，４

７０」を「２，５２０」に、「１，２４０」を「１，２６０」に、「１，８

５０」を「１，８９０」に改める。

別表第２中「１，９４０」を「１，９８０」に、「１，０４０」を「１，

０６０」に、「５８０」を「５９０」に、「１，０３０」を「１，０５０」

に、「１，２２０」を「１，２４０」に、「１，４６０」を「１，４９０」

に、「１，３７０」を「１，４００」に、「１，０９０」を「１，１１０」

に、「５９０」を「６００」に、「２，９６０」を「３，０００」に、「５

６０」を「５７０」に、「５，５００」を「５，６１０」に改める。
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（豊川市御津文化会館条例の一部改正）

第６条 豊川市御津文化会館条例（平成１９年豊川市条例第４１号）の一部を

次のように改正する。

別表第１アの表中「６，４９０」を「６，６１０」に、「１０，８２０」

を「１１，０２０」に、「１４，０６０」を「１４，３３０」に、「１７，

３００」を「１７，６３０」に、「２４，８７０」を「２５，３５０」に、

「２８，２２０」を「２８，７７０」に、「７，７９０」を「７，９３０」

に、「１２，９８０」を「１３，２２０」に、「１６，８７０」を「１７，

１９０」に、「２０，７６０」を「２１，１５０」に、「２９，８４０」を

「３０，４１０」に、「３３，８６０」を「３４，５２０」に、「１５０」

を「１６０」に、「４１０」を「４２０」に、「６７０」を「６８０」に、

「８２０」を「８３０」に改め、同表イの表中「４２０」を「４３０」に、

「３２０」を「３３０」に、「２７０」を「２８０」に改め、同表ウの表中

「２，３７０円」を「２，４１０円」に、「３６０円」を「３７０円」に改

める。

別表第２中「２，１９０」を「２，２３０」に、「１，０４０」を「１，

０６０」に、「５８０」を「５９０」に、「４９０」を「５００」に、「

１，１６０」を「１，１７０」に、「１，３８０」を「１，４１０」に、「

６４０」を「６５０」に、「１，６５０」を「１，６８０」に、「１，５４

０」を「１，５６０」に、「１，２２０」を「１，２４０」に、「３，３３

０」を「３，３９０」に、「６００」を「６１０」に、「９９０」を「１，

０１０」に、「８４０」を「８６０」に、「５６０」を「５７０」に、「３

９０」を「４００」に、「３００」を「３１０」に、「２，６２０」を「

２，６７０」に、「２，０２０」を「２，０６０」に、「７２０」を「７３

０」に、「７７０」を「７８０」に改め、同表備考第４項中「１，０４０

円」を「１，０６０円」に改める。

（豊川市小坂井文化会館条例の一部改正）

第７条 豊川市小坂井文化会館条例（平成２１年豊川市条例第３９号）の一部

を次のように改正する。

別表第１中「８，３９０」を「８，５６０」に、「１４，５８０」を「１
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４，８７０」に、「１９，０００」を「１９，３７０」に、「２２，９８

０」を「２３，４３０」に、「３３，５９０」を「３４，２４０」に、「３

７，８００」を「３８，５３０」に、「１０，４００」を「１０，６００」

に、「１７，８００」を「１８，１４０」に、「２１，９４０」を「２２，

３６０」に、「２８，１９０」を「２８，７４０」に、「３９，７３０」を

「４０，５００」に、「４５，１２０」を「４５，９９０」に、「４１０」

を「４２０」に、「７３０」を「７４０」に、「９４０」を「９５０」に、

「１，１５０」を「１，１８０」に、「１，６７０」を「１，６９０」に、

「２，０９０」を「２，１３０」に、「２，５８０」を「２，６２０」に、

「１，７８０」を「１，８２０」に、「２，５１０」を「２，５６０」に、

「３，１４０」を「３，２００」に、「４，３００」を「４，３８０」に、

「５，６５０」を「５，７６０」に、「６，７００」を「６，８２０」に、

「１，５７０」を「１，６００」に、「１，８８０」を「１，９２０」に、

「２，７２０」を「２，７８０」に、「３，４５０」を「３，５２０」に、

「４，１２０」を「４，２００」に、「８３０」を「８５０」に、「１，２

６０」を「１，２８０」に、「１，６８０」を「１，７１０」に、「２，９

４０」を「２，９９０」に、「３，４００」を「３，４６０」に、「１，３

６０」を「１，３９０」に、「２，３００」を「２，３４０」に、「３，０

４０」を「３，１００」に、「３，６１０」を「３，６７０」に、「１，０

４０」を「１，０６０」に改める。

別表第２中「２，４３０」を「２，４８０」に、「３，５５０」を「３，

６２０」に、「８４０」を「８６０」に、「６００」を「６１０」に、「

２，６２０」を「２，６７０」に、「１５０」を「１６０」に、「１，０４

０」を「１，０６０」に、「１，０１０」を「１，０３０」に、「５８０」

を「５９０」に、「４９０」を「５００」に、「２７０」を「２８０」に、

「１，２９０」を「１，３１０」に、「１，５３０」を「１，５６０」に、

「７１０」を「７３０」に、「１，８３０」を「１，８６０」に、「７７

０」を「７９０」に、「１，７１０」を「１，７４０」に、「１，３６０」

を「１，３９０」に、「１，５４０」を「１，５６０」に、「１２０」を「

１３０」に、「７４０」を「７６０」に、「１３０」を「１４０」に、「
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３，７００」を「３，７７０」に、「９９０」を「１，０１０」に、「５６

０」を「５７０」に、「３９０」を「４００」に、

「 「
300 310

を に、
5,500 5,610

」 」
「４１０」を「４２０」に、「２，０２０」を「２，０６０」に、「７２

０」を「７３０」に改め、同表備考第２項中「１，０４０円」を「１，０６

０円」に改める。

（豊川市桜ヶ丘ミュージアム条例の一部改正）

第８条 豊川市桜ヶ丘ミュージアム条例（平成２６年豊川市条例第２６号）の

一部を次のように改正する。

別表第１アの表中「６，７３０」を「６，８６０」に、「１，０５０」を

「１，０７０」に、「２，９７０」を「３，０３０」に、「４６０」を「４

７０」に、「１，４２０」を「１，４５０」に、「４，６２０」を「４，７

１０」に、「７２０」を「７３０」に、「２，９２０」を「２，９８０」

に、「３，５１０」を「３，５８０」に、「５５０」を「５６０」に改め、

同表イの表中「１，９５０」を「１，９９０」に、「２，４３０」を「２，

４８０」に、「２，９１０」を「２，９７０」に、「４，３８０」を「４，

４７０」に、「５，３５０」を「５，４５０」に、「６，５６０」を「６，

７００」に、「９７０」を「９９０」に、「１，２２０」を「１，２４０」

に、「１，４６０」を「１，４９０」に、「２，１８０」を「２，２３０」

に、「２，６８０」を「２，７３０」に、「３，２９０」を「３，３５０」

に、「１，５１０」を「１，５４０」に、「１，８１０」を「１，８５０」

に、「２，７３０」を「２，７８０」に、「３，３３０」を「３，３９０」

に、「４，０９０」を「４，１７０」に、「２，６５０」を「２，７００」

に、「３，５２０」を「３，５９０」に、「４，４１０」を「４，５００」

に、「６，１７０」を「６，２９０」に、「７，９３０」を「８，０９０」

に、「９，５２０」を「９，７１０」に改める。

別表第２中「７２０」を「７３０」に、「６２０」を「６３０」に改め
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る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、附則第４項の規

定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後のそれぞれの条例（以下「新条例」という。）の使

用料又は利用料金に関する規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後にそれぞれの施設を利用する者について適用し、施行日前にそ

れぞれの施設を利用する者については、なお従前の例による。

３ 施行日以後に豊川市ボランティア・市民活動センター、豊川市文化会館、

豊川市音羽文化ホール、豊川市御津文化会館、豊川市小坂井文化会館又は豊

川市桜ヶ丘ミュージアムを利用する者であって、令和元年７月１日前に利用

許可の申請をしたものについては、前項の規定にかかわらず、なお従前の例

による。

４ 新条例の規定によるそれぞれの施設の使用料又は利用料金の徴収及び指定

管理者が利用料金を定めるために必要な手続その他の行為は、施行日前にお

いても行うことができる。

理 由

この案を提出するのは、消費税率及び地方消費税率の改定に伴い、利用者等

の負担の適正化を図るため、市民部が所管する施設の使用料等を改定する必要

があるからである。


