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令和元年第３回定例会（第３号） 

 
令和元年９月１２日（木曜日）午前１０時００分開議   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○議事日程 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 議案第４６号 七飯町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につい

て 

 日程第 ３ 議案第４７号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する

条例の制定について 

 日程第 ４ 議案第４８号 消費税法及び地方税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の

制定について 

 日程第 ５ 議案第４９号 七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について 

 日程第 ６ 議案第５０号 七飯町税条例の一部改正について 

 日程第 ７ 議案第５１号 七飯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の一

部改正について 

 日程第 ８ 議案第５２号 七飯町特定教育・保育及び特定地域型保育に係る利用者負担に関する条

例の一部改正について 

 日程第 ９ 議案第５３号 七飯町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部改正について 

 日程第１０ 議案第５４号 令和元年度七飯町一般会計補正予算（第５号） 

 日程第１１ 議案第５５号 令和元年度七飯町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 日程第１２ 議案第５６号 令和元年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第１３ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第１４ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第１５ 諮問第 ３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 日程第１６ 報告第 ６号 平成３０年度七飯町健全化判断比率について 

 日程第１７ 報告第 ７号 平成３０年度七飯町水道事業資金不足比率について 

 日程第１８ 報告第 ８号 平成３０年度七飯町下水道事業資金不足比率について 

 日程第１９ 報告第 ９号 平成３０年度七飯町土地造成事業資金不足比率について 

 日程第２０ 認定第 １号 平成３０年度七飯町一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第２１ 認定第 ２号 平成３０年度七飯町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第２２ 認定第 ３号 平成３０年度七飯町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第２３ 認定第 ４号 平成３０年度七飯町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第２４ 認定第 ５号 平成３０年度七飯町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第２５ 認定第 ６号 平成３０年度七飯町土地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第２６ 認定第 ７号 平成３０年度七飯町水道事業会計決算認定について 

 日程第２７ 選挙第 ８号 選挙管理委員の選挙 

 日程第２８ 選挙第 ９号 選挙管理委員補充員の選挙 

   ────────────────────────────────────────── 

○出席議員（１８名） 

    議  長 １８番  木 下   敏      副 議 長 １７番  青 山 金 助 
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          １番  横 田 有 一            ２番  神 﨑 和 枝  

          ３番  平 松 俊 一            ４番  池 田 誠 悦  

          ５番  田 村 敏 郎            ６番  稲 垣 明 美  

          ７番  畑 中 静 一            ８番  長谷川 生 人  

          ９番  上 野 武 彦           １０番  坂 本   繁  

         １１番  澤 出 明 宏           １２番  中 島 勝 也  

         １３番  川 村 主 税           １４番  中 川 友 規  

         １５番  若 山 雅 行           １６番  川 上 弘 一  

────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条の規定により本会議に出席を求めた説明員 

   町       長  中 宮 安 一 

   ────────────────────────────────────────── 

○町長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 

   副   町   長  宮 田   東     総 務 部 長           釣 谷 隆 士  

   民 生 部 長           杉 原   太     経 済 部 長           青 山 芳 弘  

   総務部総務財政課長  俉 楼   司     総務部情報防災課長  若 山 みつる  

   総務部政策推進課長  中 村 雄 司     総 務 部 税 務 課 長           広 部 美 幸  

   会計課長兼経済部水道課参事           青 山 栄久雄     民 生 部 住 民 課 長           清 野 真 里  

   民生部環境生活課長  磯 場 嘉 和     民 生 部 福 祉 課 長           村 山 德 收  

   民生部子育て健康支援課長           岩 上   剛     経済部商工観光課長           福 川 晃 也  

   経済部農林水産課長  川 島 篤 実     経 済 部 土 木 課 長           佐々木 陵 二  

   経済部都市住宅課長  寺 谷 光 司     経 済 部 水 道 課 長           笠 原 泰 之  

   ────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条の規定により本会議に出席を求めた説明員 

   教 育 長           與 田 敏 樹 

   ────────────────────────────────────────── 

○教育長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 

   教 育 次 長           扇 田   誠     学 校 教 育 課 長           竹 内 圭 介 

   生 涯 教 育 課 長           北 村 公 志     学校給食センター長           柴 田   憲 

   スポーツ振興課長           川 崎   元 

────────────────────────────────────────── 

○農業委員会会長の委任を受けたもので出席を求めた説明員 

   事 務 局 長           田 中 正 彦 

────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条の定により本会議に出席を求めた説明員 

   監 査 委 員           永 田 英 利 

   ────────────────────────────────────────── 

○本会議の書記 

   事 務 局 長           関 口 順 子     書       記  妹 尾 洋 兵 

   書       記  佐々木 宏 美 

   ────────────────────────────────────────── 

○会議規則第１１６条の規定により指名された会議録署名議員 
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          １５番  若 山 雅 行           １６番  川 上 弘 一 
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午前１０時００分 開議 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） ただいまから、令和元年

第３回七飯町議会定例会の本日の会議を開きま

す。 

  ─────────────────── 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１ 会議録署名議

員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員として、 

１５番  若 山 雅 行 議員   

１６番  川 上 弘 一 議員   

以上２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第２ 

議案第４６号 七飯町会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の制定 

について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 議案第４６号

七飯町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の制定についてを議題といたしま

す。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、議案

第４６号七飯町会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例の制定について、提案説明

申し上げます。 

 御提案いたします議案は、地方公務員法及び

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

い、地方公務員の臨時・非常勤職員について、

特別職の任用及び臨時的任用の適正化を確保し

並びに一般職の会計年度任用職員の任用等に関

する制度の明確化を図るとともに、会計年度任

用職員に対する給付について、条例により規定

を整備するものでございます。 

 それでは、議案に沿って説明を申し上げま

す。 

 この条例は、第１章が総則であり第１条から

第３条、第２章フルタイム会計年度任用職員の

給与が第４条から第１１条、第３章パートタイ

ム会計年度任用職員の給与が第１２条から２１

条、第４章パートタイム会計年度任用職員の費

用弁償が第２２条及び第２３条、第５章雑則が

第２４条から第２６条、以上から成り立つ条例

でございます。 

 第１章でございます。第１章総則です。 

 第１条は趣旨の規定で、この条例は地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」

という。）第２４条第５項並びに地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２第

５項及び第２０４条第３項の規定に基づき、法

第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職

員（以下「会計年度任用職員」という。）の給

与及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 第２条は定義の規定で、この条例において次

の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによるものです。 

 第１号フルタイム会計年度任用職員、法第２

２条の２第１項第２号に掲げる職員をいう。 

 第２号パートタイム会計年度任用職員、法第

２２条の２第１項第１号に掲げる職員をいう。 

 第３条は会計年度任用職員の給与の規定で、

この条例において「給与」とは、フルタイム会

計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、

特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、

夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をい

い、パートタイム会計年度任用職員にあって

は、報酬及び期末手当をいう。 

 第２項、給与は、他の条例に規定する場合を

除くほか、現金で支払わなければならない。た

だし、会計年度任用職員からの申し出があった

ときは、口座振替の方法により支払うことがで

きる。 

 第３項、公務について生じた実費の弁償は、

給与には含まれない。 

 続きまして第２章フルタイム会計年度任用職

員の給与でございます。 
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 第４条は給料の規定で、フルタイム会計年度

任用職員の給料については、職員の給与に関す

る条例（昭和２４年条例第７号。以下「給与条

例」という。）第５条第１項の規定を準用す

る。 

 第５条は職務の級の規定で、フルタイム会計

年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その

複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条

において準用する給与条例第５条第１項に規定

する給料表（以下「給料表」という。）に定め

る職務の級に分類するものとし、その分類の基

準となるべき職務の内容は、別表に定めるとお

りとする。 

 第２項、フルタイム会計年度任用職員の職務

の級は、別表に従い任命権者（法第６条第１項

に規定する任命権者及びその委任を受けた者を

いう。第８条第２項を除き、以下同じ。）が決

定する。 

 第６条は号俸の規定で、新たに給料表の適用

を受けるフルタイム会計年度任用職員となった

者の号俸は、規則で定める基準に従い任命権者

が決定する。 

 第７条は給与の支給の規定で、給与条例第７

条及び第８条の規定は、フルタイム会計年度任

用職員について準用する。この場合において、

同条第３項中「勤務時間条例第３条第１項に規

定する週休日」とあるのは「当該フルタイム会

計年度任用職員について定められた週休日」と

読みかえるものとする。 

 第８条は期末手当の規定で、給与条例第１４

条の４から第１４条の６までの規定は、任期が

６月以上のフルタイム会計年度任用職員につい

て準用する。 

 第２項、任期が６月に満たないフルタイム会

計年度任用職員の一会計年度内における会計年

度任用職員としての任期の合計が６月以上に

至ったとき（任命権者を同じくする場合に限

る。次項並びに第１８条第２項及び第３項にお

いて同じ。）は、当該フルタイム会計年度任用

職員は、当該会計年度において、前項の任期が

６月以上のフルタイム会計年度任用職員とみな

す。 

 第３項、６月に期末手当を支給する場合にお

いて、前会計年度の末日まで会計年度任用職員

として任用され、同日の翌日にフルタイム会計

年度任用職員として任用された者の任期（６月

未満のものに限る。）と、前会計年度における

任期（前会計年度の末日を含む期間の任用に係

るものに限る。）との合計が６月以上に至った

ときは、第１項の任期が６月以上のフルタイム

会計年度任用職員とみなす。 

 第９条は勤務１時間当たりの給与額の算出の

規定で、次条並びに第１１条において準用する

給与条例第１２条、第１３条及び第１４条の規

定する勤務１時間当たりの給与額は、給料の月

額に１２を乗じ、その額を当該フルタイム会計

年度任用職員について定められた１週間当たり

の勤務時間に５２を乗じたものから規則で定め

る時間を減じたもので除して得た額とする。 

 第１０条は給与の減額の規定で、フルタイム

会計任用職員が定められた勤務時間中に勤務し

ないときは、国民の祝日に関する法律（昭和２

３年法律第１７８号）による休日（職員の勤務

時間、休暇等に関する条例（平成６年条例第１

８号。以下「勤務時間条例」という。）第１０

条第１項の規定により代休日を指定されて、当

該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務し

たフルタイム会計年度任用職員にあっては、当

該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休

日」をいう。）または勤務時間条例第９条に規

定する年末年始の休日（勤務時間条例第１０条

第１項の規定により代休日を指定されて、当該

休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した

フルタイム会計年度任用職員にあっては、当該

休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日」

という。）である場合、有給の休暇による場合

その他任命権者が定める場合を除き、その勤務

しない１時間につき、前条に規定する勤務１時

間当たりの給与額を減額する。 

 第１１条は給与条例の準用の規定で、給与条

例第９条の３、第９条の４、第１２条、第１３

条、第１４条及び第１４条の２の規定は、フル

タイム会計年度任用職員について準用する。 

 第３章はパートタイム会計年度任用職員の給
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与です。 

 第１２条はパートタイム会計年度任用職員の

報酬の規定で、月額で報酬を定めるパートタイ

ム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額

に、当該パートタイム会計年度任用職員につい

て定められた１週間当たりの勤務時間を勤務時

間条例第２条第１項に規定する勤務時間で除し

て得た数を乗じて得た額（１円未満の端数があ

るときは、その端数を切り捨てた額。以下この

条において同じ。）とする。 

 第２項、日額で報酬を定めるパートタイム会

計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を２１

で除して得た額に、当該パートタイム会計年度

任用職員について定められた１日当たりの勤務

時間を７.７５で除して得た数を除して得た額と

する。 

 第３項、時間額で報酬を定めるパートタイム

会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を１

６２.７５で除して得た額とする。 

 第４項、前３項の基準月額とは、これらの規

定に規定するパートタイム会計年度任用職員の

１週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例

第２条第１項に規定する勤務時間と同一である

とした場合に、その者の職務の内容及び責任、

職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験

等に照らして第４条から第６条までの規定を適

用して得た額とする。 

 第１３条は特殊勤務にかかる報酬の規定で、

給与条例第９条の３第１項に規定する業務に従

事することを命ぜられたパートタイム会計年度

任用職員には、同条第２項の例により計算して

得た額の報酬を支給する。 

 第１４条は時間外勤務に係る報酬の規定で、

パートタイム会計年度任用職員について定めら

れた勤務時間（以下「正規の勤務時間」とい

う。）以外の時間に勤務することを命ぜられた

当該パートタイム会計年度任用職員に対して、

その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時

間について、報酬を支給する。 

 第２項、前項に規定する報酬の額は、勤務１

時間につき第２０条第１項に規定する勤務１時

間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間

にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ

１００分の１２５から１００分の１５０までの

範囲内で規則で定める割合（その勤務が午後１

０時から翌日の午前５時までの間である場合

は、その割合は１００分の２５を加算した割

合）を乗じて得た額とする。ただし、パートタ

イム会計年度任用職員が第１号に掲げる勤務で

正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、

その勤務の時間とその勤務をした日における正

規の勤務時間との合計が７時間４５分に達する

までの間の勤務にあっては、同項に規定する勤

務１時間当たりの報酬に１００分の１００(その

勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間

である場合は、１００分の１２５）を乗じて得

た額とする。  

 第１号、正規の勤務時間が割り振られた日

（次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給

されることとなる日を除く。）における勤務。 

 第２号、前号に掲げる勤務以外の勤務。 

 第３項、前２項の規定にかかわらず、週休日

の振かえにより、あらかじめ割り振られた１週

間の正規の勤務時間（以下この項において「割

振り変更前の正規の勤務時間」という。）を超

えて勤務することを命ぜられたパートタイム会

計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤

務時間を超えて勤務した全時間（次条の規定に

より休日勤務に係る報酬が支給されることとな

る時間を除く。）に対して、勤務１時間につ

き、第２０条第１項に規定する勤務１時間当た

りの報酬額に１００分の２５から１００分の５

０までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得

た額を報酬として支給する。ただし、パートタ

イム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の

勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の

時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計

が３８時間４５分に達するまでの間の勤務につ

いては、この限りでない。 

 第４項、次に掲げる時間の合計が１カ月につ

いて６０時間を超えたパートタイム会計年度任

用職員には、その６０時間を超えて勤務した全

時間に対して、前３項の規定にかかわらず、勤

務１時間につき、第２０条第１項に規定する勤
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務１時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる

区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて

得た額を時間外勤務に係る報酬として支給す

る。 

 第１号、第１項の勤務の時間、１００分の１

５０（その時間が午後１０時から翌日の午前５

時までの間である場合は、１００分の１７

５。） 

 第２号、前項の勤務（同項ただし書きの勤務

を除く。）の時間（次条の規定により休日勤務

に係る報酬が支給されることとなる時間を除

く。）１００分の５０。 

 第１５条は休日勤務に係る報酬の規定で、祝

日法による休日（代休日を指定されて、当該休

日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した

パートタイム会計年度任用職員にあっては、当

該休日にかわる代休日。以下この章において

「祝日法による休日等」という。）及び年末年

始の休日（代休日を指定されて、当該休日に割

り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタ

イム会計年度任用職員にあっては、当該休日に

かわる代休日。以下この章において「年末年始

の休日等」という。）において、正規の勤務時

間中に勤務することを命ぜられたパートタイム

会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中

に勤務した全時間に対して報酬を支給する。 

 第２項、前項に規定する報酬の額は、勤務１

時間につき、第２０条第１項に規定する勤務１

時間当たりの報酬額に１００分の１２５から１

００分の１５０までの範囲内で規則で定める割

合を乗じて得た額とする。 

 第３項、第１項の規定にかかわらず、休日に

勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する

時間を、他の日に勤務させないこととされた

パートタイム会計年度任用職員のその休日の勤

務に対しては、同項に規定する報酬を支給しな

い。 

 第１６条は夜間勤務に係る報酬の規定で、正

規の勤務時間として、午後１０時から翌日の午

前５時までの間に勤務することを命ぜられた

パートタイム会計年度任用職員には、その間に

勤務した全時間に対して、報酬を支給する。 

 第２項、前項に規定する報酬の額は、勤務１

時間につき第２０条第１項に規定する勤務１時

間当たりの報酬額に１００分の１２５を乗じて

得た額とする。 

 第１７条は報酬の端数処理の規定で、前３条

の規定により勤務１時間につき、支給する報酬

の額及び第２１条に規定する勤務１時間当たり

の報酬額を算定する場合において、当該額に、

５０銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨

て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときは

これを１円に切り上げるものとする。 

 第１８条は期末手当の規定で、給与条例第１

４条の４から第１４条の６までの規定は、任期

が６月以上のパートタイム会計年度任用職員

（１週間当たりの勤務時間が著しく短い者とし

て規則で定めるものを除く。以下この条におい

て同じ。）について準用する。この場合におい

て、同条例第１４条の３第３項中「それぞれの

基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっ

ては、退職し、又は死亡した日現在）において

職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並び

にこれらに対する地域手当の月額の合計額」と

あるのは、「それぞれその基準日（退職し、若

しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、

退職し、若しくは失職し、又は死亡した日）以

前６カ月以内のパートタイム会計年度任用職員

としての在職期間における報酬（フルタイム会

計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定め

る額を除く。）の１月当たりの平均額」と読み

かえるものとする。 

 第２項、任期が６月に満たないパートタイム

会計年度任用職員の一会計年度内における会計

年度任用職員としての任期の合計が６月以上に

至ったときは、当該パートタイム会計年度任用

職員は、当該会計年度において、前項の任期が

６月以上のパートタイム会計年度任用職員とみ

なす。 

 第３項、６月に期末手当を支給する場合にお

いて、前会計年度の末日まで会計年度任用職員

として任用され、同日の翌日にパートタイム会

計年度任用職員として任用された者の任期（６

月未満のものに限る。）と前会計年度における
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任期（前会計年度の末日を含む期間の任用に係

るものに限る。）との合計が６月以上に至った

ときは、第１項の任期が６月以上のパートタイ

ム会計年度任用職員とみなす。 

 第１９条は報酬の支給の規定で、報酬は、月

の１日から末日までを計算期間とし、規則で定

める期日に支給する。 

 第２項、日額又は時間額により報酬が定めら

れたパートタイム会計年度任用職員に対して

は、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報

酬を支給する。 

 第３項、月額により報酬が定められたパート

タイム会計年度任用職員に対しては、当該パー

トタイム会計年度任用職員となった日から退職

した日までの報酬を支給する。ただし、死亡に

より退職した場合は、その月の末日までの報酬

を支給する。 

 第４項、前項の規定により報酬を支給する場

合であって、月の１日から支給するとき以外の

とき、又は月の末日まで支給するとき以外のと

きは、その報酬額は、その月の現日数から当該

パートタイム会計年度任用職員について定めら

れた週休日の日数を差し引いた日数を基礎とし

て日割りによって計算する。 

 第２０条は勤務１時間当たりの報酬額の規定

で、第１４条から第１６条までに規定する勤務

１時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める額とする。 

 第１号、月額による報酬。第１２条第１項の

規定により計算して得た額に１２を乗じて得た

額を当該パートタイム会計年度任用職員につい

て定められた１週間当たりの勤務時間に５２を

乗じたものから規則で定める時間を減じたもの

で除して得た額。 

 第２号、日額による報酬。第１２条第２項の

規定により計算して得た額を当該パートタイム

会計年度任用職員について定められた１日当た

りの勤務時間で除して得た額。 

 第３号、時間額による報酬。第１２条第３項

の規定により計算して得た額。 

 第２項、次条に規定する勤務１時間当たりの

報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める額とする。 

 第１号、月額による報酬。第１２条第１項の

規定により計算して得た額に１２を乗じて得た

額を当該パートタイム会計年度任用職員につい

て定められた１週間当たりの勤務時間に５２を

乗じたもので除して得た額。 

 第２号、日額による報酬。前項第２号の規定

により計算して得た額。 

 第２１条は報酬の減額の規定で、月額により

報酬を定められているパートタイム会計年度任

用職員が正規の勤務時間中に勤務しないとき

は、祝日法による休日等又は年末年始の休日等

である場合、有給の休暇による場合その他任命

権者が定める場合を除き、その勤務しない１時

間につき、前条第２項第１号に規定する勤務１

時間当たりの報酬額を減額する。 

 第２項、日額により報酬を定められている

パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時

間中に勤務しないときは、有給の休暇による場

合その他任命権者が定める場合を除き、その勤

務しない１時間につき、前条第２項第２号に規

定する勤務１時間当たりの報酬額を減額する。 

 第４章はパートタイム会計年度任用職員の費

用弁償でございます。 

 第２２条は通勤に係る費用弁償の規定で、

パートタイム会計年度任用職員が給与条例第９

条の４第１項各号に定める通勤手当の支給要件

に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給

する。 

 第２項、通勤に係る費用弁償の額（その支給

の単位となる一定の期間における通勤の回数が

少ない者についての減額の措置を含む。）、支

給日及び返納については、常時勤務を要する職

を占める職員の例による。 

 第２３条は公務のための旅行に係る費用弁償

の規定で、パートタイム会計年度任用職員が公

務のための旅行に係る費用を負担するときは、

その旅行に係る費用弁償を支給する。 

 第２項、旅行に係る費用弁償の額は、七飯町

職員の旅費に関する条例（平成１１年条例第２

５号）の規定の適用を受ける職員の例による。

この場合において、パートタイム会計年度任用
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職員の職務の級は、給料表における２級以下に

相当するものとする。 

 第５章は雑則です。 

 第２４条は給与からの控除の規定で、給与条

例第４条の規定は、会計年度任用職員について

準用する。 

 第２５条は町長が特に必要と認める会計年度

任用職員の給与の規定で、この条例の規定にか

かわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に

必要と認める会計年度任用職員の給与について

は、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性

等を考慮し、任命権者が別に定める。 

 第２６条は委任の規定で、この条例の施行に

関し必要な事項は、規則で定める。 

 附則でございます。 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する

ものでございます。 

 次に、別表（第５条関係）でございます。 

 等級別基準職務表となってございます。職務

の級で、１級の基準となる職務は、定型的又は

補助的な業務を行う職務でございます。 

 ２級は、相当の知識又は経験を必要とする職

務となります。 

 提案説明は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議案となっております議案第４６号

七飯町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例の制定については、詳細な審査を要

することから、総務財政常任委員会に付託し、

あわせて閉会中の継続審査としたいと思います

が、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は総務財政常任委員会に付託

し、あわせて閉会中の継続審査とすることを決

定いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

議案第４７号 地方公務員法及び地方自治

法の一部改正に伴う関係条例の整備に 

関する条例の制定について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 議案第４７号

地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う

関係条例の整備に関する条例の制定についてを

議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 議案第４７号地

方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う関

係条例の整備に関する条例の制定について提案

説明いたします。 

 今回提案いたします議案は、地方公務員の臨

時・非常勤職員に係る給与等の統一的取り扱い

を定め、臨時・非常勤職員の適正な任用及び勤

務条件を確保するため、七飯町会計年度任用職

員の給与及び費用弁償に関する条例について上

程いたしましたが、その条例に伴い、関係条例

の整備が必要となることから、一括として改正

する条例提案をするものでございます。 

 それでは、議案関係資料の１ページの資料１

七飯町職員定数条例新旧対照表（第１条関係）

をごらんください。 

 七飯町職員定数条例の一部を次のように改正

いたします。 

 第１条中「臨時的任用者」を「臨時の職員

（臨時の職に関する場合において臨時的に任用

される職員に限る。）」に改めます。 

 次に、七飯町人事行政の運営等の状況の公表

に関する条例新旧対照表（第２条関係）でござ

います。 

 七飯町人事行政の運営等の状況の公表に関す

る条例の一部を次のように改正いたします。 

 第３条中、３行目の後段の「占める職員」の

次に「及び同法第２２条の２第１項第２号に掲

げる職員」を加えます。 

 次のページになります。 

 職員の分限についての手続及び効果に関する

条例新旧対照表（第３条関係）でございます。 
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 職員の分限に関する手続及び効果に関する条

例の一部を次のように改正いたします。 

 第３条第１項中「こえない」を「超えない」

に改め、同条第２項中「あつて」を「あって」

に改め、同条に次の１項を加えます。 

 第４項、法第２２条の２第１項に規定する会

計年度任用職員に対する第１項の規定の適用に

ついては、同項中「３年を超えない範囲内」と

あるのは「法第２２条の２第２項の規定に基づ

き任命権者が定める任期の範囲内」とする。 

 次に、職員の懲戒の手続及び効果に関する条

例新旧対照表（第４条関係）でございます。 

 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一

部を次のように改正いたします。 

 次ページになります。 

 第３条中「給料」の次に「の額（法第２２条

の２第１項第１号に掲げる職員については、七

飯町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例（令和 年条例第 号）第１２条第１

項から第３項までに規定する報酬の額）」を加

えます。 

 次に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例

新旧対照表（第５条関係）でございます。 

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

を次のように改正します。 

 第１９条の見出し中「非常勤職員」を「会計

年度任用職員」に改め、同条中「非常勤職員

（再任用短時間勤務職員を除く。）」を「地方

公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年

度任用職員」に改めます。 

 次のページになります。 

 職員の育児休業等に関する条例新旧対照表

（第６条関係）でございます。 

 職員の育児休業等に関する条例の一部を次の

ように改正いたします。 

 第７条第１項中、２行目後段にあります「し

ている職員」の次に「（地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規

定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用

職員」という。）を除く。）」を加えます。 

 第８条中、１行目の「した職員」の次に

「（会計年度任用職員を除く。）」を加えま

す。 

 第２１条中「職員」の次に「（会計年度任用

職員を除く。）」を加え、次のページになりま

す。同条に次の１項を加えます。 

 第２項、会計年度任用職員が部分休業の承認

を受けて勤務しない場合には、七飯町会計年度

任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令

和 年条例第 号。以下この項において「会計

年度任用職員給与条例」という。）第１０条及

び第２１条の規定にかかわらず、その勤務しな

い１時間につき、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める給与の額を減額して支給

する。 

 第１号、地方公務員法第２２条の２第１項第

２号に掲げる職員、会計年度任用職員給与条例

第９条に規定する勤務１時間当たりの給与額。 

 第２号、地方公務員法第２２条の２第１項第

１号に掲げる職員、会計年度任用職員給与条例

第２０条に規定する勤務１時間当たりの報酬

額。 

 次に、公益的法人等への七飯町職員の派遣等

に関する条例新旧対照表（第７条関係）でござ

います。 

 公益的法人等への七飯町職員の派遣等に関す

る条例の一部を次のように改正します。 

 第２条第２項第３号中「第２２条第１項」を

「第２２条」に改めます。 

 次のページになります。 

 職員の給与に関する条例新旧対照表（第８条

関係）でございます。 

 職員の給与に関する条例の一部を次のように

改正します。 

 第１６条を次のように改めます。 

 第１６条は、会計年度任用職員の給与で、法

第２２条の２第１項第に規定する会計年度任用

職員の給与については、この条例の規定にかか

わらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務

の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。 

 次に、七飯町職員の旅費に関する条例新旧対

照表（第９条関係）でございます。 

 七飯町職員の旅費に関する条例の一部を次の

ように改正します。 
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 次のページになります。 

 第１条中、２行目後段の「旅行する職員」の

次に「（非常勤職員（法第２８条の５第１項に

規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第

２２条の２第１項第２号に掲げる職員を除

く。）を除く。以下同じ。）」を加えます。 

 次に、企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例新旧対照表（第１０条関係）でございま

す。 

 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

の一部を次のように改正します。 

 第１６条を次のように改めます。 

 第１６条は、会計年度任用企業職員の給与

で、地方公務員法(昭和２５年法律第２６１号)

第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職

員として、任用される企業職員(次項において

「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種

類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定めるところによる。 

 第１号、地方公務員法第２２条の２第１項第

２号に掲げる職員として任用される企業職員、

給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手

当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手

当。 

 次のページになります。 

 第２号、地方公務員法第２２条の２第１項第

１号に掲げる職員として任用される企業職員、

報酬及び期末手当。 

 第２項、会計年度任用企業職員の給与の基準

については、七飯町会計年度任用職員の給与及

び費用弁償に関する条例（令和  年条例第 

号）の規定を準用する。 

 第１７条中「（昭和２５年法律第２６１

号）」を削ります。 

 議案に戻りまして、附則をごらんいただきた

いと思います。 

 この条例は、令和２年４月１日から施行す

る。 

 以上で、議案第４７号地方公務員法及び地方

自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について、提案説明を終わりま

す。よろしく御審議のほどお願い申し上げま

す。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 資料の３ページ。関係資

料の３ページ。 

 これについて、上のほうの職員の分限につい

て手続及び効果に関する条例新旧対照表という

のがあります。 

 この第３条なのですけれども、この中で、そ

の４項、法第２２条の２第１項に規定する会計

年度任用職員に対する第１項の規定の運用につ

いては、同項中「３年を超えない範囲内」とあ

るのは、「法第２２条の２第２項の規定に基づ

き任命権者が定める任期の範囲内とする」と、

こうあります。 

 ここにまず、法第２２条の２第２項の規定と

はどのような内容なのか、ちょっと説明をして

いただきたいなと思いますけれども。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時４２分 休憩 

────────────── 

午前１０時４６分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開

いたします。 

 総務財政課長の答弁より入ります。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 貴重な時間を費

やしてしまい、大変申しわけございませんでし

た。 

 法律の法第２２条の２の規定でございますけ

れども、会計年度の採用だとか、任期をうたっ

ているところでございます。２２条の２第２項

については、一会計年度を超えない範囲内で置

かれる非常勤職員等ということの規定となって

ございます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） そうしますと、この範囲

の職員ということは、１年単位ということで

しょうか。それについてちょっと。 
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○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 一会計年度とい

いますのは、４月から３月まで、１年間という

ことになります。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） これまで３年を超えない

範囲内の採用というのが臨時職という形で採用

されてきたわけです。それを一会計年度といい

ますと、それを３年間は続けられるということ

であったものを、この法改正によりまして、任

命権者が定める任期ということになるというこ

とになるのです。そうしますと、この任命権者

が定める任期というのは、制限がありませんの

で、無制限に採用が続けられるということなの

かどうか、確認したいと思います。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 答弁してまいり

ます。 

 一会計年度は、１年間でございますので、会

計年度のその任期というのは１年間となりま

す。ただ、その次の会計年度も選考により継続

して職員、採用することも可能でございますの

で、今の臨時職員、町で運用しているのは、

６カ月の雇用となってございますが、それはそ

の会計年度任用職員になった際には、１年間で

ございます。 

 ただし、翌会計年度についても、選考により

また引き続き、優秀な職員については、選考に

よりその次の会計年度についても勤務していた

だけるというのは可能でございますので、その

ように取り扱うことになっていきます。 

 以上でございます。 

○９番（上野武彦） 答弁、なっていないので

すけれども。 

○議長（木下 敏） 何年も使えるかというこ

とをはっきりしてください。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 大変申しわけご

ざいませんでした。 

 条例的にというか法律的には、１年ごとにな

りますけれども、それは、あとは１年ごとにま

た選抜、選考がございますけれども、そこの３

年だとか５年で終わりということではございま

せんので、その選考次第で何年も勤務できると

いうところでございます。 

 以上です。 

○９番（上野武彦） 答弁ちょっと違うのです

けれども、要するにこの条例改正によってどう

なるかということに聞いているのです。恐ら

く、条例改正前の話でしょう。 

○議長（木下 敏） もうちょっと、条例改正

前がこうで、条例改正後がこうで、その、今こ

れここにうたわれている任用職員というのは、

今の、今この制度前の臨時職員のことですよっ

てわかりやすく説明してください。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 大変説明が不十

分で、申しわけございませんでした。 

 今、臨時職員については、先ほども申し上げ

ましたが、雇用の期間６カ月、６カ月というこ

とで運用させていただいております。それが、

新しい制度になったときには、会計年度を年度

内ですから、４月から３月までが１回の任期に

なります。 

 ただし、翌年度についても、そこはその選

考、選抜試験はまた、今と同様行うことになり

ますけれども、その選抜選考試験を経て、また

継続的に職員となることは可能でございます。 

 その後の任期といいますか、１０年で任期が

終わりますよとかというものではありませんの

で、その毎年毎年会計年度が終わったたびにそ

の試験をして、雇用が続くかどうかというのは

選抜でございますので、そこでの整理となって

ございます。 

○９番（上野武彦） 議長、もう一度いいです

か。ちょっと、質問ではないですけれども、確

認するための発言。よろしいですか。 

 条例改正によっては、これを任命権者が定め

る任期にするというふうに書いているのです。

ということは、任命権者が定めると、これは今

まで半年とか何とかというのではなくて、もう

継続的に何年でも、任命権者が例えば３年、４

年、５年と定めれば、その任期で通すことがで
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きるということになるのかどうかというのを確

認したいのです。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） 法律的には、１

年ごとです。これは、任命権者が定めるのも１

年以内になります。例えば、私、今、４月から

３月までの１年間と申し上げましたが、事業に

よっては３カ月しか必要のない職員もいれば、

３カ月の任期となります。 

 ただし、今の臨時的任用職員については、１

年間の方が多いという現状でございます。その

方については、１年の任期を定めて、その１年

ごとに雇用するということですから、この新し

い法律によって３カ年の任期だとか１０年間の

任期を定めるというものではございません。１

年ごとの更新になるということで御理解いただ

きたいと思います。 

 以上です。 

○９番（上野武彦） わかりました。終わりま

す。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議案となっております議案第４７号

地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴う

関係条例の整備に関する条例の制定について

は、詳細な審査を要することから、総務財政常

任委員会に付託し、あわせて閉会中の継続審査

としたいと思いますが、これに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は総務財政常任委員会に付託

し、あわせて閉会中の継続審査とすることを決

定いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第４ 

議案第４８号 消費税法及び地方税法の一

部改正に伴う関係条例の整備に関する 

条例の制定について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第４ 議案第４８号

消費税法及び地方税法の一部改正に伴う関係条

例の整備に関する条例の制定についてを議題と

いたします。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、議案

第４８号消費税法及び地方税法の一部改正に伴

う関係条例の整備に関する条例の制定について

提案説明申し上げます。 

 御提案いたします議案は、１０月から実施さ

れる消費税及び地方消費税の増税に伴い、条例

の一部改正が必要となる３０の条例について、

一括して改正する条例提案を行うものでござい

ます。 

 それでは、議案関係資料の９ページの資料の

２七飯町手数料条例新旧対照表（第１条関係）

をごらんください。 

 七飯町手数料条例の一部を次のように改正い

たします。 

 別表３１の部（１）の項中、手数料額の欄の

額「１万５,５００円」を「１万５,６００円」

に、「２万９,５００円」を「２万９,６００

円」に、「５万２,８００円」を「５万２,９０

０円」に、「９万９,４００円」を「９万９,５

００円」に、「１４万６,０００円」を「１４万

６,２００円」に改め、次のページになります。

「１９万２,６００円」を「１９万２,８００

円」に、「２３万９,２００円」を「２３万９,

４００円」に、「３３万４,９００円」を「３３

万５,２００円」に改め、（２）の項中「２万１

００円」を「２万３００円」に、「３万８,８０

０円」を「３万８,９００円」に、「７万６,１

００円」を「７万６,２００円」に、「１３万

６,６００円」を「１３万６,８００円」に、

「２２万５００円」を「２２万８００円」に、

「２９万５,１００円」を「２９万５,４００

円」に改め、次のページになります。「３６万

９,６００円」を「３７万円」に、「５２万１,

３００円」を「５２万１,８００円」に改め、

（３）の項中「９万９,４００円」を「９万９,
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５００円」に、「１４万６,０００円」を「１４

万６,２００円」に、「２１万５,９００円」を

「２１万６,１００円」に、「２８万５,７００

円」を「２８万６,０００円」に、「４２万５,

５００円」を「４２万５,９００円」に、「５５

万６,０００円」を「５５万６,５００円」に、

「７１万４,５００円」を「７１万５,０００

円」に改め、次のページになります。「９５万

円」を「９５万７００円」に改め、３２の部の

款中「９５万円」を「９５万７００円」に改

め、（１）の項中「１,５００円」を「１,６０

０円」に、「２,９００円」を「３,０００円」

に、「９,９００円」を「１万円」に改め、

（２）の項中「２万９,４００円」を「２万９,

５００円」に改め、次のページになります。

「５万２,１００円」を「５万２,２００円」に

改め、（３）の項中「９,９００円」を「１万

円」に、「７万１,４００円」を「７万１,５０

０円」に、「９万５,０００円」を「９万５,１

００円」に改め、（４）アの項中「２万６,９０

０円」を「２万７,０００円」に、「５万２００

円」を「５万３００円」に、「９万６,８００

円」を「９万７,０００円」に改め、次のページ

になります。「１４万３,４００円」を「１４万

３,６００円」に、「１９万円」を「１９万２０

０円」に、「２３万６,６００円」を「２３万

６,８００円」に、「３２万９,８００円」を

「３３万１００円」に、イの項中「１万７,６０

０円」を「１万７,７００円」に、「３万６,２

００円」を「３万６,３００円」に、「７万３,

５００円」を「７万３,６００円」に、「１３万

４,１００円」を「１３万４,３００円」に、

「２１万８,０００円」を「２１万８,２００

円」に改め、次のページになります。「２９万

２,５００円」を「２９万２,８００円」に、

「３６万７,１００円」を「３６万７,４００

円」に、「５１万６,２００円」を「５１万６,

６００円」に、ウの項中「９万６,８００円」を

「９万７,０００円」に、「１４万３,４００

円」を「１４万３,６００円」に、「２１万３,

３００円」を「２１万３,５００円」に、「２８

万３,２００円」を「２８万３,５００円」に、

「４２万３,０００円」を「４２万３,３００

円」に、「５５万３,５００円」を「５５万３,

９００円」に、「７１万１,９００円」を「７１

万２,４００円」に改め、次のページになりま

す。「９４万４,９００円」を「９４万５,６０

０円」に改め、３３の部中「５万２,６００円」

を「５万２,７００円」に改め、３４の部中「３

万１,６００円」を「３万１,７００円」に改

め、３５の部中「１万６００円」を「１万７０

０円」に、「４万３,２００円」を「４万３,３

００円」に、「７万３,５００円」を「７万３,

６００円」に、「１０万１,５００円」を「１０

万１,６００円」に改め、３６の部の（３）その

他の場合の項中「１万８,６００円」を「１万

８,７００円」に改めます。 

○議長（木下 敏） 提案説明の途中ですが、

１時間たちましたので、暫時休憩したいと思い

ます。 

午前１１時００分 休憩 

────────────── 

午前１１時１３分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開

いたします。 

 議案第４８号消費税法及び地方税法の一部改

正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついての提案説明を続けます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、引き

続き提案説明申し上げます。 

 １７ページ、七飯町温泉使用料条例新旧対照

表（第２条関係）でございます。 

 七飯町温泉使用料条例の一部を次のように改

正いたします。 

 第５条の表の項中「８万７,４７０円」を８万

９,１００円」に改めます。 

 次に、七飯町文化の森障害学習施設条例新旧

対照表（第３条関係）でございます。 

 七飯町文化の森生涯学習施設条例の一部を次

のように改正いたします。 

 別表１、基本使用料の表の、次のページにな

ります。 

 パイオニアホール（大ホール）の平日の項中
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「１万５,７３０円」を「１万６,０３０円」

に、「２万９７０円」を「２万１,３７０円」

に、「２万９,３６０円」を「２万９,９１０

円」に、「６万６,０６０円」を「６万７,２９

０円」に、土日及び祝日の項中「１万８,８７０

円」を「１万９,２３０円」に、「２万９,３６

０円」を「２万９,９１０円」に、「３万３,５

５０円」を「３万４,１８０円」に、「８万１,

７８０円」を「８万３,３１０円」に改め、ス

ターホール（小ホール）の平日の項中「４,７１

０円」を「４,８１０円」に、「６,２９０円」

を「６,４２０円」に、「８,３９０円」を「８,

５５０円」に、「１万９,３９０円」を「１万

９,７７０円」に、土日及び祝日の項中「６,２

９０円」を「６,４２０円」に、「８,３９０

円」を「８,５５０円」に、「１万４８０円」を

「１万６９０円」に、「２万５,１６０円」を

「２万５,６５０円」に改め、リハーサル室の款

中「２,１００円」を「２,１５０円」に、「２,

９３０円」を「３,０００円」に、「３,４６０

円」を「３,５４０円」に、「８,４９０円」を

「８,６６０円」に改め、第１楽屋及び第２楽屋

の款中「６３０円」を「６５０円」に、「７５

０円」を「７７０円」に、「８８０円」を「９

１０円」に、「２,２６０円」を「２,３１０

円」に改め、第３楽屋の款中「３２０円」を

「３３０円」に、「３７０円」を「３９０円」

に、「４４０円」を「４５０円」に、「１,１３

０円」を「１,１６０円」に改め、美術室の款中

「８４０円」を「８６０円」に、「１,０５０

円」を「１,０８０円」に、「１,３７０円」を

「１,４００円」に、「３,２６０円」を「３,３

２０円」に改め、技工室及び陶芸室の款中「７

３０円」を「７５０円」に、「９５０円」を

「９７０円」に、「１,１５０円」を「１,１８

０円」に、「２,８３０円」を「２,９００円」

に改め、第１サークル室の款中「５２０円」を

「５４０円」に、「６９０円」を「７１０円」

に、「８４０円」を「８６０円」に、「２,０５

０円」を「２,０９０円」に改め、調理室の款中

「７３０円」を「７５０円」に、「９５０円」

を「９７０円」に、「１,１５０円」を「１,１

８０円」に、「２,８３０円」を「２,９００

円」に改め、赤松の款中「１ ,０５０円」を

「１,０８０円」に、「１,４６０円」を「１,５

００円」に、「１,６８０円」を「１,７２０

円」に、「４,１９０円」を「４,２８０円」に

改め、杉松庵の款中「５２０円」を「５４０

円」に、「６９０円」を「７１０円」に、「８

４０円」を「８６０円」に、「２,０５０円」を

「２,０９０円」に改め、大会議室の款中「２,

１００円」を「２,１５０円」に、「２,９３０

円」を「３,０００円」に、「３,４６０円」を

「３,５４０円」に、「８,４９０円」を「８,６

６０円」に改め、第２サークル室の款中「５２

０円」を「５４０円」に、「６９０円」を「７

１０円」に、「８４０円」を「８６０円」に、

「２,０５０円」を「２,０９０円」に改め、次

のページになります。小会議室の款中「４２０

円」を「４３０円」に、「５２０円」を「５４

０円」に、「６９０円」を「７１０円」に、

「１,６３０円」を「１,６７０円」に改め、エ

ントランスホール・ホワイエの款中「２,１００

円」を「２,１５０円」に、「２,９３０円」を

「３,０００円」に、「３,４６０円」を「３,５

４０円」に、「８,４９０円」を「８,６６０

円」に改め、展示ホールの款中「５,２４０円」

を「５,３５０円」に改め、別表２七飯町歴史館

使用料の表中の企画展示室の款中「２,０６０

円」を「２,１１０円」に改め、「２,８８０

円」を「２,９４０円」に改めます。 

 次に、公民館使用条例新旧対照表（第４条関

係）でございます。 

 公民館使用条例の一部を次のように改正しま

す。 

 別表公民館使用料の表中、次のページになり

ます。峠下公民館の集会所の夏期の項中「２１

０円」を「２２０円」に、「３２０円」を「３

３０円」に、「４３０円」を「４４０円」に、

「８６０円」を「８８０円」に改め、集会室の

冬期の項中「２７０円」を「２８０円」に、

「４３０円」を「４４０円」に、「５４０円」

を「５５０円」に、「１,０８０円」を「１,１

００円」に改め、第一研修室の夏期の項中「１
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６０円」を「１７０円」に、「２１０円」を

「２２０円」に、「２７０円」を「２８０円」

に、「５４０円」を「５５０円」に改め、第一

研修室の冬期の項中「２１０円」を「２２０

円」に、「２７０円」を「２８０円」に、「３

７０円」を「３９０円」に、「７５０円」を

「７７０円」に改め、第二研修室（Ａ）及び第

三研修室（Ｂ）の夏期の項中「１００円」を

「１１０円」に、「１６０円」を「１７０円」

に、「２１０円」を「２２０円」に、「４３０

円」を「４４０円」に改め、第二研修室（Ａ）

及び第三研修室（Ｂ）の冬期の項中「１６０

円」を「１７０円」に、「２１０円」を「２２

０円」に、「２７０円」を「２８０円」に、

「５４０円」を「５５０円」に改め、研修室

（Ａ）＋（Ｂ）及び調理室の夏期の項中「１６

０円」を「１７０円」に、「２１０円」を「２

２０円」に、「２７０円」を「２８０円」に、

「５４０円」を「５５０円」に改め、研修室

（Ａ）及び（Ｂ）及び調理室の冬期の項中「２

１０円」を「２２０円」に、「２７０円」を

「２８０円」に、「３７０円」を「３９０円」

に、「７５０円」を「７７０円」に改め、藤城

公民館の集会室の夏期の項中「２１０円」を

「２２０円」に、「３２０円」を「３３０円」

に、「４３０円」を「４４０円」に、「８６０

円」を「８８０円」に改め、集会室の冬期の項

中「２７０円」を「２８０円」に、「４３０

円」を「４４０円」に、「５４０円」を「５５

０円」に、「１,０８０円」を「１,１００円」

に改め、図書室の夏期の項中「１６０円」を

「１７０円」に、「２１０円」を「２２０円」

に、「２７０円」を「２８０円」に、「５４０

円」を「５５０円」に改め、図書室の冬期の項

中「２１０円」を「２２０円」に、「２７０

円」を「２８０円」に、「３７０円」を「３９

０円」に、「７５０円」を「７７０円」に改

め、研修室（Ａ）及び研修室（Ｂ）の夏期の項

中「１００円」を「１１０円」に、「１６０

円」を「１７０円」に、「２１０円」を「２２

０円」に、「４３０円」を「４４０円」に改

め、研修室（Ａ）及び研修室（Ｂ）の冬期の項

中「１６０円」を「１７０円」に、「２１０

円」を「２２０円」に、「２７０円」を「２８

０円」に、「５４０円」を「５５０円」に改

め、研修室（Ａ）＋（Ｂ）及び調理室の夏期の

項中「１６０円」を「１７０円」に、「２１０

円」を「２２０円」に、「２７０円」を「２８

０円」に、「５４０円」を「５５０円」に改

め、研修室（Ａ）＋（Ｂ）及び調理室の冬期の

項中「２１０円」を「２２０円」に、「２７０

円」を「２８０円」に、「３７０円」を「３９

０円」に、「７５０円」を「７７０円」に改め

ます。 

 次のページになります。 

 次に、七飯町体育センター条例新旧対照表

（第５条関係）でございます。 

 七飯町体育センター条例の一部を次のように

改正いたします。 

 別表中、第１体育館の夏期の項中「９,７２０

円」を「９,９００円」に、「１万６,２００

円」を「１万６,５００円」に、「１万５,１２

０円」を「１万５,４００円」に改め、第１体育

館の冬期の項中「１万２,９６０円」を「１万

３,２００円」に、「２万１,６００円」を「２

万２,０００円」に、「２万５２０円」を「２万

９００円」に改め、第２体育館の夏期の項中

「２,０５０円」を「２,０９０円」に、「３,４

５０円」を「３,５２０円」に、「３,２４０

円」を「３,３００円」に改め、第２体育館の冬

期の項中「２,７００円」を「２,７５０円」

に、「４,５３０円」を「４,６２０円」に、

「４,３２０円」を「４,４００円」に改め、第

３体育館の夏期の項中「６４０円」を「６６０

円」に、「１,１８０円」を「１,２１０円」

に、「１,０８０円」を「１,１００円」に改

め、第３体育館の冬期の項中「８６０円」を

「８８０円」に、「１,５１０円」を「１,５４

０円」に、「１,４００円」を「１,４３０円」

に改め、トレーニング室の夏期の項中「１,４０

０円」を「１,４３０円」に、「２,３７０円」

を「２,４２０円」に、「２,１６０円」を「２,

２００円」に改め、次のページになります。ト

レーニング室の冬期の項中「１,８３０円」を
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「１,８７０円」に、「３,１３０円」を「３,１

９０円」に、「２,８００円」を「２,８６０

円」に改めます。 

 次に、七飯町パークゴルフ場条例新旧対照表

（第６条関係）でございます。 

 七飯町パークゴルフ場条例の一部を次のよう

に改正いたします。 

 別表中、町民等の項中「３１０円」を「３２

０円」に、「６,６９０円」を「６,８２０円」

に、「９,２６０円」を「９,４４０円」に、

「１００円」を「１１０円」に改め、町民等以

外の者の項中「５１０円」を「５３０円」に、

「３１０円」を「３２０円」に改め、同表備考

３中「１,５４０円」を「１,５８０円」に改め

ます。 

 次のページになります。 

 次に、七飯町地域体育館設置条例新旧対照表

（第７条関係）でございます。 

 七飯町地域体育館設置条例の一部を次のよう

に改正いたします。 

 別表中、西大沼地域体育館の項中「１,４４０

円」を「１,４８０円」に、「１,９５０円」を

「２,０００円」に、大中山地域体育館アリーナ

の項中「２,０５０円」を「２,０９０円」に、

「２,７３０円」を「２,７９０円」に改めま

す。 

 次に、七飯町大沼国際セミナーハウス条例新

旧対照表（第８条関係）でございます。 

 七飯町大沼国際セミナーハウス条例の一部を

次のように改正いたします。 

 別表１施設使用料の表中の国際会議場及び第

１研修室の項中「４,４２０円」を「４,５１０

円」に、次のページになります。第２研修室の

項中「１,１３０円」を「１,１６０円」に、第

３研修室の項中「８３０円」を「８５０円」

に、第４研修室の項中「１,２４０円」を「１,

２７０円」に、第５研修室の項中「６２０円」

を「６４０円」に、図書情報室の項中「８３０

円」を「８５０円」に、和風研修室の項中「１,

３３０円」を「１,３７０円」に、ホワイエの項

中「４,４２０円」を「４,５１０円」に、ホワ

イエ（２日以上使用）の項中「１万２９０円」

を「１万４９０円」に改め、別表に設備使用料

表中のＣＤプレーヤー及びカセットデッキの項

中「１,０３０円」を「１,０６０円」に、プロ

ジェクター及びスライド映写機の項中「５,１５

０円」を「５,２５０円」に、パネルボード及び

ホワイトボードの項中「１,５４０円」を「１,

５８０円」に、スクリーンの項中「５,１５０

円」を「５,２５０円」に、次のスクリーンの項

中「２,０６０円」を「２,１１０円」に、ポー

タブル音響装置の項中「１,５４０円」を「１,

５８０円」に、同時通訳設備の項中「２万５,７

１０円」を「２万６,２００円」に、同時通訳受

信機の項中「３１０円」を「３２０円」に改め

ます。 

 次のページになります。 

 七飯町大川コミュニティセンター条例新旧対

照表（第９条関係）でございます。 

 七飯町大川コミュニティセンター条例の一部

を次のように改正いたします。 

 別表七飯町大川コミュニティセンター使用料

の表中、大会議室の夏期の項中「２１０円」を

「２２０円」に、「３２０円」を「３３０円」

に、「４３０円」を「４４０円」に、「８６０

円」を「８８０円」に改め、大会議室の冬期の

項中「２７０円」を「２８０円」に、「４３０

円」を「４４０円」に、「５４０円」を「５５

０円」に、「１,０８０円」を「１,１００円」

に改め、小会議室の夏期の項中「１６０円」を

「１７０円」に、「２１０円」を「２２０円」

に、「２７０円」を「２８０円」に、「５４０

円」を「５５０円」に改め、小会議室の冬期の

項中「２１０円」を「２２０円」に、「２７０

円」を「２８０円」に、「３７０円」を「３９

０円」に、「７５０円」を「７７０円」に改

め、研修室（Ａ）及び研修室（Ｂ）の夏期の項

中「１００円」を「１１０円」に、「１６０

円」を「１７０円」に、「２１０円」を「２２

０円」に、「４３０円」を「４４０円」に改

め、研修室（Ａ）及び研修室（Ｂ）の冬期の項

中「１６０円」を「１７０円」に、「２１０

円」を「２２０円」に、「２７０円」を「２８

０円」に、「５４０円」を「５５０円」に改
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め、研修室（Ａ）＋（Ｂ）及び調理実習室の夏

期の項中「１６０円」を「１７０円」に、「２

１０円」を「２２０円」に、「２７０円」を

「２８０円」に、「５４０円」を「５５０円」

に改め、研修室（Ａ）＋（Ｂ）及び調理実習室

の冬期の項中「２１０円」を「２２０円」に、

「２７０円」を「２８０円」に、「３７０円」

を「３９０円」に、「７５０円」を「７７０

円」に改めます。 

 次のページになります。 

 大沼多目的会館設置条例新旧対照表（第１０

条関係）でございます。 

 大沼多目的会館設置条例の一部を次のように

改正いたします。 

 別表大沼多目的会館使用料の表中、第一研修

室の夏期の項中「２１０円」を「２２０円」

に、「３２０円」を「３３０円」に、「４３０

円」を「４４０円」に、「８６０円」を「８８

０円」に改め、第一研修室の冬期の項中「２７

０円」を「２８０円」に、「４３０円」を「４

４０円」に、「５４０円」を「５５０円」に、

「１,０８０円」を「１,１００円」に改め、第

二研修室（Ａ）、第三研修室（Ｂ）及び和室の

夏期の項中「１００円」を「１１０円」に、

「１６０円」を「１７０円」に、「２１０円」

を「２２０円」に、「４３０円」を「４４０

円」に改め、第二研修室（Ａ）、第三研修室

（Ｂ）及び和室の冬期の項中「１６０円」を

「１７０円」に、「２１０円」を「２２０円」

に、「２７０円」を「２８０円」に、「５４０

円」を「５５０円」に改め、研修室（Ａ）＋

（Ｂ）及び調理室の夏期の項中「１６０円」を

「１７０円」に、「２１０円」を「２２０円」

に、「２７０円」を「２８０円」に、「５４０

円」を「５５０円」に改め、研修室（Ａ）及び

（Ｂ）及び調理室の冬期の項中「２１０円」を

「２２０円」に、「２７０円」を「２８０円」

に、「３７０円」を「３９０円」に、「７５０

円」を「７７０円」に改めます。 

 次のページになります。 

 七飯町地域センター条例新旧対照表（第１１

条関係）でございます。 

 七飯町地域センター条例の一部を次のように

改正いたします。 

 別表第１の本町地域センターの項中「６４万

８,０００円」を「６６万円」に、「２７万７,

７２０円」を「２８万２,８７０円」に、「１８

万５,１４０円」を「１８万８,５８０円」に、

「６万６,８６０円」を「６万８,１１０円」

に、「３７万２８０円」を「３７万７,１５０

円」に、鶴野地域センターの項中「１２万３,４

３０円」を「１２万５,７２０円」に、「３０万

８,５８０円」を「３１万４,３１０円」に、大

中山地域センターの項中「１１２万４,２６０

円」を「１１４万５,０９０円」に改め、別表第

２の鶴野地域センターの研修室１の項中「７３

０円」を「７５０円」に、「９５０円」を「９

７０円」に、「１,１５０円」を「１,１８０

円」に、研修室２及び研修室３の項中「７３０

円」を「７５０円」に、「９５０円」を「９７

０円」に、「１,１５０円」を「１,１８０円」

に、研修室４及び研修室５の項中「８４０円」

を「８６０円」に、「１,０５０円」を「１,０

８０円」に、「１,３７０円」を「１,４００

円」に、屋内運動場の項中「３,０００円」を

「３,０６０円」に、「４,３００円」を「４,３

９０円」に、「４,８００円」を「４,９００

円」に、大中山多世代交流地域センターのコ

ミュニティ室１の項中「４４０円」を「４５０

円」に、「５５０円」を「５７０円」に、「７

２０円」を「７４０円」に、次のページになり

ます。コミュニティ室２の項中「５５０円」を

「５７０円」に、「６９０円」を「７１０円」

に、「９００円」を「９２０円」に、多世代交

流スペースの項中「６６０円」を「６８０円」

に、「８３０円」を「８５０円」に、「１,０８

０円」を「１,１００円」に改めます。 

 次に、南北海道大沼婦人会館設置条例新旧対

照表（第１２条関係）でございます。 

 南北海道大沼婦人会館設置条例の一部を次の

ように改正いたします。 

 別表、南北海道大沼婦人会館使用料の表中、

大会議室の項中「３,９９０円」を「４,０７０

円」に、「６,６９０円」を「６,８２０円」
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に、「７,９９０円」を「８,１４０円」に、研

修室の項中「６４０円」を「６６０円」に、

「１,０８０円」を「１,１００円」に、「１,２

９０円」を「１,３２０円」に、会議室及び調理

室の項中「３２０円」を「３３０円」に、「５

４０円」を「５５０円」に、「６４０円」を

「６６０円」に、備品関係使用料（１）ピアノ

の「１,０８０円」を「１,１００円」に、次の

ページになります。（２）放送設備「３２０

円」を「３３０円」に改めます。 

 次に、七飯町高齢者福祉措置費用徴収条例新

旧対照表（第１３条関係）でございます。 

 七飯町高齢者福祉措置費用徴収条例の一部を

次のように改正いたします。 

 別表第１養護老人ホーム被措置者・養護の委

託による被措置者費用徴収基準の表中、７の階

層の「７,５００円」を「７,６００円」に、８

の階層の「９,１００円」を「９,２００円」

に、９の階層の「１万８００円」を「１万９０

０円」に、１０の階層の「１万２,５００円」を

「１万２,６００円」に、次のページになりま

す。１１の階層の「１万４,１００円」を「１万

４,２００円」に、１２の階層の「１万５,８０

０円」を「１万６,０００円」に、１３の階層の

「１万７,５００円」を「１万７,７００円」

に、１４の階層の「１万９,１００円」を「１万

９,３００円」に、１５の階層の「２万８００

円」を「２万１,０００円」に、１６の階層の

「２万２,５００円」を「２万２,８００円」

に、１７の階層の「２万４,１００円」を「２万

４,５００円」に、１８の階層の「２万５,８０

０円」を「２万６,１００円」に、１９の階層の

「２万７,５００円」を「２万７,８００円」

に、２０の階層の「３万８００円」を「３万１,

３００円」に、２１の階層の「３万４,１００

円」を「３万４,６００円」に、２２の階層の

「３万７,５００円」を「３万８,２００円」

に、２３の階層の「３万９,８００円」を「４万

５００円」に、２４の階層の「４万１,８００

円」を「４万２,５００円」に、２５の階層の

「４万３,８００円」を「４万４,５００円」

に、２６の階層の「４万５,８００円」を「４万

６,５００円」に、２７の階層の「４万７,８０

０円」を「４万８,５００円」に、２８の階層の

「４万９,８００円」を「５万６００円」に、２

９の階層の「５万１,８００円」を「５万２,６

００円」に、３０の階層の「５万４,４００円」

を「５万５,２００円」に、３１の階層の「５万

７,１００円」を「５万７,９００円」に、３２

の階層の「５万９,８００円」を「６万７００

円」に、３３の階層の「６万２,４００円」を

「６万３,３００円」に、３４の階層の「６万

５,１００円」を「６万６,０００円」に、３５

の階層の「６万９,１００円」を「７万１００

円」に、３６の階層の「７万３,１００円」を、

次のページになります。「７万４,１００円」

に、３７の階層の「７万７,１００円」を「７万

８,３００円」に、３８の階層の「８万１,１０

０円」を「８万２,４００円」に、３９の階層の

「（１５０万以上超過額掛ける０.９割る１２月

足す８万１,１００円（１００円未満切り捨

て）」を「対象収入から１５０万円を控除し、

その控除した額に１０分の９を乗じ、その乗じ

た額を１２で除した額に８万２,４００円を加え

た額（１００円未満の端数のあるときは、その

端数は切り捨てるものとする。）」に、表中に

ある備考１を削り、新たに表外に備考１として

「この表にかかわらず、当分の間、１４万円を

費用徴収基準額の上限とする。」を加えます。 

 また、注「１」を「２」に、「２」を「３」

に、「３」を「４」に改め、「費用徴収基準月

額」を「費用徴収基準額」に改めます。 

 また、表をわかりやすくするため、罫線を加

え、表中に収入認定額の項目ごとの金額に

「円」を加え、範囲を「以上」「以下」として

体裁を整えるものでございます。 

 続いて、別表第２扶養義務者費用徴収基準の

表中、表の見出しの「税額等による階層区分」

を「税額等による区分」に改め、その前に「階

層」を加え、「費用徴収基準月額」を「費用徴

収基準額」に改め、Ｃ１の項中「４,５００円」

を「４,７００円」に、Ｃ２の項中「６,６００

円」を「６,９００円」に、Ｄ１の項中「９,０

００円」を「９,４００円」に、Ｄ２の項中「１
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万３,５００円」を「１万４,１００円」に、Ｄ

３の項中「１万８,７００円」を「１万９,５０

０円」に、Ｄ４の項中「２万９,０００円」を

「３万３００円」に、Ｄ５の項中「４万１,２０

０円」を「４万３,１００円」に、Ｄ６の項中

「５万４,２００円」を「５万６,７００円」

に、Ｄ７の項中「６万８,７００円」を「７万

１,９００円」に、Ｄ８の項中「８万５,０００

円」を「８万９,０００円」に、Ｄ９の項中「１

０万２,９００円」を「１０万７,８００円」

に、Ｄ１０の項中「１２万２,５００円」を「１

２万８,３００円」に、Ｄ１１の項中「１４万

３,８００円」を「１５万６００円」に、Ｄ１２

の項中「１６万６,６００円」を「１７万４,５

００円」に、Ｄ１３の項中「１９万１,２００

円」を「２０万３００円」に改め、次のページ

になります。新たに表外に備考を加え、「注

１」を「１」とし、次のページになります。５

の項目以降の「費用徴収基準月額」を「費用徴

収基準額」に改めます。また、別表第１同様、

表をわかりやすくするため、表中にある税額等

による区分の欄中、項目ごとの金額に「円」を

加え、範囲を「以上」「以下」として体裁を整

えるものでございます。 

 次に、七飯町保健福祉在宅サービス条例新旧

対照表（第１４条関係）でございます。 

 七飯町保健福祉在宅サービス条例の一部を次

のように改正いたします。 

 次のページになります。 

 別表２の項中「２５０円」を「２７０円」

に、「５００円」を「５３０円」に改め、３の

項中「８１０円」を「８２０円」に改めます。 

 次に、七飯町屋内ゲートボール場条例新旧対

照表（第１５条関係）でございます。 

 七飯町屋内ゲートボール場条例の一部を次の

ように改正いたします。 

 別表中町民以外の者の項中「４１０円」を

「４３０円」に改める。 

 次のページになります。 

 七飯町環境保全条例新旧対照表（第１６条関

係）でございます。 

 七飯町環境保全条例の一部を次のように改正

いたします。 

 別表１開発行為の許可申請手数料の表中０.１

ヘクタール以上０.３ヘクタール未満の項中「９

万１,７００円」を「９万１,８００円」に、０.

３ヘクタール以上０.６ヘクタール未満の項中

「３万３００円」を「３万４００円」に、１ヘ

クタール以上３ヘクタール未満の項中「１３万

９,７００円」を「１３万９,８００円」に、

「２７万２,９００円」を「２７万３,０００

円」に、３ヘクタール以上６ヘクタール未満の

項中「１８万９,８００円」を「１８万９,９０

０円」に、「３５万９,２００円」を「３５万

９,３００円」に、６ヘクタール以上１０ヘク

タール未満の項中「２３万８,１００円」を「２

３万８,２００円」に、「４６万１,７００円」

を「４６万１,８００円」に、１０ヘクタール以

上の項中「３３万４,５００円」を「３３万４,

６００円」に、「６１万２,６００円」を「６１

万２,７００円」に改めます。 

 次のページになります。 

 七飯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例新

旧対照表（第１７条関係）でございます。 

 七飯町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の

一部を次のように改正いたします。 

 別表廃棄物手数料の表中、処理手数料の項中

「４３円」を「４４円」に、「８６円」を「８

８円」に改めます。 

 次に、七飯町勤労青少年ホーム設置及び管理

運営に関する条例新旧対照表（第１８条関係）

でございます。 

 七飯町勤労青少年ホーム設置及び管理運営に

関する条例の一部を次のように改正いたしま

す。 

 別表使用料の表中、次のページになります。

大ホールの項中「６,１８０円」を「６,３１０

円」に、「８,７００円」を「８,８７０円」

に、「９,９６０円」を「１万１６０円」に、講

習室の項中「８４０円」を「８６０円」に「１,

１５０円」を「１,１８０円」に、「１,３７０

円」を「１,４００円」に、備品関係使用料

（１）ピアノの「２,１００円」を「２,１５０

円」に、（２）放送設備「２ ,１００円」を
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「２,１５０円」に改めます。 

 次に、空き地の環境保全に関する条例新旧対

照表（第１９条関係）でございます。 

 空き地の環境保全に関する条例の一部を次の

ように改正いたします。 

 別表雑草等の除去手数料の表中３３１平方

メートル未満の項中「１万２,０００円」を「１

万２,２３０円」に、３３１平方メートル以上３

９７平方メートル未満の項中「１万４,０００

円」を「１万４,２６０円」に、３９７平方メー

トル以上４６３平方メートル未満の項中「１万

６,０００円」を「１万６,３００円」に、４６

３平方メートル以上５２９平方メートル未満の

項中「１万８,０００円」を「１万８,３４０

円」に、５２９平方メートル以上５９５平方

メートル未満の項中「２万円」を「２万３８０

円」に、５９５平方メートル以上６６１平方

メートル未満の項中「２万２,０００円」を「２

万２,４１０円」に、６６１平方メートル以上７

２７平方メートル未満の項中「２万４,０００

円」を「２万４,４５０円」に、次のページにな

ります。７２７平方メートル以上７９３平方

メートル未満の項中「２万６,０００円」を「２

万６,４９０円」に、７９３平方メートル以上８

５９平方メートル未満の項中「２万８,０００

円」を「２万８,５２０円」に、８５９平方メー

トル以上９２５平方メートル未満の項中「３万

円」を「３万５６０円」に、９２５平方メート

ル以上９９１平方メートル未満の項中「３万２,

０００円」を「３万２,６００円」に、９９１平

方メートル以上１,３２１平方メートル未満の項

中「４万円」を「４万７５０円」に、１,３２１

平方メートル以上１,６５１平方メートル未満の

項中「４万８,０００円」を「４万８,８９０

円」に、１,６５１平方メートル以上の項中「４

万８,０００円」を「４万８,８９０円」に、

「３,２００円」を「３,２６０円」に改めま

す。 

 次に、七飯町農村環境改善センター設置及び

管理運営に関する条例新旧対照表（第２０条関

係）でございます。 

 七飯町農村環境改善センター設置及び管理運

営に関する条例の一部を次のように改正いたし

ます。 

 別表七飯町農村環境改善センター使用料金表

中、次のページになります。農事大会議室の項

中「２,１００円」を「２,１５０円」に、「３,

０４０円」を「３,１１０円」に、「３,４６０

円」を「３,５４０円」に改め、農事研修室（洋

室）の項及び農事研修室（和室）の項中「１,０

５０円」を「１,０８０円」に、「１,４６０

円」を「１,５００円」に、「１,６８０円」を

「１,７２０円」に改め、料理実習室の項及び工

芸実習室の項中「６３０円」を「６５０円」

に、「８４０円」を「８６０円」に、「１,０５

０円」を「１,０８０円」に改めます。 

 次に、七飯町林業研修センター設置条例新旧

対照表（第２１条関係）でございます。 

 七飯町林業研修センター設置条例の一部を次

のように改正いたします。 

 別表１宿泊料の表中、宿泊料の項中「１,６２

０円」を「１,６５０円」に、「２,１６０円」

を「２,２００円」に、暖房料の項中「５４０

円」を「５５０円」に改め、２使用料の表中、

次のページになります。大会議室の項中「１,２

９０円」を「１,３２０円」に、「２,１６０

円」を「２,２００円」に、「２,５９０円」を

「２,６４０円」に、小会議室の項中「３２０

円」を「３３０円」に、「５４０円」を「５５

０円」に、「６４０円」を「６６０円」に、研

修室の項中「８６０円」を「８８０円」に、

「１,４００円」を「１,４３０円」に、「１,７

２０円」を「１,７６０円」に、実技室の項及び

宿泊室の項中「３２０円」を「３３０円」に、

「５４０円」を「５５０円」に、「６４０円」

を「６６０円」に改めます。 

 次に、七飯町道の駅設置及び管理に関する条

例新旧対照表（第２２条関係）でございます。 

 七飯町道の駅設置及び管理に関する条例の一

部を次のように改正いたします。 

 別表中、屋内（テント）の項中「４,０００

円」を「４,０８０円」に改め、屋内（その他）

の項中「１８０円」を「１９０円」に改め、屋

外の項中「８００円」を「８２０円」に改めま
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す。 

 次のページになります。 

 次に、七飯町都市公園条例新旧対照表（第２

３条関係）でございます。 

 七飯町都市公園条例の一部を次のように改正

いたします。 

 第１２条中「掲げる額の使用料」を「より算

出して得た使用料（別表第２のうち単位が１日

と定められたものについては、同表により算出

して得た額に１００分の１１０を乗じて得た額

（１０円未満の端数があるときは、その端数を

切り捨てた額））」に改めます。 

 次に、七飯町民グラウンド設置条例新旧対照

表（第２４条第１号関係）でございます。 

 七飯町民グラウンド設置条例の一部を次のよ

うに改正いたします。 

 第５条第１項中「１００分の１０８」を「１

００分の１１０」に改めます。 

 次のページになります。 

 七飯町営牧場管理条例新旧対照表（第２４条

第２号関係）でございます。 

 七飯町営牧場管理条例の一部を次のように改

正いたします。 

 第６条第２項中「１００分の１０８」を「１

００分の１１０」に改めます。 

 次に、七飯町道路占用条例新旧対照表（第２

４条第３号関係）でございます。 

 次のページになります。 

 七飯町道路占用条例の一部を次のように改正

いたします。 

 第１３条中「１００分の１０８」を「１００

分の１１０」に改めます。 

 次に、七飯町公共下水道条例新旧対照表（第

２４条第４号関係）でございます。 

 七飯町公共下水道条例の一部を次のように改

正いたします。 

 第１７条第１項中「１００分の１０８」を

「１００分の１１０」に改めます。 

 次のページになります。 

 七飯町準用河川流水占用料等徴収条例新旧対

照表（第２４条第５号関係）でございます。 

 七飯町準用河川流水占用料等徴収条例の一部

を次のように改正いたします。 

 第２条第１項中「１００分の１０８」を「１

００分の１１０」に改めます。 

 次に、七飯町普通河川管理条例新旧対照表

（第２４条第６号関係）でございます。 

 次のページになります。 

 七飯町普通河川管理条例の一部を次のように

改正いたします。 

 第２１条第１項中「１００分の１０８」を

「１００分の１１０」に改めます。 

 次に、七飯町水道事業給水条例新旧対照表

（第２４条第７号関係）でございます。 

 七飯町水道事業給水条例の一部を次のように

改正いたします。 

 第９条第１項、次のページの第２６条及び第

３２条の２第２項中「１００分の１０８」を

「１００分の１１０」に改めます。 

 議案に戻りまして、附則、施行期日をごらん

いただきたいと思います。 

 第１項、この条例は、令和元年１０月１日か

ら施行する。 

 第２項は、下水道使用料に関する経過措置の

規定として、この条例の施行の日（以下「施行

日」という。）前から継続して共用している下

水道の使用で、施行日から令和元年１０月３１

日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確

定されるものに係る使用料については、第２４

条の規定による改正後の七飯町公共下水道条例

第１７条第１項の規定にかかわらず、なお従前

の例による。 

 第３項は、工事費及び工事負担金の適用に関

する経過措置の規定として、第２４条の規定に

よる改正後の七飯町水道事業給水条例（以下

「改正後の条例」という。）第９条第１項及び

第３２条の２第２項の規定は、施行日の以後に

給水装置工事の申し込みをするものから適用

し、施行日前に給水装置工事の申込みをしたも

のについては、なお従前の例による。 

 第４項は、水道料金に関する経過措置の規定

として、施行日前から継続して供給している水

道の範囲で、施行日から令和元年１０月３１日

までの間に料金の支払いを受ける権利の確定さ
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れるものに係る料金については、改正後の条例

第２６条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

 以上で、議案第４８号消費税法及び地方自治

法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条

例の制定についての提案説明を終わります。 

 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） 質疑は午後から行いま

す。 

 １時まで暫時休憩いたします。 

午前１２時００分 休憩 

────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開

いたします。 

 議案第４８号消費税法及び地方税法の一部改

正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついてにかかわる質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） それでは、議案第４８号

の条例改正に対する反対討論をさせていただき

ます。 

 議案第４８号の条例改正は、消費税増税に伴

い、その増税分の２％相当の手数料を増額上乗

せするというものであります。 

 私は、消費税については、従来、低所得者ほ

ど重い負担となる税制であるということから反

対をしてまいりました。 

 今回の消費税増税は、内閣府が６年ぶりの景

気悪化を発表し、景気の後退の中での増税であ

ります。この増税により、日本経済に深刻な結

果を引き起こすことが危惧される中での増税で

あります。 

 また、消費税は、福祉のためとして導入され

てきましたが、導入以来、累計で３４９兆円に

上るこの消費税、大企業減税の穴埋めとして２

８１兆円、約８割がその減税のために穴埋めと

して使われてきております。 

 本来、減税された大企業が、本来の税金をき

ちんと払っていれば、十分この消費税増税分の

税収相当に当たると言われております。 

 したがって、今回の消費税は増税そのものを

中止すべきものというふうに考えているところ

であります。 

 したがって、消費税増税を前提とした今回の

手数料引き上げ条例改正案に反対するわけであ

ります。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） ほか討論ありませんか。 

 神﨑和枝議員。 

○２番（神﨑和枝） 議案第４８号消費税法及

び地方税法の一部改正に伴う関係条例の整備に

関する条例の制定について、賛成の立場で討論

させていただきます。 

 これは、国の機関で決められたことでござい

ますが、やはり今、少子高齢化や災害が多く

なってきております。そういうものに対して、

やはり社会保障を安定的なものにしていかなけ

ればならないという、そういう時代に入ってお

ります。 

 もちろん、健康保険や年金、そういったもの

が、現役世代が今支えきれないような状態に

なっているということで、公共事業にしても、

防災関係、さまざまな部分で費用がかさんでい

るというこういう時代にあって、やはり共生社

会というか、皆さんが支え合いながら、しっか

りとまた少子高齢化に対しても施策を打ってい

かなければないという、こういう時代でござい

ますので、そういった意味では、賛成の立場と

いうことで討論をさせていただきます。 

 終わります。 

○議長（木下 敏） ほか、討論ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、起立により採決を行います。 

 議案第４８号消費税法及び地方税法の一部改

正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついて、原案のとおり可決することに賛成の議

員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 
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○議長（木下 敏） 起立多数であります。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第５ 

議案第４９号 七飯町印鑑の登録及び証明

に関する条例の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第５ 議案第４９号

七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部

改正についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、議案第４

９号七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例の

一部改正について、提案説明申し上げます。 

 このたびの改正は、住民基本台帳法施行令の

一部改正に伴う住民基本台帳法施行令等の一部

を改正する政令の交付により、氏に変更があっ

た者は住民票に旧氏の記載を求めることができ

ることとし、旧氏の住民票への記載の手続等に

ついて所要の規定を設けることとすること、そ

の他所要の規定の整備を行うものとすることと

し、印鑑登録等においても、旧氏を併記するこ

とを可能とするための所要の改正を行うもので

ございます。 

 それでは、議案関係資料の４８ページの資料

３七飯町印鑑の登録及び証明に関する条例新旧

対照表をごらん願います。 

 見出し登録資格のところの第２条第１項中

「の住民基本台帳」を「が備える住民基本台

帳」に改めるものでございます。 

 次の見出し登録印鑑のところの第６条第２項

第１号中改正後の欄「、名」の次に「、旧氏

（住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号。以下「令」という。）第３０条の１３

に規定する旧氏をいう。以下同じ。）」を加

え、改正前の欄「住民基本台帳法施行令（昭和

４２年政令第２９２号）第３０条の２６第１

項」を「令第３０条の１６第１項」に改め、

「又は氏名」の次に「、旧氏」を加え、同項第

２号中「氏名」の次に「、旧氏」を加えるもの

でございます。 

 次の見出し印鑑登録原票のところの第７条第

１項第３号中改正後の欄「氏名（」の次に「氏

に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載

（法第６条第３項の規定により磁気ディスク

（これに準ずる方法により一定の事項を確実に

記録しておくことができるものを含む。以下同

じ。）をもって調製する住民票にあっては、記

録。以下同じ。）がされている場合にあって

は、氏名及び当該旧氏、」を加え、改正前の欄

「が記録されている」を「の記載がされてい

る」に、「、氏名及び通称」を「氏名及び当該

通称」に改め、同条第２項中（これに準ずる方

法により一定の事項を確実に記録しておくこと

ができるものを含む。以下同じ。）」を削るも

のでございます。 

 次の見出し印鑑登録の抹消のところの第１３

条第１項第５号中改正後の欄「、氏」の次に

「（氏に変更があった者にあっては、住民票に

記載されている旧氏を含む。）」を加えるもの

でございます。 

 次の見出し印鑑登録証明書のところの第１７

条第１号中改正後の欄「氏名（」の次に「氏に

変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がさ

れているものにあっては氏名及び当該旧氏、」

を加え、改正前の欄「が記録されている」を

「の記載がされている」に、「、氏名及び通

称」を「氏名及び当該通称」に改め、次のペー

ジになります。同条第５号中「記録されてい

る」を「記載がされている」に改めるものでご

ざいます。 

 それでは、議案に戻っていただきまして、附

則といたしまして、この条例は令和元年１１月

５日から施行するものでございます。 

 提案説明は、以上でございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第４９号七飯町印鑑の登録及び証明に関

する条例の一部改正について、原案のとおり可

決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第６ 

議案第５０号 七飯町税条例の一部改正に

ついて 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第６ 議案第５０号

七飯町税条例の一部改正についてを議題といた

します。 

 提案説明を求めます。 

 税務課長。 

○税務課長（広部美幸） それでは、議案第５

０号七飯町税条例の一部改正を求めることにつ

いて御説明いたします。 

 地方税法等の一部を改正する法律が、平成３

１年３月２９日に交付されたことに伴い、平成

３１年４月１日からの施行部分については、５

月臨時議会で専決処分の承認をいただきまし

た。 

 今回の改正は、施行期日が令和元年１０月１

日以降の部分を、地方税法改正にあわせて七飯

町税条例の改正を行うものです。 

 それでは、主な改正内容について御説明いた

します。 

 個人住民税関係では、個人住民税の非課税措

置の対象に、令和３年度以降の個人住民税から

前年の合計所得金額が１３５万円以下の単身児

童扶養者を加えることです。 

 従来の寡婦控除は、死別、離婚、配偶者の生

死不明者が対象でありましたが、新たに単身児

童扶養者として、婚姻によらないで生まれた子

を持つひとり親も対象となるようにいたしま

す。 

 軽自動車関係では、消費税の引き上げに伴う

臨時的軽減として、令和元年１０月１日から令

和２年９月３０日に軽自動車を取得した場合

は、軽自動車税環境性能割の税率を１％軽減す

るものです。 

 また、軽自動車税種別割のグリーン化特例に

ついて、令和２年度及び令和３年度に限定し、

現在の制度を２年間延長した上で規定を整備

し、令和４年度、令和５年度は、軽減する軽自

動車を電気自動車と天然ガス自動車に限ること

とするものです。 

 その他、所要の規定の整備による改正でござ

います。 

 条例の改正内容につきましては、議案関係資

料５１ページからの七飯町税条例の一部を改正

する条例の概要及び新旧対照表に掲載しており

ますのので、この表により説明させていただき

ます。 

 それでは、議案関係資料５１ページ、資料４

をお開き願います。 

 七飯町税条例の一部を改正する条例の概要の

表で、条例番号、関係する地方税法の番号を記

載してございます。 

 改正の理由は、主に法改正に伴う規定の整備

でございます。 

 次に、議案関係資料５２ページの資料５新旧

対照表に移らせていただきます。 

 第１条関係で、第３６条の２中第９項を第１

０項とし、第８項を第９項とし、第７項を第８

項とし、第６項の次に次の１項を加えるもので

す。 

 第７項、第１項又は第５項の場合において、

前年において支払いを受けた給与で所得税法第

１９０条の規定の適用を受けたものを有する者

で町内に住所を有するものが、第１項の申告書

を提出するときは、法第３１７条の２第１項各

号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものに

ついては、施行規則で定める記載によることが

できる。 

 次に、第３６条の３の２の見出し中「扶養親

族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同

条第１項中「同項の」を「同項に規定する」に

改め、同項第３号を同項第４号とし、同項第２
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号の次に次の１号を加えるものでございます。 

 第３号、当該給与所得者が単身児童扶養者に

該当する場合には、その旨。 

 次に、第３６条の３の３の見出し中「扶養親

族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同

条第１項中「第２０３条の５第１項」を「第２

０３条の６第１項」に改め、「ならない者」の

次に「又は法の施行時において同項に規定する

公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の

適用を受けるものを除く。以下この項について

「公的年金等」という。）の支払いを受ける者

であって、扶養親族（控除対象扶養親族を除

く。）を有する者若しくは単身児童扶養者であ

る者」を加え、「同項の」を「所得税法第２０

３条の６第１項に規定する」に、「同項に規定

する公的年金等」を「公的年金等」に改め、同

項第３号を同項第４号とし、同項第２号の次に

次の１号を加えるものでございます。 

 第３号、当該公的年金等受給者が単身児童扶

養者に該当する場合には、その旨。 

 次に、第３６条の３の３第２項中「第２０３

条の５第２項」を「第２０３条の６第２項」に

改め、同条第４項中「第２０３条の５第５項」

を「第２０３条の６第６項」に改める。 

 第３６条の４第１項中「によって」を「によ

り」に、「同条第８項」を「同条第９項」に、

「第９項」を「第１０項」に、「においては」

を「には」に改める。 

 次に、第８１条の８の次に次の１条を加える

ものでございます。 

 見出しは、種別割の課税免除です。 

 第８１条の９、商品であって使用しない軽自

動車等に対しては、種別割を課さない。 

 次に、附則第１５条の２に次の３項を加える

ものでございます。 

 第２項、北海道知事は、当分の間、前項の規

定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴

収に関し、三輪以上の軽自動車が法第４４６条

第１項（同条第２項において準用する場合を含

む。）又は法第４５１条第１項若しくは第２項

（これらの規定を同条第４項において準用する

場合を含む。）の適用を受ける三輪以上の軽自

動車に該当するかどうかの判断をするときは、

国土交通大臣の認定等（法附則第２９条の９第

３項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。

次項において同じ。）に基づき当該判断をする

ものとする。 

 第３項、北海道知事は、当分の間、第１項の

規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性

能割につき、その納付すべき額について不足額

があることを附則第１５条の４の規定により読

みかえられた第８１条の６第１項の納期限（納

期限の延長があったときは、その延長された納

期限）後において知った場合において、当該事

実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申

請をした者が偽りその他不正の手段（当該申請

をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間

接に提供した者の偽りその他不正の手段を含

む。）により国土交通大臣の認定等を受けたこ

とを事由として国土交通大臣が国土交通大臣の

認定等を取り消したことによるものであるとき

は、当該申告をした者又はその一般承継人を当

該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法

附則第２９条の１１の規定によりその例による

こととされた法第１６１条第１項に規定する申

告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取

得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関

する規定を適用する。 

 第４項、前項の規定の適用がある場合におけ

る納付すべき軽自動車税び環境性能割の額は、

同項の不足額に、これに１００分の１０の割合

を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

 次に、附則第１５条の２を附則第１５条の２

の２とし、附則第１５条の次に次の１条を加え

るものでございます。 

 見出しは、軽自動車税の環境性能割の非課税

です。 

 第１５条の２、法第４５１条第１項第１号

（同条第４項において準用する場合を含む。）

に掲げる三輪以上の軽自動車（自家用のものに

限る。以下この条において同じ。）に対して

は、当該三輪以上の軽自動車の取得が令和元年

１０月１日から令和２年９月３０日までの間

（附則第１５条の６第３項において「特定期
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間」という。）に行われたときに限り、第８０

条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環

境性能割を課さない。 

 次に、附則第１５条の６に次の１項を加える

ものでございます。 

 第３項、自家用の三輪以上の軽自動車にあっ

て乗用のものに対する第８１条の４（第２号に

係る部分に限る。）及び前項の規定の適用につ

いては、当該軽自動車の取得が特定期間に行わ

れたときに限り、これらの規定中「１００分の

２」とあるのは、「１００分の１」とする。 

 次に、附則第１６条中「附則第３０条」を

「附則第３０条第１項」に改め、「指定」の次

に「（次項から第４項までにおいて「初回車両

番号指定」という。）」を加え、同条に次の３

項を加えるものでございます。 

 第２項、法附則第３０条第２項第１号及び第

２号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第８

２条の規定の適用については、当該軽自動車が

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該

軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月

３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句はは、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

 第２号ア（イ）の「３,９００円」は「１,０

００円」、第２号ア（ウ）ａの「６,９００円」

は「１,８００円」、「１万８００円」は「２,

７００円」、第２号ア（ウ）ｂの「３,８００

円」は「１,０００円」、「５,０００円」は

「１,３００円」。 

 第３項、法附則第３０条第３項第１号及び第

２号に掲げる法第４４６条第１項第３号に規定

するガソリン軽自動車（以下この項及び次項に

おいて「ガソリン軽自動車」という。）のうち

三輪以上のものに対する第８２条の規定の適用

については、当該ガソリン軽自動車が平成３１

年４月１日から令和２年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度

分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン

軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月

３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 

 第２号ア（イ）の「３,９００円」は「２,０

００円」、第２号ア（ウ）ａの「６,９００円」

は「３,５００円」、「１万８００円」は「５,

４００円」、第２号ア（ウ）ｂの「３,８００

円」は「１,９００円」、「５,０００円」は

「２,５００円」。 

 第４項、法附則第３０条第４項第１号及び第

２号に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上

のもの（前項の規定の適用を受けるものを除

く。）に対する第８２条の規定の適用について

は、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１

日から令和２年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自

動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車

が令和２年４月１日から令和３年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

 第２号ア（イ）の「３,９００円」は「３,０

００円」、第２号ア（ウ）ａの「６,９００円」

は「５,２００円」、「１万８００円」は「８,

１００円」、第２号ア（ウ）ｂの「３,８００

円」は「２,９００円」、「５,０００円」は

「３,８００円」。 

 次に、附則第１６条の２を次のように改める

ものでございます。 

 見出しは、軽自動車税の種別割の賦課徴収の

特例です。 

 第１６条の２、町長は、軽自動車税の種別割

の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条

第２項から第４項までの規定の適用を受ける三

輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断を

するときは、国土交通大臣の認定等（法附則第
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３０条の２第１項に規定する国土交通大臣の認

定等をいう。次項において同じ。）に基づき当

該判断をするものとする。 

 第２項、町長は、納付すべき軽自動車税の種

別割の額について不足額があることを第８３条

第２項の納期限（納期限の延長があったとき

は、その延長された納期限）後において知った

場合において、当該事実が生じた原因が、国土

交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他

不正の手段（当該申請をした者に当該申請に必

要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りそ

の他不正の手段を含む。）により国土交通大臣

の認定等を受けたことを事由として国土交通大

臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したこ

とによるものであるときは、当該申告をした者

又はその一般承継人を賦課期日現在における当

該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者と

みなして、軽自動車税の種別割に関する規定

（第８７条及び第８８条の規定を除く。）を適

用する。 

 第３項、前項の規定の適用がある場合におけ

る納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項

の不足額に、これに１００分の１０の割合を乗

じて計算した金額を加算した金額とする。 

 次に、第２条関係です。 

 第２４条第１項第２号中「又は寡夫」を「、

寡夫又は単身児童扶養者」に改める。 

 附則第１６条第１項中「第４項」を「第５

項」に改め、同条に次の１項を加えるものでご

ざいます。 

 第５項、法附則第３０条第２項第１号及び第

２号に掲げる三輪以上の軽自動車のうち、自家

用の乗用のものに対する第８２条の規定の適用

については、当該軽自動車が令和３年４月１日

から令和４年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動

車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年

４月１日から令和５年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分

の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の左

欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

 附則第１６条の２第１項中「第４項」を「第

５項」に改める。 

 次に、議案の附則に戻りまして、施行期日で

す。 

 第１条、この条例は、令和元年１０月１日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

 第１号、第１条中七飯町税条例第３６条の２

中「第９項」を「第１０項」とし、「第８項」

を「第９項」とし、「第７項」を「第８項」と

し、第６項の次に１項を加える改正規定並びに

第３６条の３の２、第３６条の３の３及び第３

６条の４第１項の改正規定並びに附則第２条の

規定、令和２年１月１日。 

 第２号、第２条中七飯町税条例第２４条の改

正規定及び附則第３条の規定、令和３年１月１

日。 

 第３号、第２号（前号に掲げる改正規定を除

く。）及び附則第５条の規定、令和３年４月１

日。 

 町民税に関する経過措置です。 

 第２条、附則第１条第１号に掲げる規定によ

る改正後の七飯町税条例（次項及び第３項にお

いて「２年新条例」という。）第３６条の２第

７項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以

後に令和２年度以後の年度分の個人の町民税に

係る申告書を提出する場合について適用し、同

日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後

に令和元年度分までの個人の町民税に係る申告

書を提出する場合については、なお従前の例に

よる。 

 第２項、２年新条例第３６条の２第１項（第

３項に係る部分に限る。）の規定は、附則第１

条第１号に掲げる規定の施行の日以後に支払い

を受けるべき七飯町税条例第３６条の２第１項

に規定する給与について提出する２年新条例第

３６条の３の２第１項及び第２項に規定する申

告書について適用する。 

 第３項、２年新条例第３６条の３の３第１項

の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施

行の日以後に支払いを受けるべき所得税法等の
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一部を改正する法律（平成３１年法律第６号）

第１条の規定による改正後の所得税法（昭和４

０年法律第３３号。以下この項において「新所

得税法」という。）第２０３条の６第１項に規

定する公的年金等（新所得税法第２０３条の７

の規定の適用を受けるものを除く。）について

提出する２年新条例第３６条の３の３第１項に

規定する申告書について適用する。 

 第３条、附則第１条第２号に掲げる規定によ

る改正後の七飯町税条例第２４条第１項（第２

号に係る部分に限る。）の規定は、令和３年度

以後の年度分の個人の町民税について適用し、

令和２年度分までの個人の町民税については、

なお従前の例による。 

 軽自動車税に関する経過措置です。 

 第４条、別段の定めがあるものを除き、附則

第１条本文の規定による改正後の七飯町税条例

（次項において「新条例」という。）の規定中

軽自動車税の環境性能割に関する部分は、同条

本文の規定の施行の日以後に取得された三輪以

上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境

性能割について適用する。 

 第２項、新条例の規定中軽自動車税の種別割

に関する部分は、令和２年度以後の年度分の軽

自動車税の種別割について適用する。 

 第５条、附則第１条第３号に掲げる規定によ

る改正後の七飯町税条例の規定は、令和３年度

以後の年度分の軽自動車税の種別割について適

用し、令和２年度分までの軽自動車税の種別割

については、なお従前の例による。 

 提案説明は、以上でございます。よろしく御

審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。議案第５０号七

飯町税条例の一部改正について、原案のとおり

可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第７ 

議案第５１号 七飯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 

例の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第７ 議案第５１号

七飯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の一部改正についてを議題

といたします。 

 提案説明を求めます。 

 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） それで

は、議案第５１号七飯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の一部改

正について提案説明を申し上げます。 

 このたびの改正は、家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準の一部を改正する条例が

平成３１年４月１日付で施行されたことに伴

い、同条例を引用する七飯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の一

部を改正するものでございます。 

 それでは、議案関係資料の６１ページ資料６

をごらんください。 

 七飯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新旧対照表により御説明

をさせていただきます。 

 第６条第２項各号列記以外の部分中「こと」

の次に「とすること」を加え、同条に次の２項

を加える。 

 第４項、町長は、家庭的保育事業者等による

第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認めるときは、同号の

規定を適用しないこととすることができる。 

 第５項、前項の場合において、家庭的保育事

業者等は、法第５９条第１項に規定する施設の

うち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上

のものに限る。）であって、町長が適当と認め
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るものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携

協力を行う者として適切に確保しなければな

い。 

 第１号、子ども・子育て支援法第５９条の２

第１項の規定による助成を受けている者の設置

する施設（法第６条の３第１２項に規定する業

務を目的とするものに限る。） 

 第２号、法第６条の３第１２項及び第３９条

第１項に規定する業務を目的とする施設であっ

て、法第６条の３第９項第１号に規定する保育

を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要

する費用に係る地方公共団体の補助を受けてい

るもの。 

 ６２ページになります。 

 第１６条第２項第４号中「乳幼児」を「利用

乳幼児」に改め、「。附則第２条第２項におい

て同じ」を削る。 

 第４５条中「第６条第１号」を「第６条第１

項第１号」に改め、同条に次の１項を加える。 

 第２項、保育所型事業所内保育事業を行う者

のうち、法第６条の３第１２項第２号に規定す

る事業を行う者であって、町長が適当と認める

もの（附則第３条において「特例保育所型事業

所内保育事業者」という。）については、第６

条第１項本文の規定にかかわらず、連携施設の

確保をしないことができる。 

 ６３ページになります。 

 附則第２条第２項中「施行日後」を「施行日

以後」に改め、「（第２２条に規定する家庭的

保育事業を行う場所において実施されるものに

限る。）」を削り、「この条例の施行の日」を

「施行日」に改め、「第３条第１項に規定す

る」及び「同項に規定する」を削る。 

 附則第３条中「家庭的保育事業者等」の次に

「（特例保育所型事業所内保育事業者を除

く。）」を加え、「第６条」を「第６条第１項

本文」に、「５年」を「１０年」に改める。 

 議案に戻っていただき、附則として、この条

例は公布の日から施行するものでございます。 

 提案説明は以上でございます。よろしく御審

議のほどお願いを申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第５１号七飯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の一部改正

について、原案のとおり可決することに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第８ 

議案第５２号 七飯町特定教育・保育及び

特定地域型保育に係る利用者負担に関 

する条例の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第８ 議案第５２号 

七飯町特定教育・保育及び特定地域型保育に係

る利用者負担に関する条例の一部改正について

を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） それで

は、議案第５２号七飯町特定教育・保育及び特

定地域型保育に係る利用者負担に関する条例の

一部改正について提案説明を申し上げます。 

 このたびの改正は、本年１０月１日から実施

されます幼児教育・保育の無償化に先立ち、５

月３１日に子ども・子育て支援法の一部を改正

する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経

過措置に関する政令が交付されたことに伴い、

同政令を引用する七飯町特定教育・保育及び特

定地域型保育に係る利用者負担に関する条例の

一部を改正するものでございます。 

 それでは、議案関係資料の６４ページ資料７

をごらんください。 

 七飯町特定教育・保育及び特定地域型保育に



－ 31 － 

係る利用者負担に関する条例新旧対照表によ

り、御説明をさせていただきます。 

 第３条を次のように改める。 

 （利用者負担額）。 

 第３条、次の教育・保育給付認定子ども（法

第２０条第４項に規定する教育・保育給付認定

子どもをいう。以下同じ。）に係る教育・保育

給付認定保護者の利用負担額は零とする。 

 第１号、法第１９条第１項第１号に該当する

教育・保育給付認定子ども。 

 第２号、法第１９条第１項第２号に該当する

教育・保育給付認定子ども（満３歳に達する日

以後の最初の３月３１日までの間にある教育・

保育給付認定子ども。（法第２８条第１項第３

号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。

次項において「特定満３歳以上保育認定子ど

も」という。）を除く。） 

 第２項、法第１９条第１項第３号に該当する

教育・保育給付認定子ども。（特定満３歳以上

保育認定子どもを含む。次条において「満３歳

未満保育認定子ども」という。）に係る教育・

保育給付認定保護者の利用者負担額は、国が定

める額を限度として規則で定める額とする。 

 議案に戻っていただき、附則としまして、第

１項、この条例は、令和元年１０月１日から施

行するものでございます。 

 また、経過措置としまして、第２項、この条

例による改正後の七飯町定教育・保育及び特定

地域型保育に係る利用者負担に関する条例の規

定は、この条例の施行の日以後に行われる教

育・保育に係る利用者負担額について適用し、

同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担

額については、なお従前の例によるものでござ

います。 

 提案説明は以上でございます。よろしく御審

議のほどお願いを申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許しま

す。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 議案第５２号について、

ちょっと質問させていただきます。 

 ここで国の幼児保育の無償化ということが行

われるということに関連した改正でありますけ

れども、この際に満３歳以上の教育・保育を受

けている町内の子供に関しては、どのくらい実

際にいるのか。 

 それで、実際はこういう施設を利用している

人に関しては無償化ということが実施されるわ

けですけれども、お金の問題なんかで預けてい

ないという子供もかなりいるというふうに思わ

れますので、そうした子供は、今後この施行に

伴って、改めてそういう施設に預けるという動

きも出るということも十分考えられるわけなの

ですが、そういうことを考えますと、今満３歳

以上でこういった施設を利用している子供、そ

して現在の段階で利用していない子供、これは

町内にどのくらいいるのかということについて

把握していれば、ちょっと教えていただきた

い。 

○議長（木下 敏） 暫時休憩いたします。 

午後 １時４７分 休憩 

────────────── 

午後 ２時０３分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開

いたします。 

 上野議員に対する答弁より入ります。 

 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） 大変貴重

な時間を費やしてしまい、申しわけございませ

んでした。 

 御質問にありました無償化の対象となる３歳

から５歳の人数についてでございますけれど

も、町内全体では、３歳から５歳までの年代の

子供さんは全体で６２６名いらっしゃいます。

そのうち１号認定は、幼稚園なのですけれど

も、幼稚園については３４５名、３歳から５歳

です。２号、保育園・保育所、この３歳から５

歳については２３０という人数で、差し引くと

大体５１人が今どこにも属してなくて、自宅で

養育されているという状況でございます。 

 無償化になることによって、自宅にいらっ

しゃったお子さんも、ひょっとしたら入園させ

てやりたいなという親御さんも多分いらっしゃ

るかなと思いますので、その対策も今後考えて
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いきたいなと思ってます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。議案第５２号七

飯町特定教育・保育及び特定地域型保育に係る

利用者負担に関する条例の一部改正について、

原案のとおり可決することに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第９ 

議案第５３号 七飯町特定教育・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の一部改正について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第９ 議案第５３号

七飯町特定教育・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の一部改

正についてを議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） それで

は、議案第５３号七飯町特定教育・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

める条例の一部改正について提案説明を申し上

げます。 

 このたびの改正は、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につい

て、令和元年５月３１日に令和元年内閣府令第

７号及び第８号の一部改正府令が公布されたこ

とに伴い、同府令を引用する七飯町特定教育・

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の一部を改正するものでご

ざいます。 

 それでは、議案関係資料の６５ページ資料８

をごらんください。 

 七飯町特定教育・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新旧対

照表により、御説明をさせていただきます。 

 まず、冒頭部分、６５ページから６５ペー

ジ、ちょっと行き来することになりますので、

よろしくお願いいたします。 

 第２条第９号中「支給認定」を「教育・保育

給付認定」に改め、同条第１０号中「支給認定

保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改

め、同条第１１号中「支給認定子ども」を「教

育・保育給付認定子ども」に改め、同条中第２

４号を第２９号とし、第１８号から第２３号ま

でを５号ずつ繰り下げ、同条第１７号中「市町

村」の次に「（特別区を含む。以下同じ。）」

を加え、「保育を含む。次条第１項」を「保育

を含む。同条第１項」に、「支給認定保護者」

を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同号

を同条第２２号とし、同条中第１６号を第２１

号とし、第１５号を第２０号とし、同条第１４

号中「第１４条第１項」を「第７条第１０項第

５号」に改め、同号を同条第１９号とし、同条

第１３号中「支給認定の有効期間」を「教育・

保育給付認定の有効期間」に改め、同号を同条

第１８号とし、同条中第１２号を第１７号と

し、第１１号の次に次の５号を加える。 

 第１２号、満３歳以上教育・保育給付認定子

ども。子ども・子育て支援法施行令（平成２６

年政令第２１３号。以下「令」という。）第４

条第１項に規定する満３歳以上教育・保育給付

認定子どもをいう。 

 第１３号、特定満３歳以上保育認定子ども。

令第４条第１項第２号に規定する特定満３歳以

上保育認定子どもをいう。 

 第１４号、満３歳未満保育認定子ども。令第

４条第２項に規定する満３歳未満保育認定子ど

もをいう。 

 第１５号、市町村民税所得割合算額。令第４

条第２項第２号に規定する市町村民税所得割合

算額をいう。 

 第１６号、負担額算定基準子ども。令第１３
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条第２項に規定する負担額算定基準子どもをい

う。 

 第３条第１項中「適切な内容」を「適切であ

り、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減

について適切に配慮された内容」に改める。 

 ６７ページになります。 

 第５条第１項中「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に、「利用者負担」

を「第１３条の規定により支払いを受ける費用

に関する事項」に改める。 

 第６条第１項中「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改め、同条第２項

中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定

子ども」に改め、同条第３項中「支給認定子ど

も」を「教育・保育給付認定子ども」に、「支

給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、６

８ページになります。同条第４項中「支給認定

保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改

め、同条第５項中「支給認定子ども」を「教

育・保育給付認定子ども」に改める。 

 第７条第２項中「支給認定子ども」を「教

育・保育給付認定子ども」に改める。 

 第８条中「場合は」の次に「、必要に応じ

て」を加え、「支給認定保護者」を「教育・保

育給付認定保護者」に改め、「支給認定証」の

次に「（教育・保育給付認定保護者が支給認定

証の交付を受けていない場合にあっては、子ど

も・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府

令第４４号）第７条第２項の規定による通

知）」を加え、「支給認定の有無」を「教育・

保育給付認定の有無」に、「支給認定子ども」

を「教育・保育給付認定子ども」に、「支給認

定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効

期間」に改める。 

 ６９ページになります。 

 第９条の見出し及び同条第１項中「支給認

定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第

２項中支給認定の変更」を「教育・保育給付認

定の変更」に、「支給認定保護者」を「教育・

保育給付認定保護者」に、「支給認定の有効期

間」を「教育・保育給付認定の有効期間」に改

める。 

 第１０条及び第１１条中「支給認定子ども」

を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

 第１３条第１項中「（特別利用保育及び特別

利用教育を含む。以下この条、次条及び第１９

条において同じ。）」を削り、「支給認定保護

者」を「教育・保育給付認定保護者（満３歳未

満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保

護者に限る。）」に、７０ページになります。

「法第２７条第３項第２号に掲げる額（特定教

育・保育施設が特別利用保育を提供する場合に

あっては法第２８条第２項第２号に規定する市

町村が定める額とし、特別利用教育を提供する

場合にあっては同項第３号に規定する市町村が

定める額とする。）」を「満３歳未満保育認定

子どもに係る教育・保育給付認定保護者につい

ての法第２７条第３項第２号に掲げる額」に改

め、同条第２項中「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改め、「（その額

が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を

超えるときは、当該現に特定教育・保育に要し

た費用の額）をいい、当該特定教育・保育施設

が特別利用教育を提供する場合にあっては法第

２８条第２項第２号に規定する内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額（その額が

現に当該特別利用保育に要した費用の額を超え

るときは、当該現に特別利用保育に要した費用

の額）を、特別利用教育を提供する場合にあっ

ては、同項第３号に規定する内閣総理大臣が定

める基準により算定した費用の額（その額が現

に当該特別利用保育に要した費用の額を超える

ときは、当該現に特別利用保育に要した費用の

額）」を削り、同条第３項中「支給認定保護

者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同条第４項各号列記以外の部分中「支給認定保

護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改

め、同項第３号中「に要する費用（法第１９条

第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもに対

する食事の提供に要する費用を除き、同項第２

号に掲げる小学校就学前子どもについては主食

の提供に係る費用に限る。）」を「（次に掲げ

るものを除く。）に要する費用」に改め、同号

に次のように加える。 



－ 34 － 

 ７１ページになります。 

 ア、次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以

上教育・保育給付認定子どものうち、その教

育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給

付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市

町村民税所得割合算額がそれぞれ（ア）又は

（イ）に定める金額未満であるものに対する副

食の提供。 

 （ア）法第１９条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども、７万７,１０１円。 

 （イ）法第１９条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除

く。イ（イ）において同じ。）５万７,７００

円。（令第４条第２項第６号に規定する特定教

育・保育給付認定保護者にあっては、７万７,１

０１円。 

 イ、次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以

上教育・保育給付認定子どものうち、負担額算

定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども

（小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支

援学校の小学部の第１学年から第３学年までに

在籍する子どもをいう。以下このイにおいて同

じ。）が同一の世帯に３人以上いる場合にそれ

ぞれ（ア）又は（イ）に定めるものに該当する

ものに対する副食の提供。（アに該当するもの

を除く。） 

 （ア）法第１９条第１項第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども。負担額算定基準子ども又は小学校第３

学年修了前子ども（そのうち最年長者及び２番

目の年長者である者を除く。）である者。 

 （イ）法第１９条第１項第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども。負担額算定基準子ども（そのうち最年

長者及び２番目の年長者である者を除く。）で

ある者。 

 ７２ページになります。 

 ウ、満３歳未満保育認定子どもに対する食事

の提供。 

 第１３条第４項第５号中「支給認定保護者」

を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

 第１３条第５項及び第６項中「支給認定保護

者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め

る。 

 第１４条の見出し中「施設型給付費等」を

「施設型給付費」に改め、同条第１項中「に規

定する施設型給付費をいい、法第２８条第１項

に規定する特例施設型給付費を含む」を「の施

設型給付費をいう」に改め、「この項及び第１

９条において」を削り、「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第

２項中「特定教育・保育を提供したことを証す

る書類」を「特定教育・保育提供証明書」に、

「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保

護者」に改める。 

 ７３ページになります。 

 第１５条第１項第２号中「同条第９項」を

「同条第１１項」に改める。 

 第１６条第２項中「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改める。 

 第１７条中「支給認定子どもの」を「教育・

保育給付認定子どもの」に第１６条第２項中

「支給認定子ども又はその保護者」を「当該教

育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給

付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護

者」に改める。 

 第１８条中「支給認定子どもに」を「教育・

保育給付認定子どもに」に、「支給認定子ども

の保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係

る教育・保育給付認定保護者」に改める。 

 ７４ページになります。 

 第１９条の見出し中「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条中

「支給認定子どもの保護者」を「教育・保育給

付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護

者」に改める。 

 第２０条第５号中「支給認定保護者から受領

する利用者負担その他の」を「第１３条の規定

により教育・保育給付認定保護者からの支払い

を受ける」に改める。 

 第２１条第１項及び第２項ただし書、第２４

条の見出し並びに同条から、７５ページになり
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ます。第２６条までの規定中「支給認定子ど

も」を「教育・保育給付認定子ども」に改め

る。 

 第２７条第１項及び第２項中「支給認定子ど

も」を「教育・保育給付認定子ども」に改め、

同条第３項中「支給認定子どもに」を「教育・

保育給付認定子どもに」に、「支給認定子ども

の保護者」を「教育・保育給付認定子どもに係

る教育・保育給付認定保護者」に改める。 

 ７６ページになります。 

 第２８条第１項中「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改める。 

 第２９条第１項中「（法第７条第４項に規定

する教育保育施設をいう。次項において同

じ。）」及び「（同条第５項に規定する地域型

保育をいう。次項及び第３９条第４項において

同じ。）」を削る。 

 第３０条第１項中「支給認定子どもまたは支

給認定保護者」を「教育・保育給付認定子ども

または教育・保育給付認定保護者」に、「支給

認定子どもの」を「教育・保育給付認定子ども

の」に、「支給認定子ども等」を「教育・保育

給付認定子ども等」に改め、同条第３項及び７

７ページになります。第４項中「支給認定子ど

も等」を「教育・保育給付認定子ども等」に改

める。 

 第３２条第１項中「掲げる」を「定める」に

改め、同条第２項及び第４項中「支給認定子ど

も」を「教育・保育給付認定子ども」に改め

る。 

 第３４条第２項中「支給認定子ども」を「教

育・保育給付認定子ども」に改め、７８ページ

になります。同項第２号中「に規定する提供し

た特定教育・保育に係る必要な事項」を「の規

定による特定教育・保育の提供」に改め、同項

第３号から第５号までの規定中「に規定する」

を「の規定による」に改める。 

 第３５条第１項中「支給認定子ども」を「教

育・保育給付認定子ども」に改め、同条第２項

中「支給認定子どもの数」を「教育・保育給付

認定子ども」に、「支給認定子ども」を「教

育・保育給付認定子どもに」に改め、同条第３

項中「を含む」を「を、施設型給付費には特例

施設型給付費（法第２８条第１項の特例施設型

給付費をいう。次条第３項において同じ。）を

それぞれ含む」に、「本章」を「前節」に、７

９ページになります。「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に、「とする」

を「と、第１３条第２項中「法第２７条第３項

第１号に掲げる額」とあるのは「法第２８条第

２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により

算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ

（ア）中「教育・保育給付認定子ども」とある

のは「教育・保育給付認定子ども（特別利用保

育を受ける者を除く。）」と、同号イ（イ）中

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受け

る者を含む。）とする」に改める。 

 第３６条第１項中「支給認定子ども」を「教

育・保育給付認定子ども」に改め、同条第２項

中「支給認定子どもの数」を「教育・保育給付

認定子ども」に、「支給認定子ども」を「教

育・保育給付認定子ども」に改め、同条第３項

中「を含む」を「を、施設型給付費には特例施

設型給付費をそれぞれ含む。」に、「本章」を

「前節」に改め、「の数」を削り、８０ページ

になります。「支給認定子ども」を「教育・保

育給付認定子どもに」に改め、「第１号」の次

に「又は第２号」を加え、「第１３条第４項第

３号中「除き、同項第２号に掲げる小学校就学

前子どもについては主食の提供に係る費用に限

る。）」とあるのは「除く。）」とする」を

「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係

る利用定員」とあるのは「同項第１号に掲げる

小学校就学前子どもの区分に係る利用定員と、

第１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に

掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第３

号の内閣総理大臣が定める基準により算定した

費用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）中

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受け

る者を含む。）」と、同号イ（イ）中「教育・

保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育

給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を除
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く。）とする」に改める。 

 第３７条第１項中「のうち、家庭的保育事業

にあってはその」を「（事業所内保育事業を除

く。）の」い、「）の数を」を「）の数は、家

庭的保育事業にあっては」に改め、「とし」を

削り、「小規模保育事業Ａ型をいう」の次に

「。第４２条第３項第１号において同じ」を加

え、「小規模保育事業Ｂ型（同条」を小規模保

育事業Ｂ型（同省令第２７条」に改め、「小規

模保育事業Ｂ型をいう」の次に「。同号におい

て同じ」を加え、「その利用定員の数を」を削

る。 

 ８１ページになります。 

 第３８条第１項中「第４２条」を「第４２条

第１項」に改め、「当該連携施設の」を削り、

「及び利用者負担」を「、第４３条の規定によ

り支払いを受ける費用に関する事項」に改め

る。 

 第３９条第１項中「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改め、同条第２項

中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子

ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。

以下この章において同じ。）」に、「支給認定

に」を「教育・保育給付認定に」に、「支給認

定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に

改め、同条第３項中「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改め、同条第４項

中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定

子ども」に、「第４２条」を「第４２条第１

項」に改める。 

 ８２ページになります。 

 第４０条第２項中「法第１９条第１項第３号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認

定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に

改める。 

 第４１条中「支給認定子ども」を「満３歳未

満保育認定子ども」に改める。 

 第４２条第１項中「この項」の次に「から第

５項まで」を加え、同項第１号中「支給認定子

ども」を「満３歳未満保育認定子ども」に改

め、同項第２号中、８３ページになります。

「いう」の次に「。以下この条において同じ」

を加え、同項第３号中「支給認定子ども」を

「満３歳未満保育認定子ども」に、「支給認定

保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改

め、同条第４項中「支給認定子ども」を「満３

歳未満保育認定子ども」に改め、同項を同項第

９条とし、同項の前に次の１項を加える。 

 ８４ページになります。 

 第８項、保育所型事業所内保育事業を行う者

のうち、児童福祉法第６条の３第１２項第２号

に規定する事業を行う者であって、町長が適当

と認めるもの（附則第５条において「特例保育

所型事業所内保育事業者」という。）について

は、第１項本文の規定にかかわらず、連携施設

の確保をしないことができる。 

 第４２条第３項中「を行う者であって、第３

７条第２項の規定により定める利用定員が２０

人以上のもの」を「（第３７条第２項の規定に

より定める利用定員が２０人以上のものに限

る。次項において「保育所型事業所内保育事

業」という。）を行う者について」に改め、同

項を同条第７項とし、同条中第２項を第６項と

し、第１項の次に次の４項を加える。 

 ８３ページになります。 

 第２項、町長は、特定地域型保育事業者によ

る代替保育の提供に係る連携施設の確保が著し

く困難であると認める場合であって、次に掲げ

る要件の全てを満たすと認めるときは、前項第

２号の規定を適用しないこととすることができ

る。 

 第１号、特定地域型保青事業者と次項に規定

する連携協力を行う者との間でそれぞれの役割

の分担及び責任の所在が明確化されているこ

と。 

 第２号、次項に規定する連携協力を行う者の

本来の業務の遂行に支障が生じないようにする

ための措置が講じられていること。 

 第３項、前項の揚合において、特定地域型保

育事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２

号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として

適切に確保しなければならない。 
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 第１号、当該特定地域型保育事業者が特定地

域型保育事業を行う場所又は事業所（次号にお

いて「事業実施場所」という。）以外の場所又

は事業所において代替保育が提供される場合小

規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型

又は事業所内保育事業を行う者（次号において

「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。） 

 第２号、事業実施場所において代替保育が提

供される場合、事業の規模等を勘案して、８４

ページになります。小規模保育事業Ａ型事業者

等と同等の能力を有すると町が認める者。 

 第４項、町長は、特定地域型保育事業者によ

る第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認めるときは、同号

の規定を適用しないこととすることができる。 

 第５項、前項の場合において、特定地域型保

育事業者は、児童福祉法第５９条第１項に規定

する施設のうち、次に掲げるもの（入所定員が

２０人以上のものに限る。）であって、町長が

適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項

に係る連携協力を行う者として適切に確保しな

ければならない。 

 第１号、法第５９条の２第１項の規定による

助成を受けている者の設置する施設（児童福祉

法第６条の３第１２項に規定する業務を目的と

するものに限る。) 

 第２号、児童福祉法第６条の３第１２項に規

定する業務又は同法第３９条第１項に規定する

業務を目的とする施設であって、同法第６条の

３第９項第１号に規定する保育を必要とする乳

児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る

地方公共団体の補助を受けているもの。 

 ８５ページになります。 

 第４３条第１項中「（特別利用地域型保育及

び特定利用地域型保育を含む。以下この条にお

いて同じ。）」を削り、「支給認定保護者」を

「教育・保育給付認定保護者」に改め、「（当

該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育

を提供する場合にあっては法第３０条第２項第

２号に規定する市町村が定める額とし、特定利

用地域型保育を提供する場合にあっては同項第

３号に規定する市町村が定める額とする」を削

り、同条第２項中「支給認定保護者」を「教

育・保育給付認定保護者」に改め、「（その額

が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を

超えるときは、当該現に特定地域型保育に要し

た費用の額）をいい、当該特定地域型保育事業

者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっ

ては法第３０条第２項第２号に規定する内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の額

（その額が現に当該特別利用地域型保育に要し

た費用の額を超えるときは、当該現に特別利用

地域型保育に要した費用の額）を、特定利用地

域型保育を提供する場合にあっては同項第３号

に規定する内閣総理大臣が定める基準により算

定した費用の額（その額が現に当該特定利用地

域型保育に要した費用の額を超えるときは当該

現に特定利用地域型保育に要した費用の額）」

を削り、８６ページになります。同条第３項か

ら第６項までの規定中「支給認定保護者」を

「教育・保育給保育給付認定保護者」に改め

る。 

 ８７ページになります。 

 第４６条第５号中「支給認定保護者から受領

する利用者負担その他の」を「第４３条の規定

により教育・保育給付認定保護者から支払いを

受ける」に改める。 

 第４７条第１項及び第２項ただし書き中「支

給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ど

も」に改める。 

 第４９条第２項中「支給認定子ども」を「満

３歳未満保育認定子ども」に改め、同項第２号

中「に規定する提供した特定地域型保育に係る

必要な事項」を「の規定による特定地域型保育

の提供」に改め、同項第３号から第５号までの

規定中「に規定する」を「の規定による」に改

める。 

 ８８ページになります。 

 第５０条中「特定地域型保育事業」を「特定

地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び

特定地域型保育」に、「第１４条第１項中「特

定教育・保育に係る」を「第１１条中「教育・

保育給付認定子どもについて」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（満３歳未満保育認定
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子どもに限り、特定満３歳以上保育認定子ども

を除く。以下この節において同じ。）につい

て」と第１４条第１項中「」に、「に規定する

施設型給付費をいい、法第２８条第１項に規定

する特例施設型給付費を含む」を「の施設型給

付費をいう」に改め、「この項及び第１９条に

おいて同じ。)」及び「特定地域型保育（特別利

用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。

第５０条において準用する次項及び第１９条に

おいて同じ。）に係る」を削り、「に規定する

地域型保育給付費をいい、法第３０条第１項に

規定する特例地域型保育給付費を含む」を「の

地域型保育給付費をいう」に、「準用する第１

９条において同じ。)」を「準用する第１９条に

おいて」に、「及び第１９条中「特定教育・保

育」とあるのは「特定地域型保育」と、同条」

を「中「特定教育・保育提供証明書」とあるの

は「特定地域型保育提供証明書」と、第１９

条」に改める。 

 第５１条第１項中「支給認定子ども」を「教

育・保育給付認定子ども」に改め、同条第２項

中「支給認定子どもの数及び」を「教育・保育

給付認定子ども及び」に、「同項第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当する支給認定子ど

も」を「満３歳未満保育認定子ども」に、８９

ページになります。「支給認定子どもを」を

「教育・保育給付認定子どもを」に改め、同条

第３項中「含むものとして、本章（第３９条第

２項及び第４０条第２項を除く。）の規定を適

用する」を「、地域型保育給付費には特例地域

型保育給付費（法第３０条第１項の特例地域型

保育給付費をいう。次条第３項において同

じ。」をそれぞれ含むものとして、前節(第４０

条第２項を除き、前条において準用する第８条

から第１４条まで（第１０条及び第１３条を除

く。）、第１７条から第１９条まで及び第２３

条から第３３条までを含む。次条第３項におい

て同じ。）の規定を適用する。この場合におい

て、第３９条第２項中「利用の申込みに係る法

第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子

ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第１

９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ど

も」と、「満３歳未満保育認定子ども（特定満

３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章に

おいて同じ。）」とあるのは「同号又は同項第

３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども（第５２条第１項の規

定により特定利用地域型保育を提供する場合に

あっては、当該特定利用地域型保育の対象とな

る法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

を含む。）」と、「同号に掲げる小学校就学前

子ども」とあるのは「同項第３号に掲げる小学

校就学前子ども」と、「教育・保育給付認定に

基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を

勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められ

る満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用で

きるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受け

た順序により決定する方法、当該特定地域型保

育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基

づく選考その他公正な方法により」と、第４３

条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあ

るのは、９０ページになります。「教育・保育

給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象と

なる法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もに係る教育・保育給付認定保護者を除く。」

と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に

掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第２

号の内閣総理大臣が定める基準により算定した

費用の額」と、同条第３項中「前２項」とある

のは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあ

るのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるの

は「掲げる費用及び食事の提供（第１３条第４

項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要

する費用」と、同条第５項中「前各項」とある

のは「前３項」とする」に改める。 

 第５２条第１項中「支給認定子ども」を「教

育・保育給付認定子ども」に改め、同条第２項

中「支給認定子どもの数」を「教育・保育給付

認定子ども」に、「支給認定子ども」を「教

育・保育給付認定子ども」に改め、同条第３項

中「含むものとして、本章の規定を適用する」

を「、地域型保育給付費には特例地域型保育給
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付費を、それぞれ含むものとして、前節の規定

を適用する。この場合において、第４３条第１

項中「教育・保育給付認定保護者」とあるの

は、９１ページになります。「教育・保育給付

認定保護者（特定利用地域型保育の対象となる

法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。)に係

る教育・保育給付認定保護者に限る。」と、

「法第２９条第３項第２号に掲げる額」とある

のは「法第３０条第２項３号の市町村が定める

額」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１

号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項

第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額」と、同条第４項中「掲げる費

用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供

（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳

以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以

上保育認定子ども(令第４条第１項第２号に規定

する満３歳以上保育認定子どもをいう。）に係

る第１３条第４項第３号ア又はイに掲げるもの

を除く。)に要する費用」とする」に改める。 

 附則第２条第１項中「(法第２７条第３項第２

号に掲げる額（特定教育・保育施設が」とある

のは「(当該特定教育・保育施設が」と、「額と

し」とあるのは「額をいい」と、「定める額と

する。)をいう。)」とあるのは「定める額をい

う。)」を「教育・保育給付認定保護者（満３歳

未満保育認定子ども」とあるのは「教育・保育

給付認定保護者（満３歳未満保育認定子ども

（特定保育所（法附則第６条第１項に規定する

特定保育所をいう。次項において同じ。）から

特定教育・保育（保育に限る。第１９条におい

て同じ。)を受ける者を除く。以下この項におい

て同じ。)」に、「(法第２７条第３項第１号に

掲げる額」とあるのは「(法附則第６条第３項の

規定により読みかえられた法第２８条第２項第

１号に規定する内閣総理大臣が定める基準によ

り算定した費用の額を「当該特定教育・保育」

とあるのは「当該特定教育・保育（特定保育所

における特定教育・保育（保育に限る。）を除

く。）」に改める。 

 ９２ページになります。 

 附則第３条を次のように改める。 

 第３条削除。 

 ９３ページになります。 

 附則第５条中「特定地域型保育事業者」の次

に「（特例保育所型事業所内保育事業者を除

く。）」を加え、「必要かつ」を「必要な」

に、「５年」を「１０年」に改める。 

 議案に戻っていただきまして、附則としまし

て、この条例は、令和元年１０月１日から施行

するものでございます。 

 提案説明は以上でございます。よろしく御審

議のほどお願いを申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。議案第５３号七

飯町特定教育・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の一部改正

について、原案のとおり可決することに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１０ 

議案第５４号 令和元年度七飯町一般会計

補正予算（第５号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１０ 議案第５４

号令和元年度七飯町一般会計補正予算（第５

号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、議案

第５４号令和元年度七飯町一般会計補正予算

（第５号）について、御説明を申し上げます。 
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 このたびの補正は、第１条、既定予算の総額

に歳入歳出それぞれ４億５,５５４万９,０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１

１７億４９万７,０００円とするものでございま

す。 

 第２条は債務負担行為の補正で、第２表によ

るものでございます。 

 第３条は地方債の補正で、第３表によるもの

でございます。 

 それでは、１１ページの歳出から御説明申し

上げます。 

 ２款総務費１項１目一般管理費は、総務公用

車管理費として、需用費は一括管理している公

用車の冬タイヤの摩耗が進んでいることから、

冬期間の走行の安全を確保するため、冬タイヤ

購入費として自動車消耗品費１４万１,０００円

の追加、町有バス管理費として町有バス２台分

の冬タイヤの摩耗が進んでいることから、冬タ

イヤ購入費として自動車消耗品費１８万１,００

０円の追加、一般管理費合計３２万２,０００円

の追加でございます。 

 ３目財政管理費は、地方財政法第７条に基づ

き前年度決算の余剰金の２分の１を下回らない

金額を積み立てるとなっておりますので、財政

調整基金積立金７,３００万円の追加。 

 ６目電算管理費は、電算管理費として委託料

は、会計年度任用職員制度導入により、来年度

から７節賃金が廃節となることから、総合行政

情報システム改修委託料３９万９,０００円の追

加。負担金、補助及び交付金は、北海道内の自

治体で共同運用しているシステム等の運用負担

金が確定したことから７６万８,０００円の追

加。事業の合計で１１６万７,０００円の追加で

ございます。 

 光ケーブル設置管理費として、負担金、補助

及び交付金は、道道大沼公園鹿部線の道路拡幅

工事に伴う電柱の移設などのため、光ケーブル

等移設工事負担金９１万２,０００円の追加。電

算管理費合計２０７万９,０００円の追加。 

 １０目交通安全対策費は、報償費として高齢

者運転免許証自主返納支援事業の実施に伴い、

高齢者運転免許証自主返納報償費２００万円の

追加。 

 １１目交流推進費は、報償費として香川県三

木町で行われる姉妹都市提携２０周年記念事業

に七飯男爵太鼓創作会の出演依頼が実行委員会

からあり、旅費及び機器の運搬費相当の報償費

４０万円の追加。 

 ２項１目税務総務費は、税務総務費課税とし

て委託料は、固定資産税の評価に対する異議申

立てに伴う行政訴訟業務委託料１１１万３,００

０円の追加。償還金、利子及び割引料は、法人

町民税の確定申告に伴う予定納付額の還付等発

生のため、過年度還付金５００万円の追加。税

務総務費合計６１１万３,０００円の追加。 

 ２目賦課徴収費は、賦課事務費として委託料

は、消費税増税に伴い、固定資産土地評価業務

委託料の債務負担分として４万１,０００円の追

加。 

 ３款民生費１項１目社会福祉総務費（地域福

祉）として、需用費は町内会貸し出し用の小型

除雪機の点検修繕に伴う機械修繕料３２万９,０

００円の追加。役務費は、小型除雪機の盗難保

険料１０万８,０００円の追加。社会福祉総務費

合計４３万７,０００円の追加でございます。 

 ２目高齢者福祉費は、今年度の決算見込み額

に基づく保険給付費の高額医療合算介護サービ

ス費の増額に伴う介護保険特別会計繰出金１２

万５,０００円の追加。 

 ６目社会福祉施設費は、授産施設指定管理料

として、委託料は消費税増税に伴う授産施設指

定管理料１１万２,０００円の追加。社会福祉施

設整備費として、工事請負費は文化センター、

大沼婦人会館、大川コミュニティセンターの３

施設を介護予防施設に位置づけ、トイレの洋式

化、手すり設置、段差解消などの改修を行うた

め、介護サービス提供基盤等整備工事１,８６３

万６,０００円の追加。負担金、補助及び交付金

は、認知症高齢者グループホーム等、防災改修

等支援事業として、非常用発電機の整備支援等

を目的とした地域介護福祉空間整備等施設整備

補助金５３７万３,０００円の追加。事業合計

２,４００万９,０００円の追加。社会福祉施設

費合計で、２,４１２万１,０００円の追加でご
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ざいます。 

 ２項１目児童福祉総務費は、児童福祉総務費

として、需用費は１０月から実施される幼児教

育・保育無償化に伴う消耗品費７万円の追加。

七飯町版の入園ガイドブック作成に伴う印刷製

本費８８万７,０００円の追加。委託料は、幼児

教育・保育無償化の実施に伴い、現行システム

の改修が必要となるため、子ども・子育て支援

システム回収委託料２２９万円の追加。扶助費

は、無償化に伴い、一時預かり保育事業幼児保

育認可外保育施設等の利用については、償還払

いすることになるため、保護者負担軽減給付金

３,５４１万７,０００円の追加。償還金、利子

及び割引料は、子ども・子育て支援交付金の平

成３０年度の額が確定したことから、子ども・

子育て支援交付金前年度精算返還金８８万１,０

００円の追加。子供のための教育・保育給付費

負担金、前年度精算返還金１,８２９万３,００

０円の追加。償還金利子及び割引料合計１,９１

７万４,０００円の追加。事業合計５,７８３万

８,０００円の追加でございます。 

 大中山子育て支援センター運営費は、賃金は

保育士の病気休暇により、代替の保育士が必要

となることから、臨時保育士賃金３３万円の追

加。児童福祉費総務費合計５,８１６万８，００

０円の追加でございます。 

 ２目児童措置費は、大中山保育所運営費とし

て、需用費はストーブの分解清掃に伴う交換部

品代として消耗品費４万４,０００円の追加。役

務費は、ストーブの分解清掃に伴う手数料１０

万２,０００円の追加。委託料は、冬期の施設の

除雪のため、除雪委託料１３万円の追加。事業

合計２７万６,０００円の追加。 

 子ども・子育て支援給付事業費として、委託

料は、児童教育・保育の無償化に伴い、非課税

世帯の利用者負担額が減額となることから、事

業者に対する施設型給付費委託料３,２３８万

９,０００円の追加。地域型保育給付費委託料１

２４万３,０００円の追加。事業合計３,３６３

万２,０００円の追加。児童措置費合計３,３９

０万８,０００円の追加でございます。 

 ４款衛生費１項１目保健衛生総務費は、保健

指導者管理費として保健指導用公用車の冬タイ

ヤの摩耗が進んでいることから、冬期間の走行

の安全を確保するため、冬タイヤ購入費として

自動車消耗品費３万６,０００円の追加。 

 ２目予防費は、母子保健対策費として、報償

費は、５歳児健診実施に当たり、担当者の実務

能力向上及び各関係機関の事業理解を図るた

め、５歳児健診、関係者研修会、報償費１３万

７,０００円の追加。償還金、利子及び割引料

は、平成３０年度の母子保健衛生費等国庫負担

金に係る実績に基づき、養育療養費等国庫支出

金前年度精算返還金１１万５,０００円の追加。

事業合計２５万２,０００円の追加。 

 ５目保健センター管理費として、委託料は、

施設の除雪委託料として１０万８,０００円の追

加。 

 ６目健康センター管理費として、委託料は施

設の除雪委託料１０４万２,０００円の追加。保

健衛生費合計１４３万８,０００円の追加でござ

います。 

 ６款農林水産業費１項４目農地費は、道営農

業基盤整備事業費として、工事請負費は平成３

０年度より進めている鳴川地区アークスの縦道

路の整備に伴い、防除用水の水道管移設が必要

となることから、農道整備特別対策事業防除用

水移設工事１７７万１,０００円の追加。 

 ７款商工費１項１目商工費は、特産品ＰＲ事

業費として三木町との姉妹都市提携２０周年に

当たり三木町まんで願。において七飯町の特産

ブースを拡大してＰＲを行うため、一般職旅費

３１万３,０００円の追加。プレミアム付商品券

発行事業費として消費税、地方消費税率の引き

上げが低所得者や子育て世代の消費に与える影

響を緩和し、地域における消費喚起下支えする

ためプレミアム付商品券の発行事業を実施する

ための経費として、役務費はプレミアム付商品

券を購入するための引換券の発送に伴う郵便料

として１０４万円の追加。手数料は、プレミア

ム付商品券が使用された事業者への振込手数料

１６１万７,０００円の追加。役務費合計２６５

万７,０００円の追加。委託料は、プレミアム付

商品券の販売及び換金業務委託料５１９万４,０
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００円の追加。負担金、補助及び交付金は、プ

レミアム付商品券換金事業者交付金１億６,２５

０万円の追加。事業合計１億７,０３５万１,０

００円の追加。商工費合計１億７,０６６万４,

０００円の追加でございます。 

 ８款土木費１項１目土木総務費は、建築指導

車管理費として、需用費は公用車の冬タイヤの

摩耗が進んでいることから、冬期間の走行の安

全を確保するため、冬タイヤ、ワイパー購入費

として自動車消耗品費７万６,０００円の追加。 

 ２項１目道路橋りょう維持費は、道路橋りょ

う維持費として、工事請負費は町道等舗装補修

工事２５０万円の追加。除排雪対策費として冬

期の除排雪対策に伴う経費として臨時職員の雇

用に伴い、共済費から賃金まで１７２万１,００

０円の追加。需用費は、除排雪重機車両の冬タ

イヤやチェーンの購入などに係る自動車消耗品

費２２０万５,０００円の追加。委託料は、町道

等除雪委託料として１億１,１１４万１,０００

円の追加。使用料及び賃借料は、除排雪対策に

伴うショベルドーザー、ダンプ等の除雪作業用

重機等借上料７８５万８,０００円の追加。備品

購入費は、除雪車両購入に伴う入札執行残８９

６万５,０００円の減額。事業合計１億１,３９

６万円の追加でございます。道路橋りょう維持

費合計として１億１,６４６万円の追加でござい

ます。 

 ２目道路橋りょう新設改良費は、町道等単独

改良事業として工事請負費は、各地区新設改良

等工事１,６００万円の追加。道路用地取得費と

して峠下８号線の用地購入のため公有財産購入

費１５８万円の追加。社会資本整備総合交付金

事業費（道路）として国の交付金である社会資

本整備総合交付金の飯田町８号線事業への今年

度の割り当てがなかったことから委託料は飯田

町８号線用地測量委託料５２０万円の減額。工

事請負費は、飯田町８号線改良舗装工事７,１０

０万円の減額。事業合計７,６２０万円の減額。

道路橋りょう新設改良費合計５,８６２万円の減

額でございます。 

 ３項１目河川費は、河川改良費として使用料

及び賃借料は、河川の埋塞土砂除去に伴う重機

等借上料５０万円の追加。工事請負費は、河川

維持補修工事５０万円の減額。中野川への民地

への越水対策として環境整備工事７００万円の

追加。工事請負費合計６５０万円の追加。河川

費合計７００万円の追加でございます。 

 ４項２目公園費は、公園整備管理費として委

託料は冬期の総合公園の開設に伴い、トイレ等

維持管理委託料１４万３,０００円の追加。総合

公園等除雪委託料７７万６,０００円の追加。事

業合計９１万９,０００円の追加。公園整備連絡

車管理費として需用費は公用車の冬タイヤ等の

購入などに係る自動車消耗品費５万１,０００円

の追加。都市計画費合計９７万円の追加でござ

います。 

 ５項１目住宅管理費は、公営住宅管理費とし

て工事請負費は今年度退去が多く、入居のため

の補修工事が必要となることから町営住宅入退

去補修工事４７１万円の追加。住宅費合計４７

１万円の追加でございます。 

 １０款教育費１項２目事務局費は、対外競技

参加費として、今後開催される各種対外競技等

参加補助金３９０万円の追加。事務局費（学校

教育）として報償費はスクールロイヤー制度導

入に向けた研修会における講師謝礼３万円の追

加。スクールバス運行費として需用費は沼っ子

Ⅱの修繕料４７万８,０００円の追加。教育総務

費合計４４０万８,０００円の追加でございま

す。 

 ２項１目学校管理費は、学校管理費（小学

校）として委託料は大沼小学校通学路除雪委託

料４１万３,０００円の追加。校舎等営繕費（小

学校）として役務費はストーブ分解清掃手数料

２９万３,０００円の追加。委託料は、学校敷地

内排雪委託料２００万円の追加。事業合計２２

９万３,０００円の追加。小学校費合計２７０万

６,０００円の追加。 

 ３項１目学校管理費は、校舎等営繕費（中学

校）として委託料は学校敷地内排雪委託料１０

０万円の追加。 

 ４項３目社会教育施設振興費は、文化セン

ター管理費として委託料は、文化の森の危険木

の伐採委託料６２万７,０００円の追加。大沼婦
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人会館管理費として賃金は冬期の屋根雪おろし

に伴う作業員賃金１７万円の追加。委託料は、

施設の除雪委託料５５万円の追加。事業合計７

２万円の追加。 

 社会教育施設管理費として、賃金は冬期の各

施設の屋根雪おろしに伴う作業員賃金２６万４,

０００円の追加。役務費は、ストーブ分解清掃

に伴う手数料７万１,０００円の追加。事業合計

３３万５,０００円の追加。社会教育費合計１６

８万２,０００円の追加でございます。 

 ５項１目保健体育総務費は、スポーツ振興総

務費として負担金、補助及び交付金は全道大会

出場に伴うスポーツ振興補助金１４万１,０００

円の追加。体育施設管理費として需用費はトル

ナーレグラウンドにおいて雑草除去に伴う除草

剤購入のため消耗品費４２万９,０００円の追

加。保健体育費合計５７万円の追加でございま

す。 

 次に、７ページの歳入に戻っていただきま

す。 

 ２款地方贈与税３項１目森林環境譲与税は、

今年度の額が確定したことから４０２万７,００

０円の追加。 

 ９款地方特例交付金２項１目子ども・子育て

支援臨時交付金は２,６３１万４,０００円の追

加。 

 １０款地方交付税１項１目地方交付税は、普

通交付税として１億１,３２３万６,０００円の

追加。 

 １２款分担金及び負担金２項１目民生費負担

金は、児童福祉費負担金として幼児教育・保育

無償化の実施に伴い、保育所保育料２,２８５万

３,０００円の減額。保育所保育料（副食費負担

金分）は９９万９０００円の追加。合計２,１８

５万４,０００円の減額。 

 １４款国庫支出金１項１目民生費国庫負担金

は、児童福祉費負担金として幼児教育・保育無

償化の実施に伴い、子供のための教育・保育給

付費負担金４,５３４万５,０００円の追加。子

育てのための施設等利用給付費負担金１,７８３

万９,０００円の追加。合計６,３１８万４,００

０円の追加。 

 ２項２目民生費国庫補助金は、社会福祉費補

助金として認知症高齢者グループホーム等防災

改修等支援事業として地域介護福祉空間整備等

施設整備交付金５３７万３,０００円の追加。児

童福祉費補助金として子ども・子育て支援整備

交付金６万４,０００円の追加。子ども・子育て

支援事業費補助金３２４万７,０００円の追加。

合計３３１万１,０００円の追加。民生費国庫補

助金合計８６８万４,０００円の追加。 

 ４目土木費国庫補助金は、道路橋りょう費補

助金として飯田町８号線の整備に係る交付金の

割り当てがなかったため社会資本整備総合交付

金４,５７２万円の減額。 

 ７目商工費国庫補助金は、商工振興費国庫補

助金としてプレミアム付商品券事業に伴い、プ

レミアム付商品券事務費補助金７８５万１，０

００円の追加。プレミアム付商品券事業費補助

金３,２５０万円の追加。商工費国庫補助金合計

４,０３５万１,０００円の追加。 

 １５款道支出金１項１目民生費道負担金は、

児童福祉費負担金として子供のための教育・保

育給付費負担金１,４２５万５,０００円の追

加。子育てのための施設等利用給付費負担金８

７８万９,０００円の追加。 

 ２項２目民生費道補助金は、社会福祉費補助

金として介護サービス提供基盤等整備事業交付

金１,８６３万６,０００円の追加。児童福祉費

補助金として社会福祉施設整備費補助金１万６,

０００万円の追加。民生費道補助金合計１,８６

５万２,０００円の追加。 

 １９款繰越金１項１目繰越金は、前年度繰越

金８,６１７万３,０００円の追加でございま

す。 

 ２０款諸収入５項４目雑入は、横津岳連絡道

路除雪経費負担金として１,４５５万８,０００

円の追加。プレミアム付商品券売払収入１億３,

０００万円の追加。合計１億４,４５５万８,０

００円の追加。 

 ２１款町債１項２目農林水産業債は、農業債

として農業整備特別対策事業債１６０万円の追

加。 ３目土木費は、道路橋りょう債として町

道単独改良整備事業債１,４４０万円の追加。飯
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田町８号線改良事業債２,７４０万円の減額。道

路橋りょう債合計１,３００万円の減額。河川債

として、中野川環境整備事業債６３０万円の追

加。土木債合計６７０万円の減額でございま

す。 

 次に、３ページに戻っていただきます。 

 第２表、債務負担行為補正でございます。 

 今回、追加となる２件は、消費税増税に伴い

追加するものでございます。追加となるのは、

固定資産土地評価業務委託料（平成３０年度委

託（追加））３万２,０００円。精神障害者通所

授産施設指定管理料（平成２９年度協定（追

加））１６万８,０００円をそれぞれ限度額とし

て追加するものでございます。 

 第３表地方債補正でございます。 

 １、追加となるのは、中野川環境整備事業

で、限度額、起債の方法、利率、償還の方法を

記載のとおり定めるものでございます。 

 ２、変更となるのは、農道整備特別対策事業

及び町道単独改良整備事業の２件の起債につい

ては、限度額の総額を７,９４０万円から９,５

４０万円に変更するものであり、各事業の限度

額の変更前、変更後の内訳については記載のと

おりでございます。また、起債の方法、利率、

償還の方法につきましては補正前と同じでござ

います。 

 ３の廃止となるのは、飯田町８号線改良事業

で、社会資本整備総合交付金を見込んでおりま

したが、今年度の割り当てがなかったため廃止

するものでございます。 

 提案説明は以上でございます。よろしく御審

議のほどお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第５４号令和元年度七飯町一般会計補正

予算（第５号）を原案のとおり可決することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１１ 

議案第５５号 令和元年度七飯町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１

号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１１ 議案第５５

号令和元年度七飯町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 住民課長。 

○住民課長（清野真里） それでは、議案第５

５号令和元年度七飯町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）について、提案説明申し上

げます。 

 このたびの補正予算は、既定予算の総額に歳

入歳出それぞれ２０１万５,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億２,３５１万

５,０００円とするものでございます。 

 今回の補正の内容は、前年度会計の出納整理

期間中、具体的には平成３１年４月から令和元

年５月の間に収入となった保険料を令和元年度

の保険料負担金として、北海道後期高齢者医療

広域連合へ支出するため補正するものでござい

ます。 

 それでは、後医７ページの歳出から御説明申

し上げます。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金１項１目

後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料等負

担金として２０１万５,０００円を追加するもの

でございます。 

 次に、後医５ページの歳入に戻っていただき

ます。 

 ３款繰越金１項１目繰越金は、前年度繰越金

を２０１万５,０００円追加するものでございま

す。 

 提案説明は以上でございます。御審議のほど
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よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第５５号令和元年度七飯町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）を原案のとおり

可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

 日程第１２ 

議案第５６号 令和元年度七飯町介護

保険特別会計補正予算（第２号） 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１２ 議案第５６

号令和元年度七飯町介護保険特別会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 提案説明を求めます。 

 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） それでは、議案第５

６号令和元年度七飯町介護保険特別会計補正予

算（第２号）について、御説明申し上げます。 

 このたびの補正は、第１条既定予算総額に歳

入歳出それぞれ５,０２１万３,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２８億６,７

５８万７,０００円とするものでございます。 

 このたびの補正予算は、高額医療合算介護

サービス等費に該当する対象者が増加したこと

による介護保険給付費、介護保険財政調整基金

に積み立てるための積立金及び平成３０年度の

介護給付費負担金精算に係る国、社会保険支払

基金及び北海道への返還金の補正でございま

す。 

 それでは、介保７ページの歳出より御説明い

たします。 

 ２款保険給付費５項１目高額医療合算介護

サービス費で１００万円の追加。 

 ５款基金積立金１項１目基金積立金は、介護

保険財政調整基金積立金で２００万円の追加。 

 ７款諸支出金１項２目償還金は、国庫支出金

等返還金で４,７２２万３,０００円の追加でご

ざいます。 

 介保５ページに戻っていただきます。歳入で

ございます。 

 ３款国庫支出金１項１目介護給付費負担金は

２０万円の追加。 

 ２項国庫補助金１目調整交付金は５万９,００

０円の追加。 

 ４款支払基金交付金１項１目介護給付費交付

金は２７万円の追加。 

 ５款道支出金１項１目介護給付費負担金は１

２万５,０００円の追加。 

 ７款繰入金１項１目介護給付費繰入金は１２

万５,０００円の追加。 

 ２項基金繰入金１目介護保険財政調整基金繰

入金は２２万１,０００円の追加。 

 ８款繰越金１項１目繰越金、前年度繰越金と

して４,９２１万３,０００円の追加でございま

す。 

 提案説明は以上でございます。御審議のほど

よろしくお願いいたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第５６号令和元年度七飯町介護保険特別

会計補正予算（第２号）を原案のとおり可決す

ることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 暫時休憩いたします。 
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午後 ３時２０分 休憩 

────────────── 

午後 ３時３４分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開

いたします。 

  ─────────────────── 

 日程第１３ 

諮問第１号 人権擁護委員候補者の推

薦について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１３ 諮問第１号

人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とい

たします。 

 提案説明を求めます。 

 町長。 

○町長（中宮安一） 諮問第１号人権擁護委員

候補者の推薦についての提案説明を申し上げま

す。 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦し

たいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定

に基づき議会の意見を求めるものでございま

す。 

 次の者とは、住所、亀田郡七飯町大中山２丁

目２番２２号。 

 氏名、大村まゆみ。 

 生年月日、昭和２９年７月１８日。 

 提案理由。 

 人権擁護委員であります大村まゆみ氏が、令

和元年１２月３１日で任期満了となることか

ら、引き続き同氏を推薦したく提案するもので

す。 

 同氏は、平成１３年７月１日に人権擁護委員

に就任されて以来、６期１８年務められており

ます。人権擁護委員は、人格高潔で知識の豊富

さ、公平性、公正性、そして温和さと信頼性が

求められますが、同氏はこれらを兼ね備えてお

られ、人権擁護委員には適格な方であります。 

 よって、人権擁護委員法第６条第３項の規定

に基づき、同氏を候補者として推薦したいの

で、議会の意見を求めるものでございます。 

 議決くださいますよう、よろしくお願い申し

上げ、提案説明といたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は人事案件でありますので、議会運営例

規第５４項により討論を省略いたしたいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については討論を省略すること

に決定いたしました。 

 これより、採決を行います。 

 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦につい

て、これを可とすることに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については可とすることに決定

いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第１４ 

諮問第２号 人権擁護委員候補者の推

薦について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１４ 諮問第２号

人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とい

たします。 

 提案説明を求めます。 

 町長。 

○町長（中宮安一） 諮問第２号人権擁護委員

候補者の推薦についての提案説明を申し上げま

す。 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦し

たいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定

に基づき議会の意見を求めるものでございま

す。 

 次の者とは、住所、亀田郡七飯町鳴川５丁目

１１番１８号。 

 氏名、青山正行。 

 生年月日、昭和２７年８月９日。 

 提案理由。 
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 人権擁護委員であります青山正行氏が、令和

元年１２月３１日で任期満了となることから、

引き続き同氏を推薦したく提案するものです。 

 同氏は、平成２９年１月１日に人権擁護委員

に就任されて以来、１期３年務められておりま

す。人権擁護委員は、人格高潔で知識の豊富

さ、公平性、公正性、そして温和さと信頼性が

求められますが、同氏はこれらを兼ね備えてお

られ、人権擁護委員には適格な方であります。 

 よって、人権擁護委員法第６条第３項の規定

に基づき、同氏を候補者として推薦したいの

で、議会の意見を求めるものでございます。 

 議決くださいますよう、よろしくお願い申し

上げ、提案説明といたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は人事案件でありますので、議会運営例

規第５４項により討論を省略いたしたいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については討論を省略すること

に決定いたしました。 

 これより、採決を行います。 

 諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦につい

て、これを可とすることに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については可とすることに決定

いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第１５ 

諮問第３号 人権擁護委員候補者の推

薦について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１５ 諮問第３号

人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とい

たします。 

 提案説明を求めます。 

 町長。 

○町長（中宮安一） 諮問第３号人権擁護委員

候補者の推薦についての提案説明を申し上げま

す。 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦し

たいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定

に基づき議会の意見を求めるものでございま

す。 

 次の者とは、住所、亀田郡七飯町緑町２丁目

１番２２号。 

 氏名、菊地浩。 

 生年月日、昭和２７年５月４日。 

 提案理由。 

 人権擁護委員であります菊地浩氏が、令和元

年１２月３１日で任期満了となることから、引

き続き同氏を推薦したく提案するものです。 

 同氏は、平成２９年１月１日に人権擁護委員

に就任されて以来、１期３年務められておりま

す。人権擁護委員は、人格高潔で知識の豊富

さ、公平性、公正性、そして温和さと信頼性が

求められますが、同氏はこれらを兼ね備えてお

られ、人権擁護委員には適格な方であります。 

 よって、人権擁護委員法第６条第３項の規定

に基づき、同氏を候補者として推薦したいの

で、議会の意見を求めるものでございます。 

 議決くださいますよう、よろしくお願い申し

上げ、提案説明といたします。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は人事案件でありますので、議会運営例

規第５４項により討論を省略いたしたいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については討論を省略すること

に決定いたしました。 

 これより、採決を行います。 

 諮問第３号人権擁護委員候補者の推薦につい
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て、これを可とすることに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件については可とすることに決定

いたしました。 

  ─────────────────── 

 日程第１６ 

報告第６号 平成３０年度七飯町健全

化判断比率について 

 日程第１７ 

報告第７号 平成３０年度七飯町水道

事業資金不足比率について 

 日程第１８ 

報告第８号 平成３０年度七飯町下水

道事業資金不足比率について 

 日程第１９ 

報告第９号 平成３０年度七飯町土地

造成事業資金不足比率について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１６ 報告第６号

平成３０年度七飯町健全化判断比率について、

日程第１７ 報告第７号平成３０年度七飯町水

道事業資金不足比率について、日程第１８ 報

告第８号平成３０年度七飯町下水道事業資金不

足比率について、日程第１９ 報告第９号平成

３０年度七飯町土地造成事業資金不足比率につ

いて、以上４件を一括して議題といたします。 

 一括して提案説明を求めます。 

 報告第６号、総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、報告

第６号平成３０年度七飯町健全化判断比率につ

いてでございます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第

３条第１項の規定により、平成３０年度の七飯

町健全化判断比率を別紙監査委員の意見をつけ

て報告するものでございます。 

 実質赤字比率でございますが、実質赤字比率

は一般会計の赤字額を標準財政規模で除した数

値でございます。赤字ではないので、実質赤字

比率はない状況でございます。 

 次に、連結実質赤字比率でございます。 

 連結実質赤字比率は一般会計のほか、国民健

康保険特別会計、後期高齢者医療保険特別会

計、介護保険特別会計、下水道事業特別会計、

土地造成事業特別会計及び水道事業会計の全会

計の赤字額から同じく全会計の黒字額を差し引

いた額を標準財政規模で除した数値でございま

す。こちらも赤字とならないため、連結実質赤

字比率はない状況でございます。 

 次に、実質公債費比率でございます。 

 実質公債費比率は一般会計の元利償還金等の

ほか、特別会計一部事務組合及び広域連合の負

担金のうち、公債費分を含んだ額の合計額から

特定財源及び元利償還金に係る基準財政需要額

算入額を控除した額を、標準財政規模から元利

償還金に係る基準財政需要額算入額を控除した

額で除した数値の３カ年平均でございます。 

 比率は１０.８％となり、前年度より１ポイン

ト上回っております。これは、前年度に比べ、

これまでの起債の償還額の増加や特定財源及び

普通交付税が減少したことが要因となっており

ます。 

 実質公債費比率は３カ年平均により算出しま

すが、前年度対象となっていた平成２７年度の

単年度比率９.１％だったのに対し、平成３０年

度の単年度比率１２.２％が今度入ったことか

ら、３.１ポイント上回ったことが要因でござい

ます。 

 次に、将来負担比率でございます。 

 一般会計等の地方債残高、債務負担行為額、

他会計の地方債元金に充てるための一般会計繰

出金、一部事務組合等の地方債元金に充てるた

めの負担金で、一般会計の負担見込額、退職手

当支給予定額のうち一般会計の負担見込額及び

連結実質赤字の合計額から基金の額、特定財源

及び地方債現在高に係る基準財政需要額算入見

込額を除した額を標準財政規模から元利償還金

に係る基準財政需要額算入額を控除した額で除

した数値でございます。比率は８７.６％とな

り、前年度より２６.９ポイント上回っておりま

す。これは、主に地方債残高の増により上がっ

たものでございます。 

 また、監査委員からの監査委員書にも記載さ
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れておりますが、地方公共団体の財政の健全化

に関する法律第２条第５号で、財政の早期健全

化を図る基準として実質赤字比率１４.０６％、

連結実質赤字比率１９.０６％、実質公債費比率

２５.０％、将来負担比率３５０.０％となって

いるところでございます。 

 また、第２条第６号では、財政再生を図る基

準として実質赤字比率２０.０％、連結実質赤字

比率３０％、実質公債費比率３５％となってい

るところでございます。 

 以上、報告申し上げます。 

○議長（木下 敏） 水道課長。 

○水道課長（笠原泰之） それでは、報告第７

号平成３０年度七飯町水道事業資金不足比率に

ついて、報告第８号平成３０年度七飯町下水道

事業資金不足比率についてを一括して御説明い

たします。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第

２２条第１項の規定により、平成３０年度の七

飯町水道事業資金不足比率、七飯町下水道事業

資金不足比率を別紙監査委員の意見をつけて報

告いたします。 

 平成３０年度の水道事業会計決算及び下水道

事業特別会計決算の資金不足比率は、表のとお

り資金不足額が生じていないため、算定されて

いないことを御報告いたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） それでは、報告

第９号平成３０年度七飯町土地造成事業資金不

足比率について、御説明いたします。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第

２２条第１項の規定により、平成３０年度の七

飯町土地造成事業資金不足比率を別紙監査委員

の意見をつけて御報告いたします。 

 平成３０年度の土地造成事業の資金不足比率

は、表のとおり資金不足が生じていないため、

算定されていないことを御報告いたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） これより、報告第６号か

ら報告第９号まで以上４件について、一括して

質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 以上で、報告第６号から報告第９号までの以

上４件については、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１

項の規定に基づき、一括して報告済みといたし

ます。 

  ─────────────────── 

 日程第２０ 

認定第１号 平成３０年度七飯町一般

会計歳入歳出決算認定について 

 日程第２１ 

認定第２号 平成３０年度七飯町国民

健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 日程第２２ 

認定第３号 平成３０年度七飯町後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

について 

 日程第２３ 

認定第４号 平成３０年度七飯町介護

保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 日程第２４ 

認定第５号 平成３０年度七飯町下水

道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第２５ 

認定第６号 平成３０年度七飯町土地

造成事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 日程第２６ 

認定第７号 平成３０年度七飯町水道

事業会計決算認定について 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２０ 認定第１号

平成３０年度七飯町一般会計歳入歳出決算認定

について、日程第２１ 認定第２号平成３０年

度七飯町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について、日程第２２ 認定第３号平成３０

年度七飯町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について、日程第２３ 認定第４号平成
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３０年度七飯町介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について、日程第２４ 認定第５号平成３

０年度七飯町下水道事業特別会計歳入歳出決算

認定について、日程第２５ 認定第６号平成３

０年度七飯町土地造成事業特別会計歳入歳出決

算認定について、日程第２６ 認定第７号平成

３０年度七飯町水道事業会計決算認定につい

て、以上７件を一括して議題といたします。 

 一括して提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、平成

３０年度七飯町一般会計特別会計及び水道事業

会計決算の概要について、お配りしてございま

す平成３０年度決算参考資料に基づき御説明を

いたします。 

 １ページから８ページまでは平成３０年度一

般会計決算の状況でございます。平成３０年度

の決算の状況を中心に記載してございますの

で、ごらん願いたいと存じます。 

 ９ページから１２ページまでは財政指標等資

料として、平成２６年度から平成３０年度まで

の直近５カ年の歳入歳出決算額及び財政指標等

の推移を載せてございます。 

 １０ページをごらん願いたいと存じます。 

 平成２９年度及び平成３０年度の数値でござ

いますが、表の左の縦枠の２枠の経常収支比率

の合計でございますが、９４.６％から９８.６

％となり、４ポイントの上回りでございます。

その下枠の財政指標等数値の欄の実質公債費比

率単年度では１０.５％から１２.２％、１.７ポ

イントを上回り、その下の３カ年の平均では９.

８％から１０.８％、１ポイントを上回ってござ

います。 

 １１ページをごらん願いたいと思います。 

 （１）実質公債費比率将来負担比率計算書の

表のＥ欄になりますが、平成２６年度から平成

３０年度末の地方債現在高が掲載されており、

平成３０年度末現在高は１３８億５,９５２万

５,０００円で、前年度１５億１,５３９万６,０

００円、１２.３％の増となり、表の下に記載し

ております将来負担比率は８７.６％で、前年度

比２６.９ポイント増となっております。 

 （２）の地方債現在高及び借入先別現在高の

表は特別会計も含んだ金額となっております。

町債は３４ページにも記載してございます。 

 １２ページは平成２６年度から平成３０年度

までの基金会計年度末、３月３１日現在の基金

残高の推移でございますので、ごらん願いま

す。 

 決算の具体的な内容につきましては、決算の

内容説明１３ページから御説明を申し上げま

す。 

 １３ページは平成３０年度各会計別決算額総

括表でございます。各会計ごとの決算額を記載

してございます。 

 一般会計決算額の状況ですが、歳入総額は１

４４億１,７６１万５,１５１円、歳出総額は１

４２億４１７万１,４０１円で、歳入歳出差し引

き額は２億１,３４４万３,７５０円でございま

す。 

 また、翌年度への繰越事業に充てるべき財源

として、表下の米印２のところに一般会計は６,

７７４万４,０００円でございますので、それを

差し引いた実質収支は１億４,５６９万９,７５

０円となります。 

 表左側から２列目の予算額に対する決算額の

比較増減の欄になりますが、一般会計の歳出で

予算執行残額１１億７,３３３万６,５９９円で

ございますが、この中には翌年度に繰り越しと

なる冬トピア団地８９－２棟整備事業、大中山

小学校建てかえ事業など８件に係る繰越明許費

繰越額７億１,４５０万９,０００円が含まれて

おりますので、これを差し引いた実質的な予算

執行残高は４億５,８８２万７,５９９円となる

ものでございます。 

 次に、各特別会計の決算の状況になります

が、国民健康保険特別会計は歳入合計額が３４

億１,２２５万５,９６１円、歳出合計額が３４

億６,７１８万２,６３５円で、歳入歳出差し引

き額が５,４９２万６,６７４円の赤字となって

おります。このため、本年５月１７日に開会い

たしました第１回臨時会におきまして、平成３

０年度会計の赤字を補塡するための令和元年度

七飯町国民健康保険特別会計補正予算（第１
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号）を御提案申し上げ、繰上充用の予算議決を

いただいたところでございます。 

 次に、後期高齢者医療特別会計になります。

歳入決算額が４億１,１５９万７,３３９円、歳

出決算額が４億４５８万２,５３９円で、歳入歳

出差し引き額が７０１万４,８００円の余剰金を

生じております。この余剰金は、４月１日から

５月３１日の出納閉鎖期間の保険料の収入で、

後期高齢者医療広域連合への納付は令和元年度

となるものでございます。 

 次に、介護保険特別会計の保険事業勘定にな

ります。歳入決算額が２８億６,３２６万９,１

５８円、歳出決算額が２８億１,０７０万４,４

４３円で、歳入歳出差し引き額が５,２５６万

４,７１５円の余剰金を生じております。 

 次に、介護保険特別会計の介護サービス事業

勘定になります。歳入決算額が９２０万６,００

０円、歳出決算額が歳入と同額で歳入歳出差し

引き額はゼロ円で余剰金は生じておりません。

サービス収入の全額を保険事業勘定に繰り出し

しております。 

 次に、下水道事業特別会計になります。歳入

決算額が９億３,１２７万４６９円、歳出決算額

が９億２,４６３万８,４６７円で、歳入歳出差

し引き額が６６３万２,００２円の余剰金を生じ

ております。 

 次に、土地造成事業特別会計になります。歳

入決算額が１４１万６円、歳出決算額が３万３,

０００円で、歳入歳出差し引き額が１３７万７,

００６円の余剰金を生じております。歳出の項

目は、一般消耗品費として歳出でございます。 

 次に、１４ページでございます。 

 平成３０年度、平成２９年度一般会計歳入歳

出決算額の款別構成比率等に関する調べのうち

歳入の款別の状況でございます。平成３０年度

歳入合計の調定額は１４５億３,９１６万６,０

００円で、前年度に比べ９億２,８５１万８,０

００円、６.８％の増となり、調定額に対する収

入割合は９９.２％で前年度に比べ０.１ポイン

ト高くなっております。 

 歳入の収入済額の主な状況でございます。 

 １款町税は、２９億９,７５５万２,０００

円、前年度に比べ２,２６５万９,０００円、０.

８％の増でございます。この主な内容として

は、町民税（個人）は６６２万２,０００円の

減、町民税（法人）は４,１３７万６,０００円

の増。固定資産税は１,２３９万５,０００円の

減、軽自動車税は３２３万２,０００円の増など

となっております。 

 ６款地方消費税交付金は、収入済額が５億８

１３万４,０００円で、前年度に比べ８１４万

５,０００円、１.６％の増でございます。 

 １０款地方交付税は、収入済額が３１億９,７

４０万１,０００円で、前年度に比べ３,３７８

万４,０００円、１.０％の減でございます。内

訳でございますが、普通地方交付税が２９億９,

９８０万１,０００円で、前年度に比べ２,２３

７万９，０００円、０.７％の減、特別地方交付

税が１億９,７６０万円で、前年度に比べ１,１

４０万５,０００円、５.５％の減となってござ

います。 

 １４款国庫支出金は、収入済額が２４億７,３

４３万９,０００円で、前年度に比べ６億４,８

５７万４,０００円、３５.５％の増でございま

す。主な内容は、生産性革命に資する地方創生

拠点整備交付金１１億２,２０７万１,０００円

の皆増、子ども子育て支援整備交付金５,２０９

万１，０００円の増などとなっております。 

 １５款の道支出金は、収入済額が９億６,０８

４万８,０００円で、前年度に比べて３,００８

万４,０００円、３％の減でございます。主な内

容は、国民健康保険基盤安定負担金の１,０６２

万２,０００円の減、担い手確保・担い手経営強

化支援事業補助金の６,２５４万６,０００円の

減となっております。 

 ２１款町債は、収入済額が２６億１,６７０万

円で、前年度に比べ７億２,２１０万円、３８.

１％の増でございます。その主な内容は、大中

山複合施設事業債などの民生債１億６,５８０万

円の増、新野菜広域流通施設整備事業債などの

農業債９億１,３８０万円の増などでございま

す。 

 次に、不納欠損額の状況でございます。 

 １款町税で、前年度より２４万１,０００円増
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の７９０万２,０００円。 

 １２款分担金及び負担金で２万円。一般会計

合計７９２万２,０００円で、前年度に比べ２６

万１,０００円の増となっております。 

 次に、収入未済額の状況でございます。 

 １款町税で、前年度より２７５万１,０００円

増の７,８６９万４,０００円。 

 １２款分担金及び負担金で、前年度より５２

万１,０００円減の３,２３１万２,０００円。 

 １３款使用料及び手数料で前年度より８０万

５,０００円の８４万４,０００円。 

 １６款財産収入で１０９万４,０００円。 

 ２０款諸収入で６８万４,０００円。 

 一般会計合計で１億１,３６２万９,０００円

となり、前年度に比べ２９６万４,０００円の増

となっております。 

 次に、１５ページでございます。 

 歳出の款別の状況でございます。 

 予算現額合計１５３億７,７５０万８,０００

円に対し、支出済額が１４２億４１７万１,００

０円でございます。翌年度繰越明許費が７億１,

４５０万９,０００円で、不用額が４億５,８８

２万８,０００円となっております。翌年度繰越

額を除く執行率は９６.９％となり、前年度と比

較し１.２ポイント下回っております。 

 １６ページから２３ページにつきましては、

歳入歳出決算額の科目別の前年度比較増減の状

況でございます。 

 また、２４ページの（１）は、直近３カ年の

決算収支の状況、（２）は翌年度繰越明許事業

の状況でございますので、ごらん願いたいと存

じます。 

 次に、２５ページは歳入の状況でございま

す。 

 この表は地方財政状況調査、一般的には決算

統計と申しますが、これをもとに一般会計決算

額ベースに置きかえて作成しておりますので、

御理解願いたいと思います。 

 歳入決算額１４４億１,７６１万５,０００円

に対し、臨時的な収入は（Ｂ）欄の特定財源と

一般財源等を合わせた５４億９,５６０万３,０

００円で、歳入決算額の３８.１％を占め、前年

度に比べ４.０ポイント高くなっております。一

方、経常的な収入は８９億２,２０１万２,００

０円で、歳入決算額の６１.９％を占め、前年度

に比べ４.０ポイント低くなっております。 

 次に、使途に制限がない一般財源は７９億５,

１０１万１,０００円で、歳入決算額の５４.４

％を占め前年度に比べ６.５ポイント低くなって

おります。 

 また、経常一般財源は６６億９,６９９万７,

０００円で、歳入決算額の４６.４％を占め前年

度に比べ８０５万６,０００円の増となっており

ます。 

 次に、２６ページは歳出の状況でございま

す。 

 この表は歳入と同様に地方財政状況調査、一

般的には決算統計と申しますが、これをもとに

一般会計決算額ベースに置きかえて作成してご

ざいます。 

 この表は歳入の特定財源及び一般財源の充当

状況で、財政構造の弾力化を示す経常収支比率

がどのようになったかを示したものでございま

す。 

 歳出決算額に充当された特定財源は、６５億

６,６６０万３,０００円で、前年度に比べ１２

億９,４５２万２,０００円、２４.６％の増と

なっております。内訳は、臨時的なものに４３

億４,１５８万９,０００円、前年度に比べ１２

億７,５２１万４,０００円、４１.６％の増。経

常的なものに２２億２,５０１万４,０００円、

前年度に比べ１,９３０万８,０００円、０.９％

の増となっております。 

 また、臨時的な経費に充当された一般財源は

６億７,６１０万８,０００円で、前年度に比べ

４億７,４１８万１,０００円、４１.２％の減と

なっております。 

 次に、経常収支比率でございますが、歳入の

経常一般財源６６億９,６９９万７,０００円及

び臨時財政対策債３億６,１２０万円のうち、歳

出の経常的経費に充当された一般財源が６９億

６,１４６万円で、経常収支比率は９８.６％と

なり、前年度に比べ４.０ポイント高くなってお

ります。 
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 次に、２７ページは（１）人件費及び職員数

の状況でございます。 

 人件費の決算額は、１３億６,１４７万６,０

００円で、前年度に比べ２,５１３万円、１.８

％の減となっております。 

 次に、２８ページは（２）物件費、維持補修

費、公債費の状況及び（３）補助金等の状況で

ございます。 

 物件費の状況で、４の需用費は前年度に比べ

２,０５８万９,０００円、５.２％の減で、ふる

さと納税返礼品の減などによるものでありま

す。 

 また、７の委託料は前年度に比べ７,９３８万

８,０００円、１１.０％の増で、電算関係委託

料の増、道の駅指定管理料の新規増によるもの

でございます。 

 維持補修費の決算額は、前年度に比べ４,０１

４万９,０００円、１２.７％の減で、１の道路

橋りょう費及び３の小中学校費に係る減額が主

なものになっております。 

 ページ右側の補助費等の状況は、前年度と比

べると１の負担金等のうち、一部事務組合分は

２,６０４万４,０００円、２.８％の増、２の補

助交付金は、農業振興費に係る補助金で、約８,

５７０万円の減などによるものでございます。 

 次に、２９ページは（４）扶助費の状況、

（５）積立金の状況及び（６）繰出金の状況で

ございます。 

 扶助費では、民生費の児童福祉費関係で前年

度に比べ６,２１９万９,０００円の増で、施設

型地域型給付委託料の増が主なものでございま

す。 

 積立金の状況につきましては、ごらん願いた

いと存じます。 

 また、繰出金の状況につきましては、国民健

康保険特別会計及び介護保険特別会計は増と

なっておりますが、その他の会計は前年度に比

べ減となっており、全体で１,４３０万円の減と

なってございます。 

 次に、３０ページ及び３１ページは（７）投

資的経費の状況でございます。 

 普通建設事業費関係では、前年度に比べ１０

億９,０７７万２,０００円の増の４１億９,０２

２万７,０００円で、３５.２％の増でございま

す。 

 災害復旧事業費関係では、道路災害復旧事業

を含む２事業で１９万２,０００円となっており

ます。 

 次に、３２ページでは一般会計決算積立金及

び借入金の状況で、基金の具体的な積み立て、

取り崩しや平成２９年度、３０年度の３月末、

５月末の現在高を示したものでございます。 

 町有財産としての基金は、あくまで３月３１

日現在の数値で把握しますが、地方財政状況調

査、決算統計においては一般会計の出納閉鎖日

によって数値を把握、整理しており、それら時

点別の内容を時系列でまとめたものでございま

す。平成２９年度の平成３０年度５月３１日現

在の基金合計は、１６億４,５５４万２,０００

円で平成３０年度積立金９,９７５万円と繰入金

４億３,０９８万８,０００円を差し引いた、令

和元年５月３１日現在の基金合計額は１３億１,

４３０万４,０００円となり、一般会計における

平成３０年度増減額は３億３,１２３万８,００

０円の減となっております。 

 次に、３３ページは（１）町長交際費支出内

訳の状況、（２）予備費充当の状況でございま

すので、ごらん願いたいと存じます。 

 次に、３４ページは一般会計、特別会計等の

各会計の地方債発行額現在高等の状況となって

おりますので、ごらん願いたいと存じます。 

 次に、特別会計調書になりますが、３５ペー

ジでは国民健康保険特別会計分で歳入の国民健

康保険税の状況でございますが、現年度分と滞

納分を合わせた収入済額は６億３,９４４万８,

０００円で、前年度に比べ３,６４９万２,００

０円、５.７％の増となっております。 

 歳出の医療費の状況でございます。 

 保険給付費の決算額は２４億１７２万１,００

０円で、前年度に比べ６,９３４万７,０００

円、２.８％の減となっております。また、療養

諸費一人当たりの費用額は４２万６,９６７円と

なってございます。 

 ３６ページは後期高齢者医療特別会計分で、
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歳入の後期高齢者医療保険料の状況でございま

すが、現年度分と滞納分を合わせた収入済額は

２億８,４２８万８,０００円で前年度に比べ７

２５万３,０００円、２.６％の増となっており

ます。 

 歳出の状況でございますが、総務管理費及び

徴収費に係る経費などで２９３万３,０００円、

保険料等広域連合に納付する納付金が４億１６

４万３,０００円となっております。 

 ３７ページは介護保険特別会計保険事業勘定

分で、歳入の介護保険料の状況でございます

が、現年度分と滞納分を合わせた収入済額は５

億８,０８９万９,０００円で、前年度に比べ４,

５６８万９,０００円、８.５％の増となってお

ります。 

 歳出の状況でございますが、総務費で４,２６

０万３,０００円、保険給付費が２５億５,０３

０万円となっております。また、介護支援サー

ビス費一人当たりの費用額は１５万６,７４７円

となっております。 

 ３８ページは介護保険特別会計介護サービス

事業勘定分で、１３ページ、平成３０年度各会

計別決算額総括表での説明のとおりでございま

すので、御了承願います。 

 ３９ページは下水道事業特別会計分で、１の

収益的収支につきましては、収支差し引きが３

億７,４７２万円で、２の資本的収支は収支差し

引きが３億７,０３４万円のマイナスで、前年度

繰越金を踏まえた実質収支は６６３万２,０００

円でございます。 

 ４０ページは土地造成事業特別会計分となっ

ており、ごらんいただきたいと存じます。 

 次は、一般会計決算財務諸表等となってお

り、４１ページから４５ページまでは統一的な

基準による地方公会計について載せてございま

す。地方公共団体による財務書類の整備につい

ては、平成２６年に総務省から複式簿記や固定

資産台帳の導入による統一的な基準による地方

公会計の整備方針が示され、全ての地方公共団

体において、この統一的な基準による財務書類

を平成２８年度決算額から作成することとな

り、七飯町も基準によって作成したものでござ

います。 

 また、４７ページ以降は事務事業の行政実績

となっておりますので、ごらん願いたいと思い

ます。 

 最後に、別冊の水道事業会計決算書をごらん

願いたいと思います。 

 ２ページの収益的収入及び支出でございま

す。 

 収入の総額、第１款の水道事業収益は５億４,

７５５万９,２７８円で、前年度に比べ７５２万

５,０９７円、１.４％の増でございます。 

 歳出の総額、第１款の水道事業費用は４億５,

９６２万２６９円で、前年度に比べ２,５３９万

４,６０５円、５.２％の減でございます。 

 次に、７ページの損益計算書でございます。 

 営業収益は４億２,８８６万２,６３４円で、

前年度に比べ８０５万８,４９４円、１.９％の

増。営業費用は３億９,６７７万８,２７７円

で、前年度に比べ２,１８５万８,１９１円、５.

２％の減となり、営業利益は３,２０８万４,３

５７円となっております。 

 営業外収益は８,４５９万４,０７９円、営業

外費用は４,６７６万３,１７２円で、営業、営

業外合わせた経常利益は６,９９１万５,２６４

円でございます。その下、特別利益と特別損失

を踏まえた当年度純利益は６,９７０万５,８５

１円で、前年度繰越利益余剰金と合わせた当年

度末処分利益余剰金は１億４,２０８万７６１円

となり、このうち５,０００万円を減債積立金

に、２,０００万円を建設改良積立金に処分した

ところでございます。 

 次に、４ページに戻りまして、資本的収入及

び支出でございます。 

 収入の総額、第１款の資本的収入は１億１,５

２６万７,９６０円で、前年度に比べ１,４２８

万５,０８０円、１１.０％の減でございます。 

 支出の総額、第１款の資本的支出は２億９,５

６４万１,０４８円で、前年度に比べ３,７４３

万６,６８７円、１１.２％の減となっておりま

す。 

 資本的収入額が資本的支出額に対して不足す

る額は、当年度分消費税及び地方消費税、資本
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的支出調整額などで補塡しております。 

 以上、一般会計、特別会計及び水道事業会計

の決算の概要に関する説明でございます。よろ

しく御審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、認定第１号か

ら認定第７号までの以上７件について、一括し

て質疑を許しますが、詳細な質疑については、

この後、決算審査特別委員会の設置が予定され

ていることから、質疑は、財政にかかわる総括

的で一般的な事項といたします。 

 質疑を許します。 

 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） それでは、３点お聞きし

たいと思います。 

 特別委員会に臨むための一つの考え方をお聞

きしておきたいと思います。 

 まず１５ページ、歳出の款別構成の関係なの

ですけれども、これを見ますと４億５,８８２万

８,０００円不用額が出ておりますけれども、こ

れについて前々から議会のほうでは整理予算で

きちんと整理して、そして実際の予算の姿を

しっかりと把握したほうがいいのではないかと

いうような話をしてきたわけでありますけれど

も、４億５,８００万という、これですけれど

も、何か考え方があって不用額４億残したのか

どうか。 

 それから、２６ページです。先ほど説明あり

ましたけれども、これの経常収支比率が、昨年

は９４.６、ことし３０年度は９８.６。臨財債

を抜かせば、１０３.９％、もう１００％を超え

ている。そういう七飯町始まって以来の状況。

こういう状況をどういうふうに押さえている

か、それをお聞きしたいと思います。 

 それから３点目は、３３ページ、予備費充当

の状況です。これ５００万ですけれども、９４

万７,０００円支出、充当しているという流れで

すが、この内訳、内容を見ますと、やはり専決

処分、まずする、あるいは同じ予算の中で対応

できるようなものまでもこういうようなことで

充当しているというのが、どういう考え方でこ

ういうことをしたのか、その考え方３点教えて

いただきたいと思います。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（俉楼 司） それでは、３点

御質問いただきましたので、順にお答えしてま

いりたいと思います。 

 まず、不用額につきまして、４億５,８８２万

８,０００円ということでございます。この中に

は、２９年度の繰り越し事業でございます新野

菜広域交流施設整備費がこの中に不用額約２億

円入ってございます。前年度からの繰り越し金

になりますので、その分については減額補正で

きないため、相対としてこの不用額４億５,８０

０万という数字となっているのが現状でござい

ます。 

 次に、経常収支比率が高い数値になってきた

ということで、近年の状況を見ると非常に高く

なってきている状況でございます。昔はといい

いますか、これは８０％ぐらいが経常収支比率

が一般的なものとして昔は言われておりました

けれども、近年、いろいろな町民に対するいろ

いろな施策を行ってきた結果、このような数値

になってございます。私どもとしても、この今

までない数値というのは十分理解してございま

すので、今後、この数値については、これが１

００いったからといって、国に対するペナル

ティーとかないのですけれども、非常に高い数

値であるという認識はしてございますので、今

後、この数値を下げるための手段を講じて、行

財政改革等で下げてまいりたいということで考

えているところでございます。 

 続いて、予備費の件でございます。予備費に

つきましては、今までも補正予算ができない

か、もしくは専決処分できないか、また議員

おっしゃるとおり、今の現有予算の中で対応が

できないかということの中で検討をしてござい

ます。それで、その検討がなかなか今の予算内

でできないということで、やむなく予備費から

充用したのがこの何件か、９４万７,０００円の

実績となってございます。 

 この予備費につきましては、昨日の一般質問

でもございましたとおり、極力使わないという

か、緊急性があるというようなものを今後も

しっかり把握しながら、予備費を使わないよう
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にというか、現有予算の中でできるものがあれ

ばそのようにしていく。また、議会の開催のい

とまがあれば、補正予算だとか、専決処分をし

ていくというような流れで考えてございますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） 何かよくわからないので

すけれども、まず不用額のほうです。２億円近

い云々、前年度にあった、ないと言っているの

ですけれども、基本的にはこれ、２億円例えば

ないにしたって、２億５,０００万の不用額出て

いるのです。それで、議会でやはりこういうこ

とはよくないから、３月の整理予算できちんと

やりましょうねというようなお話をさせていた

だいたにもかかわらず、その２億円がどうのこ

うのという、そういう、まさに詭弁です。逃げ

です。やはり真摯に、こういうことはきちんと

やりましょうといったら、やはり真摯に向き

合って、やるものはやるという姿勢がなけれ

ば、なかなか私はだめでないのかなと。 

 それから、２番目の経常経費、この部分も、

認識していながら１００％近くまでもう押し上

げている。だから、いろいろなものを急激にや

るからこそ、こういう結果になるのです。やは

りそういう、計画的なことをきちんとやること

によって、安全ラインといえばおかしいのです

けれども、８０台くらいの推移する。例えば

ハードを整備したときには９０ぐらいになる。

そういう考え方でいろいろやるというのが普通

なのですけれども、もう去年あたりから９４、

３０年度は９８です。臨財債抜かせば、もう１

０３超えているのです。１００超えているとい

う状況をもう少し真摯に捉えていただかないと

やはりだめだと思うのです。 

 町民からの信頼って私はなくなるのではない

かなと思います、正直言って。 

 それから、もう１点目の予備費ですけれど

も、先ほどちょっと言いましたけれども、現の

その中ではできなかったという話なのですが、

本当にそうなのでしょうか。６,０００円です

よ、道の駅指定管理料。それから、死亡した牛

の処理が１万１,０００円です。牛の見舞金が３

万５,０００円です。 

 やはりこういうものを見ると、何でもありと

いう感じです。そこはしっかりと、それなりの

考え方を持ってやらないと、予算なんてあって

ないようなものではないですか。やはりきちん

と申し合わせ事項だとかルールだとかあれば、

それに沿ったやり方をきちんとやっていくとい

う、それはもう当たり前の話ですし、ルール無

視してしまうと、もう何でもありですから、も

う１回きちんと説明、考え方を説明していただ

きたいと思います。 

○議長（木下 敏） 総務部長。 

○総務部長（釣谷隆士） 私のほうからも答弁

させていただきたいと思います。 

 まず、不用額の部分につきましては、私のほ

うからも担当課、現課のほうに口を酸っぱくと

いいますか、そういう形で不用額残さないよう

にと、３月の整理予算で落とせるものはきちん

と、理由のないものが残るということがないよ

うにということで、厳しく指導はしております

が、結果、先ほどのあの２億ほどの減額ももう

できないという形のもので残っているというも

のは、これはどうしようもできませんので、そ

このところは理解していただきたいなと思って

おります。 

 これからも当然ですけれども、そこのところ

はきちんと担当課、担当職員、課長となって

も、担当係長も含めて厳しくその辺は指導して

まいりたいというふうに思ってございます。 

 それと、経常収支比率が９０超えてしまって

いるということに関しましては、私もここに関

しては危機感を持ってございます。議員おっ

しゃるとおり、９０いかないくらい、八十幾つ

くらいで通常はいけて、何か大きいものを手を

かけたときに、そのときだけ９０いくかしれな

いというくらいのところで推移ができれば、そ

このところはやはり一番ベストな、ある意味ベ

ストな財政運営であろうというふうに、私もそ

ういうふうに思ってございます。 

 ただ、ここ４年、５年、ここの間に災害関係

の部分で大型の事業が三つ、四つというふうに



－ 57 － 

続いたという部分、ここのところが原因だとい

うことは前から申し上げているとおりでござい

まして、その部分が原因だということは重々承

知しておりますし、もうこういう結果、数字が

９０超えていくということにつきましては、そ

の時点からもうわかっていることですから、あ

くまでも無責任な数字を上げたという、どんど

ん上げていったということではなく、ここのと

ころは、ある意味今の時点では我慢をして、こ

こから数字をよくしていくというところになろ

うかと。当然、それに向けての努力というもの

は、してまいらなければならないものだという

ふうに考えてございますので、御理解いただき

たいというふうに思います。 

 あと、予備費につきましても、例年、監査委

員さんからも御指摘いただいておりまして、先

日、副町長も答弁していますとおり、補正につ

きましては、まずは補正、その次に考えること

は専決処分、それもいとまがない部分に関して

やむなくという部分での予備費の充用という、

この部分に関しましては、平成３０年度、これ

だけ見ると金額が小さいとか、中でできるので

はないかとかというような、ここの部分だけ見

ますとそういうふうにしか見えないかもしれま

せんけれども、そのときそのときの予算、事業

予算の中で対応ができなくて、緊急に行わなけ

ればならない事態が生じたものというものばか

りでございますので、その辺は御理解いただき

たいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） それは、言い分はわかり

ますけれども、先ほど言いましたのは、不用額

で２億のはわかりましたと。そうすると、残り

の２億円というのはどうなのですか。 

 不用額の２億、これは２９年度も同じです。

何も変わってないのではないのではないです

か。改めて始まった話ではないのです、これ

は。２９年度も同じようにあるのではないです

か。不用額が。２億５,６４１万１,０００円で

す。２億円引いたとしても、２億５,８８０万で

す。 

 それから、経常収支比率。これについたっ

て、確かにわかります。いろいろな災害だとか

ありますけれども、やはりそういうものも前々

から町は言ってきたのは、選択と集中なので

す。やはり一遍に何でもかんでもやるという話

ではなくて、きちんと計画を立てて、そして財

政状況がどうなるのかということをしっかり私

どものほうにも投げかけながらやるのならいい

ですけれども、どんどんどんどんいっちゃっ

て、結果がこうなったのです、これから下げる

ことがなんて、そういうのはちょっと、私はい

ただけないと思います。 

 それから、もう一つの予備費、これについて

もにっちもさっちもいかない、どうにもならな

いと言いますけれども、それはそれなりの考え

方、知恵を出し合いながらやれる話なのです。

何だかんだ予備費を使うとか、使わなければだ

めだとか、使ったらだめだとかっていう話では

ないのです。やはりそこはきちんと長年行政

やっているわけですから、知恵を出して、こう

いう誤解のない予備費に６,０００円だとか１万

１,０００円だとかという、そういう話ではなく

て、こういうものは災害があったときにぱっと

対応できるとか、あるいは火災があったときの

見舞金だとかという、そういうふうに前々から

長年行政として申し合わせ事項ではないですけ

れども、そういうものに使いましょうと来てい

るわけですから、やはりそういうものをしっか

り守るのだという考え方を持っていただかない

と、ちょっと私は困ると思うのです。 

 そういう意味で、もう一度、答弁お願いしま

す。 

○議長（木下 敏） 副町長。 

○副町長（宮田 東） ちょっと私のほうから

お答えさせていただきます。 

 不用額については繰越明許の分も、そういう

のもあります。そして今、ちょっと手元に資料

がないのですけれども、あと残りの２億数千

万、あの部分なのです。ちょっと申しわけない

です、記憶なのですけれども、まだ公営住宅と

かそういう部分でも繰り越しているやつがまだ

あるのではなかったかなと私の記憶の中である
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のですが、その数字がちょっと今探せないもの

ですから、大変申しわけない。 

 あえて残しているわけではなくて、口を酸っ

ぱく、総務部長も言っていましたが、口を酸っ

ぱく、はっきりわかるものについては、早く減

額補正をしなさいよと、そして１２月の定例会

だとか、遅くても３月にはわかるものは、もう

１２月にわかるものをやりなさい、３月は３月

でそれもやりなさいと。 

 ただ、どうしてもできないやつが、今ちょっ

と思い出して、大変申しわけないのですが、障

害だとか子供の関係だとか、それが途中から

ニーズがかわることによって大きく変わる場合

があるのですけれども、そういう部分について

はなかなか３月の時点で見込みでも落とせない

場合がある。１人のニーズでも相当金額が違う

場合もある。ありますので、そういう落とせな

いものもある。そういうものに、たしか私の記

憶の中でそういうのもあるということで、まず

御理解をいただきたいなと。とにかく、口は

酸っぱく減額するようにという指導はしてござ

いますので、その辺は御理解いただきたいなと

思います。 

 もう１点、大変、これはもう返す言葉もない

ので、例の経常収支比率でございますけれど

も、もう９６ということで、もう１００に近い

と。臨時対策債を除けば１００超えているだろ

うと言われる。それはもう、ごもっともだと思

う。 

 これは、仰せのとおり集中的に事業を、大型

の事業をやった関係の部分で、これだけ弾力性

のない財政になりつつあるというか、もうなっ

てきているというふうにして御理解いただいた

方がいいのかなと。 

 この部分をできるだけ早目に解消していきた

いというような形の中でいろいろ今、工夫をし

ながら、行政改革をやりながら、できるものを

できるだけ早め早めに、できるものから手をか

けましょうということで、いろいろ今、何とい

うか、話し合いをというか、内部で協議をして

いるというようなことです。 

 それで、いろいろ細かいのですが、小さな積

み上げなのですが、やれるものをやってきてい

るというようなことで、まず御理解をいただき

たいなと思っています。例えば、昨年であるの

であれば、火葬場の使用料だとか、空き地の問

題の草刈りだとか、そういうもの、やれるもの

は、議員の皆さんの御理解をもらってやってき

ていると。一つは水道料金、大沼の水道料金の

部分を上げたりとか、国保の関係についても改

善をしようとか、一般会計からこう切り出して

といいましょうか、そういうのをできるだけな

いような形で、その会計の中で納めるような形

のもので努力をしながら、何とか財政的にこ

う、保ちましょうというような姿勢だけはやっ

てきているが、いかんせん、やはり事業、大き

かったということもございまして、なかなか財

政的に厳しい。実際問題、数字を挙げると厳し

い率に。そして、結果として現れていると。 

 ただ、今の段階で、それがどういう部分につ

いて、今の段階でもう率はもう出てしまってい

るものですから、この何年か前からそういう部

分については財政的に厳しいというような形の

中で、改革をしてきていると。それを今後も続

けていくのだという考え方で進めているという

ことで、まずその辺は御理解をお願いしたいな

と思ってございます。 

 もう１点、予備費の関係ですが、これはいろ

いろ調整の中で、先ほど議員さん言われたとお

り、６,０００円とか１万１,０００円とか、そ

れは何とかなるでしょうというような部分につ

いては、十分理解できます。ちょっとした流用

だとか、ちょっとした部分についてのやりくり

だとか、そういう部分についての出し方とかあ

るのです。 

 ただ、ずっと、端的に言いますと、監査委員

さんがずっと指摘されてきて、予備費は使う場

合にははっきりしてくださいと。流用の仕方に

ついてもいろいろ、ここから流用いいのですか

というような、事業予算として計上されてきて

いる。今現在は。昔のような、一般会計の中の

一つの款項目の款とか目だとか、そう大きな形

ではなくて事業予算として細分化された関係

で、そこから事業予算の部分についての流用と
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いう、した場合についてかなり指摘を受けたこ

とがございます。それからすると、今はなかな

かそういう、この場で申し上げるというのは、

なかなか言いづらいのですが、工夫するやりく

りというのが、なかなか限度が出てきたという

ことで、まず理解をしていただきたいと。こん

な細かい部分についても、何というか、進めづ

らいといいましょうか。 

 それでできるだけのものについては、議員さ

んのほうにも情報提供上げながら、例えば災害

ではこんなこと起きましたと。少し足りないの

だけれども、すぐやらなければだめだから、何

とかこの部分については理解してくださいとい

うような形のもので、金額はこれ、精査するの

ですけれども、その中の積み上げとして、昨年

の、端的に言いますとブラックアウトなった部

分については、すぐ電気が必要だ、トイレが必

要だというような形の中の了解をいただいて、

先に予備費を使わせていただいたというような

ことでございます。 

 いろいろなやり方があるのでしょうけれど

も、その事業予算で細かくなった部分でやりく

りが流用、というような形のものがなかなか取

りづらくなったというのが一つあろうかなと

思ってございますが、その辺は御理解をいただ

きたいなとは思ってございます。むやみやたら

に予備費を使っているというのでしょうか、そ

ういうことではないということでまず申し上げ

ておきたいなと思ってございます。 

 以上でございます。 

○５番（田村敏郎） 終わります。 

○議長（木下 敏） あらかじめ会議規則第８

条第２項の規定により、本日の会議時間は議事

の都合によりあらかじめ延長いたします。 

 それでは、引き続き質疑を受け付けます。質

疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 総括質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております認定第１号か

ら認定第７号までの以上７件につきましては、

神﨑和枝議員と議長を除く委員１６人で構成す

る平成３０年度決算審査特別委員会を設置し、

これに付託し、あわせて地方自治法第９８条の

検査権を付与したいと思いますが、御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、認定第１号から認定第７号までの以

上７件につきましては、神﨑和枝議員と議長を

除く委員１６名で構成する平成３０年度決算審

査特別委員会を設置し、これに付託し、あわせ

て地方自治法第９８条の検査権を付与すること

に決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ４時４４分 休憩 

────────────── 

午後 ５時００分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、再開

いたします。 

  ─────────────────── 

諸 般 の 報 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、諸般の報告をい

たします。 

 ただいま、平成３０年度決算審査特別委員会

から、委員長に川村主税議員、副委員長に川上

弘一議員を互選した旨の報告がありました。 

 この際、委員長就任の挨拶を求めます。副委

員長も一緒にお願いいたします。 

○決算審査特別委員会委員長（川村主税） こ

のたび決算審査特別委員長に仰せつかりました

川村でございます。隣に副委員長の川上議員で

す。 

 これからしっかりと審査を行い、皆様方の御

協力をいただきながら、円滑に進めてまいりた

いと思いますので、ぜひ御協力のほどよろしく

お願いいたします。（拍手） 

○議長（木下 敏） 就任の挨拶を終わりま

す。 

 ─────────────────── 

 日程第２７ 

選挙第８号 選挙管理委員の選挙 

  ─────────────────── 
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○議長（木下 敏） 日程第２７ 選挙第８号

選挙管理委員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８

条第２項の規定により、指名推薦で行いたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法については、指名推薦で

行うことに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長において指名し

たいと思いますが、これに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決定い

たしました。 

 選挙管理委員に服部満君、金澤実君、甕正治

君、関口文雄君、以上の方を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました服部

満君、金澤実君、甕正治君、関口文雄君を選挙

管理委員の当選人と定めることに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました服部満

君、金澤実君、甕正治君、関口文雄君、以上の

方が選挙管理委員に当選されました。 

 ─────────────────── 

 日程第２８ 

選挙第９号 選挙管理委員補充員の選

挙 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２８ 選挙第９号

選挙管理委員の補充員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８

条第２項の規定により、指名推薦で行いたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法については、指名推薦で

行うことに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長において指名し

たいと思いますが、これに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決定い

たしました。 

 選挙管理委員補充員に佐藤耕一君、清野雅之

君、小杉重宣君、星見拓禅君、以上の方を指名

いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました佐藤

耕一君、清野雅之君、小杉重宣君、星見拓禅君

を選挙管理委員補充員の当選人と定めることに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました佐藤耕一

君、清野雅之君、小杉重宣君、星見拓禅君、以

上の方が選挙管理委員補充員に当選されまし

た。 

 次に、補充の順序についてお諮りいたしま

す。 

 選挙管理委員補充員の補充の順序は、ただい

ま議長が指名いたしました順序にいたしたいと

思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、選挙管理委員補充員の補充の順序

は、ただいま議長が指名いたしました順序に決

定いたしました。 

  ─────────────────── 

休 会 の 議 決           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） お諮りいたします。 

 平成３０年度決算審査特別委員会の審査のた

め、９月１３日から９月２４日までの１２日間

は休会といたしたいと思いますが、御異議ござ
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いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、９月１３日から９月２４日までの１

２日間は、休会とすることに決定いたしまし

た。 

  ─────────────────── 

散 会 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 以上で、本日の日程は全

て終了いたしました。 

 これをもって散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ５時０６分 散会 
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