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令和元年第３回足寄町議会定例会議事録（第１号）
令和元年９月３日（火曜日）

◎出席議員（１３名）

１番 多治見 亮 一 君 ２番 高 道 洋 子 君

３番 進 藤 晴 子 君 ４番 榊 原 深 雪 君

５番 田 利 正 文 君 ６番 熊 澤 芳 潔 君

７番 髙 橋 健 一 君 ８番 川 上 修 一 君

９番 髙 橋 秀 樹 君 １０番 二 川 靖 君

１１番 木 村 明 雄 君 １２番 井 脇 昌 美 君

１３番 吉 田 敏 男 君

◎欠席議員（０名）

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者

足 寄 町 長 渡 辺 俊 一 君

足寄町教育委員会教育長 藤 代 和 昭 君

足寄町農業委員会会長 齋 藤 陽 敬 君

足寄町代表監査委員 川 村 浩 昭 君

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者

副 町 長 丸 山 晃 徳 君

総 務 課 長 松 野 孝 君

福 祉 課 長 保 多 紀 江 君

住 民 課 長 佐々木 雅 宏 君

経 済 課 長 村 田 善 映 君

建 設 課 長 増 田 徹 君

国民健康保険病院事務長 川 島 英 明 君

会 計 管 理 者 横 田 晋 一 君

消 防 課 長 大竹口 孝 幸 君

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者

教 育 次 長 沼 田 聡 君

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者

農業委員会事務局長 上 田 利 浩 君

◎職務のため出席した議会事務局職員

事 務 局 長 櫻 井 保 志 君

事 務 局 次 長 野 田 誠 君

総 務 担 当 主 査 西 岡 潤 君
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◎議事日程

日程第 １ 会議録署名議員の指名＜Ｐ３＞

日程第 ２ 会期の決定＜Ｐ３～Ｐ４＞

日程第 ３ 諸般の報告（議長）＜Ｐ４＞

日程第 ４ 報告第１１号 予定価格１,０００万円以上の工事又は製造の請負契約の

締結について＜Ｐ４＞

日程第 ５ 報告第１２号 足寄町水道事業の業務に関する予定価格１,０００万円以

上の工事又は製造の請負契約の締結について＜Ｐ４＞

日程第 ６ 議案第８６号 教育委員会教育長の任命について＜Ｐ４～Ｐ５＞

日程第 ７ 議案第８７号 教育委員会委員の任命について＜Ｐ５～Ｐ６＞

日程第 ８ 議案第８８号 固定資産評価審査委員会補欠委員の選任について＜Ｐ６＞

日程第 ９ 議案第８９号 足寄町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条

例＜Ｐ６～Ｐ８＞

日程第１０ 議案第９０号 足寄町税条例の一部を改正する条例＜Ｐ８～Ｐ９＞

日程第１１ 議案第９１号 足寄町就学前の子どもの教育・保育に係る保育料を定める

条例の一部を改正する条例＜Ｐ９～Ｐ１０＞

日程第１２ 議案第９２号 足寄認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例＜Ｐ１０～Ｐ１１＞

日程第１３ 議案第９３号 足寄町児童発達支援センター設置及び管理条例の一部を改

正する条例＜Ｐ１１～Ｐ１２＞

日程第１４ 議案第９４号 足寄町保育所等訪問支援事業所設置及び管理条例の一部を

改正する条例＜Ｐ１２～Ｐ１３＞

日程第１５ 議案第９５号 足寄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す

る条例＜Ｐ１３～Ｐ１４＞

日程第１６ 議案第９６号 足寄町営農用水道等条例の一部を改正する条例＜Ｐ１４＞

日程第１７ 議案第９７号 足寄町水道事業給水条例の一部を改正する条例＜Ｐ１４～

Ｐ１５＞

日程第１８ 議案第９８号 足寄町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部

を改正する条例＜Ｐ１５～Ｐ１６＞
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午前１０時００分 開会

◎ 開会宣告

○議長（吉田敏男君） 全員の出席でござい

ます。

ただいまから、令和元年第３回足寄町議会

定例会を開会をいたします。

ここで、暫時休憩をいたします。

午前１０時０１分 休憩

午前１０時０５分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 開議宣告

○議長（吉田敏男君） これから、本日の会

議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

◎ 会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、足寄町議会総合条例第

１８４条の規定によって、５番田利正文君、

６番熊澤芳潔君を指名をいたします。

◎ 議運結果報告

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 髙橋健一君。

７番。

○議会運営委員会委員長（髙橋健一君） ９

月２日に開催されました、第３回定例会に伴

う議会運営委員会の協議の結果を報告いたし

ます。

会期は、本日９月３日から９月１９日まで

の１７日間とし、このうち４日から１０日ま

でと１３日から１８日までの１３日間は休会

となります。

次に、審議予定について報告いたします。

本日９月３日は、最初に議長の諸般の報告

を受けます。

次に、報告第１１号と報告第１２号の報告

を受けた後、議案第８６号から議案第９８号

までを即決で審議いたします。

１１日は、一般質問などを行います。

１２日以降の審議予定については、一般質

問者の人数などにより流動的でありますの

で、今後の議会運営委員会において協議し、

皆様に御報告いたしますので、御了承をお願

いしたいと思います。

なお、議案第９９号から議案第１０３号ま

での補正予算案は、後日、提案説明を受けた

後、即決で審議いたします。

また、議案第１０４号と議案第１０５号

は、平成３０年度決算審査特別委員会を設置

し、休会中の審査といたします。

今定例会中に町長から追加議案が提出され

る予定でありますが、提出された際に、再度

議会運営委員会で協議し、皆様に御報告いた

しますので、御了承をお願いいたします。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

◎ 会期決定の件

○議長（吉田敏男君） 日程第２ 会期決定

の件を議題といたします。

お諮りをいたします。

本定例会の会期は、本日から９月１９日ま

での１７日間にしたいと思います。

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（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は本日から９月１９日ま

での１７日間に決定をいたしました。

なお、１７日間のうち、４日から１０日ま

でと１３日から１８日までの１３日間は休会

といたしたいと思います。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（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。
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よって、１３日間は休会に決定をいたしま

した。

なお、１３日、１７日、１８日の３日間は

決算審査特別委員会を開催をいたします。

また、今定例会における一般質問通告書の

提出期限は、９月５日木曜日の午後４時まで

でありますので、よろしくお願いをいたしま

す。

◎ 諸般の報告

○議長（吉田敏男君） 日程第３ 諸般の報

告を行います。

議長の報告事項は、印刷してお手元に配付

のとおりです。

これで諸般の報告を終わります。

◎ 報告第１１号

○議長（吉田敏男君） 日程第４ 報告第１

１号予定価格１,０００万円以上の工事又は

製造の請負契約の締結についての件を議題と

いたします。

本件について、報告を求めます。

総務課長 松野孝君。

○総務課長（松野 孝君） ただいま議題と

なりました、報告第１１号予定価格１,００

０万円以上の工事又は製造の請負契約の締結

について、提案理由の御説明を申し上げま

す。

足寄町議会総合条例第１２条第１項の規定

により、次のとおり報告するものでございま

す。

令和元年５月２２日から令和元年８月１６

日までの間で、足寄町議会総合条例第１２条

第１項第１号の規定により報告する工事又は

製造の請負は、２ページ及び３ページにござ

います別紙のとおり１９件でございます。

以上のとおり、御報告申し上げます。

○議長（吉田敏男君） ただいまの報告に対

し、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これをもって、報告を終わります。

◎ 報告第１２号

○議長（吉田敏男君） 日程第５ 報告第１

２号足寄町水道事業の業務に関する予定価格

１,０００万円以上の工事又は製造の請負契

約の締結についての件を議題といたします。

本件について、報告を求めます。

建設課長 増田徹君。

○建設課長（増田 徹君） ただいま議題と

なりました、報告第１２号足寄町水道事業の

業務に関する予定価格１,０００万円以上の

工事又は製造の請負契約の締結について、提

案理由の御説明を申し上げます。

足寄町議会総合条例第１２条第１項の規定

により、次のとおり報告するものでございま

す。

令和元年５月２２日から令和元年８月１６

日までの間で、足寄町議会総合条例第１２条

第１項第２号により報告する工事又は製造の

請負（上水道事業会計分）は、５ページにご

ざいます別紙のとおり４件でございます。

以上のとおり、御報告申し上げます。

○議長（吉田敏男君） ただいまの報告に対

し、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これをもって、報告を終わります。

地方自治法第１１７条の規定によりまし

て、藤代和昭君の退席をお願いをいたしま

す。

◎ 議案第８６号

○議長（吉田敏男君） 日程第６ 議案第８

６号教育委員会教育長の任命についての件を

議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま
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す。

町長 渡辺俊一君。

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題となり

ました、議案第８６号教育委員会教育長の任

命について、提案理由の御説明を申し上げま

す。

下記の者を足寄町教育委員会教育長に任命

いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第１項の規定により、議会

の同意を求めるものでございます。

提案する方につきましては、足寄郡足寄町

南２条４丁目２７番地。藤代和昭氏。昭和２

６年１２月３１日生まれでございます。

提案理由につきましては、令和元年９月３

０日をもって任期満了となることから再任を

お願いするものでございます。

藤代和昭氏の学歴、職歴等の略歴につきま

しては記載のとおりでございますので、説明

を省略をさせていただきます。

御審議賜りますよう、よろしくお願いを申

し上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、議案第８６号教育委員会教育長

の任命についての件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第８６号教育委員会教育

長の任命についての件は、同意することに決

定をいたしました。

ここで、暫時休憩をいたします。

午前１０時１８分 休憩

午前１０時１９分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

ただいま教育長に同意されました藤代和昭

君から挨拶の申し出がありましたので、これ

を許します。

教育長 藤代和昭君。

○教育委員会教育長（藤代和昭君） ただい

ま議会の同意をいただきましたが、私はもと

より浅学にてぶこつ者ということですが、３

期目ということで引き続き新教育委員会制度

の教育長の職責を踏まえて、本町の身の丈に

合った教育行政の推進に、微力ながら尽くせ

るように一生懸命頑張りたいなと思っており

ます。

今後とも議会の皆様方の今まで同様の変わ

らぬ御指南をどうぞよろしくお願いをいたし

ます。

◎ 議案第８７号

○議長（吉田敏男君） 日程第７ 議案第８

７号教育委員会委員の任命についての件を議

題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

町長 渡辺俊一君。

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題となり

ました、議案第８７号教育委員会委員の任命

について、提案理由の御説明を申し上げま

す。

下記の者を足寄町教育委員会委員に任命い

たしたく、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第４条第２項の規定により、議会の

同意を求めるものでございます。

提案する方につきましては、足寄郡足寄町

鷲府３５９番地５。星 明子氏。昭和４３年

４月１０日生まれでございます。

提案理由につきましては、令和元年９月３

０日をもって任期満了となることから、再任

をお願いするものでございます。

星 明子氏の学歴、職歴等の略歴につきま

しては記載のとおりでございますので、説明

を省略させていただきます。
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御審議賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、議案第８７号教育委員会委員の

任命についての件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第８７号教育委員会委員

の任命についての件は、同意することに決定

をいたしました。

◎ 議案第８８号

○議長（吉田敏男君） 日程第８ 議案第８

８号固定資産評価審査委員会補欠委員の選任

についての件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

町長 渡辺俊一君。

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題となり

ました、議案第８８号固定資産評価審査委員

会補欠委員の選任について、提案理由の御説

明を申し上げます。

地方税法第４２３条第４項の規定により、

下記の者を足寄町固定資産評価審査委員会補

欠委員に選任したので、同条第５項の規定に

より議会の承認をお願いするものでございま

す。

選任した方につきましては、足寄郡足寄町

西町５丁目２番地の４０。大野雅司氏。昭和

３３年８月２０日生まれでございます。

選任日は令和元年８月２０日でございま

す。

選任理由につきましては、令和元年８月１

５日、前任者の欠員によるものでございま

す。

大野雅司氏の学歴、職歴の略歴につきまし

ては、記載のとおりでございますので説明を

省略させていただきます。

御審議賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、議案第８８号固定資産評価審査

委員会補欠委員の選任についての件を採決を

します。

この採決は、起立によって行います。

本件は、これに同意することに賛成の方は

起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第８８号固定資産評価審

査委員会補欠委員の選任についての件は、同

意することに決定をいたしました。

◎ 議案第８９号

○議長（吉田敏男君） 日程第９ 議案第８

９号足寄町印鑑登録及び証明に関する条例の

一部を改正する条例の件を議題といたしま

す。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

住民課長 佐々木雅宏君。

○住民課長（佐々木雅宏君） ただいま議題

となりました、議案第８９号足寄町印鑑登録

及び証明に関する条例の一部を改正する条例

につきまして、提案理由の御説明を申し上げ

ます。

議案書９ページをお開き願います。
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本条例の改正につきましては、住民基本台

帳法施行令の一部を改正する政令、平成３１

年法律第１５２号が令和元年１１月５日から

施行されることになり、住民基本台帳に基づ

く住民票の記載について、氏に変更があった

場合に旧氏の記載を求めることができるよう

改正されたことから、住民基本台帳に記録さ

れ、年齢等の要件を満たす方を発行の対象と

する印鑑証明について、国が示した基準であ

る印鑑登録証明義務処理要領、昭和４９年２

月１日自治省行政局振興課長文書の一部が改

正されることに伴い、本町の印鑑登録及び証

明に関する条例の一部を改正するものでござ

います。

次に改正の内容について申し上げます。

議案書の９ページに改正文がございます。

足寄町印鑑登録及び証明に関する条例の一

部を改正する条例。

昭和５８年条例第２０号の一部を次のよう

に改正する。

第２条につきましては、事務処理要領の改

正に沿って文言を改めたものでございます。

第５条第１項第１号は、印鑑登録の要件を

規定している条項で、この条文中の氏名、

「氏、名」の次に「、旧氏」の文言を加え、

住民基本台帳法施行令の改正により、条例中

の引用条項が変わりますので、これを改正す

るものでございます。

同条同項第３号においても、「氏名」の次

に「、旧氏」の文言を加えるものでございま

す。

第５条第２項の改正については、第２条同

様事務処理要領の改正に沿った文言に改め、

第９条第２号については条文中の「氏名、

氏」にの次に「（氏に変更のあった者にあっ

ては、住民票に記載がされている旧氏を含

む。）」とする文言をつけ加える改正を行う

ものでございます。

附則において、本条例は令和元年１１月５

日から施行することとしております。

議案書１０ページに新旧対照表を添付して

おりますので、あわせて御参照願います。

印鑑証明は印鑑登録時に申請者から提出さ

れた申請内容をもとに作成した印鑑登録原票

に基づいて、その登録印の印影並びに申請者

の氏名、生年月日、住所等を記載して証明す

るものでございますが、本町は印鑑登録原票

の記載内容については、条例施行規則で規定

していることから、本条例の改正後にあわせ

て規則の改正を行うことで、このたびの法令

改正に対応していく所存でございます。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

５番。

○５番（田利正文君） 第５条について

ちょっとお聞きしたいのですけれども、住民

基本台帳に記録されている、その後に通称と

ありますね。こんなのはどんな、普通はどん

なふうな状態でこういうふうに通称となるの

か、ちょっと教えてほしいのですけれども。

○議長（吉田敏男君） 答弁、住民課長。

○住民課長（佐々木雅宏君） 答弁いたしま

す。

田利議員から御質問のありました、通称と

いうところでございますけれども、外国人と

か、今住民基本台帳法で登録がなされている

ところですけれども、片仮名ですとか、いろ

いろな表記がございます。そういったものを

通称と言っているというふうに理解してござ

います。

以上です

○議長（吉田敏男君） ５番。

○５番（田利正文君） 住民基本台帳の中に

通称で記録されていることがあるということ

ですか。そういうこともあるのですか。

○議長（吉田敏男君） ここで、暫時休憩を

いたします。

午前１０時３１分 休憩

午前１０時３４分 再開
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○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

答弁、住民課長。

○住民課長（佐々木雅宏君） お時間いただ

きまして大変申しわけございません。勉強不

足で大変申しわけございませんです。

先ほどの田利議員の通称に関する御質問で

すけれども、本町にも外国人の方が何名かい

らっしゃって、例えば片仮名の名前であれば

正式にはマイケルだけれども、登録としては

例えばマイクだとか、そういう名前で登録し

ているというのが例なのですけれども、実際

には本町においては、例えば中国籍ですと

か、韓国籍の方がもしいらっしゃるとすれば

そういう、本来は正しい名字で登録されるべ

きなのですけれども、通称名として日本の名

字を使って登録されているという例がござい

ます。

以上です。

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。

他に、質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） これで質疑を終わり

ます。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第８９号足寄町印鑑登録及

び証明に関する条例の一部を改正する条例の

件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第８９号足寄町印鑑登録

及び証明に関する条例の一部を改正する条例

の件は、原案のとおり可決されました。

◎ 議案第９０号

○議長（吉田敏男君） 日程第１０ 議案第

９０号足寄町税条例の一部を改正する条例の

件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

住民課長 佐々木雅宏君。

○住民課長（佐々木雅宏君） ただいま議題

となりました、議案第９０号足寄町税条例の

一部を改正する条例について、提案理由の御

説明を申し上げます。

議案書１１ページをごらんください。

本条例の改正につきましては、消費税率１

０％への引き上げ時に自動車取得税を廃止し

て、新たに課税されることになります軽自動

車税、軽自動車への軽自動車税環境性能割の

課税免除及び非課税の取り扱いに関するもの

でございます。

軽自動車税環境性能割の創設につきまして

は、本町の条例では平成２８年６月に改正を

行い関係規定を設けたところで、その賦課徴

収につきましては地方税法附則第２９条の９

及び条例附則第１５条の２の規定に基づい

て、当分の間軽自動車の定置場所の道府県が

行うこととされております。

今回の改正は軽自動車税環境性能割に関す

るさらなる規定としまして、課税免除及び非

課税の要件について、北海道の取り扱いに合

わせる旨の内容を規定するために改正するも

のでございます。

改正の内容につきましては、まず附則第１

５条の３第２項の改正は、同法とありますけ

れども、これは地方税法を指しておりまし

て、その第４４５条２項に規定する軽自動車

税の課税免除及び非課税につきまして、本町

の条例の規定にかかわらず北海道における自

動車税の環境性能割の課税免除の例によるこ

とを規定したものでございます。これにあわ

せて新たに規定する第１５条の３の２で、北

海道知事が自動車税の環境性能割を減免する

自動車に相当するものとして足寄町長が定め

る三輪以上の軽自動車に対しては、北海道の
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自動車税の環境性能割の減免の例により減免

するということを規定するものでございま

す。

この改正は、軽自動車税は本来市町村税で

あるため、その課税免除及び非課税について

は、市町村の税条例で規定することになりま

すけれども、北海道が自動車税の環境性能割

を減免する自動車に相当するものとして、足

寄町長が定める軽自動車に係る環境性能割の

賦課徴収と減免につきまして、当分の間定置

場所所在道府県である北海道が北海道の自動

車税の環境性能割の例により行うということ

を定めたものでございます。

軽自動車の環境性能割の課税免除、非課税

の要件について、道内各市町村が北海道の取

り扱いに合わせる旨の規定をしない場合、課

税免除非課税の適用については、道内各市町

村の条例に基づいて行うことになりまして、

そうしますと市町村によって申請の様式が異

なりましたり、あるいは申告期限の基準や取

り扱いが異なるおそれがあるため、北海道に

おいては全道統一の基準で課税免除、非課税

の取り扱いを合わせることが適当と判断いた

しまして、軽自動車の環境性能割の課税免

除、非課税の取り扱いについて、北海道から

の通知に基づきまして、今回の改正となった

ものでございます。

附則としまして、この条例の施行につきま

しては令和元年１０月１日からとしておりま

す。

議案書１２ページに新旧対照表を添付して

おりますので、あわせて御参照いただければ

と存じます。

以上、提案理由の御説明とさせていただき

ますので、よろしく御審議のほどお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで、討論を終わります。

これから、議案第９０号足寄町税条例の一

部を改正する条例の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第９０号足寄町税条例の

一部を改正する条例の件は、原案のとおり可

決されました。

◎ 議案第９１号

○議長（吉田敏男君） 日程第１１ 議案第

９１号足寄町就学前の子どもの教育・保育に

係る保育料を定める条例の一部を改正する条

例の件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

福祉課長 保多紀江君。

○福祉課長（保多紀江君） ただいま議題と

なりました、議案第９１号足寄町就学前の子

どもの教育・保育に係る保育料を定める条例

の一部を改正する条例について、提案理由の

御説明を申し上げます。

本条例の改正につきましては、子ども・子

育て支援法の一部が改正されることに伴い、

本条例において引用している文言を改正する

ものでございます。

改正条文の内容について申し上げます。

１３ページをお開き願います。

足寄町就学前の子どもの教育・保育に係る

保育料を定める条例の一部を改正する条例。

足寄町就学前の子どもの教育・保育に係る

保育料を定める条例の一部を次のように改正
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する。

第２条第１項中「支給認定」を「「教育・

保育給付認定」に改める。

附則ですが、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。

なお、１３ページ右側に新旧対照表を添付

しておりますので、御参照ください。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第９１号足寄町就学前の子

どもの教育・保育に係る保育料を定める条例

の一部を改正する条例の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第９１号足寄町就学前の

子どもの教育・保育に係る保育料を定める条

例の一部を改正する条例の件は、原案のとお

り可決されました。

ここで、暫時休憩をいたします。

１１時まで休憩をいたします。

午前１０時４６分 休憩

午前１０時５９分 再開

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議を

再開をいたします。

◎ 議案第９２号

○議長（吉田敏男君） 日程第１２ 議案第

９２号足寄町認定こども園の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例の件を議題

といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

福祉課長 保多紀江君。

○福祉課長（保多紀江君） ただいま議題と

なりました、議案第９２号足寄町認定こども

園の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例について、提案理由の御説明を申し

上げます。

本条例の改正につきましては、子ども子育

て支援法の一部改正により、令和元年１０月

１日から国の幼児教育・保育の無償化事業が

実施されることに伴い、本条例に規定する一

時保育事業が国の無償化事業の対象となるた

め、事業実施に対応するための所要の改正を

行うとともに、法律改正に伴って本条例にお

いて引用している条文を改正するものでござ

います。

改正条文の内容について申し上げます。

１４ページをお開き願います。

足寄町認定こども園の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例。

足寄町認定こども園の設置及び管理に関す

る条例の一部を次のように改正する。

第６条、第７条の改正につきましては、文

言の整理を行うものでございます。

別表第１を別表とし、同表備考に次の２項

を加える。

４ 保育の必要性の認定を受けた満３歳に

達する日後における最初の４月１日から小学

校へ入学する日の前日までの子どもの保育料

は、子ども・子育て支援法施行令第１５条の

６第３項の額内において負担上限額を０円と

する。

５ 保育の必要性の認定を受けた町民税非

課税世帯の０歳から満３歳までの子どもの保

育料は、政令第１５条の６第４項の額内にお
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いて満３歳に達する日の属する年度までの末

日までの間、０円とする。

附則ですが、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。

なお、１５ページに新旧対照表を添付して

おりますので、御参照ください。

以上で、提案理由の御説明とさせていただ

きますので、御審議のほどよろしくお願いい

たします。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第９２号足寄町認定こども

園の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第９２号足寄町認定こど

も園の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の件は、原案のとおり可決されま

した。

◎ 議案第９３号

○議長（吉田敏男君） 日程第１３ 議案第

９３号足寄町児童発達支援センター設置及び

管理条例の一部を改正する条例の件を議題と

いたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

福祉課長 保多紀江君。

○福祉課長（保多紀江君） ただいま議題と

なりました、議案第９３号足寄町児童発達支

援センター設置及び管理条例の一部を改正す

る条例について、提案理由の御説明を申し上

げます。

本条例の改正につきましては、子ども・子

育て支援法の一部改正により、令和元年１０

月１日から国の幼児教育・保育の無償化事業

が実施されることに伴い、児童発達支援セン

ターを利用する３歳から５歳までの幼児の利

用料が無償化対象事業となるため、現在足寄

町の条例で就学前までと規定している免除規

定を満３歳に達する日の属する年度の末日ま

での間とするため、所要の改正を行うもので

ございます。

改正条文の内容について申し上げます。

１６ページをお開き願います。

足寄町児童発達支援センター設置及び管理

条例の一部を改正する条例。

足寄町児童発達支援センター設置及び管理

条例の一部を次のように改正する。

第６条第１項中「の各号」を削り、同項第

１号ただし書中「かつ」を「かつ、」に、

「ときは」を「者については、満３歳に達す

る日の属する年度の末日までの間」に改め、

同条に次の１項を加える。

３ 前２項の規定にかかわらず、満３歳に

達する日後における最初の４月１日から小学

校へ入学する日の前日までの間の利用料は、

０円とする。

附則ですが、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。

なお、１６ページ右側に新旧対照表を添付

しておりますので、御参照ください。

以上で、提案理由の説明とさせていただきま

すので、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。
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質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第９３号足寄町児童発達支

援センター設置及び管理条例の一部を改正す

る条例の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第９３号足寄町児童発達

支援センター設置及び管理条例の一部を改正

する条例の件は、原案のとおり可決されまし

た。

◎ 議案第９４号

○議長（吉田敏男君） 日程第１４ 議案第

９４号足寄町保育所等訪問支援事業所設置及

び管理条例の一部を改正する条例の件を議題

といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

福祉課長 保多紀江君。

○福祉課長（保多紀江君） ただいま議題と

なりました、議案第９４号足寄町保育所等訪

問支援事業所設置及び管理条例の一部を改正

する条例について、提案理由の御説明を申し

上げます。

本条例の改正につきましては、議案第９３

号と同様の理由により、無償化事業を実施す

るための所要の改正を行うものでございま

す。

改正条文の内容について申し上げます。

１７ページをお開き願います。

足寄町保育所等訪問支援事業所設置及び管

理条例の一部を改正する条例。

足寄町保育所等訪問支援事業所設置及び管

理条例の一部を次のように改正する。

第１条におきましては、文言の整理を行う

ものでございます。

附則に次の２項を加えるものでございま

す。

利用料に関する特例といたしまして、２項

として、第５条第１項第１号ただし書の免除

に関する規定は、満３歳に達する日の属する

年度の末日までの間の児童に適用する。

３ 満３歳に達する日後における最初の４

月１日から小学校へ入学する日の前日までの

間の利用料は、第５条の規定にかかわらず、

０円とする。

附則ですが、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。

なお、１７ページ右側に新旧対照表を添付

しておりますので、御参照ください。

以上で、提案理由の御説明とさせていただき

ますので、御審議のほどよろしくお願いいた

します。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第９４号足寄町保育所等訪

問支援事業所設置及び管理条例の一部を改正

する条例の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。
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本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第９４号足寄町保育所等

訪問支援事業所設置及び管理条例の一部を改

正する条例の件は、原案のとおり可決されま

した。

◎ 議案第９５号

○議長（吉田敏男君） 日程第１５ 議案第

９５号足寄町廃棄物の処理及び清掃に関する

条例の一部を改正する条例の件を議題といた

します。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

住民課長 佐々木雅宏君。

○住民課長（佐々木雅宏君） ただいま議題

となりました、議案第９５号足寄町廃棄物の

処理及び清掃に関する条例の一部を改正する

条例につきまして、提案理由の御説明を申し

上げます。

議案書１８ページをお開き願います。

本条例の改正につきましては、消費税法の

改正に伴い、し尿等処理手数料の改定を行う

ものでございます。

し尿等処理手数料にかかる消費税の扱いに

つきましては、これまで改定の経過の中でい

ずれも内税として税込み金額で規定してきま

したことから、今回におきましても税込み金

額として規定したいと考えてございます。

改正の内容でございますけれども、議案書

１９ページの新旧対照表をごらんいただきた

いと存じます。

このたびの改正は、し尿等処理手数料を規

定する別表の改正となりまして、し尿等処理

手数料につきましては、基本料金と超過料金

に分けて規定しております。

基本料金は取扱区分４００リットルの区分

には変わりはなく、改訂後１,８７０円とし

て現行より３０円の引き上げ、超過料金につ

きましては４００リットルを超えるものにつ

いて１リットルにつき、この１リットルの区

分については改正はございませんけれども、

超過料金として８銭引き上げまして４円６８

銭とするものでございます。

超過分につきましては、消費税導入以前の

４.２６円という数値を基礎として、これま

で改定してきておりまして、今回におきまし

ても４.２６円に１０％の消費税を加算した

金額を算出しまして、１銭未満の金額を切り

捨てたものでございます。

基本料金につきましては、本町の超過料金

の１リットル当たり単価に４００リットルを

乗じて算定しておりまして、４.２６円の１

１０％の金額に４００リットルを乗じた金額

を算出しまして、１０円未満の端数につきま

しては四捨五入した結果切り下げとなりまし

て１,８７０円となったものでございます。

議案書１８ページにお戻りいただきたいと

存じます。

附則といたしまして、この条例の施行期日

を令和元年１０月１日から施行するといたし

ております。

経過措置といたしまして、別表の規定は条

例の施行日以後に収集するし尿等について適

用し、これより前に収集されたし尿等の手数

料につきましては従前の例によるものとして

ございます。

以上で、提案理由の御説明とさせていただ

きますので、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま
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す。

これで討論を終わります。

これから、議案第９５号足寄町廃棄物の処

理及び清掃に関する条例の一部を改正する条

例の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第９５号足寄町廃棄物の

処理及び清掃に関する条例の一部を改正する

条例の件は、原案のとおり可決されました。

◎ 議案第９６号

○議長（吉田敏男君） 日程第１６ 議案第

９６号足寄町営農用水道等の条例の一部を改

正する条例の件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

建設課長 増田徹君。

○建設課長（増田 徹君） ただいま議題と

なりました、議案第９６号足寄町営農用水道

等条例の一部を改正する条例について、提案

理由の御説明を申し上げます。

本条例の改正につきましては、水道法の一

部改正により、指定給水装置工事事業者につ

いて、５年ごとに指定の更新を行うことと規

定されたことにより、営農用水道等条例にお

いても事業者について指定の更新を行うこと

及び更新の手数料について規定をするため改

正を行うものでございます。

また、第３３条につきましては、水道法施

行令の一部改正により、対象となる条数の改

正を行うものでございます。

改正条文の内容について申し上げます。

足寄町営農用水道等条例の一部を改正する

条例。

足寄町営農用水道等条例の一部を次のよう

に改正する。

第４条第７号におきまして、「した者」の

次に「又は法第２５条の３の２の指定の更新

を受けた者」を加える。及び第３０条第１項

第１号中「事業者の指定」の次に「又は更

新」を加える。並びに第３３条第１項中「第

４条」を「第６条」に改めるものでございま

す。

附則といたしまして、この条例は令和元年

１０月１日から施行することとしておりま

す。

なお、２１ページに新旧対照表を添付して

おりますので、御参照願います。

以上、提案理由の説明とさせていただきま

すので、御審議のほどよろしくお願いを申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第９６号足寄町営農用水道

等条例の一部を改正する条例の件を採決をし

ます。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第９６号足寄町営農用水

道等条例の一部を改正する条例の件は、原案

のとおり可決されました。

◎ 議案第９７号

○議長（吉田敏男君） 日程第１７ 議案第

９７号足寄町水道事業給水条例の一部を改正



― 15 ―

する条例の件を議題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

建設課長 増田徹君。

○建設課長（増田 徹君） ただいま議題と

なりました、議案第９７号足寄町水道事業給

水条例の一部を改正する条例について、提案

理由の御説明を申し上げます。

本条例の改正につきましては、議案第９６

号と同様に、水道法の一部改正に伴い、指定

給水装置工事事業者において、指定の更新を

行うこと及び更新の手数料について規定する

ための改正並びに水道法施行令の一部改正に

伴い、対象となる条数の改正を行うものでご

ざいます。

改正条文の内容について申し上げます。

足寄町水道事業給水条例の一部を改正する

条例。

足寄町水道事業給水条例の一部を次のよう

に改正する。

第３条第７号におきまして、「した者」の

次に「又は法第２５条の３の２の指定の更新

を受けた者」を加える。及び第３０条第１項

第１号中「事業者の指定」の次に「又は更

新」を加える。並びに第３３条第１項中「第

４条」を「第６条」に改めるものでございま

す。

附則といたしまして、この条例は令和元年

１０月１日から施行することとしておりま

す。

なお、２３ページに新旧対照表を添付して

おりますので、御参照願います。

以上、提案理由の説明とさせていただきま

すので、御審議のほどよろしくお願いを申し

上げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第９７号足寄町水道事業給

水条例の一部を改正する条例の件を採決をし

ます。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第９７号足寄町水道事業

給水条例の一部を改正する条例の件は、原案

のとおり可決されました。

◎ 議案第９８号

○議長（吉田敏男君） 日程第１８ 議案第

９８号足寄町消防団員の定員、任免、服務等

に関する条例の一部を改正する条例の件を議

題といたします。

本件について、提案理由の説明を求めま

す。

消防課長 大竹口孝幸君。

○消防課長（大竹口孝幸君） ただいま議題

となりました、議案第９８号足寄町消防団員

の定員、任免、服務等に関する条例の一部を

改正する条例について、提案理由の御説明を

申し上げます。

本条例の改正につきましては、平成２８年

５月成年後見制度の利用の促進に関する法律

が施行され、成年被後見人等の人権が尊重さ

れ、成年被後見人等であることを理由に不当

に差別されないよう成年被後見人等の権利に

係る制限が設けられている制度について、検

討を加え必要な見直しを行うことなどが定め

られました。

また、成年後見制度の利用促進に関する法

律に基づく措置として、成年被後見人等の権
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利の制限に係る措置の適正化等を図るための

関係法律の整備に関する法律が本年６月１４

日に公布され、同法の中で地方公務員法の一

部が改正されたことから、条例の一部を改正

するものでございます。

改正の内容について御説明申し上げます。

足寄町消防団員の定員、任免、服務等に関

する条例の一部を改正する条例。

足寄町消防団員の定員、任免、服務等に関

する条例の一部を改正する条例の一部を次の

ように改正する。

第４条中第１号を削り、同条第２号を同条

第１号とし、同条第３号中「免職」を「懲戒

免職」に改め、同号を同条第２号とし、同条

第４号を同条第３号とする。

第５条第２項第１号中「前条第３号」を

「前条第２号」にそれぞれ改めるものでござ

います。

附則といたしまして、この条例は令和元年

１２月１４日から施行することとしておりま

す。

なお、２４ページ右側に新旧対照表を添付

しておりますので、御参照願います。

以上、提案理由の説明とさせていただきま

すので、御審議のほどよろしくお願い申し上

げます。

○議長（吉田敏男君） これをもって、提案

理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

質疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第９８号足寄町消防団員の

定員、任免、服務等に関する条例の一部を改

正する条例の件を採決をします。

この採決は、起立によって行います。

本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。

したがって、議案第９８号足寄町消防団員

の定員、任免、服務等に関する条例の一部を

改正する条例の件は、原案のとおり可決され

ました。

◎ 散会宣告

○議長（吉田敏男君） 以上で、本日の日程

は全部終了をいたしました。

本日はこれで散会をいたします。

次回の会議は、９月１１日、午前１０時よ

り開会をいたします。

大変御苦労さまでございました。

午前１１時２９分 散会


