
 

 

 

 

 

 

令和５年３月９日招集 

 

令和５年第２回新ひだか町議会定例会議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 ひ だ か 町 

 

 



議案第１号乃至議案第２５号 

 

 

 上記議案別紙のとおり提出します。 

 

 令和５年３月９日 

 

 

新ひだか町長 大 野 克 之  

 

 

 新ひだか町議会議長 福 嶋 尚 人 様 



議           件 

 

議案第 １ 号  新ひだか町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ 

        て 

議案第 ２ 号  令和４年度新ひだか町一般会計補正予算（第８号） 

議案第 ３ 号  令和４年度新ひだか町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

議案第 ４ 号  令和４年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

議案第 ５ 号  令和４年度新ひだか町水道事業会計補正予算（第３号） 

議案第 ６ 号  令和４年度新ひだか町下水道事業会計補正予算（第３号） 

議案第 ７ 号  令和４年度新ひだか町病院事業会計補正予算（第３号） 

議案第 ８ 号  令和５年度新ひだか町一般会計予算 

議案第 ９ 号  令和５年度新ひだか町国民健康保険特別会計予算 

議案第１０号  令和５年度新ひだか町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第１１号  令和５年度新ひだか町水道事業会計予算 

議案第１２号  令和５年度新ひだか町下水道事業会計予算 

議案第１３号  令和５年度新ひだか町病院事業会計予算 

議案第１４号  新ひだか町個人情報の保護に関する法律施行条例制定について 

議案第１５号  新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例制定について 

議案第１６号  新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて 

議案第１７号  議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

の一部を改正する条例制定について 

議案第１８号  新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につい

て 

議案第１９号  新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 

議案第２０号  新ひだか町立保育所条例の一部を改正する条例制定について 

議案第２１号  新ひだか町子ども・子育て会議条例及び新ひだか町特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施

設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定

について 



議案第２２号  新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例

制定について 

議案第２３号  新ひだか町博物館条例の一部を改正する条例制定について 

議案第２４号  辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

議案第２５号  町道の路線認定及び廃止について 



議 案 第 １ 号 

 

 

新ひだか町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 

 新ひだか町教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により議会の

同意を求める。 

 

記 

 

（新任）現 住 所  日高郡新ひだか町三石美野和３４１番地の５ 

    氏  名  前
まえ

 田
だ

 真
ま

 樹
き

 

    生年月日  昭和４７年１月１２日（５１歳） 

    職  業  会社役員



「議案第１号参考資料」 

 

氏 名  前 田 真 樹 

 

（学    歴） 

 平成 ５年 ３月  札幌大谷短期大学卒業 

 

（職    歴） 

平成 ５年 ４月  上磯町立久根別小学校教諭 

平成 ９年 ４月  浦河町立浦河第一中学校教諭 

平成１３年 ６月  同上退職 

 平成２６年 １月  株式会社前田ファーム取締役 

現 在 に 至 る 

 



議 案 第 １４ 号 

 

 

新ひだか町個人情報の保護に関する法律施行条例制定について    

 

新ひだか町個人情報の保護に関する法律施行条例を別紙のとおり制定する。 



1 

 

   新ひだか町個人情報の保護に関する法律施行条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以

下「法」という。）第７５条第５項の規定による個人情報の保有の状況に関する

事項を記載した帳簿の作成及び公表、法第８９条第２項の手数料、法第１０８条

に規定する保有個人情報の開示の手続に関する事項、法第１２９条の規定による

審議会その他の合議制の機関への諮問その他法の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

２ この条例において「実施機関」とは、町長（水道事業及び下水道事業の管理者

の権限を行う町長を含む。）、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査

委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。 

 （個人情報取扱事務登録簿） 

第３条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務（以下この条において「個人情報取

扱事務」という。）を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱

事務について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿（以下この条

において「登録簿」という。 ) を作成しなければならない。 

 (1) 個人情報取扱事務の名称 

 (2) 個人情報取扱事務の目的 

 (3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称 

(4) 個人情報取扱事務の開始及び終了の時期 

(5) 個人情報の対象者の範囲 

(6) 個人情報の項目 

(7) 個人情報の収集先 

 (8) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項 

２ 実施機関は、登録簿に記載した前項各号に掲げる事項を変更しようとするとき

は、当該変更に係る個人情報取扱事務を開始する前に、登録簿を修正しなければ

ならない。 

３ 前２項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。 
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(1) 実施機関が法第７５条第１項の規定により作成した個人情報ファイル簿に係

る個人情報取扱事務 

 (2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する

個人情報取扱事務 

(3) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩

序の維持に関する個人情報取扱事務 

(4) 本人の数が規則で定める数に満たないもの 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、実施機関は、第１項第６号から第８号

までに掲げる事項を登録簿に記載し、又は個人情報取扱事務について登録簿を作

成することにより、個人情報取扱事務の目的に係る事務の性質上、当該事務の適

正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項第６号に掲げ

る事項の一部若しくは同項第７号若しくは同項第８号に掲げる事項の全部若しく

は一部を登録簿に記載せず、又はその個人情報取扱事務について登録簿を作成し

ないことができる。 

５ 実施機関は、第１項の規定により作成した登録簿に係る個人情報取扱事務を廃

止したとき、又は当該個人情報取扱事務に係る個人情報ファイル簿を法第７５条

第１項の規定により作成したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る記

載を抹消しなければならない。 

６ 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 

 （開示決定等の期限） 

第４条 開示決定等は、開示請求があった日から１５日以内にしなければならない。

ただし、法第７７条第３項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正

に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由が

あるときは、同項に規定する期間を３０日以内に限り延長することができる。こ

の場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び

延長の理由を書面により通知しなければならない。 

 （開示決定等の期限の特例） 

第５条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった

日から４５日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に
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著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関

は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決

定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足

りる。この場合において、実施機関は、同条第１項に規定する期間内に、開示請

求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

 (1) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

 （開示請求に係る手数料等） 

第６条 法第８９条第２項の手数料は、無料とする。 

２ 法第８７条第１項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要

する費用を負担しなければならない。ただし、町長は、特定個人情報（行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法

律第２７号）第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。）の写しの交付を受

ける者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるとこ

ろにより、当該負担すべき費用の額を免除することができる。 

 （新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会への諮問） 

第７条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適

正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であ

ると認めるときは、新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することが

できる。 

 (1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合 

(2) 法第６６条第１項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め、又は変更しよう

とする場合 

(3) 前２号に掲げる場合のほか、実施機関において講ずる個人情報の取扱いに関

する措置について、運用の方法を定め、又は変更しようとする場合 

 （運用の状況の公表） 

第８条 町長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、

これを公表するものとする。 

 （委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は令和５年４月１日から施行する。 

 （新ひだか町個人情報保護条例の廃止） 

第２条 新ひだか町個人情報保護条例（平成１８年条例第１４号。以下「旧条例」

という。）は廃止する。 

 （新ひだか町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置） 

第３条 次に掲げる者に係る旧条例第１３条及び第３８条第２項の規定による職務

上又は旧条例第２条第１号に規定する個人情報（以下「旧個人情報」という。）

を取り扱う事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当

な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の

例による。 

 (1) この条例の施行の際現に旧条例第２条第３号に規定する実施機関（以下「旧

実施機関」という。）の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機

関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに

従事していた者 

 (2) この条例の施行前において旧実施機関から委託された旧個人情報を取り扱う

事務に従事していた者 

 (3) この条例の施行前において指定管理者（町が地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第３項の規定により指定した法人その他の団体をいう。

）が行う公の施設（同法第２４４条第１項に規定する公の施設をいう。同号に

おいて同じ。）の管理に係る業務に従事していた者 

２ この条例の施行の日前に旧条例第１４条第１項及び第２項（旧条例第２６条第

２項及び第２９条第２項において準用する場合を含む。）、第２６条第１項又は

第２９条第１項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己に

関する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定によりなお従前の例によることとされた自己に関する個人情報の開

示、訂正及び利用停止に係る処分に対する審査請求についての新ひだか町情報公

開・個人情報保護審査会条例の規定の適用については、なお従前の例による。 

４ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機
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関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第２条第５号に規

定する公文書（以下「旧公文書」という。）であって、一定の事務の目的を達成

するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように

体系的に構成したもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。

）をこの条例の施行後に提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下の

罰金に処する。 

 (1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前に

おいて旧実施機関の職員であった者 

(2) 附則第３条第２号に掲げる者 

５ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧公文書に記録されていた

旧個人情報（この条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧公文書に記

録されていたものに限る。）をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な

利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又は５０万円以

下の罰金に処する。 

６ この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。 

 （新ひだか町情報公開条例の一部改正） 

第４条 新ひだか町情報公開条例（平成１８年条例第１３号）の一部を次のように

改正する。 

  第６条中「毎年１回」を「毎年度」に改める。 

  第１１条に次の１項を加える。 

２ 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該請

求書を提出したものに対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることが

できる。この場合において、実施機関は、当該請求書を提出したものに対し、

補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

  第１３条中「の翌日から起算して」を「から」に改める。 

 （新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第５条 新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１８年条例第１５号

）の一部を次のように改正する。 

  第１条の見出しを「（設置等）」に改め、同条に次の１項を加える。 
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  ２ 審査会は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８１条第１項の

規定により設置された機関として、個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号）第１０５条第３項において読み替えて準用する同条第１項

の規定による諮問に応ずるものとする。 

  第２条第２号中「新ひだか町個人情報保護条例（平成１８年条例第１４号）」

を「新ひだか町個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年条例第 号）」

に改め、同条第３号を第４号とし、同条第２号の次に次の１号を加える。 

  (3) 個人情報の保護に関する法律第１０５条第３項において読み替えて準用す

る同条第１項の規定による実施機関（町長（水道事業及び下水道事業の管理

者の権限を行う町長を含む。）、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、

監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。以下同じ。）の

諮問に応じ、個人情報の保護に関する法律第１０５条第１項に規定する審査

請求について調査審議すること。 

  第６条中「個人情報」を「保有個人情報」に改める。 

 （新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置） 

第６条 この条例の施行前に旧条例の規定により意見を聴かれた事項又はこの条例

の施行前に受けた実施機関の諮問についての審査及び答申については、この条例

の施行後も、なお従前の例による。 

 （新ひだか町債権管理条例の一部改正） 

第７条 新ひだか町債権管理条例（平成３０年条例第２０号）の一部を次のように

改正する。 

  第７条第１項中「新ひだか町個人情報保護条例（平成１８年条例第１４号）第

２条第３号」を「新ひだか町個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年条

例第 号）第２条第２項」に改める。 
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「議案第１４号参考資料」 

 

条例制定説明要旨 

 

本条例は、令和３年５月１９日に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係

法律の整備に関する法律（令和３年法律第３７号）の制定により、個人情報の保護に

関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）が改正さ

れたことに伴い、個人情報保護法が地方公共団体にも直接適用されることから、現行

の新ひだか町個人情報保護条例（平成１８年条例第１４号。以下「旧条例」という。）

を廃止し、個人情報保護法で委任された事項及び条例で定めることが許容される事項

を規定する条例を新たに制定しようとするものです。 

なお、条例制定の概要については、次のとおりです。 

 

１．個人情報保護制度の見直し 

  これまでの地方公共団体の個人情報保護制度については、各地方公共団体がそれ

ぞれ条例を定め、制度を運用しておりましたが、個人情報保護法の改正に伴い、全

ての地方公共団体において個人情報保護法が適用され、個人情報保護制度について

は全国的な共通ルールにより個人情報保護委員会が全体の所管となり、運用される

こととなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現行】 【改正後】 
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２．条例の概要 

区分 内容 該当条文 

個人情報保護法によ

り委任された事項 
開示請求に係る手数料に関する規定 第６条 

条例で定めることが

許容される事項 

個人情報取扱事務登録簿に関する規定 第３条 

開示の手続に関する規定 第４条及び第５条 

審議会への諮問に関する規定 第７条 

 

 (1) 個人情報取扱事務登録簿に関する規定（第３条関係） 

   改正後の個人情報保護法で作成及び公表を義務づけられている「個人情報ファ

イル簿」とは別に個人情報の保有の状況に関する事項を記載した「個人情報取扱

事務登録簿」を作成するもの。 

 

 (2) 開示の手続に関する規定（第４条及び第５条関係） 

   保有個人情報の開示請求があった場合の開示決定等の期限を請求があった日か

ら１５日以内、事務処理上の困難その他正当な理由がある場合の開示決定を延長

する期限を３０日以内、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量である場合の

開示決定等の期限の特例を開示請求があった日から４５日以内にそれぞれ定める

こととするもの。 

 

 (3) 開示請求に係る手数料に関する規定（第６条関係） 

   開示請求に必要となる手数料を無料とし、複写や郵送にかかる費用については 

  開示請求者の負担とするもの。 

 

 (4) 審議会への諮問に関する規定（第７条関係） 

   個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くこと 

  が特に必要であると認めるときは、新ひだか町情報公開・個人情報保護審査会に 

  諮問することができることとするもの。 

 

３．施行期日等（附則第１条から第７条関係） 

  この条例は令和５年４月１日から施行し、本条例の制定に伴い、旧条例を廃止し、

本条例の施行後における旧条例による個人情報取扱いに関する義務及び罰則につ

いての経過措置を定め、関係条例の整合性を図るための文言等を整備するもの。 



 

 

議 案 第 １５ 号 

 

 

   新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

 

 新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり制定する。
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   新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例 

 

 新ひだか町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１８年条例第

４０号）の一部を次のように改正する。 

 

      「             「 

 

 別表第１中             を             に改める。 

 

                  」             」 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

３２０，０００円 

２５０，０００円 

２３０，０００円 

２２０，０００円 

 

３４０，０００円 

２７０，０００円 

２５０，０００円 

２４０，０００円 
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「議案第１５号参考資料１」 

 

条例改正説明要旨 

 

 本条例は、新ひだか町特別職報酬等審議会からの答申に基づき、議会議員の報酬

月額について改正しようとするものです。 

 

１．報酬月額の改正 

  当町の議会議員は、人口類似団体（議会議員一人当たりの人口が類似している

団体）と年収を比較すると、低い水準にある。 

  また、議会議員の担い手確保という点において、人口類似団体と同程度の年収

水準とすることは、町や町議会の活性化のための必要条件の一つであり、引上げ

は急務と考えられる。 

  このことから、人口類似団体の平均年収額に近づけるため、一律２０，０００

円引上げるよう報酬月額を改正する。 

 

※参考                             （単位：円） 

区分 
報酬月額 

A 

期末手当 

B(A×2.4) 

年収 

A×12＋B 
増加額 

議 長 
改正前 320,000 768,000 4,608,000 

288,000 
改正後 340,000 816,000 4,896,000 

副議長 
改正前 250,000 600,000 3,600,000 

288,000 
改正後 270,000 648,000 3,888,000 

委員長 
改正前 230,000 552,000 3,312,000 

288,000 
改正後 250,000 600,000 3,600,000 

議 員 
改正前 220,000 528,000 3,168,000 

288,000 
改正後 240,000 576,000 3,456,000 

 

２．施行期日 

  令和５年４月１日施行 
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「議案第１５号参考資料２」 

 

【新ひだか町特別職報酬等審議会答申書の抜粋】 

 

常勤特別職の給料及び議会議員の報酬に関する答申書 

 

 先に貴職より諮問のありましたこのことについて、令和４年９月９日に新ひだか町

総合町民センターはまなすにおいて審議会を開催し、慎重に審議を行った結果、次の

とおり結論を得たので、答申いたします。 

 

記 

 

１．（略） 

２．議会議員の報酬月額について 

 (1) 議会議員の報酬月額を次のとおり改定することが適当である。 

 

区 分 現行額（月額） 答申額（月額） 

議 長 ３２０，０００円 ３４０，０００円 

副 議 長 ２５０，０００円 ２７０，０００円 

常任委員長 ２３０，０００円 ２５０，０００円 

議 員 ２２０，０００円 ２４０，０００円 

 

 (2) 理 由 

   議会議員の現行報酬月額は、平成３０年度の当審議会における答申により、平

成３１年度の報酬月額から一律２０，０００円引上げた額となっている。 

   また、平成３０年度の当審議会における答申では、「一律４０，０００円引上げ

ることが適当ではあるが、当町の社会情勢等を鑑み、段階的に引上げることとし、

一律２０，０００円の引上げ」としていたことから、今年度の当審議会において

は、段階的引上げの完成時期の見極めが必要となるものである。 

   令和４年度の社会情勢は、新型コロナウイルス感染症の影響等により厳しい状

況にあることから、報酬月額引上げについては、住民感情に及ぼす影響等がある

ものと考えられる。 

   一方で、「議会議員の担い手確保」という点においては、人口類似団体（議会議

員一人当たりの人口が類似している団体）とその年収を比較しても、当町はいま

だ低い水準にあることから、「段階的引上げの完成により人口類似団体の平均年

収額に近づけること」は、町や町議会の活性化のための必要条件の一つと考えら

れる。 

   これらのことから、新型コロナウイルス感染症による影響等を鑑み、次期審議

会まで現行報酬月額を据え置くことも考慮できるものの、「議会議員の担い手確

保」という点においては、段階的引上げ完成が急務と考えられることから、前回

審議会の答申どおり一律２０，０００円引上げることが最も適当であるとの結論

に至ったものである。 



議 案 第 １６ 号 

 

 

   新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定につい    

   て 

 

 新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。
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   新ひだか町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 新ひだか町職員の給与に関する条例（平成１８年条例第４５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 別表第４ア行政職給料表等級別基準職務表３級の項中「主査」を「係長、主査」

に改め、同表４級の項中「主幹又は」を「課長補佐、主幹又は」に、「主幹等」を「課

長補佐等」に改め、「主査」の前に「係長又は」を加え、同表５級の項中「主幹」を

「課長補佐」に改める。 

 

 別表第４エ医療職給料表（三）等級別基準職務表３級の項及び４級の項中「又は

主任准看護師」を「、主任准看護師又は係長」に改め、同表４級の項及び５級の項

中「主幹」を「課長補佐等」に改める。 

 

 別表第４オ福祉職給料表等級別基準職務表３級の項中「又は主任保育士」を「、

主任保育士又は係長」に改め、同表４級の項中「主幹」を「課長補佐」に改める。 

 

   附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



「議案第１６号参考資料」 

条  例  新  旧  対  照  表 

改     正     後     条     例 改     正     前     条     例 

別表第４（第４条の２関係） 

等級別基準職務表 

ア 行政職給料表等級別基準職務表 

等級 基準となる職務 

１級 （略） 

２級 （略） 

３級 係長、主査又は主任の職務 

４級 １ 課長補佐、主幹又は課内に属する施設の長（以下「課

長補佐等」という。）の職務 

２ 困難な業務を行う係長又は主査の職務 

５級 １ 課長、参事又は部内に属する施設の長（以下「課長

等」という。）の職務 

２ 困難な業務を行う課長補佐等の職務 

６級 （略） 

７級 （略） 

 

イ 医療職給料表（一）等級別基準職務表 

（略） 

 

ウ 医療職給料表（二）等級別基準職務表 

（略） 

 

エ 医療職給料表（三）等級別基準職務表 

等級 基準となる職務 

１級 （略） 

２級 （略） 

３級 １ 副保健師長、副助産師長又は副看護師長の職務 

２ 主任保健師、主任助産師、主任看護師、主任准看護師

又は係長の職務 
 

別表第４（第４条の２関係） 

等級別基準職務表 

ア 行政職給料表等級別基準職務表 

等級 基準となる職務 

１級 （略） 

２級 （略） 

３級 主査又は主任の職務 

４級 １ 主幹又は課内に属する施設の長（以下「主幹等」とい

う。）の職務 

２ 困難な業務を行う主査の職務 

５級 １ 課長、参事又は部内に属する施設の長（以下「課長

等」という。）の職務 

２ 困難な業務を行う主幹等の職務 

６級 （略） 

７級 （略） 

 

イ 医療職給料表（一）等級別基準職務表 

（略） 

 

ウ 医療職給料表（二）等級別基準職務表 

（略） 

 

エ 医療職給料表（三）等級別基準職務表 

等級 基準となる職務 

１級 （略） 

２級 （略） 

３級 １ 副保健師長、副助産師長又は副看護師長の職務 

２ 主任保健師、主任助産師、主任看護師又は主任准看護

師の職務 
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条  例  新  旧  対  照  表 

改     正     後     条     例 改     正     前     条     例 

 

４級 １ 保健師長、助産師長又は看護師長の職務 

２ 困難な業務を行う副保健師長、副助産師長又は副看護

師長の職務 

３ 困難な業務を行う主任保健師、主任助産師、主任看護

師、主任准看護師又は係長の職務 

４ 課長補佐等の職務 

５級 １ 総保健師長、総助産師長又は総看護師長の職務 

２ 課長等の職務 

３ 困難な業務を行う保健師長、助産師長又は看護師長の

職務 

４ 困難な業務を行う課長補佐等の職務 

６級 （略） 

 

オ 福祉職給料表等級別基準職務表 

等級 基準となる職務 

１級 （略） 

２級 （略） 

３級 

 

主任社会福祉士、主任介護支援専門員、主任保育士又は係

長の職務 

４級 保育所長、子育て支援センター長又は課長補佐等の職務 

５級 （略） 

 

 

 

４級 １ 保健師長、助産師長又は看護師長の職務 

２ 困難な業務を行う副保健師長、副助産師長又は副看護

師長の職務 

３ 困難な業務を行う主任保健師、主任助産師、主任看護

師又は主任准看護師の職務 

４ 主幹の職務 

５級 １ 総保健師長、総助産師長又は総看護師長の職務 

２ 課長等の職務 

３ 困難な業務を行う保健師長、助産師長又は看護師長の

職務 

４ 困難な業務を行う主幹の職務 

６級 （略） 

 

オ 福祉職給料表等級別基準職務表 

等級 基準となる職務 

１級 （略） 

２級 （略） 

３級 

 

主任社会福祉士、主任介護支援専門員又は主任保育士の職

務 

４級 保育所長、子育て支援センター長又は主幹等の職務 

５級 （略） 
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議 案 第 １７ 号 

 

 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一 

部を改正する条例制定について 

 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正す

る条例を別紙のとおり制定する。 
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議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一 

部を改正する条例 

 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１８年条

例第４８号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条中「５，０００万円」を「１００，０００千円」に改める。 

 

第３条中「１，０００万円」を「２０，０００千円」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 「議案第１７号参考資料」 

 

条例改正説明要旨 

 

本条例は、当町の人口や財政規模、近年の建設工事費の上昇等の社会経済事情を勘

案し、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の対象とする予定価格の下

限額について改正しようとするものです。 

なお、条例改正の概要については、次のとおりです。 

 

１．議会の議決に付すべき契約の対象とする予定価格の改正（第２条関係） 

議会の議決に付すべき工事又は製造請負に係る契約の対象とする予定価格の下

限額を５，０００万円から１００，０００千円へ改正するもの 

 

２．議会の議決に付すべき財産の取得又は処分の対象とする予定価格の改正（第３条

関係） 

議会の議決に付すべき財産の取得又は処分において対象とする予定価格の下限

額を１，０００万円から２０，０００千円へ改正するもの 

 

【予定価格の下限額の改正金額の比較】 

条項箇所 内 容 改正後 改正前 

第２条 
工事又は製造の請負

に係る契約 
１００，０００千円 ５，０００万円 

第３条 財産の取得又は処分 ２０，０００千円 １，０００万円 

   ※ 併せて、金額の表記単位について、地方自治法施行令に合わせて千円単位

へ改める。 

 

３．施行期日 

公布の日から施行する。 



議 案 第 １８ 号 

 

 

新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 

 

 新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 
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新ひだか町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

新ひだか町国民健康保険税条例（平成１８年条例第６８号）の一部を次のように

改正する。 

 

第２条第３項ただし書中「２０万円」を「２２万円」に改める。 

 

 第３条第１項中「１００分の７．９」を「１００分の８．３」に改める。 

 

第４条中「１００分の３８．０」を「１００分の１９．０」に改める。 

 

第５条中「２４，０００円」を「２５，８００円」に改める。 

 

第５条の２第１号中「３５，２００円」を「３７，０００円」に改め、同条第２

号中「１７，６００円」を「１８，５００円」に改め、同条第３号中「２６，４０

０円」を「２７，７５０円」に改める。 

 

第６条中「１００分の２．０」を「１００分の２．４」に改める。 

 

第７条中「１００分の４．１」を「１００分の２．０」に改める。 

 

第７条の２中「７，９００円」を「９，１００円」に改める。 

 

第７条の３第１号中「６，４００円」を「７，７００円」に改め、同条第２号中

「３，２００円」を「３，８５０円」に改め、同条第３号中「４，８００円」を「５，

７７５円」に改める。 

 

第８条中「１００分の１．５」を「１００分の１．７」に改める。 

 

第９条中「１００分の４．７」を「１００分の２．５」に改める。 
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第９条の２中「７，２００円」を「８，１００円」に改める。 

 

第９条の３中「７，８００円」を「８，４００円」に改める。 

      

第２３条第１項中「２０万円」を「２２万円」に改め、同項第１号ア中「１６，

８００円」を「１８，０６０円」に改め、同号イ（ア）中「２４，６４０円」を「２

５，９００円」に改め、同号イ（イ）中「１２，３２０円」を「１２，９５０円」

に改め、同号イ（ウ）中「１８，４８０円」を「１９，４２５円」に改め、同号ウ

中「５，５３０円」を「６，３７０円」に改め、同号エ（ア）中「４，４８０円」

を「５，３９０円」に改め、同号エ（イ）中「２，２４０円」を「２，６９５円」

に改め、同号エ（ウ）中「３，３６０円」を「４，０４３円」に改め、同号オ中「５，

０４０円」を「５，６７０円」に改め、同号カ中「５，４６０円」を「５，８８０

円」に改め、同項第２号中「２８万５千円」を「２９万円」に改め、同号ア中「１

２，０００円」を「１２，９００円」に改め、同号イ（ア）中「１７，６００円」

を「１８，５００円」に改め、同号イ（イ）中「８，８００円」を「９，２５０円」

に改め、同号イ（ウ）中「１３，２００円」を「１３，８７５円」に改め、同号ウ

中「３，９５０円」を「４，５５０円」に改め、同号エ（ア）中「３，２００円」

を「３，８５０円」に改め、同号エ（イ）中「１，６００円」を「１，９２５円」

に改め、同号エ（ウ）中「２，４００円」を「２，８８８円」に改め、同号オ中「３，

６００円」を「４，０５０円」に改め、同号カ中「３，９００円」を「４，２００

円」に改め、同項第３号中「５２万円」を「５３．５万円」に改め、同号ア中「４，

８００円」を「５，１６０円」に改め、同号イ（ア）中「７，０４０円」を「７，

４００円」に改め、同号イ（イ）中「３，５２０円」を「３，７００円」に改め、

同号イ（ウ）中「５，２８０円」を「５，５５０円」に改め、同号ウ中「１，５８

０円」を「１，８２０円」に改め、同号エ（ア）中「１，２８０円」を「１，５４

０円」に改め、同号エ（イ）中「６４０円」を「７７０円」に改め、同号エ（ウ）

中「９６０円」を「１，１５５円」に改め、同号オ中「１，４４０円」を「１，６

２０円」に改め、同号カ中「１，５６０円」を「１，６８０円」に改め、同条第２

項第１号ア中「３，６００円」を「３，８７０円」に改め、同号イ中「６，０００
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円」を「６，４５０円」に改め、同号ウ中「９，６００円」を「１０，３２０円」

に改め、同号エ中「１２，０００円」を「１２，９００円」に改め、同項第２号ア

中「１，１８５円」を「１，３６５円」に改め、同号イ中「１，９７５円」を「２，

２７５円」に改め、同号ウ中「３，１６０円」を「３，６４０円」に改め、同号エ

中「３，９５０円」を「４，５５０円」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の新ひだか町国民健康保険税条例の規定は、令和５年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和４年度分までの国民健康保

険税については、なお従前の例による。 
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「議案第１８号参考資料１」 

 

条例改正説明要旨 

 

 国民健康保険につきましては、平成３０年度から、持続可能な医療保険制度を構築

し国保財政の安定化を図るため、都道府県を財政運営の責任主体とする広域化が実施

され、道内市町村においては「北海道国民健康保険運営方針」に基づき、効率的な事

業運営に努めるとともに、事務の標準化などに取り組んでおります。 

北海道は、所得水準や医療費水準の地域差による急激な保険税負担の増加を抑制し、

被保険者間の負担の公平化を進めるため、概ね令和１２年度を目途に統一保険料率を

目指していくこととしており、それに向けて令和５年度までに保険料水準の統一に必

要な取組を実施することを受け、当町においても賦課方式を現在の４方式から資産割

を廃止し、所得割、被保険者均等割、世帯別平等割の３方式に変更すること、北海道

が示す標準保険料率における応能と応益の構成割合に考慮した見直しと、医療給付費

分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の納付金額に応じた割合への見直しを行って

いくこととしたところです。 

今回の条例改正につきましては、今後における国民健康保険の安定的な運営を図る

ため、国民健康保険税の賦課方式や税率について見直しを行うこと、また、税制改正

等による地方税法施行令の一部改正に基づき、新ひだか町国民健康保険税条例の一部

を改正するものです。 

なお、条例改正の概要については、次のとおりです。 

 

１．税率等の見直し（第３条から第９条の３及び第２３条関係） 

  令和３年度から税率等の見直しを行い、令和５年度は３年目となりますが、資産

割の廃止で生じる必要保険税については、全てを所得割に転嫁するのではなく、応

能・応益の構成割合についても考慮し、被保険者に急激な負担増とならないよう、

資産割の廃止については、令和６年度まで段階的に税率を改正していくこととしま

す。 
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(1) 令和５年度改正内容 

課税額の種類・内訳 
令和４年度 

（現行） 

令和５年度 

（改正後） 
比 較 

医療給付費分 

応能割 
所得割 7.9％ 8.3％ 0.4% 

資産割 38.0％ 19.0％ ▲19.0％ 

応益割 
均等割 24,000円 25,800円 1,800円 

平等割 35,200円 37,000円 1,800円 

後期高齢者 

支援金分 

応能割 
所得割 2.0％ 2.4％ 0.4％ 

資産割 4.1％ 2.0％ ▲2.1％ 

応益割 
均等割 7,900円 9,100円 1,200円 

平等割 6,400円 7,700円 1,300円 

介護納付金分 

応能割 
所得割 1.5％ 1.7％ 0.2％ 

資産割 4.7％ 2.5％ ▲2.2％ 

応益割 
均等割 7,200円 8,100円 900円 

平等割 7,800円 8,400円 600円 

合 計 

応能割 
所得割 11.4％ 12.4％ 1.0％ 

資産割 46.8％ 23.5％ ▲23.3％ 

応益割 
均等割 39,100円 43,000円 3,900円 

平等割 49,400円 53,100円 3,700円 

〇所得割・・・被保険者それぞれの総所得金額等から基礎控除４３万円を控除した額に税率

を乗じた額 

〇資産割・・・被保険者名義の現年度の固定資産税のうち、土地・家屋に係る分に税率を乗

じた額 

〇均等割・・・被保険者１人当たり 

〇平等割・・・１世帯当たり 



(参考) 事業費納付金

　平成３０年度からの国保の広域化により導入された納付金制度は、道内全体の保険給付費等の必要額から、国庫補

助金や被用者保険からの交付金等で賄われない部分を道内市町村で分かち合う制度で、納付金は、医療費水準及び所

得水準等に応じて各市町村に割り当てられ、市町村は納付金及び事業の実施に係る経費を賄うために必要な保険税率

を設定します。

(参考) 賦課総額等（保険税で集める額）

賦課総額（Ａ）

708,719,058円

675,138,249円

+33,580,809

軽減額（Ｂ）

106,145,520円

97,736,985円

+8,408,535

調定額（Ａ－Ｂ）

602,573,538円

577,401,264円

+25,172,274

8.90% 0.00% 27,600円 37,500円

改正後税率
（Ｒ５年度）

現行税率

▲ 2.10%

R6年度

(2) 税率改正の推移

医療分 支援金分 介護分

6,500円R3年度 8.00% 57.70% 24,000円 36,100円 1.70% 5.60% 7,300円 5,500円 1.30% 7.00%

所得 資産

7,200円

均等 平等 所得

税率

比　較

12,193,000円

区分

後期支援金分 166,066,000円 168,582,000円 2,516,000円

介護納付金分 58,800,000円 58,235,000円 ▲565,000円

計 810,803,000円 822,996,000円

55,900円2.90%

7,700円

確定納付金（Ａ） 本算定結果（Ｂ） （Ｂ－Ａ）

医療給付費分 585,937,000円 596,179,000円 10,242,000円

区分
令和４年度 令和５年度 比較

0.00% 10,400円 8,900円 2.00% 0.00% 9,300円 9,500円

1,200円 1,300円 0.20% ▲ 2.20% 900円

　Ｒ４年度とＲ５年度の差

差 0.40% ▲ 19.0% 1,800円 1,800円 0.40% 3,900円 3,700円600円 1.00% ▲ 23.30%

37,800円11.00% 70.30%

23.50%

13.80% 0.00% 47,300円

39,100円4.70% 7,200円 7,800円 11.40% 46.80%

43,000円1.70% 53,100円2.50% 8,100円 8,400円 12.40%R5年度 8.30% 19.00% 25,800円 37,000円 2.40% 2.00% 9,100円

1.50%

医療分+支援金分+介護分

所得 資産 均等

※令和６年度に資産割を廃止

平等

R4年度 7.90% 38.00% 24,000円 35,200円 2.00% 4.10% 7,900円 6,400円

資産 均等 平等 所得 資産 均等平等

48,800円

49,400円
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(3) 応能・応益の構成割合の見直し

(参考) 北海道が示す標準保険料率（令和５年度：３方式）

(4) 医療分・支援金分・介護分の賦課総額のバランス調整

賦課総額 100.0% 675,138,249円

医療分の賦課額

7.2% 50,937,831円 7.7% 56,038,179円

100.0% 708,719,058円 100.0% 730,102,685円

72.2% 511,955,953円 70.1% 511,953,080円

20.6% 145,825,274円 22.2%

R3年度 48.67% 6.49%

介護分の賦課額 6.9% 46,696,499円

162,111,426円

48.98%

74.2% 500,865,077円

３年目 賦課割合 ４年目

▲ 1.19% 0.25% 0.81% 0.66% ▲ 1.17% 0.81%

　Ｒ４年度とＲ５年度の差

差 0.47% ▲ 2.35%

R6年度 50.96% 0.00% 26.58% 22.46% 51.53% 0.00%

23.52% 21.32% 50.15%

48.07%25.54% 22.44% 51.17%

51.04%

3.62% 24.51% 21.72% 54.73%

25.71% 22.91% 53.56% 46.44%15.58% 49.16% 2.22%31.38%

支援金分の賦課額 18.9% 127,576,673円

現行
賦課割合 賦課割合

区分
令和６年度

平等割 28,636円 9,118円 6,680円 44,434円

令和５年度

均等割 28,218円 8,985円 8,645円 45,848円

所得割 8.70% 2.69% 1.88% 13.27%

区分
令和５年度

医療分 支援金分 介護分 医療分+支援金分+介護分

▲ 0.30% ▲ 1.63% 1.63%

50.07% 0.00% 27.00% 22.93% 51.02%

R5年度 49.84% 2.18%

1.26% 0.62% 0.13%

0.81% 31.63% 16.39% 49.82% 1.05% 26.52%

31.64% 16.83%

22.61% 51.93%

2.00%R4年度 49.37% 4.53% 24.28% 21.82%

3.05% 32.19% 45.27%14.61% 50.15%

平等 所得 資産 均等 平等 応能 応益

賦課割合

医療分 支援金分 介護分 医療分+支援金分+介護分

所得 資産 均等 平等 所得 資産 均等

7
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２．課税限度額の改正（第２条及び第２３条関係） 

 令和５年度税制改正による国民健康保険税の課税限度額の引上げに伴い、地方税法

施行令の一部を改正する政令が年度内に公布され、令和５年４月１日から施行される

予定です。 

国民健康保険税は、負担能力に応じた公平なものである必要があり、受益との関係

において被保険者の納付意欲に与える影響や事業の円滑な運営を確保する観点から、

保険税の負担額には一定の上限を設けることとしています。 

 また、地方税法施行令において、国の法定限度額が定められており、これに基づい

て各市町村では条例により課税限度額を定めることとなっております。 

 当町におきましても、新ひだか町国民健康保険税条例第２条及び第２３条の規定に

より、基礎課税額（医療分）、後期高齢者支援金等課税額（支援金分）、介護納付金課

税額（介護分）の区分で限度額を定めており、算定した税額が課税限度額を超える場

合は、この額を課税額として３つの区分の合計額を国民健康保険税額としております。 

今回の改正は、支援金分の限度額を２万円引上げ「２２万円」に改正し、医療分「６

５万円」と介護分「１７万円」は据え置かれることとなりますが、当町は、従前より

地方税法施行令の改正による国の法定限度額の引上げに合わせた改正を実施してお

り、課税限度額を引き上げることによって中間所得層の保険税負担を抑制し、被保険

者間の負担の公平性が図られることから、国の定める法定限度額に改正しようとする

ものです。 

 

(1) 課税限度額の比較 

区 分 令和４年度（現行） 令和５年度（改正後） 比 較 

医療分 ６５０，０００円 ６５０，０００円     増減なし 

支援金分 ２００，０００円 ２２０，０００円 ２０，０００円 

介護分 １７０，０００円 １７０，０００円    増減なし 

合計 １，０２０，０００円 １，０４０，０００円 ２０，０００円 
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(2) 課税限度額改正による調定増額見込み 

区 分 課税限度額 超過世帯数 限度超過額 調定増額 

医療分 

※改正なし 

 65万円 114世帯 94,835,006円 ― 

― ― ― ― 

支援金分 

（２万円増） 

改正後 22万円 69世帯 18,599,490円 1,490,289円 

改正前 20万円 82世帯 20,089,779円 ― 

介護分 

※改正なし 

    17万円 32世帯 2,856,134円 ― 

― ― ― ― 

合計 

（２万円増） 

改正後 104万円 ― ― 1,490,289円 

改正前 102万円 ― ― ― 

 

３．軽減判定基準額の改正（第２３条関係） 

令和５年度税制改正による国民健康保険税の軽減判定基準額の引上げに伴い、地方

税法施行令の一部を改正する政令が年度内に公布され、令和５年４月１日から施行さ

れる予定です。 

国民健康保険においては、低所得世帯に対する国民健康保険税の負担を軽減するた

め、世帯の総所得金額等が一定額以下の場合に、国民健康保険税のうち応益割（均等

割額及び平等割額）に係る部分について、その額の７割、５割又は２割を軽減するこ

ととなります。 

このうち、５割軽減と２割軽減について、物価上昇などの動向を踏まえ、軽減判定

基準額の引き上げが必要と見直され、５割軽減については、被保険者数に乗じる額を

0.5万円引き上げ、「43万円＋29.0万円×被保険者数」へ改め、２割軽減については、

被保険者数に乗じる額を 1.5 万円引き上げ、「43 万円+53.5 万円×被保険者数」へ改

正するものです。 
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(1) 軽減判定所得の比較 

区分 改正前 改正後 

７割軽減基準額 基礎控除 43 万円＋10 万円×（給

与所得者等の数－１） 
変更なし 

５割軽減基準額 基礎控除 43 万円＋28.5 万円×被

保険者数＋10万円×（給与所得者

等の数－１） 

基礎控除 43万円＋29万円×被 

保険者数＋10万円×（給与所得者

等の数－１） 

２割軽減基準額 基礎控除 43万円＋52万円×被保 

険者数＋10万円×（給与所得者等

の数－１） 

基礎控除 43 万円＋53.5 万円×被

保険者数＋10万円×（給与所得者

等の数－１） 

 

４．施行期日等 

(1) 令和５年４月１日から施行します。 

(2) 令和５年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和４年度分まで 

の国民健康保険税については、改正前の税率、課税限度額及び軽減判定基準額を適用

します。 

 



モデルケース①：夫婦（40代）と子ども2人の4人世帯

モデルケース②：夫婦（70代）の2人世帯

36,700円

▲15,900円
▲10,200円 ▲7,900円 ▲8,000円

50,000円
62,800円 52,600円 44,700円 36,700円

▲7,400円
▲6,100円 ▲3,600円 ▲3,800円

30,000円
50,200円 44,100円 40,500円 36,700円

300円 2,700円 2,500円

▲36,900円
▲20,900円 ▲18,400円 ▲18,500円

100,000円
94,500円 73,600円 55,200円

73,400円
3,000円 31,500円

現行と令和6年
度の差額

0円

0円
７割軽減 31,200円 31,500円 34,200円 36,700円

5,200円

※下段の数字は前年度との比較

所得額 資産税額 令和3年度
（現行）
令和4年度

50,000円
▲8,800円

令和5年度 令和6年度
※資産割廃止

82,800円
7,600円 36,200円 46,600円

527,400円 581,100円
96,800円

14,700円 43,100円 53,700円

19,800円 30,200円

41,900円

539,900円 531,100円 550,900円 581,100円

534,500円 581,100円

539,200円 581,100円
3,000,000円

0円
469,600円 484,300円

30,000円
490,700円 498,300円

50,000円
504,700円 507,700円

100,000円

2,000,000円

0円
２割軽減 322,100円 332,000円 361,600円 397,700円

30,000円

▲2,000円 18,100円 24,300円
50,000円

357,300円 355,300円 373,400円 397,700円

368,700円 397,700円

100,000円
392,400円 378,800円 385,100円

65,700円
9,900円 29,600円 36,100円

343,200円 346,000円

42,400円

51,700円
2,800円 22,700円 29,000円

18,900円
▲13,600円 6,300円 12,600円

397,700円

7,700円
▲7,300円 2,800円 4,900円

50,000円
191,300円 184,000円 186,800円 191,700円

▲15,700円
▲19,000円 ▲8,900円 ▲6,800円

100,000円
226,400円 207,400円 198,500円 191,700円

30,000円
177,200円 174,600円 182,100円 191,700円

4,500円 14,400円 16,700円

令和3年度
（現行）
令和4年度

令和5年度 令和6年度
※資産割廃止

17,100円
▲2,600円 7,500円 9,600円

■ モデル世帯で比較する保険税年額（推計による試算例）

「議案第１８号参考資料２」

現行と令和6年
度の差額

1,000,000円

0円
５割軽減 156,100円 160,600円 175,000円 191,700円

31,100円

※下段の数字は前年度との比較

所得額 資産税額
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モデルケース②：夫婦（70代）の2人世帯　つづき

モデルケース③：単身（40歳から64歳）の世帯

29,000円
▲3,500円 11,600円

5,600円
▲15,300円

38,400円
1,100円 16,300円 22,100円

290,600円 319,800円
52,400円

8,200円 23,200円 29,200円

▲100円 5,700円

17,400円

329,500円 314,200円 314,100円 319,800円

297,700円 319,800円

302,400円 319,800円
2,000,000円

0円
259,200円 267,400円

30,000円
280,300円 281,400円

50,000円
294,300円 290,800円

100,000円

1,000,000円

0円
149,200円 153,400円 166,600円 181,800円

30,000円

▲7,500円 1,600円 3,400円
50,000円

184,300円 176,800円 178,400円 181,800円

173,700円 181,800円

100,000円
219,500円 200,200円 190,100円

28,400円
4,200円 13,200円 15,200円

170,300円 167,400円

5,000円

14,400円
▲2,900円 6,300円 8,100円

▲18,400円
▲19,300円 ▲10,100円 ▲8,300円

181,800円

30,800円

▲19,000円
▲11,200円 ▲9,300円 ▲9,700円

50,000円
61,000円 49,800円 40,500円 30,800円

▲9,700円
▲6,500円 ▲4,700円 ▲5,000円

30,000円
47,000円 40,500円 35,800円 30,800円

500円 2,300円 2,100円

▲42,400円
▲23,000円 ▲21,000円 ▲21,400円

100,000円
96,200円 73,200円 52,200円

25,800円
▲6,200円 11,100円

現行と令和6年
度の差額

0円

0円
７割軽減 25,900円 26,400円 28,700円 30,800円

4,400円

※下段の数字は前年度との比較

所得額 資産税額 令和3年度
（現行）
令和4年度

4,700円
▲16,800円

令和5年度 令和6年度
※資産割廃止

34,200円
▲2,000円 15,300円 18,900円

282,400円 307,600円
46,800円

4,400円 21,600円 25,200円

500円 4,200円

14,700円

319,700円 302,900円 303,400円 307,600円

288,700円 307,600円

292,900円 307,600円
2,000,000円

0円
256,400円 260,800円

30,000円
275,400円 273,400円

50,000円
288,000円 281,800円

100,000円

1,000,000円

0円
５割軽減 107,300円 109,100円 118,200円 128,300円

30,000円

▲8,900円 ▲1,400円 ▲400円
50,000円

139,000円 130,100円 128,700円 128,300円

124,500円 128,300円

100,000円
170,600円 151,200円 139,200円

19,200円
1,800円 9,100円 10,100円

126,300円 121,700円

▲1,800円

6,600円
▲4,600円 2,800円 3,800円

▲22,900円
▲19,400円 ▲12,000円 ▲10,900円

128,300円

※下段の数字は前年度との比較

所得額 資産税額 令和3年度
（現行）
令和4年度

令和5年度 令和6年度
※資産割廃止

現行と令和6年
度の差額
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モデルケース④：単身（65歳から74歳）の世帯

268,500円 269,600円

2,000,000円

30,000円
244,100円 241,500円

50,000円
256,700円 249,900円

288,400円

0円
225,100円 228,900円

258,000円 269,600円

271,000円

19,700円
▲6,800円 8,100円

253,800円 269,600円
28,100円

21,700円
1,800円 10,600円 11,100円

147,100円 142,500円

700円

9,100円
▲4,600円 4,300円 4,800円

100,000円
191,400円 172,000円

247,500円 269,600円
40,700円

3,800円 18,600円 22,100円

▲2,600円 12,300円 15,800円

▲1,400円
▲17,400円 ▲2,500円 1,100円

11,600円

100,000円

▲17,800円
▲10,400円 ▲8,700円 ▲9,100円

▲19,600円

1,000,000円

0円
128,100円 129,900円 140,500円 151,600円

30,000円

▲8,800円 100円 600円
50,000円

159,700円 150,900円 151,000円 151,600円

146,800円

▲38,800円
▲21,100円 ▲19,200円

▲10,500円 ▲9,900円

161,500円 151,600円

25,200円

151,600円

▲20,400円
▲19,400円

現行と令和6年
度の差額

50,000円
53,400円 43,000円 34,300円 25,200円

▲9,400円
▲6,200円 ▲4,500円 ▲4,900円

30,000円
40,800円 34,600円 30,100円 25,200円

0円

0円
７割軽減 21,800円 21,900円 23,800円 25,200円

3,300円

※下段の数字は前年度との比較

所得額 資産税額 令和3年度
（現行）
令和4年度

令和5年度 令和6年度
※資産割廃止

100,000円
85,100円 64,000円 44,800円

100円 1,900円 1,400円
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議 案 第 １９ 号 

 

 

新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 

 

 新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 



1 

新ひだか町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

新ひだか町国民健康保険条例（平成１８年条例第１２７号）の一部を次のように

改正する。 

 

 第３条第１項中「４０万８千円」を「４８万８千円」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の新ひだか町国民健康保険条例第３条第１項の規定は、

この条例の施行の日以後の出産に対して支給される出産育児一時金について適用

し、同日前の出産に対して支給される出産育児一時金については、なお従前の例

による。 



 

 

「議案第１９号参考資料」 

条  例  新  旧  対  照  表 

改     正     後     条     例 改     正     前     条     例 

（出産育児一時金） 

第３条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に

対し、出産育児一時金として４８万８千円を支給する。ただし、規則で定

める場合には、この額に１万２千円を加算する。 

２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出産育児一時金） 

第３条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に

対し、出産育児一時金として４０万８千円を支給する。ただし、規則で定

める場合には、この額に１万２千円を加算する。 

２ （略） 

 

2 



議 案 第 ２０ 号 

  

  

新ひだか町立保育所条例の一部を改正する条例制定について 

 

新ひだか町立保育所条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 



 

1 

新ひだか町立保育所条例の一部を改正する条例 

  

新ひだか町立保育所条例（平成１８年条例第１０６号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第２条及び第３条を次のように改める。 

（名称及び位置） 

第２条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 (1) 名称 静内保育所 

 (2) 位置 新ひだか町静内緑町３丁目６番２０号 

（定員） 

第３条 保育所に入所させる乳幼児の定員は、６０人とする。 

 

 第５条第２号ウ中「１２月３０日」を「１２月３１日」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



「議案第２０号参考資料」 

条  例  新  旧  対  照  表 

改     正     後     条     例 改     正     前     条     例 

第１条 （略） 

 

（名称及び位置） 

第２条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

 (1) 名称 静内保育所 

 (2) 位置 新ひだか町静内緑町３丁目６番２０号 

 

 

（定員） 

第３条 保育所に入所させる乳幼児の定員は、６０人とする。 

 

 

 

 

第４条 （略） 

 

 （保育時間及び休所日） 

第５条 保育所の保育時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、町長

又は保育所長が必要と認めたときは、保育時間並びに休所日を変更するこ

とができる。 

 (1) 保育時間 午前８時から午後５時まで 

 (2) 休所日 

  ア 日曜日 

  イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日 

  ウ １２月３１日から翌年１月５日まで 

 

第６条 （略） 

第１条 （略） 

 

（名称及び位置） 

第２条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

町立静内保育所 新ひだか町静内緑町３丁目６番２０号 

町立東静内保育所 新ひだか町東静内３２８番地 

 

（定員） 

第３条 保育所に入所させる乳幼児の定員は、次のとおりとする。 

名称 定員 

町立静内保育所 ６０人 

町立東静内保育所 ３０人 

 

第４条 （略） 

 

 （保育時間及び休所日） 

第５条 保育所の保育時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、町長

又は保育所長が必要と認めたときは、保育時間並びに休所日を変更するこ

とができる。 

 (1) 保育時間 午前８時から午後５時まで 

 (2) 休所日 

  ア 日曜日 

  イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日 

  ウ １２月３０日から翌年１月５日まで 

 

第６条 （略） 

２
 



議 案 第 ２１ 号 

  

  

新ひだか町子ども・子育て会議条例及び新ひだか町特定教育・保育施 

設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運 

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について 

 

新ひだか町子ども・子育て会議条例及び新ひだか町特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 



1 

 

新ひだか町子ども・子育て会議条例及び新ひだか町特定教育・保育施 

設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運 

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 （新ひだか町子ども・子育て会議条例の一部改正） 

第１条 新ひだか町子ども・子育て会議条例（平成２５年条例第２７号）の一部を

次のように改正する。 

   

第１条及び第２条中「第７７条」を「第７２条」に改める。 

 

 （新ひだか町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子

育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 新ひだか町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第２４

号）の一部を次のように改正する。 

 

  第４条第２項中「第１９条第１項」を「第１９条」に、「同項第３号」を「同条

第３号」に改める。 

 

  第６条から第１３条までの規定中「第１９条第１項」を「第１９条」に改める。 

 

  第１５条第１項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改める。 

 

  第２０条から第５２条までの規定中「第１９条第１項」を「第１９条」に改め

る。 

 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



2 

「議案第２１号参考資料」 

 

条例改正説明要旨 

 

 本条例は、「こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」が令

和５年４月１日に施行されることに伴い、「学校教育法」及び「子ども・子育て支援

法」の一部が改正されるため、当該法律を引用している条文について改正を行うも

のです。 

 なお、改正内容については、次のとおりです。 

 

１．新ひだか町子ども・子育て会議条例の改正 

(1) 子ども・子育て支援法第７２条から第７６条までの削除に伴う改正（第１条

及び第２条関係） 

    子ども・子育て会議について定める規定が削られることに伴い、同条を引

用している条項の整理を行うもの。  

 

２．新ひだか町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子

育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の改正 

(1) 学校教育法第２５条の項の新設に伴う改正（第１５条関係） 

幼稚園教育要領の制定根拠である第２５条に、幼稚園教育要領を定める際

の配慮事項や内閣総理大臣への協議義務を定める規定が新設されることによ

り、同条を引用している条項の整理を行うもの。 

(2) 子ども・子育て支援法第１９条第２項の削除に伴う改正（第４条関係他） 

    内閣総理大臣と厚生労働大臣の協議について定める規定が削られることに

伴い、同条を引用している条項の整理を行うもの。  

 

３．施行期日 

令和５年４月１日施行 



 

 

議 案 第 ２２ 号 

 

 

   新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例制定    

   について 

 

 新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

制定する。 

  



 

1 

 

   新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例の一部を改正する条例 

 

 新ひだか町医療技術者等修学資金貸付条例（平成２４年条例第１号）の一部を次

のように改正する。 

 

 第１条を次のように改める。 

 （目的） 

第１条 この条例は、医療技術者等を養成する学校（通信制を含む。）又は養成所

（以下「養成施設」という。）に在学している者で、将来町内において、医療、

介護、保育及び障がい関連の業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸し

付けることにより、町内における医療技術者等の確保及び質の向上に資すること

を目的とする。 

 

 第２条第１項各号を次のように改める。 

 (1) 医療機関等 医療機関、介護関連機関、保育関連機関及び障がい関連機関を

いう。 

 (2) 医療技術者等 規則で定める職種をいう。 

 

 第２条第２項を削る。 

 

 第３条中「町内に住所を有する者又は町内に住所を有する者の子弟である者で、

前条に規定する」を削る。 

 

 第４条第１項第１号中「第２条第２項第１号及び第２号に規定する」を「医学を

専攻し、」に改め、同条第２項中「第２条第２項各号に規定する」を削る。 

 

 第８条第１項第１号中「第２条第２項第１号及び第２号に規定する」を「医学を

専攻し、」に改め、同項第２号ただし書中「、町長が指定した」を「、町長が指定

する」に改める。 

 

   附 則 
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 この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第３条の改定規定は公布

の日から施行する。 
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「議案第２２号参考資料」 

条  例  新  旧  対  照  表 

改     正     後     条     例 改     正     前     条     例 

（目的） 

第１条 この条例は、医療技術者等を養成する学校（通信制を含む。）又

は養成所（以下「養成施設」という。）に在学している者で、将来町内

において、医療、介護、保育及び障がい関連の業務に従事しようとする

者に対し、修学資金を貸し付けることにより、町内における医療技術者

等の確保及び質の向上に資することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 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。 

 (1) 医療機関等 医療機関、介護関連機関、保育関連機関及び障がい関

連機関をいう。 

 (2) 医療技術者等 規則で定める職種をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（目的） 

第１条 この条例は、養成施設に在学している者で、将来町内において、

医療、介護及び保育関連の業務に従事しようとする者に対し、修学資金

を貸し付けることにより、町内における医療、介護及び保育の従事者の

確保及び質の向上に資することを目的とする。 

 

 

 （定義） 

第２条 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。 

 (1) 医療機関等 医療機関、介護関連機関及び保育関連機関をいう。 

 

 (2) 医療技術者等 医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検

査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、

看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、保育士及び幼稚園教諭

をいう。 

２ この条例において「養成施設」とは、次の各号に掲げるものをいう。 

 (1) 医師法（昭和２３年法律第２０１号）第１１条第１号の規定による

大学 

 (2) 歯科医師法（昭和２３年法律第２０２号）第１１条第１号の規定に

よる大学 

 (3) 薬剤師法（昭和３５年法律第１４６号）第１５条第１号の規定によ

る大学 

 (4) 診療放射線技師法（昭和２６年法律第２２６号）第２０条第１号の

規定による文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した

診療放射線技師養成所 

 (5) 臨床検査技師等に関する法律（昭和３３年法律第７６号）第１５条

第１号の規定による文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が

指定した臨床検査技師養成所 
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改     正     後     条     例 改     正     前     条     例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸付対象者） 

第３条 修学資金は、養成施設に在学する者のうち、将来において、町内の

医療機関等に医療技術者等として勤務しようとするものに対し、貸し付け

 (6) 臨床工学技士法（昭和６２年法律第６０号）第１４条第１号から第

３号までの規定による文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣

が指定した臨床工学技士養成所 

 (7) 理学療法士及び作業療法士法（昭和４０年法律第１３７号）第１１

条第１号及び第２号の規定による文部科学大臣が指定した学校又は厚

生労働大臣が指定した理学療法士養成施設及び同法第１２条第１号及

び第２号の規定による文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣

が指定した作業療法士養成施設 

 (8) 保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第１９条第１

号及び第２号の規定による文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働

大臣が指定した保健師養成所、同法第２０条第１号及び第２号の規定

による文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した助産

師養成所、同法第２１条第１号から第３号までの規定による文部科学

大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した看護師養成所及び同

法第２２条第１号及び第２号の規定による文部科学大臣が指定した学

校又は都道府県知事が指定した准看護師養成所 

 (9) 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第７条第

１号の規定による大学及び第４０条第２項第１号の規定による文部科

学大臣及び厚生労働大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した

養成施設 

 (10) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１８条の６第１号の

規定による保育士及び教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）

第２条第１項の規定による幼稚園教諭を養成するために文部科学大臣

及び厚生労働大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した養成施

設 

 (11) その他前各号に準ずるものとして町長が特に必要と認めた医療技

術者等の養成施設 

 

（貸付対象者） 

第３条 修学資金は、町内に住所を有する者又は町内に住所を有する者の

子弟である者で、前条に規定する養成施設に在学する者のうち、将来に
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改     正     後     条     例 改     正     前     条     例 

るものとする。 

 

 

（貸付金額等） 

第４条 （略） 

 (1)  医学を専攻し、養成施設に在学している者 月額１５０，０００

円以内 

 (2) 前号以外の養成施設に在学している者 月額５０，０００円以内 

２ 修学資金の貸付期間は、６年以内とし、養成施設におけるそれぞれの

正規の修学年数の範囲内とする。 

３ （略） 

 

第５条～第７条 （略） 

 

（修学資金の償還の免除） 

第８条 （略） 

 (1) 医学を専攻し、養成施設に在学している者 医療技術者等の免許を

取得し、臨床研修を修了した後（専門医の資格を有するための研修等

で町長が必要と認める場合はその研修を修了した後）１年を経過する

日 

 (2) 前号以外の養成施設に在学している者 医療技術者等の免許を取得

した後１年（ただし、町長が指定する養成施設に在学している者にあ

っては、免許を取得した後４年）を経過する日 

２ （略） 

 

第９条～第１３条 （略） 

 

 

 

 

おいて、町内の医療機関等に医療技術者等として勤務しようとするもの

に対し、貸し付けるものとする。 

 

（貸付金額等） 

第４条 （略） 

 (1) 第２条第２項第１号及び第２号に規定する養成施設に在学している

者 月額１５０，０００円以内 

 (2) 前号以外の養成施設に在学している者 月額５０，０００円以内 

２ 修学資金の貸付期間は、６年以内とし、第２条第２項各号に規定する

養成施設におけるそれぞれの正規の修学年数の範囲内とする。 

３ （略） 

 

第５条～第７条 （略） 

 

（修学資金の償還の免除） 

第８条 （略） 

 (1) 第２条第２項第１号及び第２号に規定する養成施設に在学している

者 医療技術者等の免許を取得し、臨床研修を修了した後（専門医の

資格を有するための研修等で町長が必要と認める場合はその研修を修

了した後）１年を経過する日 

 (2) 前号以外の養成施設に在学している者 医療技術者等の免許を取得

した後１年（ただし、町長が指定した養成施設に在学している者にあ

っては、免許を取得した後４年）を経過する日 

２ （略） 

 

第９条～第１３条 （略） 

 



 

 

議 案 第 ２３ 号 

 

 

新ひだか町博物館条例の一部を改正する条例制定について 

 

新ひだか町博物館条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 
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   新ひだか町博物館条例の一部を改正する条例 

 

 新ひだか町博物館条例（平成２６年条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第１８条」を「地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第３０条」に改める。 

 

 第３条各号を次のように改める。 

 (1) 歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料（以下「博物館資料」と

いう。）を収集し、保管し、及び展示すること。 

 (2) 博物館資料を資料収蔵庫その他の当該博物館外で展示すること。 

 (3) 博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。 

 (4) 博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行うこと。 

 (5) 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。 

 (6) 博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。 

 (7) 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書

等を作成し、及び頒布すること。 

 (8) 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその

開催を援助すること。 

 (9) 新ひだか町内にある文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）の適用を受

ける文化財について、解説書又は目録を作成する等の当該文化財の利用の便を

図ること。 

 (10) 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して行う

教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。 

 (11) 学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこと。 

 (12) 学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協

力し、その活動を援助すること。 

 (13) 前各号に定めるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



 

 

「議案第２３号参考資料」 

条  例  新  旧  対  照  表 

改     正     後     条     例 改     正     前     条     例 

 

 （設置） 

第１条 町民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第３０条の規定に基

づき、新ひだか町博物館（以下「博物館」という。）を設置する。 

 （事業） 

第３条 博物館は、次の事業を行うものとする。 

 (1) 歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料（以下「博物館資料」

という。）を収集し、保管し、及び展示すること。 

 (2) 博物館資料を資料収蔵庫その他の当該博物館外で展示すること。 

 (3) 博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。 

 (4) 博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行うこと。 

 (5) 博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。 

 (6) 博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。 

 (7) 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報

告書等を作成し、及び頒布すること。 

 (8) 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及び

その開催を援助すること。 

 (9) 新ひだか町内にある文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）の適用

を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等の当該文化財の利

用の便を図ること。 

 (10) 社会教育における学習の機会を利用して行った学習の成果を活用して

行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励するこ

と。 

 (11) 学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこ

と。 

 (12) 学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設

と協力し、その活動を援助すること。 

 (13) 前各号に定めるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業 

 

 （設置） 

第１条 町民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、博物館法（昭和２

６年法律第２８５号）第１８条の規定に基づき、新ひだか町博物館（以下「博

物館」という。）を設置する。 

 （事業） 

第３条 博物館は、次の事業を行うものとする。 

 (1) 歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料（以下「博物館資料」

という。）の収集、受贈及び受託に関すること。 

 (2) 博物館資料の保管に関すること。 

 (3) 博物館資料の展示及びその説明又は助言に関すること。 

 (4) 博物館資料に係る専門的、技術的な調査研究等に関すること。 

 (5) 博物館資料に係る講演会、講習会、研究会等の開催に関すること。 

 (6) 前各号に定めるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業 
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議 案 第 ２４ 号 

 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

 

 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭

和３７年法律第８８号）第３条第８項において準用する同条第１項の規定に基づき、

別紙のとおり公共的施設の総合整備計画を変更することについて、議会の議決を求

める。 



北海道　新ひだか町　　　歌笛辺地　　
（辺地の人口　505人、面積　17.1ｋ㎡）

・ 道 路 ～

・ 飲用水供給施設 ～

・ 林 道 ～

３．公共的施設の整備計画 令和元年度から　令和５年度までの　５年間

区分

事業主体名

20,000 12,000 8,000 8,000

68,917 42,166 26,751 26,700
( 36,353 ) ( 18,269 ) ( 18,084 ) ( 18,000 )

31,353 15,719 15,634 15,600
( 125,270 ) ( 72,435 ) ( 52,835 ) ( 52,700 )

120,270 69,885 50,385 50,300

　　滝の沢橋　　　　　Ｌ＝7.85ｍ 　Ｗ＝4.0ｍ

　　配水管敷設　φ50㎜　 Ｌ＝725.0ｍ

一般財源のうち
辺地対策事業債

の予定額

（単位：千円）

事業費
財源内訳

特定財源 一般財源

　　久遠線　　　　　　Ｌ＝80ｍ 　　Ｗ＝4.0ｍ

　　増圧ポンプ（機械電気）

合計

新ひだか町

新ひだか町

新ひだか町

施設名

道 路
（久遠３号橋　ほか１路線）

飲 用 水 供 給 施 設
（簡易水道施設）

（久遠線　ほか１路線）
林 道

生活において重要な道路として活用されているが、架設から４０年以上が経

　　久遠３号橋　　　　　　Ｌ＝18.6ｍ 　　Ｗ＝5.0ｍ
　　谷地排水川１号橋　　　Ｌ＝3.2ｍ　　　Ｗ＝9.1ｍ

　　配水管敷設　φ100㎜　Ｌ＝180.0ｍ　　※内 橋梁添架管Ｌ＝135.0ｍ
　　配水管敷設　φ75㎜ 　Ｌ＝ 90.0ｍ

過していることや、凍上融解の繰り返し等により、主桁のひび割れや腐食等

面等においても大きな効果が得られるため、整備するものである。

　当地区は、泥炭地が広がり地盤の沈下が著しく見られ付近の道路も起伏が
激しい道路であります。その地中に水道本管が敷設され、地盤変動が原因で
漏水事故が発生する可能性のある箇所であり、また管路の老朽化も顕著であ
ります。当地区には一部簡易水道未普及地域も存在するが、本事業により未
普及地域の解消及び安全かつ安定した生活用水を確保できることから、衛生

の損傷が著しく生じていることから、大型車両や一般車両等の通行に支障を
きたしている状況であり、本路線を利用する車両等の安全な交通を確保する
ため整備するものである。

　本路線は、歌笛地区から林道福美線に接続する森林整備上、重要な計画路
線であります。当該路線は法面や橋梁の経年劣化により、ひび割れや落石等
が発生し、通行に支障が生じています。歌笛地区には木材工場があり、伐木
材を運搬する重要な道路であり、町民の財産である町有林を適切に管理する
ため、整備するものである。

総合整備計画書

　本路線は、農林業の流通において重要な路線として機能しており、町民の

１．辺地の概況
（１）辺地を構成する町村又は字の名称

（２）地域の中心の位置

２．公共的施設の整備を必要とする事情

２５７点
（３）辺地度点数

日高郡新ひだか町三石歌笛

日高郡新ひだか町三石歌笛１４３番地の１

1 



北海道　新ひだか町　延出辺地　　
（辺地の人口　528人、面積　139.1ｋ㎡）

・ 道 路 ～ 　本路線は沿線に大規模農業等を営む農家が建ち並び、流通の重要な道路とな
っているが、現道は凍上、融雪の繰り返しによる路盤の強度の低下や、架設か
ら４０年以上が経過し、主要部材の防食機能の劣化や腐食、ひび割れ等の損傷
が著しく生じていることから、大型車両や一般車両等の通行に支障を来してい
る状況であり、本路線を利用する車両等の安全な交通を確保するため整備する
ものである。
　　西端３号線　　Ｌ＝130.0ｍ　　Ｗ＝4.0ｍ
　　西端平岩線　　Ｌ＝250.0ｍ　　Ｗ＝4.0ｍ
　　蓬栄２号橋　　Ｌ＝ 10.5ｍ　　Ｗ＝7.7ｍ
　　豊岡１号橋　　Ｌ＝ 14.6ｍ  　Ｗ＝8.0ｍ
　　豊岡３号橋　　Ｌ＝ 14.6ｍ  　Ｗ＝4.5ｍ
　　蓬莱橋　　　　Ｌ＝150.0ｍ  　Ｗ＝8.5ｍ

・ 飲用水供給施設 ～ 　当該地区には、配水管の老朽化が激しく漏水破損の恐れがある個所や、生活
用水の一部に地下水を使用している地域があり、水質の安全面に不安を抱えて
いる状況である。本事業により配水管の敷設及び残留塩素測定装置の設置、調
整計等の設備を更新することで、当該辺地給水区域内の安全かつ安定した生活
用水の確保ができること、また衛生面等においても大きな効果が得られること
から、整備するものである。
　　配水管敷設　φ50～150　Ｌ＝3,200ｍ
　　残留塩素測定装置、取水電動弁、調整計

・ 林 道 ～

３．公共的施設の整備計画 令和２年度から　令和６年度までの　５年間

区分

事業主体名

119,700 41,820 77,880 77,800
( 145,800 ) ( 72,900 ) ( 72,900 ) ( 72,900 )

122,600 61,300 61,300 61,300

38,100 19,431 18,669 18,600
( 303,600 ) ( 134,151 ) ( 169,449 ) ( 169,300 )

280,400 122,551 157,849 157,700

め整備するものである。
ります。このことから、本林道橋を利用する車両等の安全な交通を確保するた

日高郡新ひだか町三石富澤・三石福畑・三石蓬栄・三石豊岡・三石西端

日高郡新ひだか町三石富澤１番地の４

（単位：千円）

著しく、落橋等の危険性があり、人命や通行に大きな支障をきたす可能性があ
林整備上、重要な林道橋であります。しかしながら、当該林道橋は経年劣化が

事業費
財源内訳

特定財源 一般財源

合計

新ひだか町
（ウツマ橋）

林 道

道 路
（西端３号線　ほか５路線）

飲 用 水 供 給 施 設

施設名

総合整備計画書

（簡易水道施設整備事業）

　　ウツマ橋　　　Ｌ＝100.0ｍ 　　Ｗ＝4.0ｍ

新ひだか町

新ひだか町

一般財源のう
ち辺地対策事
業債の予定額

１．辺地の概況
（１）辺地を構成する町村又は字の名称

（２）地域の中心の位置

２．公共的施設の整備を必要とする事情

２１３点
（３）辺地度点数

　本路線は、福畑、本桐、歌笛、川上地区を接続する林道の起点部に架かる森
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北海道　新ひだか町　豊畑辺地　　
（辺地の人口　385人、面積　39.9ｋ㎡）

・ 道 路 ～ 　本路線は沿線に大規模農業等を営む農家が建ち並び、流通の重要な道路とな
っているが、現道は凍上、融雪の繰り返しによる路盤の強度の低下や、架設か
ら４０年以上が経過し、主要部材の防食機能の劣化や腐食、ひび割れ等の損傷
が著しく生じていることから、大型車両や一般車両等の通行に支障を来してい
る状況であり、本路線を利用する車両等の安全な交通を確保するため整備する
ものである。
　　豊畑６号線　　Ｌ＝  600.0ｍ　　Ｗ＝4.0ｍ
　　豊畑１３号線　Ｌ＝  660.0ｍ　　Ｗ＝4.0ｍ
　　豊畑南線　　　Ｌ＝1,000.0ｍ　　Ｗ＝5.5ｍ
　　豊畑西線　　　Ｌ＝1,000.0ｍ  　Ｗ＝5.5ｍ
　　豊畑本線　　　Ｌ＝　500.0ｍ　　Ｗ＝5.5ｍ
　　豊美橋　　　　Ｌ＝ 　 8.1ｍ 　 Ｗ＝4.0ｍ

・ 経営近代化施設 ～ 　本事業により整備する用排水路は、施設の老朽化に伴い側壁や底板部に亀裂
や傾倒が生じ、農業用水の管理や施設の維持管理作業が農業者の大きな負担と
なっており、また、担い手への農地集積等の妨げとなっていることから老朽化
した施設の機能診断や開水路からのパイプライン化により、農業用水管理の省
力化と合理的な作業体系を確立し、生産力の向上と、効率的運用による安定し
た農業経営を確立する必要がある。

・ 飲用水供給施設 ～ 　当該地区にある共同井戸は、豊畑地区の一部住宅や事務所などの施設約３０
カ所へ飲用水を供給している重要な施設となっているが、住宅などへ送水する
供給ポンプ設備の老朽化により、送水ができない状況が発生しており住民生活
に支障をきたしていることから、本設備を利用する住民の安全かつ安定的に、
生活用水を確保するため、整備するためのものである。
　　ポンプユニット
　

３．公共的施設の整備計画 令和２年度から　令和６年度までの　５年間

区分

事業主体名

155,000 155,000 155,000

105,211 105,211 105,100
（ 8,500 ） （ 8,500 ）（ 8,500 ）

（ 268,711 ） （ 268,711 ）（ 268,600 ）
260,211 260,211 260,100

（３）辺地度点数

道 路
（豊畑６号線　ほか５路線）

経 営 近 代 化 施 設

総合整備計画書

（豊畑第一地区共同井戸）
飲 用 水 供 給 施 設

（単位：千円）

１．辺地の概況
（１）辺地を構成する町村又は字の名称

（ 豊 畑 地 区 農 業 用
用 排 水 路 整 備 事 業 ）

施設名

（２）地域の中心の位置

事業費
財源内訳

特定財源 一般財源

一般財源のうち
辺地対策事業債

の予定額

新ひだか町

日高郡新ひだか町静内豊畑

日高郡新ひだか町静内豊畑８６番地の５

合計

北海道

新ひだか町

２．公共的施設の整備を必要とする事情

１１０点
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議 案 第 ２５ 号 

 

 

町道の路線認定及び廃止について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第３項の規定に

より、別紙のとおり町道の路線を認定及び廃止する。 

 



 1 

（路線の認定） 

整理

番号 
路線名 起点 終点 

重要な

経過地 

静内 

658 
柏台２３号線 

静内柏台４３番２３地

先 

静内柏台４３番３０地

先 
－ 

 

 

(路線の廃止） 

整理

番号 
路線名 起点 終点 

重要な

経過地 

静内 

658 
柏台２３号線 

静内柏台４３番２３地

先 
静内柏台４３番１地先 － 

 



 2 

「議案第２５号参考資料１」 

 

（路線の認定） 

整理

番号 
路線名 

総延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

重用 

（ｍ） 

未供用

（ｍ） 
橋梁 

静内 

658 
柏台２３号線 175.40 8.00 5.60 0.00 － 

 

 

（路線の廃止） 

整理

番号 
路線名 

総延長 

（ｍ） 

幅員 

（ｍ） 

重用 

（ｍ） 

未供用

（ｍ） 
橋梁 

静内 

658 
柏台２３号線 69.70 8.00 2.80 0.00 － 

 



柏台２３号線

終　点

位　　置　　図
　　　　「議案第２５号参考資料２」
　　　　　　　(　路線の認定関係　）

凡　　　例

起　点
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柏台２３号線

終　点

位　　置　　図
　　　　「議案第２５号参考資料３」
　　　　　　　(　路線の廃止関係　）

凡　　　例

起　点
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