




















































議案第３号 

成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例 

（一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 一般職の職員の給与に関する条例（平成18年久慈市条例第45号）の一部を次

のように改正する。 

第18条第１項中「、若しくは法第16条第１号に該当して法第28条第４項の規定に

より失職し」を削り、同条第４項中「、若しくは失職し」を削る。 

第18条の２第２号中「（法第16条第１号に該当して失職した職員を除く。）」を 

削り、同条第３号及び第４号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。 

第18条の３第１項第１号及び同条第３項第１号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改める。 

第19条第１項中「、若しくは法第16条第１号に該当して法第28条第４項の規定に

より失職し」を削り、同条第２項第１号中「、若しくは失職し」を削る。 

第21条第８項中「、若しくは法第16条第１号に該当して法第28条第４項の規定に

より失職し」を削り、「第18条第１項の」を「同項の」に改める。 

（消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正） 

第２条 消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成18年久慈市条例第

164号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１号を削り、同条第２号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改め、同号を同条第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」に改める。 

（企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第３条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成18年久慈市条例第182号）

の一部を次のように改正する。 

第18条第２項第２号中「（同法第16条第１号に該当する場合を除く。）」を削る。 

（地域医療確保対策条例の一部改正） 

第４条 地域医療確保対策条例（平成21年久慈市条例第17号）の一部を次のように改

正する。 

第６条第５号中「又は第２項」を削る。 



附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年12月14日から施行する。 

（一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行の日前に成年被後見人等の権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（令和元年法律第37号）第44条の規定による

改正前の地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条第１号に該当して同法第28

条第４項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、

第１条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第18条第１項及び第

４項、第18条の２第２号（同条例第19条第５項及び第21条第９項において準用する

場合を含む。）、第19条第１項及び第２項第１号並びに第21条第８項の規定にかか

わらず、なお従前の例による。 

（企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の日前に成年被後見人等の権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第44条の規定による改正前の地方公務員法第

16条第１号に該当して同法第28条第４項の規定により失職した職員に係る退職手当

の支給については、第３条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に

関する条例第18条第２項第２号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

令和元年９月５日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行に伴い、関係条例について所要の改

正をしようとするものである。 



議案第４号 

印鑑条例の一部を改正する条例 

印鑑条例（平成18年久慈市条例第82号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「本市の」を「本市が備える」に改める。 

第５条第２項第３号中「氏名（」の次に「氏に変更があった者に係る住民票に旧氏

（住民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292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。）が記載（法第６条第３項の規定により磁気ディ

スクをもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。）されている場合にあっ

ては氏名及び当該旧氏、」を加え、「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、「が記録されている」を「が記載

されている」に、「、氏名及び通称」を「氏名及び当該通称」に改め、同項第７号中

「記録されている」を「記載されている」に改める。 

第６条第１項第１号中「、名」の次に「、旧氏」を、「又は氏名」の次に「、旧氏」

を加え、同項第２号中「その他氏名」の次に「、旧氏」を加え、同条第２項中「記録

されている」を「記載されている」に改める。 

第13条第３号中「、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。 

附 則 

この条例は、令和元年11月５日から施行する。 

令和元年９月５日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものである。 

 



議案第５号 

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

災害弔慰金の支給等に関する条例（平成18年久慈市条例第96号）の一部を次のよう

に改正する。 

第15条第３項を次のように改める。 

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13

条、第14条第１項及び第16条並びに令第８条、第９条及び第12条の規定によるもの

とする。 

附則第４項中「第13条第１項」を「第14条第１項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

令和元年９月５日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするも

のである。 

 



議案第６号 

保育所条例の一部を改正する条例 

保育所条例（平成18年久慈市条例第99号）の一部を次のように改正する。 

第３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、「支給認

定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 

附 則 

この条例は、令和元年10月１日から施行する。 

令和元年９月５日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものである。 



議案第７号 

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

する条例 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年久慈市条例

第17号）の一部を次のように改正する。 

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。 

４ 市長は、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。 

５ 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、市長が適

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。 

(1) 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。） 

(2) 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 

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23条第２項第２号中「第34条の20第１項第４号」を「第34条の20第１項第３号」

に改める。 

第45条に次の１項を加える。 

２ 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、市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。 

附則第２条第２項中「（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、「５年」を「10年」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

令和元年９月５日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭的保育

事業等における連携施設の確保に関する特例を定める等所要の改正をしようとするも

のである。 



議案第８号 

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条例 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平

成26年久慈市条例第18号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

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 

目次を次のように改める。 

目次 

 第１章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の運営に関する基準 

  第１節 総則（第１条―第３条） 

  第２節 特定教育・保育施設の運営に関する基準 

   第１款 利用定員に関する基準（第４条） 

   第２款 運営に関する基準（第５条―第34条） 

   第３款 特例施設型給付費に関する基準（第35条・第36条） 

 第３節 特定地域型保育事業者の運営に関する基準 

  第１款 利用定員に関する基準（第37条） 

  第２款 運営に関する基準（第38条―第50条） 

  第３款 特例地域型保育給付費に関する基準（第51条・第52条） 

第２章 特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（第53条―第61条） 

附則 

「第１章 総則」を「第１章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の運

営に関する基準」に改める。 

第１章中第１条の前に次の節名を付する。 

   第１節 総則 

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24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「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。 

(12) 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。 

(13) 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。 

(14) 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。 

(15) 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。 

(16) 負担額算定基準子ども 令第13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。 

第２章の章名、同章第２節及び第３節の節名並びに第３章の章名及び同章第１節か

ら第３節までの節名を削る。 

 「第１節 利用定員に関する基準」を「第２節 特定教育・保育施設の運営に関す

る基準」に改める。 

 第１章第２節中第４条の前に次の款名を付する。 

第１款 利用定員に関する基準 

第４条の見出しを削り、同条第１項中「この章」を「この節」に改め、同条の次に

次の款名を付する。 

     第２款 運営に関する基準 

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、「支給認定に」を「教育・

保育給付認定に」に改め、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「支給認定保護者」を「必要に応じて、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、支給認定子ど

も」を「教育・保育給付認定の有無、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。 

第９条の見出し中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、同条第１項中

「支給認定を」を「教育・保育給付認定を」に、「支給認定の申請」を「当該申請」

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項及び第２項を次のように改める。 

第13条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供したときは、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。）から当該特定教育・保育に係る利用者負担額（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号に掲げる額をい

う。）の支払を受けるものとする。 

２ 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給付認定保

護者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額（法第27条第３項

第１号に掲げる額をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。 

第13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「支給認定保護者から」を「教育・保育給付認定保護者から」に改め、同項

第３号を次のように改める。 



(3) 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用 

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 77,101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。） 57,700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、77,101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）に定める者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 

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、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。以下この項において」を「の施設型給付費をいう。以下」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、「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、「当該支給

認定子どもの保護者」を「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費用」を「第13

条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける費用」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、

「当該支給認定子どもの保護者」を「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30条第１項中「支給認定子ども又は支給認定保護者」を「教育・保育給付認定子

ども又は教育・保育給付認定保護者」に、「当該支給認定子ども」を「当該教育・保

育給付認定子ども」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、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」に改め、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同条の次に次の款名を付する。 



  第３款 特例施設型給付費に関する基準 

第35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「を含むものとして、本章」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、それぞれ含むものとして、前款」に、「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「次項」を「以下この条」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「含む」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「前款」に、「支給認定こども」とあるのは「同項第

１号」を「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同項第１号又は第２号」に、

「支給認定子ども」と、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。）」を

「教育・保育給付認定子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分」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」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く。）」に改め、同条の次に次の

節名及び款名を付する。 

 第３節 特定地域型保育事業者の運営に関する基準 

  第１款 利用定員に関する基準 

第37条の見出しを削り、同条第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」に、「この章」を「この節」に、「）の数



を」を「）の数は、家庭的保育事業にあっては」に改め、「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、「小規模保育事業Ｂ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、「その利用定員の数を」

を削り、「第４条」を「第３条」に改め、同条の次に次の款名を付する。 

 第２款 運営に関する基準 

第38条第１項中「利用者負担」を「第43条の規定により支払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。以下この節において同

じ。）」に、「支給認定に」を「教育・保育給付認定に」に、「支給認定子どもが」

を「満３歳未満保育認定子どもが」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」に改める。 

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

を同条第９項とし、同条第３項中「を行う者であって、第37条第２項」を「（第37条

第２項」に改め、「もの」の次に「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」を加え、同項を同条第７項とし、同項の次に次の１項を加

える。 

８ 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ものであって、市長が適当と認めるもの（附則第４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条中第２項を第６項とし、同条第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「をいう」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、同項の次に次の４項を加える。 

２ 市長は、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、次の各号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。 

(1) 特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げる事項に係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。 

(2) 前項第２号に掲げる事項に係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。 

３ 前項の場合において、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、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。 

(1) 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。） 

(2) 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小

規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者 

４ 市長は、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。 

５ 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、

市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。 

(1) 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。） 

(2) 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 



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

条及び第50条において準用する第14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号に規定する市が

定める額とする。）」を削り、同条第２項を次のように改める。 

２ 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給付認定

保護者から、当該特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準額（法第29条第３

項第１号に掲げる額をいう。次項において同じ。）の支払を受けるものとする。 

第43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・保育給付認定

保護者」に改める。 

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費用」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を受ける費用」に改める。 

第47条第１項及び第２項ただし書中「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」を「の規定による」に改め、「に係る必要な事項」

を削り、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改める。 

第50条を次のように改める。 

（準用） 

第50条 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条までの規定は、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ついて準用する。この場合において、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。以下この款にお

いて同じ。）について」と、第12条の見出し中「特定教育・保育」とあるのは「地

域型保育」と、第14条の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付

費」と、同条第１項中「施設型給付費（法第27条第１項の施設型給付費をいう。以

下」とあるのは「地域型保育給付費（法第29条第１項の地域型保育給付費をいう。

以下この項及び第19条において」と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育



給付費の」と、同条第２項中「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条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付

費」と読み替えるものとする。 

第50条の次に次の款名を付する。 

     第３款 特例地域型保育給付費に関する基準 

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、「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「特別利用地域型保育を含むものとして、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「特別利用地域型保育を、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、この節（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19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。以下この節において同じ。）」とあるのは「法第

19条第１項第１号又は第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、「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「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「を含むものとして、本章の規定を適用する」を「を、地域型保

育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この節の規定を適

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「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、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、同条の次に次の

１章を加える。 

第２章 特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 

（趣旨） 

第53条 法第58条の４第２項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等（法

第30条の11第１項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。）の運営に関

する基準は、この章に定めるところによる。 

（教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供の記録） 

第54条 特定子ども・子育て支援提供者（法第30条の11第３項に規定する特定子ど

も・子育て支援提供者をいう。以下同じ。）は、特定子ども・子育て支援（同条第

１項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。）を提供したときは、

提供した日及び時間帯、当該特定子ども・子育て支援の具体的な内容その他必要な



事項を記録しなければならない。 

（利用料及び特定費用の額の受領） 

第55条 特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供したとき

は、施設等利用給付認定保護者（法第30条の５第３項に規定する施設等利用給付認

定保護者をいう。以下同じ。）から、その者との間に締結した契約により定められ

た特定子ども・子育て支援の提供の対価（子ども・子育て支援法施行規則第28条の

16に規定する費用（以下「特定費用」という。）に係るものを除く。以下「利用

料」という。）の額の支払を受けるものとする。 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、前項の規定により支払を受ける額のほか、特

定費用の額の支払を施設等利用給付認定保護者から受けることができる。この場合

において、特定子ども・子育て支援提供者は、あらかじめ、当該支払を求める金銭

の使途及び額並びに理由について書面により明らかにするとともに、施設等利用給

付認定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。 

（領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書の交付） 

第56条 特定子ども・子育て支援提供者は、前条の規定による費用の支払を受けたと

きは、当該支払をした施設等利用給付認定保護者に対し、領収証を交付しなければ

ならない。この場合において、当該領収証は、利用料の額と特定費用の額とを区分

して記載しなければならない。ただし、前条第２項に規定する費用の支払のみを受

ける場合は、この限りでない。 

２ 前項の場合において、特定子ども・子育て支援提供者は、当該支払をした施設等

利用給付認定保護者に対し、当該支払に係る特定子ども・子育て支援を提供した日

及び時間帯、当該特定子ども・子育て支援の内容、費用の額その他施設等利用費の

支給に必要な事項を記載した特定子ども・子育て支援提供証明書を交付しなければ

ならない。 

（法定代理受領の場合の読替え） 

第57条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第３項の規定により市から特

定子ども・子育て支援に係る施設等利用費の支払を受ける場合における前２条の規

定の適用については、第55条第１項中「額」とあるのは「額から法第30条の11第３

項の規定により市から支払を受けた施設等利用費の額を控除して得た額」と、前条

第１項中「利用料の額」とあるのは「利用料の額から法第30条の11第３項の規定に



より市から支払を受けた施設等利用費の額を控除して得た額」と、前条第２項中

「前項の場合において、」とあるのは「法第30条の11第３項の規定により市から特

定子ども・子育て支援に係る施設等利用費の支払を受ける」と、「当該支払をし

た」とあるのは「当該市及び当該」と、「交付し」とあるのは「交付し、及び当該

施設等利用給付認定保護者に対し、当該施設等利用給付認定保護者に係る施設等利

用費の額を通知し」とする。 

（施設等利用給付認定保護者に関する市町村への通知） 

第58条 特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を受けている施

設等利用給付認定子ども（法第30条の８第１項に規定する施設等利用給付認定子ど

もをいう。以下同じ。）に係る施設等利用給付認定保護者が偽りその他不正な行為

によって施設等利用費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見

を付してその旨を当該支給に係る市町村に通知しなければならない。 

（施設等利用給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第59条 特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認定子どもの国籍、信条、

社会的身分又は特定子ども・子育て支援の提供に要する費用を負担するか否かによ

って、差別的取扱いをしてはならない。 

（秘密保持等） 

第60条 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の職員及び管理者は、正

当な理由がなく、その業務上知り得た施設等利用給付認定子ども又はその家族の秘

密を漏らしてはならない。 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その

業務上知り得た施設等利用給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがない

よう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特定子ども・子育て支援提供者は、小学校、他の特定子ども・子育て支援提供者

その他の機関に対して、施設等利用給付認定子どもに関する情報を提供する際には、

あらかじめ文書により当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保

護者の同意を得ておかなければならない。 

（記録の整備） 

第61条 特定子ども・子育て支援提供者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。 



２ 特定子ども・子育て支援提供者は、第54条の規定による特定子ども・子育て支援

の提供の記録及び第58条の規定による市町村への通知に係る記録を整備し、その完

結の日から５年間保存しなければならない。 

附則第２条第１項中「次項」を「以下」に、「（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、「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替えられた法

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。 

附則第３条を削り、附則第４条を附則第３条とする。 

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、「５年」を「10年」に改め、同条を附則第４条とする。 

附 則 

この条例は、令和元年10月１日から施行する。 

令和元年９月５日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に

伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における食事の提供に要する費用

の取扱いを改める等所要の改正をしようとするものである。 

 



議案第９号 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年久慈

市条例第25号）の一部を次のように改正する。 

第11条第３項中「都道府県知事」の次に「又は地方自治法（昭和22年法律第67号）

第252条の19第１項の指定都市の長」を加える。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

令和元年９月５日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課

後児童支援員の基準を改めようとするものである。 



議案第10号 

森林環境整備基金条例 

（設置） 

第１条 森林環境の整備及びその促進に関する施策に必要な経費の財源に充てるため、

森林環境整備基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）

で定める。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることが

できる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び

利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定め

る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

令和元年９月５日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一 

提案理由 

森林環境の整備及びその促進に関する施策に必要な経費の財源に充てるため、森林

環境整備基金を設置しようとするものである。 



議案第11号 

財産の譲渡に関し議決を求めることについて 

次のとおり財産を無償譲渡するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条

第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

１ 譲渡する目的 

東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業の事業の用に供するため 

２ 譲渡する財産 

財産の所在地 種別 細 目 数量（延床面積） 

久慈市夏井町早坂第１地割６番地

19 
建物 

仮設工場、 

事務所 
514.97㎡ 

久慈市夏井町早坂第１地割６番地

19 
建物 仮設工場 98.96㎡ 

３ 譲渡の相手方 

  住所 久慈市夏井町早坂第１地割６番地19 

名称 株式会社久慈ソーイング 

令和元年９月５日提出 

久慈市長 遠 藤 譲 一  

提案理由 

株式会社久慈ソーイングに事業の用に供する建物を無償譲渡しようとするもので

ある。 


