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令和３年３月 



観音寺市告示第21号 

令和３年第２回観音寺市議会定例会の招集について 

令和３年第２回観音寺市議会定例会を、次のとおり招集する。 

令和３年２月22日 

観音寺市長 白 川 晴 司

１ 招 集 の 日  令和３年３月２日 

２ 招集の場所 観音寺市議会議事堂 



令和３年第２回観音寺市議会定例会提出議案 

１ 議案第４号 観音寺市附属機関設置条例の一部改正について 

２ 議案第５号 観音寺市長及び副市長の給料の特例に関する条例の一部改正について 

３ 議案第６号 観音寺市教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部改正につ

いて 

４ 議案第７号 観音寺市職員の給与に関する条例の一部改正について 

５ 議案第８号 観音寺市地方創生応援基金条例の制定について 

６ 議案第９号 観音寺市特定教育・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 

７ 議案第10号 観音寺市放課後児童クラブ条例の一部改正について 

８ 議案第11号 観音寺市豊田介護予防拠点施設条例の制定について 

９ 議案第12号 観音寺市国民健康保険条例の一部改正について 

10 議案第13号 観音寺市介護保険条例の一部改正について 

11 議案第14号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

12 議案第15号 新たに生じた土地の確認について 

13 議案第16号 町の区域の変更について 

14 議案第17号 町及び字の区域の変更について 

15 議案第18号 指定管理者の指定について（健康交流施設「おおのはら」） 

16 議案第19号 指定管理者の指定について（有木営農飲雑用水施設） 

17 議案第20号 令和２年度観音寺市一般会計補正予算（第12号） 

18 議案第21号 令和２年度観音寺市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

19 議案第22号 令和２年度観音寺市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） 

20 議案第23号 令和２年度観音寺市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

21 議案第24号 令和２年度観音寺市下水道事業会計補正予算（第４号） 

22 議案第25号 令和３年度観音寺市一般会計予算 

23 議案第26号 令和３年度観音寺市施設貸付事業特別会計予算 

24 議案第27号 令和３年度観音寺市国民健康保険事業特別会計予算 

25 議案第28号 令和３年度観音寺市国民健康保険伊吹診療所特別会計予算 



26 議案第29号 令和３年度観音寺市後期高齢者医療事業特別会計予算 

27 議案第30号 令和３年度観音寺市介護保険事業特別会計予算 

28 議案第31号 令和３年度観音寺市介護予防サービス事業特別会計予算 

29 議案第32号 令和３年度観音寺市航路事業特別会計予算 

30 議案第33号 令和３年度観音寺市粟井財産区特別会計予算 

31 議案第34号 令和３年度観音寺市粟井坂瀬山林特別会計予算 

32 議案第35号 令和３年度観音寺市下水道事業会計予算 



議案第４号 
観音寺市附属機関設置条例の一部改正について 

観音寺市附属機関設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。   令和３年３月２日提出  観音寺市長  白 川 晴 司
（提案理由）  観音寺市子ども読書の街づくり事業推進委員会及び国指定史跡大野原古墳群等重要遺跡

保存・活用検討委員会を廃止し、新たに観音寺市史跡等調査検討委員会及び観音寺市史跡

等保存活用検討委員会を設置するため、本案を提出するものである。 



別紙 

観音寺市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 観音寺市附属機関設置条例（平成24年観音寺市条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

別表中 

「 

観音寺市子ども読書の街づく

り事業推進委員会 

読書に親しむ習慣の確立についての

調査研究 

国指定史跡大野原古墳群等重

要遺跡保存・活用検討委員会 

国指定史跡大野原古墳群等重要遺跡

の保存・活用に関する事項について

の検討提言 

観音寺市史跡等保存活用計画

策定委員会 

史跡等保存活用計画の策定に関す

る事項についての調査審議 

」を 

「 

観音寺市史跡等調査検討委員

会 

市内に存する史跡等の保存、活用、

発掘、調査等の指針についての検討

提言 

観音寺市史跡等保存活用計画

策定委員会 

史跡等保存活用計画の策定に関する

事項についての調査審議 

観音寺市史跡等保存活用検討

委員会 

史跡等保存活用計画に基づく史跡

等の保存、活用等の実施に関する事

項についての検討提言 

」に改める。 



附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

（観音寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 

２ 観音寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例（平成17年

観音寺市条例第43号）の一部を次のように改正する。 

  別表中 

 「 

史跡等保存活用計画策定委員会委員 〃 7,000 

                                 」を 

 「 

史跡等調査検討委員会委員 〃 7,000 

史跡等保存活用計画策定委員会委員 〃 7,000 

史跡等保存活用検討委員会委員 〃 7,000 

                              」に改める。 



議案第５号 

 

観音寺市長及び副市長の給料の特例に関する条例の一部改正について 

 観音寺市長及び副市長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

定める。 

 

  令和３年３月２日提出 

                      観音寺市長  白 川 晴 司      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 市長及び副市長の給料の減額についての特例措置を延長するため、本案を提出するもの

である。 



別紙 

観音寺市長及び副市長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 観音寺市長及び副市長の給料の特例に関する条例（平成22年観音寺市条例第６号）の一

部を次のように改正する。 

本則中「令和２年４月分から令和３年３月分まで」を「令和３年４月分から令和４年３

月分まで」に改める。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 



議案第６号 
観音寺市教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部改正について  観音寺市教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり定める。   令和３年３月２日提出  観音寺市長  白 川 晴 司
（提案理由） 
教育長の給料の減額についての特例措置を延長するため、本案を提出するものである。 



別紙 

観音寺市教育委員会教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 観音寺市教育委員会教育長の給料の特例に関する条例（平成22年観音寺市条例第７号）

の一部を次のように改正する。 

本則中「令和２年４月分から令和３年３月分まで」を「令和３年４月分から令和４年３

月分まで」に改める。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 



議案第７号 

 

観音寺市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 観音寺市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定める。 

 

  令和３年３月２日提出 

                      観音寺市長  白 川 晴 司      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 給食に係る費用を給与から控除できるようにするため、本案を提出するものである。 



別紙 

観音寺市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 観音寺市職員の給与に関する条例（平成17年観音寺市条例第48号）の一部を次のように

改正する。 

第26条第１号中「及び」を「、」に改め、同条に次の１号を加える。 

(９) 給食を受ける職員が、その費用を負担する場合の負担金

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 



議案第８号 

 

   観音寺市地方創生応援基金条例の制定について 

 観音寺市地方創生応援基金条例を別紙のとおり定める。 

 

  令和３年３月２日提出 

                     観音寺市長  白 川 晴 司      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関し法人から寄附された寄附金を適正に管理し、

事業の経費に充てるための基金を新たに設置するため、本案を提出するものである。 



別紙 

観音寺市地方創生応援基金条例 

（設置） 

第１条 観音寺市における地域再生法（平成17年法律第24号）第５条第４項第２号に規定

するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関し法人から寄附された寄附金を適正に管

理し、当該事業の経費に充てるため、観音寺市地方創生応援基金（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

める額とする。 

（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管

理しなければならない。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。 

（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。 

（処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する事業の経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を

処分することができる。 

（委任） 

第７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。 



議案第９号 

観音寺市特定教育・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 

 観音寺市特定教育・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を別紙のとおり定める。 

  令和３年３月２日提出 

 観音寺市長  白 川 晴 司

（提案理由） 

 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（平成26年内閣府令第39号）の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、

本案を提出するものである。 



別紙 

観音寺市特定教育・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 

観音寺市特定教育・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年観音寺市条例第27号）の一部を次のように改正する。 

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、同条第22号を同条第29号とし、同条第17号から同

条第21号までを７号ずつ繰り下げ、同条第16号中「法第28条第４項の規定」を「法第28条

第４項」に、「法第30条第４項の規定」を「法第30条第４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、同号の次に次の１号を加える。 

(23) 特定地域型保育事業 法第43条第２項に規定する特定地域型保育事業をいう。

 第２条第15号を同条第21号とし、同条第14号を同条第20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

号の次に次の１号を加える。 

(19) 教育・保育 法第７条第10項第５号に規定する教育・保育をいう。

第２条第12号を同条第17号とし、同条第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「良質かつ適切な」を「良質かつ適切であり、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」に改める。 

第４条の見出しを削る。 

 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条の見出し中「利用申込みに対する」を削り、同条第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項から第５項までの規定中「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「教育・保育給付認定保護者」に、「に規定する通知」を

「の規定による通知」に、「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「教育・保育給付認定」に、「当該申請」を「教育・保育給付認定の申請」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。以下この条及び次条において

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・保育認定保護者に限る。）」に改め、「法第27条第３項第２号に掲げる額

（当該特定教育・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法第28条第

２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、「規定する額（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法第28条第２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教育に

要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額）」を「掲げる額」

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項各号列記以外の部分中「次の各号に掲げる」を「次に掲げる」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

満である者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

給付認定こども 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

給付認定こども（特定満３歳以上保育認定こどもを除く。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・保育給付認定こどものうち、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者に対する副食の提供（アに該当する者を除く。） 

（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

給付認定こども 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

給付認定こども 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歳未満保育認定こどもに対する食事の提供

 第13条第４項第５号並びに第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「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

いて同じ。」を「法第27条第１項に規定する施設型給付費をいう。以下同じ。」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・保育給付認定こども

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・保育給付認定こどもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 

 第19条の見出しを「（教育・保育給付認定保護者に関する市町村への通知）」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、「市に」を「当該施設型給付費の支給に係る市町村に」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支払を受ける」に改める。 

 第21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

る。 

 第24条（見出しを含む。）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25条及び第26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」を「教育・保育給付認定子ども」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。 

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その他の当該支給認定子ども」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その他の当該教育・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項各号列記以外の部分中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」

に、「次の各号に掲げる」を「次に掲げる」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の提供」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」に改める。 

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「、施設型給付費には特例施設型給付(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、前節」に、「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支給認定子

ども」を「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、「法第19条第１項第１号又は第２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「法第19条第１項第１号又は第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」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・保育給付認定こども(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」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、「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「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。）」」に改める。 

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、「を１人以上５人以下」を「は、家庭的保育事業に

あっては１人以上５人以下とし」に改め、「小規模保育事業Ａ型をいう。」及び「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６人以上19人以下」を「６人以上19人以下とし」に、「、その利用定員の数を６人

以上10人以下」を「６人以上10人以下とし」に、「、その利用定員の数を１人」を「１人」

に改める。 

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「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（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、「法第20条第４項の規定による認定」を「教育・保育給付認定」に、「支給

認定子どもが優先的に利用できるよう」を「満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用す

ることができるよう」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１項各号列記以外の部分中「この項」を「以下この項から第５項まで」に改め、

「（町・村・区）」を削り、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「受けていた支給認定子ども」を「受けていた満３歳未満保育認定子ども」に、

「利用する支給認定子ども」を「利用する満３歳未満保育認定子ども」に、「支給認定子ど

もに係る支給認定保護者」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、

同項を同条第９項とし、同条３項中「を行う者であって、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」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」に改め、

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２項中「、前項本文の規定にかかわらず」を削り、同項を同条第６項とし、同

条第１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。 

(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、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を適用しないこととす

ることができる。 

(１) 市長が、児童福祉法第24条第３項の規定による調整を行うに当たって、特定地域

型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満保育認定子どもを

優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の

終了に際して、当該満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の希

望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じていると

き。 

(２) 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(前号に該当する場合を除く。)。 

５ 前項（同項第２号に係る部分に限る。）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法第30条第２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

場合にあっては法第30条第２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、同条第３項中「前２項の支払を受

ける額」を「前２項の規定により支払を受ける額」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項各号列記以外の部分中「前３項の支払を受ける額」

を「前３項の規定により支払を受ける額」に、「次の各号に掲げる」を「次に掲げる」に、

「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同項第４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５項中「前４項」を「前各項」に、

「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第６項中「第３項及び

第４項の金銭の支払」を「第３項及び第４項の規定による金銭の支払」に、「支給認定保護

者に金銭の支払」を「教育・保育給付認定保護者に当該金銭の支払」に、「支給認定保護者

に対して」を「当該教育・保育給付認定保護者に対して」に改める。 

 第46条各号列記以外の部分中「次の各号に掲げる」を「次に掲げる」に改め、同条第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を受ける」に改める。 

 第47条第１項及び第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

る。 

 第49条第２項各号列記以外の部分中「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の提供」を

「の規定による特定地域型保育」に改め、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」

に改める。 

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「施設型給付費（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同じ。）」とあるのは「地域型保育給付費（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。以下この項において同じ。）」」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12条の見出し中「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「特

定教育・保育に係る施設型給付費（法第27条第１項に規定する施設型給付費をいう。以下

同じ。）」とあるのは「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。）に係る地域型保育給付費（法

第29条第１項に規定する地域型保育給付費をいう。以下この項及び第50条において準用す

る第19条において同じ。）」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・保育に」とあるのは「特定地域型保育に」と、「特定教育・保育

の」とあるのは「特定地域型保育の」と、「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「特定教育・保育を」とあるのは「特定地域型保育

を」と、「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、第23条中「運営規程」とあ

るのは「第46条に規定する事業の運営についての重要事項に関する規程」」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」を「教育・保育給付認定子どもの数」に改め、「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、「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、この章（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の数」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の数」

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「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、「同号」と

あるのは「同項第３号」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

先的に利用することができるよう、」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「第２項から第４項ま

で」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」を「教育・保育給付認定子どもを」に

改め、同条第３項中「特定利用地域型保育を含むものとして、本章の規定を適用する」を

「特定利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含む

ものとして、この章の規定を適用する。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（当該特定教育・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号に規定する額」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、「とし、第６条及び第７条」を「と、「当該

施設型給付費の支給」とあるのは「当該委託費の支払」とし、第６条及び第７条」に改め

る。 

 附則第３条を次のように改める。 

第３条 削除 

 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」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の観音寺市特定教育・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規定は、令和２年10月１日から適用する。 



議案第10号 

観音寺市放課後児童クラブ条例の一部改正について 

観音寺市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

  令和３年３月２日提出 

観音寺市長  白 川 晴 司

（提案理由） 

市が設置する一ノ谷なかよし教室を廃止するため、本案を提出するものである。 



別紙 

観音寺市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例  

観音寺市放課後児童クラブ条例（平成18年観音寺市条例第20号）の一部を次のように改

正する。 

 別表１一ノ谷なかよし教室の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 



議案第11号 

観音寺市豊田介護予防拠点施設条例の制定について 

観音寺市豊田介護予防拠点施設条例を別紙のとおり定める。 

  令和３年３月２日提出 

観音寺市長  白 川 晴 司

（提案理由） 

観音寺市豊田介護予防拠点施設を新たに設置するため、本案を提出するものである。 



別紙 

   観音寺市豊田介護予防拠点施設条例 

（設置） 

第１条 高齢者が年齢及び心身の状態に関係なく住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続

けることができるように、高齢者の介護予防、健康増進、認知症の重度化防止等の一層

の啓発を図るとともに、高齢者の生きがい活動の場及び地域とのふれあいの場を確保す

ることを目的として、観音寺市豊田介護予防拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設

置する。 

（名称及び位置） 

第２条 拠点施設の名称と位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

観音寺市豊田介護予防拠点施設 観音寺市新田町1385番地４ 

（事業） 

第３条 拠点施設は、第１条に規定する設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

 (１) 高齢者の介護予防、健康増進、認知症の重度化防止等に関する事業 

 (２) 高齢者の在宅生活の支援に関する事業 

 (３) 高齢者の居宅介護支援の資質の向上を図るための事業 

 (４) 地域包括ケアシステムの体制構築に関する事業 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の設置目的を達成するために必要な事業 

（使用時間及び休館日） 

第４条 拠点施設の使用時間は午前９時から午後10時までとし、休館日は12月29日から翌

年１月３日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、使用時間及び休館日

を変更することができる。 

（使用者の範囲） 

第５条 拠点施設を使用することができる者は、次に掲げる者とする。 

 (１) 第３条各号に掲げる事業を行う者 

 (２) 前号に掲げる者のほか、市長が特に認める者 

（使用の許可） 



第６条 拠点施設を使用する者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければな

らない。 

２ 市長は、拠点施設の使用について次のいずれかに該当するときは、拠点施設の使用を

許可しないものとする。 

 (１) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

 (２) 拠点施設、附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められ

るとき。 

 (３) 営利を目的とすると認められるとき。 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、拠点施設の管理上支障があると認められるとき、社

会福祉の増進に支障があると認められるとき、市長が適当でないと認めるとき。 

３ 市長は、拠点施設の管理上必要があるときは、第１項の許可に条件を付することがで

きる。 

（使用の取消等） 

第７条 市長は、前条第１項の許可をした後において、同条第２項各号のいずれかに該当

するとき、又は同条第１項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次のいずれか

に該当すると認められるときは、同項の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は

同項の許可に付した条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を

受けても、市長はその責を負わない。 

 (１) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は前条第１項の許可の際に付した条件

に違反したとき。 

 (２) 偽りその他不正の手段により前条第１項の許可を受けたとき。 

（使用料） 

第８条 拠点施設の使用料は、無料とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第５条第２号の規定に該当する使用者については、別表に

定める使用料を徴収する。ただし、市長において公益上特に必要と認めるときは、使用

料を減免することができる。 

３ 前項の使用料は、使用の許可と同時に納付しなければならない。 

４ 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、そ



の全部又は一部を返還することができる。 

（原状の回復及び損害賠償） 

第９条 使用者は、拠点施設の使用を終了したときは、原状回復しなければならない。 

２ 使用者は、拠点施設、附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失した場合は、市長の指

示に従い修繕し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理

由があると認めたときは、この限りでない。 

 （委任） 

第10条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。 

別表(第８条関係) 

   使用時間 

室名 

午前９時から午後10時まで 

１時間当たり 

研修室１ 220円  

研修室２ 220円  

 



議案第12号 

 

観音寺市国民健康保険条例の一部改正について 

 観音寺市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定める。 

 

  令和３年３月２日提出 

                     観音寺市長  白 川 晴 司      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）等の一部改正に伴い、関

係規定を整備するため、本案を提出するものである。  



別紙 

観音寺市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 観音寺市国民健康保険条例（平成17年観音寺市条例第117号）の一部を次のように改正す

る。 

 附則第５条第１項中「支払い」を「支払」に、「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平

成24年法律第31号）附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症（以下「新型コ

ロナウイルス感染症」という。）」を「新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナ

ウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対し

て、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をいう。

以下同じ。）」に、「当該感染症」を「新型コロナウイルス感染症」に改め、同条第２項中「そ

の額に」を「その金額に」に改める。 

附則第６条中「当該感染症」を「新型コロナウイルス感染症」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



議案第13号 

 

観音寺市介護保険条例の一部改正について 

 観音寺市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

  令和３年３月２日提出 

                     観音寺市長  白 川 晴 司      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 介護保険法施行令（平成10年政令第412号）の一部改正に伴い、関係規定を整備するため、

本案を提出するものである。  



別紙 

観音寺市介護保険条例の一部を改正する条例 

 観音寺市介護保険条例（平成17年観音寺市条例第121号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「令和２年度」を「令和３年度から令和５年度までの各年度」に改める。 

 第５条第１項中「合計所得金額」の次に「（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33

条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第

35条第１項、第35条の２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規定の適用がある場合に

は、当該合計所得金額から令第22条の２第２項に規定する特別控除額を控除して得た額と

し、当該合計所得金額が０を下回る場合には、０とする。）」を加える。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の観音寺市介護保険条例の規定は、令和３年度分の保険料から適用し、令和２

年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 



議案第14号

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者に次の者を推薦することについて、人権擁護委員法（昭和24年法

律第139号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

  令和３年３月２日提出 

観音寺市長 白 川 晴 司 

住  所  観音寺市観音寺町※※※※※ 

氏  名  白川
しらかわ

 まり子
こ

 

生年月日  昭和31年※※※※ 

住  所  観音寺市観音寺町※※※※※※ 

氏  名  竹川
たけがわ

 益
ます

美
み

生年月日  昭和28年※※※※ 

住  所  観音寺市大野原町※※※※※※※※ 

氏  名  大西
おおにし

 孝
たかし

生年月日  昭和27年※※※※ 

住  所  観音寺市大野原町※※※※※※ 

氏  名  三好
みよし

 久
ひさ

惠
え

 

生年月日  昭和28年※※※※ 

住  所  観音寺市大野原町※※※※※※ 

氏  名  谷
たに

 育則
いくのり

 

生年月日  昭和22年※※※※ 



住  所  観音寺市豊浜町※※※※※※※※ 

氏  名  合田
ごうだ

 真
しん

二郎
じろう

 

生年月日  昭和27年※※※※ 

（提案理由） 

 吉田千惠子委員が辞任したこと並びに白川まり子委員、大西孝委員、三好久惠委員、藤

岡修委員及び合田真二郎委員の任期が満了することに伴い、後任委員の候補者の推薦につ

いて議会の意見を求めるため、本案を提出するものである。 



議案第15号 

新たに生じた土地の確認について 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第９条の５第１項の規定に基づき、次のとおり本市

の区域内に新たに土地を生じたことを確認することについて、議会の議決を求める。 

令和３年３月２日提出 

観音寺市長  白 川 晴 司 

１ 場所 

  観音寺市凪瀬町11番、14番、15番、16番の地先公有水面 

２ 面積 

  18,989.52平方メートル 

（提案理由） 

 観音寺港観音寺地区港湾環境整備事業による公有水面の埋立てに伴い、本市の区域内に

新たに生じた土地を確認するため、本案を提出するものである。 



参考 

位 置 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

瀬戸町四丁目 

瀬戸町三丁目 

瀬戸町二丁目 

柞

田

川 

下水浄化センター 

衛生センター 

埋立区域 



 

平 面 図（第３-１工区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

面積18,989.52平方メートル 





議案第16号 

町の区域の変更について 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第１項の規定に基づき、次のとおり町の区

域を変更することについて、議会の議決を求める。 

令和３年３月２日提出 

観音寺市長  白 川 晴 司 

観音寺市凪瀬町11番、14番、15番、16番の地先公有水面18,989.52平方メートルを凪瀬

町に編入する。 

（提案理由） 

新たに生じた土地の確認に伴い、町の区域を変更するため、本案を提出するものである。 



議案第17号 

町及び字の区域の変更について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第１項の規定に基づき、別紙のとおり町及び

字の区域を変更することについて、議会の議決を求める。 

 この町及び字の区域変更は、国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に

よる国土調査の認証の日から効力を生ずる。 

  令和３年３月２日提出 

観音寺市長  白 川 晴 司

（提案理由） 

 地籍調査の実施に伴い、粟井地区の一部において町及び字の区域を変更するため、本案

を提出するものである。 



別紙 

   変更調書 

 次の表の左欄に掲げる町及び字の区域を同表右欄に掲げる町及び字の区域に変更する。 

左欄 右欄 

町 字 地番 町 字 

粟井町 

熊岡 

粟井町字熊岡2668番２、2669番２、2670

番１、2670番３、2670番４、2670番５及

び2671番並びに新田町字立石855番１、

855番２及び932番５に隣接する道路及び

水路である市有地の一部 

新田町 

立石 

新田町字立石840番22及び855番２に隣接

する道路及び水路である市有地の一部 

中空 

常次 

粟井町字常次1234番２、1235番２、1236

番２、1236番２及び1236番３に隣接する

水路である市有地の一部 粟井町 

上出晴 

上本庄 

粟井町字上本庄2361番１及び2361番２地

先の道路である市有地の一部 
信末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



参考 

   町及び字の区域変更位置図  

 

 

 変更位置 
  常次  変更位置 

  上本庄  変更位置

熊岡 



 



 



 



議案第18号 

 

   指定管理者の指定について（健康交流施設「おおのはら」） 

 次のとおり指定管理者を指定することについて、議会の議決を求める。 

 

  令和３年３月２日提出 

観音寺市長  白 川 晴 司 

 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称 

   健康交流施設「おおのはら」 

２ 指定管理者となる法人 

   香川県観音寺市大野原町福田原241番地１ 

   株式会社パブリック 

   代表取締役 三野 輝男 

３ 指定の期間 

   令和３年４月１日から令和８年３月31日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を

求めるため、本案を提出するものである。 



議案第19号 

指定管理者の指定について（有木営農飲雑用水施設） 

次のとおり指定管理者を指定することについて、議会の議決を求める。 

  令和３年３月２日提出 

観音寺市長  白 川 晴 司 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称 

有木営農飲雑用水施設 

２ 指定管理者となる法人その他団体名 

香川県観音寺市大野原町有木370番地１ 

有木営農飲雑用水施設管理組合 

組合長 平 口  忠 

３ 指定の期間 

令和３年４月１日から令和13年３月31日まで 

（提案理由） 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を

求めるため、本案を提出するものである。 



令和２年度補正予算について 

 

令和３年３月２日提出 

観音寺市長  白 川 晴 司      

      

 

 

議案第20号 令和２年度観音寺市一般会計補正予算（第12号） 別冊のとおり 

議案第21号 
令和２年度観音寺市国民健康保険事業特別会計補正

予算（第３号） 
別冊のとおり 

議案第22号 
令和２年度観音寺市後期高齢者医療事業特別会計補

正予算（第２号） 
別冊のとおり 

議案第23号 
令和２年度観音寺市介護保険事業特別会計補正予算

（第３号） 
別冊のとおり 

議案第24号 
令和２年度観音寺市下水道事業会計補正予算（第４

号） 
別冊のとおり 



令和３年度予算について 

議案第25号 令和３年度観音寺市一般会計予算 
別冊の

とおり 

議案第26号 令和３年度観音寺市施設貸付事業特別会計予算 
別冊の

とおり 

議案第27号 令和３年度観音寺市国民健康保険事業特別会計予算 
別冊の

とおり 

議案第28号 令和３年度観音寺市国民健康保険伊吹診療所特別会計予算 
別冊の

とおり 

議案第29号 令和３年度観音寺市後期高齢者医療事業特別会計予算 
別冊の

とおり 

議案第30号 令和３年度観音寺市介護保険事業特別会計予算 
別冊の

とおり 

議案第31号 令和３年度観音寺市介護予防サービス事業特別会計予算 
別冊の

とおり 

議案第32号 令和３年度観音寺市航路事業特別会計予算 
別冊の

とおり 

議案第33号 令和３年度観音寺市粟井財産区特別会計予算 
別冊の

とおり 

議案第34号 令和３年度観音寺市粟井坂瀬山林特別会計予算 
別冊の

とおり 

議案第35号 令和３年度観音寺市下水道事業会計予算 
別冊の

とおり 

 

令和３年３月２日提出 

観音寺市長  白 川 晴 司      


