
21 函館市介護老人保健施設の人員，施設および設備ならびに

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の骨子 

 （１） 改正理由 

     介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準の

一部改正に伴い，介護老人保健施設の事業の基本方針，人員の基準等に

関する規定を整備するため 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 （３） 施行期日 

     令和３年４月１日 
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22 函館市介護医療院の人員，施設および設備ならびに運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の骨子 

 （１） 改正理由 

     介護医療院の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改

正に伴い，介護医療院の事業の基本方針，人員の基準等に関する規定を

整備するため 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 （３） 施行期日 

     令和３年４月１日 
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23 函館市指定介護療養型医療施設の人員，設備および運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例の骨子 

 （１） 改正理由 

     指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準の一部

改正に伴い，指定介護療養型医療施設の事業の基本方針，人員の基準等

に関する規定を整備するため 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 （３） 施行期日 

     令和３年４月１日 
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24 市立函館保健所使用料及び手数料条例の一部を改正する条

例の骨子 

 （１） 改正理由 

     食品衛生法施行令の一部改正等に伴い液卵製造業の許可に関する事

務について手数料を徴収する等の見直しを行い，および医薬品，医療機

器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令等の一部

改正に伴い規定を整備するため 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 （３） 施行期日 

     令和３年６月１日 
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25 函館市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の骨子 

 （１） 改正理由 

     簡易宿所営業の施設の構造設備の基準に関し玄関帳場等に係る基準

の特例を定めるため 

 （２） 改正内容 

     別紙新旧対照表のとおり 

 （３） 施行期日 

     令和３年４月１日 
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函館市旅館業法施行条例 新旧対照表 

現行 改正案 

（簡易宿所営業の施設の構造設備の基準） 

第３条 政令第１条第２項第７号の条例で定める

構造設備の基準は，次のとおりとする。 

(1)～(3) 略 

(4) 次の要件を満たす玄関帳場等を有すること。

ア 宿泊しようとする者が必ず通過する場所

に面して設けられていること。 

イ 床面積は，3.3平方メートル以上であるこ

と。 

ウ 宿泊しようとする者との面接に適し，か

つ，宿泊者その他の施設の利用者の出入り

を容易に確認することができる位置に，縦

横それぞれ１メートル以上の開口部を有す

る受付窓口が設けられていること。 

エ 受付窓口には，幅0.3メートル以上，長さ

１メートル以上の受付台が宿泊に係る手続

を行うのに適した位置に付設されているこ

と。 

オ 受付窓口において宿泊しようとする者と

の面接を行うのに適した照度を確保できる

照明設備が設けられていること。 

カ 受付窓口の周辺の見やすい場所にフロン

ト等玄関帳場等である旨が表示されている

こと。 

キ 受付窓口およびその周囲には，宿泊しよ

うとする者との面接を妨げるおそれのある

カーテン，囲い等の設備が設けられていな

いこと。 

(5)～(7) 略 

 （構造設備の基準の特例） 

第５条 旅館業（下宿営業を除く。）の施設のう

ち，旅館業法施行規則（昭和23年厚生省令第28

号。以下「省令」という。）第５条第１項各号

に掲げる施設については，次の表の左欄に掲げ

る区分に応じ，それぞれ同表の右欄に定める基

準は，適用しない。 

 （表略） 

２ 略 

（簡易宿所営業の施設の構造設備の基準） 

第３条 政令第１条第２項第７号の条例で定める

構造設備の基準は，次のとおりとする。 

(1)～(3) 略 

(4) 次の要件を満たす玄関帳場等を有すること。

ただし，旅館業法施行規則（昭和23年厚生省

令第28号。以下「省令」という。）第４条の

３各号のいずれにも該当する設備を有する場

合は，この限りでない。 

ア 宿泊しようとする者が必ず通過する場所

に面して設けられていること。 

イ 床面積は，3.3平方メートル以上であるこ

と。 

ウ 宿泊しようとする者との面接に適し，か

つ，宿泊者その他の施設の利用者の出入り

を容易に確認することができる位置に，縦

横それぞれ１メートル以上の開口部を有す

る受付窓口が設けられていること。 

エ 受付窓口には，幅0.3メートル以上，長さ

１メートル以上の受付台が宿泊に係る手続

を行うのに適した位置に付設されているこ

と。 

オ 受付窓口において宿泊しようとする者と

の面接を行うのに適した照度を確保できる

照明設備が設けられていること。 

カ 受付窓口の周辺の見やすい場所にフロン

ト等玄関帳場等である旨が表示されている

こと。 

キ 受付窓口およびその周囲には，宿泊しよ

うとする者との面接を妨げるおそれのある

カーテン，囲い等の設備が設けられていな

いこと。 

(5)～(7) 略 

 （構造設備の基準の特例） 

第５条 旅館業（下宿営業を除く。）の施設のう

ち，省令第５条第１項各号に掲げる施設につい

ては，次の表の左欄に掲げる区分に応じ，それ

ぞれ同表の右欄に定める基準は，適用しない。

 （表略） 

２ 略 
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26 専決処分の報告について 

（令和２(２０２０)年度函館市一般会計補正予算）

新型コロナウイルスワクチン接種に係る 

令和２(２０２０)年度函館市一般会計補正予算の専決処分について 

（１） 予算の内容 

新型コロナウイルスワクチン接種について，令和３年２月下旬からの開始

に向けて早急に体制の整備を進める必要があることから，一般会計予算の補
正を地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分するもの。 

（２） 令和２(２０２０)年度函館市一般会計補正予算(第９号)の概要 
(単位:千円)

款 補 正 前 補 正 額 補 正 後 備     考 

衛 生 費 9,408,863 138,593 9,547,456 新型コロナウイルスワクチン 

接種関係経費 138,593 

接種費用【繰越明許費】    68,310 

 ･＠2,277円 × 1.5万人 × 2回 

  (医療従事者等) 

体制整備                  70,283 

 ･ワクチン接種券の印刷･発送等 

 ･予防接種台帳のシステム改修 

 ･ワクチン接種の相談体制の確保 

 (コールセンターの設置)  

 ･事務処理のための人員確保 ほか 

 (台帳入力等[人材派遣]) 

そ の 他 161,612,700 161,612,700

歳出合計 171,021,563 138,593 171,160,156

国庫支出金 61,393,318 138,593 61,531,911 新型コロナウイルスワクチン 

接種対策費負担金 68,310 

新型コロナウイルスワクチン 

接種体制確保事業費補助金 70,283 

そ の 他 109,628,245 109,628,245

歳入合計 171,021,563 138,593 171,160,156

･繰越明許費の設定    

 新型コロナウイルスワクチン接種関係経費 68,310(接種費用)  

･債務負担行為の設定   

 新型コロナウイルスワクチン接種関係経費  期間 令和 3年度 限度額 133,084 

(体制整備：接種券の印刷･発送等,相談体制の確保 ほか)

（３） 専決処分日 

令和３年１月２７日（水） 
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27 公の施設の指定管理者の指定について 

 （１） 函館市夜間急病センターの指定管理者 

    ア 公の施設の名称および位置 

      名称 函館市夜間急病センター 

      位置 函館市五稜郭町２３番１号 

    イ 指定管理者の住所，名称および代表者の氏名 

      住所 函館市田家町５番１６号 

      名称 公益社団法人函館市医師会 

      代表者の氏名 会長 本間 哲 

    ウ 指定の期間 

      令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

    エ 候補者の選定 

      特例措置を適用し，当該団体を候補者とした。 

    オ 管理委託料 

      ９３，９５７千円 
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28 専決処分の報告について（損害賠償の額について） 

 （１） 専決処分の内容 

     令和２年１０月１２日函館市末広町８番５号先で発生した交通事故

による損害賠償の額を令和３年２月４日地方自治法第１８０条第１項

の規定により，次のとおり専決したので報告する。 

 （２） 損害賠償の額 

     １９１，７０５円 

 （３） 損害賠償の相手方 

     函館市に在住する４０歳代の男性 

 （４） 専決処分の報告 

     地方自治法第１８０条第２項の規定により，第１回市議会定例会に

専決処分をした旨の報告をする。 
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