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－１－ 

平成22年４月19日 午前９時30分 開会（開議）  

 

○議事日程（第１号） 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 常任委員会委員の選任について 

日程第５ 議会運営委員会委員の選任について 

日程第６ 農業委員の解任請求並びに後任委員の推薦について 

日程第７ 安八郡広域連合議員の選挙について 

日程第８ 議案上程 

日程第９ 町長提案説明 

日程第10 議第20号 専決処分の承認について 

輪之内町税条例の一部を改正する条例について 

日程第11 議第21号 専決処分の承認について 

輪之内町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

（追加日程） 

日程第１ 議長辞職の件 

日程第２ 議長選挙 

日程第３ 副議長辞職の件 

日程第４ 副議長選挙 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第11までの各事件 

追加日程第１及び追加日程第２、追加日程第４の各事件 

 

○出席議員（９名） 

   １番    浅 野 常 夫       ２番    小 川 春 男 

   ３番    髙 橋 愛 子       ４番    浅 野 利 通 

   ５番    田 中 政 治       ６番    北 島   登 

   ７番    森 島 光 明       ８番    近 藤 勝 美 

   ９番    森 島 正 司 

 

○欠席議員（なし） 

 



－２－ 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 町 長  木 野 隆 之     教 育 長  森 島 昭 道 

 参 事  中 島   修     調 整 監  尾 崎 敏 美 

                     会計管理者 
 調 整 監  中 島 桂一郎     兼税務課長  小 川 美代子 

 福 祉 課 長  加 藤 智 治     住 民 課 長  兒 玉   隆 

 産 業 課 長  岩 津 英 雄     建 設 課 長  加 納 孝 和 

                     経営戦略課長 
 教 育 課 長  森 島 秀 彦     心 得  荒 川   浩 

 

○本会議に職務のため出席した者の職氏名 

 議会事務局長  田 中   実     議会事務局  西 脇 愛 美 



－３－ 

（午前９時24分 開会）  

○議長（北島 登君） 

 ただいまの出席議員数は９名です。全員出席でありますから、平成22年第１回臨時輪

之内町議会は成立いたしましたので開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、輪之内町議会会議規則第118条の規定により議長にお

いて、１番 浅野常夫君、９番 森島正司君を指名します。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北島 登君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日限りとすることに決定しました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（北島 登君） 

 日程第３、諸般の報告を行います。 

 地方自治法第235条の２の規定により、監査委員から平成21年度２月分に関する出納

検査結果報告がありました。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

（午前９時26分 休憩）  

（午前９時28分 再開）  

○副議長（浅野利通君） 

 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 議長 北島登君から議長の辞職願が提出されております。 

 お諮りします。 

 議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



－４－ 

○副議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。 

───────────────────────────────────────── 

○副議長（浅野利通君） 

 追加日程第１、議長辞職の件を議題といたします。 

 地方自治法第117条の規定により、北島登君の退場を求めます。 

（議長 北島登君退場） 

○副議長（浅野利通君） 

 職員に辞職願を朗読させます。 

○議会事務局長（田中 実君） 

 辞職願、このたび一身上の都合により議長を辞職したいので、許可されるよう願い出

ます。平成22年４月19日、輪之内町議会議長 北島登。輪之内町議会副議長様。 

○副議長（浅野利通君） 

 お諮りします。 

 北島登君の議長辞職を許可することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、北島登君の議長辞職を許可することに決定しました。 

 北島登君の入場を求めます。 

（６番 北島登君入場） 

○副議長（浅野利通君） 

 ただいま議長が欠けました。 

 お諮りいたします。 

 議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行うことに決定しました。 

───────────────────────────────────────── 

○副議長（浅野利通君） 

 追加日程第２、議長選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法は、投票、指名推選のいずれの方法にいたしましょうか。 



－５－ 

（「投票」の声あり） 

○副議長（浅野利通君） 

 投票との意見がありますので、選挙の方法は投票によることにいたします。 

 議場の出入り口を閉めます。 

（議場閉鎖） 

○副議長（浅野利通君） 

 ただいまの出席議員数は９名です。 

 次に立会人を指名します。 

 会議規則第32条第２項の規定によって、立会人に浅野常夫君、小川春男君、髙橋愛子

君を指名します。 

 投票用紙を配付します。 

 念のため申し上げます。 

 投票は単記無記名です。 

（投票用紙配付） 

○副議長（浅野利通君） 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○副議長（浅野利通君） 

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 

○副議長（浅野利通君） 

 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 １番 浅野常夫君から順番に投票願います。 

（投 票） 

○副議長（浅野利通君） 

 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○副議長（浅野利通君） 

 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 これから開票を行います。 

 浅野常夫君、小川春男君、髙橋愛子君、開票の立ち会いをお願いいたします。 

（開 票） 



－６－ 

○副議長（浅野利通君） 

 選挙の結果を報告します。 

 投票総数９票、有効投票９票、無効投票０票です。 

 有効投票のうち、浅野利通５票、森島正司君１票、白紙３票です。以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は2.25票です。 

 したがって、私、浅野利通が議長に当選しました。 

 議場の出入り口を開きます。 

（議場開鎖） 

○副議長（浅野利通君） 

 ただいま、不肖私が議長に当選しました。 

 会議規則第33条第２項の規定によって当選の告知をします。 

 不肖私が議長に当選いたしました。議長当選の承諾及びあいさつをいたします。 

○４番（浅野利通君） 

 一言申し上げます。 

 ただいま、議員各位の御支持により議長の要職に当選しまして、私が議長を行うこと

になりましたが、皆様方の今後の御支援と御鞭撻をお願いいたしまして、議長の名を汚

さぬように一生懸命頑張りますので、よろしくお願いいたします。（拍手） 

（議長 浅野利通君議長席に着席） 

○議長（浅野利通君） 

 お諮りします。 

 追加日程第３、副議長辞職の件については、ただいま副議長が議長に当選したことに

よりその職を失職いたしましたので、削除したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 追加日程第３、副議長辞職の件については削除します。 

 ただいま副議長が欠けました。 

 お諮りします。 

 副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行うことに決定しました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（浅野利通君） 



－７－ 

 追加日程第４、副議長選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法は、投票、指名推選のいずれの方法にしましょうか。 

（「投票」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 投票との意見がありますので、選挙の方法は投票によることにします。 

 議場の出入り口を閉めます。 

（議場閉鎖） 

○議長（浅野利通君） 

 ただいまの出席議員数は９名です。 

 次に立会人を指名します。 

 会議規則第32条第２項の規定によって、立会人に田中政治君、近藤勝美君、森島正司

君を指名します。 

 投票用紙を配ります。 

 念のため申し上げます。 

 投票は単記無記名です。 

（投票用紙配付） 

○議長（浅野利通君） 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 

○議長（浅野利通君） 

 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 １番議員から順番に投票をお願いします。 

（投 票） 

○議長（浅野利通君） 

 投票漏れはありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 投票漏れなしと認めます。 

 これで投票を終わります。 



－８－ 

 これから開票を行います。 

 田中政治君、近藤勝美君、森島正司君、開票の立ち会いをお願いいたします。 

（開 票） 

○議長（浅野利通君） 

 選挙の結果を報告します。 

 投票総数９票、有効投票８票、無効投票１票です。 

 有効投票のうち、髙橋愛子君６票、森島正司君１票、白紙１票、以上のとおりです。 

 この選挙の法定得票数は2.25票です。 

 したがって、髙橋愛子君が副議長に当選されました。 

 議場の出入り口を開きます。 

（議場開鎖） 

○議長（浅野利通君） 

 ただいま副議長に当選されました髙橋愛子君が議場におられます。 

 会議規則第33条第２項の規定によって当選の告知をします。 

 髙橋愛子君、あなたは副議長に当選されました。副議長当選の承諾及びあいさつをお

願いします。 

○３番（髙橋愛子君） 

 ただいま副議長に御推挙いただきましてありがとうございます。これから議長ととも

に、議員各位の皆様方の御指導を賜りながら、微力ながら、もう一年、一生懸命務めた

いと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（浅野利通君）  

 暫時休憩をいたします。 

（午前９時52分 休憩）  

（午前10時50分 再開）  

○議長（浅野利通君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（浅野利通君） 

 日程第４から日程第７までを一括議題とします。 

 日程第４、常任委員会委員の選任及び日程第５、議会運営委員会委員の選任を行いま

す。 

 お諮りします。 

 常任委員及び議会運営委員の選任については、委員会条例第６条第１項の規定によっ

て議長が指名したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



－９－ 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議長が指名をいたします。 

 総務産業建設常任委員会委員には、浅野常夫君、小川春男君、髙橋愛子君、浅野利通、

田中政治君、北島登君、森島光明君、近藤勝美君、森島正司君を指名します。 

 文教厚生常任委員会委員には、浅野常夫君、小川春男君、髙橋愛子君、浅野利通、田

中政治君、北島登君、森島光明君、近藤勝美君、森島正司君を指名します。 

 議会運営委員会委員には、近藤勝美君、森島正司君、森島光明君、北島登君を指名し

ます。 

 お諮りします。 

 常任委員及び議会運営委員の任期は、委員会条例第３条第１項の規定によって、おお

むね１年と定めることにしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、常任委員及び議会運営委員の任期は、おおむね１年とすることに決定し

ました。 

 これから常任委員会及び議会運営委員会の委員長及び副委員長の選任については、委

員会条例第７条第２項の規定により、委員会において互選をお願いします。 

 暫時休憩します。 

（午前10時53分 休憩）  

（午前10時54分 再開）  

○議長（浅野利通君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいまから、常任委員会及び議会運営委員会の委員長及び副委員長を報告します。 

 総務産業建設常任委員会は、委員長 浅野常夫君、副委員長 小川春男君です。 

 文教厚生常任委員会は、委員長 田中政治君、副委員長 北島登君です。 

 議会運営委員会は、委員長 近藤勝美君、副委員長 森島正司君です。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（浅野利通君） 

 日程第６から日程第７までの委員等の推薦及び選挙を行います。 

 お諮りします。 

 委員等の推薦及び選挙の方法については、議長の指名にしたいと思います。御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



－１０－ 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議長が指名することに決定しました。 

 農業委員の森島正司君を解任し、後任の農業委員には北島登君を指名します。 

 安八郡広域連合議員には、浅野利通、髙橋愛子君、田中政治君を指名します。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（浅野利通君） 

 日程第８、議案上程。 

 議案は、お手元に配付のとおりです。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（浅野利通君） 

 日程第９、町長提案説明。 

 本日の上程議案について、町長から説明を求めます。 

 町長 木野隆之君。 

○町長（木野隆之君） 

 改めまして、おはようございます。 

 本日は平成22年第１回臨時輪之内町議会の開会に当たり、公私御多用のところを早朝

から御出席を賜り、誠にありがとうございます。 

 議員各位には、ますます御壮健にて町政推進に御尽力と御協力を賜り、心より感謝と

御礼を申し上げます。 

 本日は議会議長初め議会の構成も行われ、体制を確立されました。誠におめでとうご

ざいます。これからの議会と執行部との連携につきましても、御理解、御協力をお願い

申し上げるところでございます。 

 さて、本日提出させていただきます議案は、専決処分２件でございます。 

 それでは、提案の理由について順次御説明申し上げます。 

 議第20号及び議第21号の専決処分の承認につきましては、国において地方税法の改正

が行われました。これに伴い、輪之内町税条例の一部を改正する条例及び輪之内町国民

健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、平成22年３月31日に専決処分を行

いましたので、地方自治法第179条第３項の規定により報告し、承認を求めるものであ

ります。 

 以上で提出議案の説明を終わりますが、御審議の上、適切なる御議決を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げまして、提案の説明を終わります。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（浅野利通君） 

 日程第10、議第20号 専決処分の承認について、輪之内町税条例の一部を改正する条
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例を議題といたします。 

 会計管理者兼税務課長から議案説明を求めます。 

 小川美代子君。 

○会計管理者兼税務課長（小川美代子君） 

 それでは、議案書１ページをお開きください。 

 議第20号 専決処分の承認について。地方自治法第179条の規定により、平成22年３

月31日次のとおり専決処分したので報告し、承認を求めるものとする。平成22年４月19

日提出、輪之内町長。 

 今回の輪之内町税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部を改

正する法律が改正されたことにより、輪之内町税条例の一部を改正いたしましたので、

報告し、承認を求めるものでございます。 

 それでは、新旧対照表で今回の主な改正部分につきまして説明させていただきます。

１ページをお開きください。 

 第12条、２ページの第24条では、地方税法において一部改正がされたことにより引用

条項を改めるものであります。また、この改正規定につきましては、平成22年10月１日

から施行するとなっております。 

 では、次に３ページをお願いいたします。第28条の３の次に２条を加えるというもの

で、まず第28条の３の２、個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族申告書につきまし

ては、今回の税制改正において控除から手当といった方針によりまして改正がなされて

おります。中でも年少扶養控除の廃止に伴いまして、所得税においては年少扶養親族に

関する情報を収集する必要がなくなるわけですが、個人町民税につきましては、非課税

限度額の判定基準額の算定にこの扶養親族の数が用いられているため、引き続き、扶養

親族の情報を把握できるよう所要の措置が講じられたものであります。 

 よって、現行の所得税法における年少扶養親族に関する情報の収集に係る規定を地方

税法の方に設けまして、15歳以下の扶養親族に関する情報を扶養親族申告書に明記して

いただきまして、給与支払者等を経由して市町村長に提出することに改定がされました。 

 また、４ページの第28条の３の３、個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族

申告書につきましても同様となります。公的年金等受給者の方にも、毎年最初に公的年

金等の支払いを受ける前日までに扶養親族申告書を公的年金等支払者を経由して市町村

に提出することを定めています。平成24年度分の個人町民税の課税対象所得が発生する

平成23年１月１日以後に提出する申告書について適用するとなっております。 

 ７ページをお開きいただきたいと思います。第32条の６から10ページの第32条の８に

つきましては、地方税法の一部改正により条項等が改正されたことにより改めるもので、

この改正規定につきましては、平成22年10月から施行するとなっております。 

 次に11ページをお願いいたします。第36条、固定資産税の納税義務者におきましても、
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法の一部改正に合わせまして改正をするものです。ここでは字句の修正と地方開発事業

団の廃止に伴う改正となっております。 

 次に12ページの第77条、たばこ税の税率につきましては、市町村たばこ税の税率を平

成22年10月１日以降に売り渡し等が行われた製造たばこに限り1,000本につき1,320円引

き上げ、1,000本につき4,618円に改めるものであります。 

 また、町たばこ税に関する経過措置としまして、平成22年10月１日前に旧税率によっ

て課税された製造たばこを指定日において販売するために処理する卸売販売業者等、ま

たは小売販売業者につきまして、手持ち品課税の納税義務者となるとし、新旧税率の差

額、引き上げ額に相当する額を平成22年10月１日から１ヵ月以内に申告し、平成23年３

月31日までに定められた場所に納付しなければならないとなっております。 

 次に附則の第14条では、農業協同組合等の現物出資により設立される株式会社、また

は合同会社が当該現物出資に伴い取得する土地に係る特別土地保有税の非課税措置が廃

止されたことによりまして、この読替規定を削り、附則第14条の２を附則第14条と改め

るものであります。 

 次に附則第15条の２、たばこ税の税率の特例では、旧３級品の紙巻たばこに係るたば

こ税の税率を平成22年10月１日以後に売り渡し等が行われた製造たばこに限り、市町村

たばこ税にあっては第77条の規定にかかわらず、当分の間、1,000本につき626円引き上

げ、2,190円に改めるものであります。 

 次に附則第18条の３につきましては、平成25年度から非課税口座内の少額上場株式等

に係る譲渡所得等の非課税措置について、非課税口座の少額上場株式等に係る譲渡所得

等の金額と、それ以外の株式等に係る譲渡所得等の金額とを区分して計算する、このよ

うな措置を講ずることとされております。この改正時期につきましては、平成25年１月

１日からとなっておりまして、平成25年度以後の年度分の個人町民税について適用され

るものであります。 

 次に附則第19条の４及び17ページの附則第19条の５においては、法の名称及び条項の

改正に伴いまして改めるものであります。また、この改正規定につきましては、平成22

年６月１日から施行するとなっております。 

 それでは、議案書の方に戻っていただきたいと思います。12ページをお開きください。 

 附則といたしまして、施行期日につきましては、この条例は平成22年４月１日から施

行する。 

 次にありますただし書き及び附則第２条以降の経過措置につきましては、新旧対照表

の方で説明をさせていただきましたので省かせていただきます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（浅野利通君） 

 これより質疑を行います。 
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 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 まず、控除から手当に変わるということで、扶養親族の申告が必要ないということで

すけれども、これによって扶養控除がなくなるという意味でしたね。町民税は、控除が

なくなることによって増税になるという結果になるんではないかと思うんですけれども、

この影響というのはどのくらい見ているんでしょうか、そういうことでお願いしたいと

思います。 

 それからもう一つ、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る町民税の減免ということで、

要は株式等の非課税口座を設置すると税金がかからなくなるということだと思うんです

けれども、要するに株式投資をすれば税金は安くなるんだというふうに思うわけですけ

れども、今の社会情勢の中で株式投資に回せるような人というのは比較的裕福な、資金

力のある人だろうと思いますが、本来なら所得の多い人からたくさん税金をいただいて、

所得の少ない人にはなるべく負担を少なくするというのが納税の認識というふうになる

と思うんですけれども、そういう高額所得者の減税を促進するというような内容だと思

うんですけれども、それについて町としてどういう考え方でおられるのか、その辺のと

ころをお伺いしたいと思います。 

○議長（浅野利通君） 

 会計管理者兼税務課長 小川美代子君。 

○会計管理者兼税務課長（小川美代子君） 

 最初の質問なんですが、控除から手当へ行ったという、扶養控除がなくなるというこ

となんですが、これにつきましては、今年度につきましては、影響は全くございません。

それにつきましては、24年度分からということになっております。 

 それから非課税口座のことなんですが、町といたしましては、この株式等に係る個人

的な分につきましては、指導といいますか、そういうことにはなっていかないと思いま

す。以上でございます。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 まず、扶養控除がなくなるのは24年だということですけれども、だから、24年からど

のくらい影響が出てくるのか。税収が、もちろんこの税収、控除がなくなれば、それだ

け税金がふえると思うんですけれども、そうやってしておいて、一方においては株式の
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方に投資した分については減税をすると。要するに、扶養控除で恩恵をこうむっておら

れる多くの町民の方は増税になって、それから資金力のある裕福な家庭の人は株式投資

に回して減税になるということは逆行するんではないかというふうに思うわけですけれ

ども、それは投資家になれというわけじゃなくて、非課税株式については25年から、扶

養控除については24年からかもしれませんけれども、町のそういう税金の仕組みという

のは高額所得者に有利な税制になっていくということだと思うんですけれども、その辺

の考え方についてお伺いしたいと思います。町長の方からでも結構です。 

○議長（浅野利通君） 

 参事。 

○参事（中島 修君） 

 国の方での扶養控除の見直しでございますが、今回、地方税法の改正、国の所得税法

の改正もあわせてでございますけれど、子ども手当が創設をされて扶養控除の見直しを

行うというもので、例えば一般の扶養の対象者がいない、そういう世帯では子ども手当

がもらえない。じゃあ、増税になるんではないかというふうにもとれるんで、森島議員

がおっしゃるように、一概に今回の扶養控除の見直しについて、お金持ちが優遇されて

いるというふうには理解しておりません。 

 それで、金融税制につきましては、国の方では金融所得課税の個人の株式市場への参

加を促進するということでこの制度を設けたものでございます。 

 森島議員についても勉強されておりますが、非課税口座というのは非課税の特例を受

けるため手続をしなければ、この非課税措置は受けることができません。それで、先ほ

ど非課税の対象になるのは、非課税口座内における少額の上場株式配当譲渡益でござい

ます。これにつきましては、毎年、新規投資額で100万円が上限でございまして、ただ、

未使用枠につきましては翌年度以降使うと、そういう分にはできません。それで、保有

期間は最長10年間ということで、途中売却は自由となっております。そして口座の開設

数でございますが、年間１人１口座ということで、今回の内容はそのようなことでござ

いますが、必ずしもこの非課税措置が設けられたからといって高額所得者が優遇されて

いるというふうには思いませんから、金融の少額でございますので、一般の庶民の方が

入るをはかるについてはそれでいいのではないかと、何も不公平感はないと思っており

ます。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 今、参事の方から高額所得者を優遇するものではないというような意味の答弁であり

ましたけれども、それは逆に言えば優遇する結果が出てくるというように思いますけれ
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ども、仮にこの地方税法改正になって輪之内町税条例を改正しなかったとしたら、何か

不都合なことがあるかどうかということをお伺いします。 

○議長（浅野利通君） 

 参事 中島修君。 

○参事（中島 修君） 

 今回の改正につきまして、対象年少扶養控除の廃止等における、いわゆる扶養情報の

把握、こういうことが我々、扶養控除がなくて、うちでは把握ができなくなってしまい

ます。やはり今回、国の協力を得ながら扶養親族の情報収集の仕組みを維持しながら、

なおかつ、今度地方税法の中にも扶養親族の情報収集の根拠を規定していかなければで

きないわけでございますので、やはり国とともに、税でございますので足並みをそろえ

て改定をしていかなければだめかと思っております。 

○議長（浅野利通君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第20号についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第20号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第20号 専決処分の承認について、輪之内町税条例の一部を改正する

条例については、原案のとおり承認することに決定しました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（浅野利通君） 

 日程第11、議第21号 専決処分の承認について、輪之内町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例についてを議題といたします。 

 会計管理者兼税務課長から議案説明を求めます。 
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 小川美代子君。 

○会計管理者兼税務課長（小川美代子君） 

 それでは、議案書20ページをお開きください。 

 議第21号 専決処分の承認について。地方自治法第179条の規定により、平成22年３

月31日次のとおり専決処分したので報告し、承認を求めるものとする。平成22年４月19

日提出、輪之内町長。 

 今回の見直しにつきましては、医療費の増大が続く中で加入者の所得の上昇を見込む

ことは難しいため、相対的に所得のある方に多めの負担をお願いせざるを得ないと、そ

ういった判断から行われたものとなっております。 

 それでは、新旧対照表18ページをお開きください。 

 第２条及び第23条では、国民健康保険税の基礎課税額に係る賦課限度額、現行「47万

円」を「50万円」に改め、後期高齢者支援金等課税額に係る賦課限度額、現行「12万

円」を「13万円」に改め、国民健康保険税の賦課限度額を４万円引き上げるものであり

ます。 

 19ページの第23条の第１号から３号におきましては、地方税法の改正により国民健康

保険税の減額措置に係る基準について応益割合に係る基準を廃止するなどの所要の措置

がとられたことによる条項の改正と、また「法第314条の２第２項に規定する金額」と

あるのを「33万円」に改めるものであります。 

 そして第23条の次に23条の２、特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特

例の１条を加えまして、国民健康保険税の被保険者が倒産や解雇等の理由により離職し

た雇用保険の受給資格者である場合等においては、失業後、１年の間は在職中と同程度

の保険料負担で医療保険に加入することを盛り込みまして、失業時からその翌年度の末

までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定する特例措置が講じられたもの

であります。 

 次に第24条の次に第24条の２、特例対象被保険者に係る申告の１条を加えまして、特

例対象被保険者等に該当される方には雇用保険受給資格証等の事実を証明する書類を提

示の上、申告が必要である旨をここで定めております。 

 次に21ページの附則第２項は、地方税法等の一部改正によりまして条項が改められて

おりますのでそれに改めるものでございます。 

 それから、附則第７項におきましては文言の訂正であり、次のページの附則第13項、

第14項では、法令名が改められたことによりそれぞれ改めております。 

 新旧対照表の方をこれで終わりまして、議案書の25ページをお開きいただきたいと思

います。 

 附則の第１条では、この条例は平成22年４月１日から施行するものとし、ただし、附

則第13項及び第14項の改正規定につきましては、平成22年６月１日から施行するもので
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あります。 

 第２条の適用区分につきましては、改正後の輪之内町国民健康保険税条例の規定につ

きましては、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分

までの国民健康保険税につきましては、なお従前の例によると定めております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（浅野利通君） 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（挙手する者あり） 

○議長（浅野利通君） 

 ９番 森島正司君。 

○９番（森島正司君） 

 この最高限度額がそれぞれ引き上げられるわけですけれども、現在、最高限度額で制

限されておられる被保険者の数というのはどのくらいになっておるのか。要するに、ど

れくらい増収なのかということをちょっとお知らせ願いたいと思います。 

○議長（浅野利通君） 

 会計管理者 小川美代子君。 

○会計管理者（小川美代子君） 

 大変申しわけありません。その件につきましては、調べてきませんでしたので、また

改めて報告させていただきたいと思います。 

○議長（浅野利通君） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 これで質疑を終わります。 

 これから議第21号についての討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから議第21号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



－１８－ 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、議第21号 専決処分の承認について、輪之内町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例については、原案のとおり承認することに決定しました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（浅野利通君） 

 お諮りします。 

 次期議会（定例会までの間に開かれる臨時会を含む）の会期日程等の議会運営に関す

る事項及び議長の諮問に関する事項については、議会運営委員会に付託し、閉会中の継

続調査にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（浅野利通君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、そのように決定しました。 

───────────────────────────────────────── 

○議長（浅野利通君） 

 これで本日の日程はすべて終了しました。 

 平成22年第１回臨時輪之内町議会を閉会いたします。 

 本日は大変御苦労さまでございました。 

（午前11時25分 閉会）  



－１９－ 

会議の経過を記録して、その相違ないことを証するためここに署名する。 
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