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平成２９年５月第９０回内子町議会臨時会会議録（第１日） 

○招集年月日   平成２９年５月１日（月） 

○開会年月日   平成２９年５月１日（月） 

○招集場所   内子町議会議事堂 

 

○出席議員（１５名） 

１番  大 西 啓 介 君         ２番  関 根 律 之 君 

３番  向 井 一 富 君         ４番  久 保 美 博 君 

５番  森 永 和 夫 君         ６番   地 幸 雄 君 

７番  泉   浩 壽 君         ８番  大 木   雄 君 

   ９番  山 本   徹 君        １０番  才 野 俊 夫 君 

  １１番  下 野 安 彦 君        １２番  林     博 君 

  １３番  山 崎 正 史 君        １４番  寺 岡   保 君 

１５番  中 田 厚 寬 君     

 

○欠席議員   な し 

 

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席を求めた者の職氏名 

  町 長  稲 本  壽 君     副 町 長  小野植 正 久 君 

総 務 課 長  山 岡   敦 君     住 民 課 長   亀 岡   弘 君 

税 務 課 長  入 海   孝 君     保健福祉課長  曽根岡 伸 也 君 

会計管理者  安 川   徹 君     建設デザイン課長  正 岡 和 猶 君 

町並・地域振興課長  林 愼 一 郎 君     産業振興課長  山 本 真 二 君 

小田支所長  大 森 豊 茂 君     環境政策室長  中 嶋 優 治 君 

政策調整班長  畑 野 亮 一 君     上下水道対策班長  西 川 安 行 君 

危機管理班長  亀 岡 秀 俊 君      

教 育 長  井 上 淳 一 君     学校教育課長  稲 葉   勉 君 

自治・学習課長  亀 沖 明 義 君 

代表監査委員  片 岡 安 男 君     農業委員会会長  堀 本 健 二 君

 

○出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  林   純 司 君     書 記  松 岡 裕 樹 君 

 

○議事日程（第６号） 

平成２９年５月１日（月）午後 １時開議 

日程第 １ 仮議席の指定 

日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

日程第 ３ 議長選挙について 
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○追加議事日程（第６号の追加１） 

追加日程第 １ 議席の指定 

追加日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

追加日程第 ３ 副議長選挙について 

追加日程第 ４ 常任委員会委員の選任について 

追加日程第 ５ 議会運営委員会委員の選任について 

追加日程第 ６ 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合議会議員の選挙について 

追加日程第 ７ 大洲地区広域消防事務組合議会議員の選挙について 

追加日程第 ８ 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合議会議員の選挙について 

追加日程第 ９ 大洲・喜多衛生事務組合議会議員の選挙について 

追加日程第１０ 

追加日程第１１ 

議案第５４号 

報告第 １号 

内子町監査委員の選任について 

専決処分の報告について 

追加日程第１２ 議認第 １号 内子町税条例の一部を改正する条例についての専決処分の承認

を求めることについて 

追加日程第１３ 

 

追加日程第１４ 

議認第 ２号 

 

義認第 ３号 

内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての専

決処分の承認を求めることについて 

内子町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の

一部を改正する条例についての専決処分の承認を求めることに

ついて 

追加日程第１５ 議認第 ４号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第５号）の専決処分の

承認を求めることについて 

追加日程第１６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

追加日程第１７ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

 

○本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第３、追加日程第１から追加日程第１７まで 

 

午後１時００分 開会 

○議会事務局長（林純司君） 開会に先立ちまして、臨時議長をご紹介申し上げます。本臨時会

は、一般選挙後初の議会でございますので、議長が選挙されますまでの間、地方自治法第１０７

条の規定によりまして、出席議員の中で、年長の議員が臨時に議長の職務を行うこととなってお

ります。従いまして、山本 徹議員をご紹介申し上げ、臨時議長をお願いしたいと思います。山

本議員、議長席の方へお願い致します。 

○臨時議長（山本徹君） 只今、紹介されました山本であります。それでは、最年長の故をもち

まして、私が議長選挙が終わりますまで、臨時議長の職務を務めさせていただきます。どうかよ

ろしく、ご協力をお願い致します。それでは、只今から平成２９年第９０回内子町議会臨時会を

開会します。初議会にあたりまして、町長から招集挨拶を受けることにします。 
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○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○臨時議長（山本徹君） 稲本隆壽町長。 

〔稲本隆壽町長〕 

○町長（稲本隆壽君） 開会に当たりまして、ご挨拶を申し上げます。本日、ここに平成２９年

５月内子町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位には、公私共に大変ご多忙中にもか

かわらず、ご出席をいただき、誠にありがとうございます。まず、去る４月２３日に執行されま

した内子町議会議員選挙において、ご当選された皆さまに心よりお喜びを申し上げます。ご当選、

おめでとうございます。これからの４年間、内子町のさらなる発展のためにご尽力いただきます

ことをご期待致します。 

さて、新緑の季節を迎えまして、町内各所で様々なイベントが開かれております。４月には、各

所で桜まつりが開かれ大勢の人で賑わいました。また、川登地区の筏流しや、泉谷の棚田の自然

浴ツアーなども大変好評でございました。さらに今月５日には、恒例のいかざき大凧合戦も開か

れます。天気に恵まれ、盛況のうちに開催できることを願っております。行政におきましても、

新年度を迎えるにあたり、人事異動を行うとともに、新たに７名の職員を採用致しました。若い

職員が将来の内子町を担う人材に育ってくれることを期待するとともに、我々もまたともに成長

していけるよう精進したいと思っているところでございます。そのような中で、内子町が第１１

回平成２８年度、自治体国際交流表彰、総務大臣賞を受賞することが決まりました。この表彰は、

一般財団法人自治体国際化協会と総務省が共催で、姉妹自治体等の国際交流について、創意と工

夫に富んだ取り組みを表彰し、広く全国に紹介することを目的としているものございます。今回、

姉妹都市ドイツ・ローテンブルク市との３０年以上にわたる交流について、まち同士の結びつき

だけでなく住民同士の交流を積極的に続けていること、内子町と（公財）内子町国際交流協会と

の連携などの点において評価をいただき、応募総数３５団体の中から選ばれたわけでございます。

国際交流に関しましては、平成１１年度に旧内子町が「世界に開かれたまち自治大臣表彰」を受

けておりますが、今回の受賞はそれに次ぐものとなります。この受賞はこれまでの地道な交流が

着実に成果を生んでいるとの評価を受けたということであり、今後もまちづくりを核とした内子

らしい交流を続けて行きたいと考えています。今、内子町では第２期内子町総合計画及び内子町

まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、「町並み、村並み、山並みが美しい持続的に発展する

まち」を目指して、様々な施策を展開しております。私も、３期目の町長就任に当たり、当初よ

り掲げておりました「子供たちに夢を」「働く人に元気を」「お年寄りに安心を」という方針をさ

らに進めるため、「英語教育、ふるさと教育の推進」、「町産品の販路拡大」、「林業６次産業化の推

進」、「町内滞在型芸術・文化の取り組み」、「内子商店街の無電柱化」、「安全安心のまちづくり」

を公約として挙げさせていただきました。今後は、その実現のために力を尽くしていく所存です。 

それぞれの施策につきましては、今後も必要に応じて説明してまいりますので、ご指導、ご協力

を賜りますようお願い申し上げます。さて、本臨時会に町長として提出致します案件は、人事案

件１件、専決処分の承認が５件の合計６件でございます。それぞれの案件につきましては、その

都度、ご説明申し上げますので、よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げ、

臨時議会招集のごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願い致します。 

○臨時議長（山本徹君） 本臨時会には、地方自治法第１２１条第１項の規定により、町長、教
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育長、代表監査委員及び農業委員会会長の出席を求めております。また、説明員として、出席通

知のありました者は、副町長、及び各課長、班長等の１６名であります。初議会でありますので、

各説明員等の自己紹介を受けることにします。前列の安川会計管理者より順次、自己紹介をして

下さい。 

○会計管理者（安川徹君） 会計管理者の安川でございます。議員各位におかれましてはこの度

の選挙、当選おめでとうございます。今後ともよろしくお願いを申し上げます。 

○代表監査委員（片岡安男君） 代表監査委員の片岡でございます。８年目となりますが、今年

度は仕上げのつもりで自分の業務に努めて参りたいと思います。よろしくお願い致します。 

○教育長（井上淳一君） 教育長の井上です。どうぞよろしくお願い致します。 

○町長（稲本隆壽君） 町長の稲本でございます。よろしくお願い致します。 

○副町長（小野植正久君） 副町長の小野植でございます。どうかよろしくお願い致します。 

○農業委員会長（堀本健二君） 本日午前中、農業委員会で会長に就任致しました堀本です。よ

ろしくお願いします。 

○産業振興課長（山本真二君） 産業振興課長の山本でございます。どうぞよろしくお願い致し

ます。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 建設デザイン課長の正岡と申します。どうぞよろしくお願

いします。 

○総務課長（山岡敦君） 失礼します。総務課長の山岡と申します。どうぞよろしくお願い致し

ます。 

○学校教育課長（稲葉勉君） 失礼します。学校教育課長の稲葉と申します。よろしくお願いし

ます。 

○自治・学習課長（亀沖明義君） 自治・学習課長の亀沖です。よろしくお願いします。 

○税務課長（入海孝君） 失礼します。税務課長の入海と言います。どうぞよろしくお願い致し

ます。 

○小田支所長（大森豊茂君） 小田支所長の大森です。よろしくお願いします。 

○環境政策室長（中嶋優治君） 環境政策室長の中嶋と申します。どうぞよろしくお願いします。 

○町並・地域振興課（林愼一郎） 失礼します。町並・地域振興課長の林です。よろしくお願い

致します。 

○住民課長（亀岡弘君） 失礼します。住民課長の亀岡です。よろしくお願いします。 

○保健福祉課長（曽根岡伸也君） 保健福祉課長の曽根岡と申します。よろしくお願い致します。 

○上下水道対策班長（西川安行君） 失礼します。上下水道対策班の班長の西川です。よろしく

お願いします。 

○危機管理対策班長（亀岡秀俊君） 失礼致します。総務課危機管理班長の亀岡です。よろしく

お願い致します。 

○政策調整班長（畑野亮一君） 失礼します。総務課政策調整班長の畑野でございます。よろし

くお願い致します。 

○臨時議長（山本徹君） 招集あいさつ及び説明員の紹介が終わりました。それでは本日の会議

を開きます。 
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日程第 １ 仮議席の指定 

○臨時議長（山本徹君） 「日程第１ 仮議席の指定」を行います。後ほど議長によって議席が

指定されるまでの間、議事の進行上、ただいま着席のところを仮議席に指定します。本日の議長

選挙までの「議事日程」はお手元に配付しております、議事日程第６号のとおりであります。 

 

日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

○臨時議長（山本徹君） 「日程第２ 会議録署名議員の指名」をおこないます。会議録署名議

員は内子町議会会議規則第１１９条の規定により、臨時議長において、１番大西 啓介議員、２

番関根 律之議員を指名します。 

 

  日程第 ３ 議長選挙 

○臨時議長（山本徹君） これより、「日程第３ 議長選挙」をおこないます。 

 暫時休憩をします。 

 

午後 １時１２分 休憩 

 

午後 １時２０分 再開 

 

○臨時議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 議長選挙の方法は投票によることにご賛同をいただきましたので、投票でおこないます。議場

を閉鎖します。 

ただいまの出席議員数は、１５名であります。次に立会人を指名します。会議規則第３２条第

２項の規定により、開票立会人に、１番大西 啓介議員。３番向井 一富議員を指名します。投

票用紙を配布させます。念のため申し上げますが、投票は単記無記名であります。投票用紙には、

被選挙人の氏名を記載願います。 

投票用紙の配布漏れはありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○臨時議長（山本徹君） 配付漏れなしと認めます。投票箱を点検します。異状なしと認めます。

只今から投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票願います。 

○議会事務局長（林純司君） では、投票順を申し上げます。１番、大西 啓介議員。２番、関

根 律之議員。３番、向井 一富議員。４番、久保 美博議員。５番、森永 和夫議員。６番、

菊地 幸雄議員。７番、泉 浩壽議員。８番、大木 雄議員。１０番、才野 俊夫議員。１１番、

下野 安彦議員。１２番、林 博議員。１３番、山崎 正史議員。１４番、寺岡 保議員。１５

番、中田 厚寬議員。山本 徹臨時議長、お願いします。 

○臨時議長（山本徹君） 投票漏れはありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○臨時議長（山本徹君） 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 
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 これより開票を行います。開票立会人の立ち会いを願います。 

開票が終了しましたので、開票の結果を報告致します。 

投票総数１５票。 

うち有効投票１５票。 

 無効投票０票。 

 無効投票のうち白票０票。 

 有効投票のうち、山本 徹議員８票。泉 浩壽議員６票。関根 律之議員１票。以上の通りで

あります。 

 この選挙の法定得票数は、４票であります。したがって、不肖、私が議長に当選しました。議

場の閉鎖をときます。会議規則第３３条第２項の規定により、議長の当選告知をすることになり

ましたが、私に関することでありますので、この際、特にお許しをいただきまして、ごあいさつ

をさせていただきます。 

〔山本徹議員登壇〕 

○臨時議長（山本徹君） 選任をいただきました、山本でございます。議長の職という大役では

ありますが、職責を全うできるように一生懸命努めてまいりたいと思います。どうかよろしくお

願い致します。 

これをもって、臨時議長の職務は全部終了しました。ご協力ありがとうございました。 

暫時休憩とします。 

 

午後 １時３８分 休憩 

 

午後 １時４９分 再開 

 

○議長（山本徹君） それでは、会議を再開します。 

 

  追加日程第 １ 議席の指定 

○議長（山本徹君） 「追加日程第１ 議席の指定」をおこないます。 

議席は、内子町議会会議規則、第４条第１項の規定により、議長において、お手元に配付し

ました議席表のとおり、ただ今、お座りの席を議席に指定します。 

 

  追加日程第 ２ 会期決定の件及び議事日程通告 

○議長（山本徹君） 「追加日程第２ 会期決定の件及び議事日程通告」のうち、会期決定の件

を議題とします。 

お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日限りとし、会議時間は、議事終了時までとしたい

と思います。これに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 
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したがって、会期は本日１日限りとし、閉会の時刻は、議事終了時とすることに、決定しまし

た。なお、これからの「追加議事日程」は、お手元に配布しております、追加議事日程第６号の

追加１のとおりであります。議事進行につきまして、ご協力の程、よろしくお願い致します。 

 

  追加日程第 ３ 副議長選挙について 

○議長（山本徹君） 「追加日程第３ 副議長選挙について」これより、副議長の選挙を行いま

す。副議長選挙の方法は、議長選挙と同じく、投票で行います。議場を閉鎖します。ただいまの

出席議員数は、１５名であります。 

次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、開票立会人に、４番、久

保 美博議員、６番、菊地 幸雄議員を指名します。投票用紙を配付させます。念のため申し上

げますが、投票は単記無記名であります。投票用紙には、被選挙人の氏名を記載願います。投票

用紙の配付漏れは、ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 配付漏れなしと認めます。 

投票箱を点検します。異状なしと認めます。 

ただいまから、投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票

願います。 

○議会事務局長（林純司君） １番、大西啓介議員。２番、関根 律之議員。３番、向井 一富

議員。４番、久保 美博議員。５番、森永 和夫議員。６番、菊地 幸雄議員。７番、泉 浩壽

議員。８番、大木 雄議員。１０番、才野 俊夫議員。１１番、下野 安彦議員。１２番、林 博

議員。１３番、山崎 正史議員。１４番、寺岡 保議員。１５番、中田 厚寬議員。山本 徹議

長、お願いします。 

○議長（山本徹君） 投票漏れは、ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。これより、開票を行います。開票立会人の立会を願います。 

開票が終了いたしましたので、開票の結果を報告します。 

投票総数１５票。 

うち有効投票１５票。 

 無効投票０。 

 無効投票のうち白票０。 

 有効投票のうち、森永 和夫議員９票。大木 雄議員５票。関根 律之議員１票。以上の通り

であります。 

 この選挙の法定得票数は、４票であります。 

 したがって、森永和夫議員が副議長に当選されました。 

 議場の閉鎖を解きます。 



平成２９年５月第９０回内子町議会臨時会 

‐ 8 ‐ 

 ただいま、副議長に当選されました、森永 和夫議員が議場におられますので、本席から会議

規則第３３条第２項の規定による当選の告知をします。副議長就任のごあいさつがあるようでし

たら許可します。 

○５番（森永和夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 森永和夫議員。 

〔森永和夫議員登壇〕 

○５番（森永和夫君） 先ほど当選されました山本議長をしっかりと支え、内子町議会が二元代

表制の一翼を担うしっかりとした議会となるよう、また町民の付託に応えることができるような

議会をめざして皆様方のご協力をいただきながら、副議長としての任務を全うしたと思います。

どうかよろしくお願いを致します。 

○議長（山本徹君） 暫時休憩します。 

 

午後 ２時  ４分 休憩 

 

午後 ２時 ４６分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を再開します。 

 

追加日程第 ４ 常任委員会委員の選任について 

○議長（山本徹君） 「追加日程第４ 常任委員会委員の選任について」を議題とします。お諮

りします。常任委員の選任については、内子町議会委員会条例第８条第４項の規定により、議長

が会議に諮って指名することとなっております。お手元に配付しました名簿のとおり指名したい

と思います。 

 ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、常任委員はお手元に配布しました名簿のとおり、選任する事に決定しました。暫

時休憩をします。その間に各常任委員会を開き、委員長、副委員長の互選をおこなってください。

総務文教常任委員会は会議室を、産業建設厚生常任委員会は応接室をご使用ください。それぞれ

の常任委員会での互選が終わりましたら、議会広報常任委員は委員会室へ移動をお願いします。

議会広報常任委員会の委員長、副委員長の互選をおこないます。それが終わりましたら、待機し

ていただいていた議員は委員会室へ移動し、予算決算常任委員会の委員長、副委員長の互選を行

います。 

午後 ２時４８分 休憩 

 

午後 ３時５０分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 
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 休憩中に開かれました各常任委員会で、委員長・副委員長の互選が行われ、その結果の報告が

手元にまいりましたので、ご報告します。総務文教常任委員会委員長に菊地幸雄議員。副委員長

に向井一富議員。産業建設厚生常任委員会委員長に寺岡保議員。副委員長に大西啓介議員。議会

広報常任委員会委員長に才野俊夫議員。副委員長に大木雄議員。予算決算常任委員会委員長に久

保美博議員。副委員長に中田厚寬議員。以上でございます。暫時休憩します。この間、議員全員

協議会を開催しますので、委員会室へご移動願います。 

 

午後 ３時５０分 休憩 

 

午後 ４時００分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

  追加日程第 ５ 議会運営委員会委員の選任について 

○議長（山本徹君） 「追加日程第３ 議会運営委員会委員の選任について」を議題とします。 

 お諮りします。議会運営委員の選任については、内子町議会委員会条例第８条第４項の規定に

より、議長が会議に諮って指名することとなっております。お手元に配布しました名簿のとおり

指名したいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、議会運営委員会委員はお手元に配付しました名簿のとおり、選任することに決定

しました。 

 暫時休憩します。 

 議員全員協議会を委員会室において開催致します。 

 

午後 ４時 １分 休憩 

 

午後 ４時 ２分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 議会運営委員会による、委員長・副委員長の互選をおこなって下さい。暫時休憩とします。 

 

午後 ４時  ３分 休憩 

 

午後 ４時 ３７分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 
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 只今、時刻は午後４時３７分を過ぎております。審議内容から考えますと、午後５時までに終

了することは難しいと思われますので、内子町議会会議規則第９条第２項の規定により会議時間

を議事終了時まで延会することを宣言致します。 

休憩中に開かれました議会運営委員会で委員長、副委員長の互選がおこなわれ、その結果の報

告が手元に参りましたので、ご報告を申し上げます。議会運営委員会委員長に中田厚寬議員。副

委員長に菊地幸雄議員。以上でございます。 

 

  追加日程第 ６ 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合議会議員の選挙 

○議長（山本徹君） 「追加日程第６ 八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合議会議員の選挙」を

おこないます。お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によ

り、指名推選によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は、指名推選によること

に、決定しました。 

お諮りします。指名の方法は、議長において、指名したいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

したがって、議長において、指名することに決定しました。 

それでは、八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合議会議員に、森永和夫議員を指名します。 

 お諮りします。只今、指名しました森永和夫議員を八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合議会議

員の当選人とすることに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、只今、指名しました森永和夫議員が八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合議会議員

に当選されました。 

 

追加日程第 ７ 大洲地区広域消防事務組合議会議員の選挙について 

○議長（山本徹君） 「追加日程第４ 大洲地区広域消防事務組合議会議員の選挙」をおこない

ます。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって指名推選

によりたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。お諮りします。指名の方法は、

議長において指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 
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 したがって、議長において指名することに決定しました。 

それでは、大洲地区広域消防事務組合議会議員に中田厚寬議員、向井一富議員、泉浩壽議員、

菊地幸雄議員、久保美博議員を指名します。 

 お諮ります。ただ今、指名しました、中田厚寬議員、向井一富議員、泉浩壽議員、菊地幸雄議

員、久保美博議員を大洲地区広域消防事務組合議会議員の当選人とすることにご異議ありません

か。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、ただ今、指名しました中田厚寬議員、向井一富議員、泉浩壽議員、菊地幸雄議員、

久保美博議員が大洲地区広域消防事務組合議会議員に当選されました。 

 

追加日程第 ８ 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合議会議員の選挙 

○議長（山本徹君） 「追加日程第８ 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合議会議員の選挙」

を行います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選に

よりたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。 

お諮りします。指名の方法は、議長において指名したいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、議長において指名することに決定しました。 

 それでは、大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合議会議員に林博議員、大木雄議員を指名しま

す。 

 お諮りします。只今、指名しました、林博議員、大木雄議員を大洲喜多特別養護老人ホーム事

務組合議会議員の当選人とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、只今、指名しました、林博議員、大木雄議員が大洲喜多特別養護老人ホーム事務

組合議会議員に当選されました。 

 

  追加日程第 ９ 大洲・喜多衛生事務組合議会議員の選挙 

○議長（山本徹君） 「追加日程第９ 大洲・喜多衛生事務組合議会議員の選挙」をおこないま

す。 

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により指名推選に

よりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
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〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。 

お諮りします。指名の方法は、議長において指名したいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、議長において指名することに決定しました。 

それでは、大洲・喜多衛生事務組合議会議員に山崎正史議員、大西啓介議員を指名します。お

諮ります、只今指名しました、山崎正史議員、大西啓介議員を大洲・喜多衛生事務組合議会議員

の当選人とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。したがって、只今、指名しました、山崎正史議員、

大西啓介議員が大洲・喜多衛生事務組合議会議員に当選されました。 

暫時休憩します。 

 

午後 ４時５０分 休憩 

 

午後 ５時００分 再開 

 

○議長（山本徹君） 休憩前に続き、会議を開きます。 

 

  追加日程第１０ 議案第５４号 内子町監査委員の選任について 

○議長（山本徹君） 「追加日程第１０ 議案第５４号 内子町監査委員の選任について」を議

題とします。本案は、才野俊夫議員の一身上に関することでありますから、地方自治法第１１７

条の規定により、才野俊夫議員の除斥を求めます。 

〔才野俊夫議員除斥〕 

○議長（山本徹君） 提案者の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本隆壽町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議案第５４号、内子町監査委員の選任についてでございます。本案は議

会議員の任期満了に伴いまして、議員のうちから選任する監査委員に才野俊夫氏を選任致したく、

議会のご同意をお願いするものでございます。才野俊夫氏は議員各位もご存知のとおり人格識見

ともに優れ、監査委員として最適任と存じますので、よろしくご審議の上、ご同意賜りますよう、

お願い申し上げます。 

○議長（山本徹君） 本案に対する質疑を許します。 

〔「なし。」の声あり〕 
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○議長（山本徹君） 質疑ありませんので、質疑を終結します。 

 お諮りします。本案は人事関係でございますので、討論を省略したいと思います。これにご異

議ありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

したがって討論を省略し、ただちに採決に入ります。本案を原案のとおりこれに同意すること

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおりこれに同意することに決定しました。才野俊夫議員の除斥を

解除します。 

〔才野俊夫議員入場〕 

 才野俊夫議員にお伝えします。只今、内子町監査委員の選任が同意されましたので、告知しま

す。あいさつがあるようでしたら許可します。 

○１０番（才野俊夫君） 議長。 

○議長（山本徹君） 才野俊夫議員。 

〔才野俊夫議員登壇〕 

○１０番（才野俊夫君） 只今、皆様方のご賛同をいただきまして、内子町の監査委員に選任さ

せていただきました。全身全霊、今後務めて参りたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

 

  追加日程第１１ 報告第１号 専決処分の報告について 

○議長（山本徹君） 「追加日程第１１ 報告第１号 専決処分の報告について」を議題としま

す。提出者の報告を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 報告第１号、専決処分の報告についてでございます。本案は、議会の議

決に付すべき契約について、地方自治法第１８０条第１項の規定により、専決処分した第６０号

田ノ口団地１号棟改修建築主体工事にかかる工事変更請負契約につき、報告するものでございま

す。その内容につきましては、建設デザイン課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、

ご承認賜りますようお願い致します。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

〔正岡和猶建設デザイン課長登壇〕 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） それでは、報告第１号、専決処分の報告についてご説明申

し上げます。議案書１の２ページ、議案説明資料２の１ページをお開き下さい。 

議案書２ページ、専決第１号、議会の議決に付すべき契約についてご報告申し上げます。 

次の３ページをお開き下さい。専決第１号、議会の議決に付すべき契約でございます。契約の
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目的は、第６０号、田ノ口団地１号棟改修建築主体工事にかかる工事変更請負でございます。契

約金でございますが、元契約額、４，９４６万４，０００円でございましたが、今回１５６万２，

０００円を増額致しまして、請負額が５，１０２万６，０００円となるものでございます。契約

の相手方につきましては、記載のとおりで変更はございません。変更の理由と致しましては、追

加工事による設計変更に伴い、工事請負額について変更をするものでございます。内容につきま

しては、議案説明資料の１ページでご説明致します。図面左下に変更概要を記載しておりますが、

外壁工事において事業実施時の施工前調査により、設計時に確認できなかったモルタルの浮きや、

爆裂部が見つかり、補修工事個所を増やしたことによる変更増額でございます。設計時におきま

して、１階部分につきましては、打診、目視等の調査をしておりましたが、２階から３階部にお

きましては高所作業車が入れない場所でありまして、調査に足場を組む必要があり、住民の利便

性や多額の費用の関係により、工事実施時に足場を組み、再調査することとし、目視のみの調査

としておりました。工事実施によりまして、全面足場を施工し、全面打診調査をおこなった結果、

変更内容のとおり、１３４箇所の補修工事が新たに判明したため、防塵処理、ポリマーセメント

の充填等をおこないました。このことによりまして１５６万２，０００円の増額となったもので

ございます。以上、専決処分の報告とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りま

すよう、お願い申し上げます。 

○議長（山本徹君） 只今の報告に対する質疑があれば許します。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山崎正史議員。 

○１３番（山崎正史君） ちょっと一点だけ参考資料、説明資料の１ページで北側、南側、東側

の立面図があるわけですが、西側は当初の部分で建設費の中に入ってたというふうな理解でよろ

しいんでしょうか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 西側の部分も今回の変更に入ってございます。全面という

ことでご理解いただいたらと思います。 

○１３番（山崎正史君） 議長。 

○議長（山本徹君） 山崎正史議員。 

○１３番（山崎正史君） そしたら説明資料にですね、本来ならこの説明資料には西側が入って

おりませんので、今後は西側も補修内容に入っているだったらつけていただくよう、お願いしま

す。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 今後はそういうことのないように資料等について整理をし

たいと思います。 

○１１番（下野安彦君） 議長。 

○議長（山本徹君） 下野安彦議員。 

○１１番（下野安彦君） 議案書自体ではないんですけど、同じく説明資料の内容ですけど、変
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更の概要の中でモルタルの浮きや爆裂が見つかったことによりという、爆裂という表現は住民に

不安をあおるような亀裂ぐらいじゃいけんものか。あまりにもこういう表現はあるのかなと感じ

たわけですが、どんなんですか。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 議長。 

○議長（山本徹君） 正岡建設デザイン課長。 

○建設デザイン課長（正岡和猶君） 爆裂部という表現でございますが、先ほど議員のおっしゃ

るとおり、ヘアクラックとか亀裂とかいう表現でございまして、建築用語でこういう爆裂の表現

がありますので、これを書いたものでございまして、表現については分かりやすい表現というの

を今後やって行きたいと思いますので、ご了承をお願いします。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 本件は報告事項であります。 

 よって、報告の通り受理することとします。 

 

追加日程第１２ 議認第１号 内子町税条例の一部を改正する条例についての専決処分の承

認を求めることについて 

○議長（山本徹君） 「追加日程第１２ 議認第１号 内子町税条例の一部を改正する条例につ

いての専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 議認第１号、内子町税条例の一部を改正する条例についての専決処分の

承認を求めることについてでございます。内子町税条例の一部を改正する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施行されたことに伴い、平成２９年４

月１日に施行する必要があり、急施を要したため専決処分致しましたので、ここに承認を求める

ものでございます。その内容につきましては、税務課長に説明致させますので、よろしくご審議

の上、ご承認賜りますようお願い致します。 

○税務課長（入海孝君） 議長。 

○議長（山本徹君） 入海税務課長。 

〔入海孝税務課長登壇〕 

○税務課長（入海孝君） それでは議認第１号、内子町税条例の一部を改正する条例の専決処分

につきまして、ご説明申し上げます。 

資料番号１、４ページをお開きいただいたらと思います。平成２９年度の税制改正に関連し、

地方税法等の一部を改正する法律が４月１日から一部施行されることに伴いまして、内子町税条

例の一部を改正する条例について、同日から施行する必要が生じました。そのため、地方自治法

の規定によりまして、３月３１日専決処分をさせていただきましたので、これをご報告し、承認
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を求めるものでございます。専決処分いたしました条例条文につきましては、６ページから１６

ページに記載してございますが、説明資料の方でその内容をご説明させていただきたいというふ

うに思います。 

資料番号２、２ページの左側をご覧いただいたらというふうに思います。改正の理由でござい

ますが、経済の成長力の底上げのため、就業調整を意識しなくて済む仕組み作りを構築する観点

から個人住民税の配偶者控除及び、配偶者特別控除の見直しを行うとともに、環境への負荷の少

ない自動車を対象とした軽自動車税の特例措置の見直し、保育の受け皿整備促進のための税制上

の措置の創設等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うため、地方税法等の一部を

改正する法律の施行に伴いまして、税条例を改正するものでございます。主な改正の内容でござ

いますが、そちらに４点ほど、記載を致しております。一つ目には、配偶者控除・配偶者特別控

除の見直し、２点目には、軽自動車税におけます、グリーン化特例、軽課の見直し、３点目には、

固定資産税等の特例措置、４点目に、災害に関する税制上の措置の常設化を行うということで関

連規定を整備、改正するものでございます。主な改正内容の下に、条例番号ごとに今回の改正概

要を一覧表にまとめてございますので、そちらをご覧いただいたらと思います。表の左側には、

改正条例番号を、右側には、改正の概要を記載しております。説明の都合上、４ページ以降の新

旧対照表の順番と異なる説明ということになりますが、ご了承いただいたらというふうに思いま

す。 

それでは、まず、第５条の改正につきまして、ご説明申し上げます。資料の９ページをお開き

いただいたらと思います。改正の 1 点目、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しに伴いまして、

控除対象、配偶者の名称を同一生計配偶者に名称を変更致します。この同一生計配偶者とは、従

来の配偶者控除の対象となる者の要件と同様、前年の合計所得が３０万円以下の配偶者というふ

うにされております。給与収入の場合のイメージ図を資料の３ページにつけておりますので、３

ページの右側をみていただけたらというふうに思います。資料の中ほど、四角の中に、納税者本

人の所得制限が例示されておりますけれども、配偶者控除が適用される条件と致しましては、従

来、納税者本人に所得の制限はございませんでしたが、見直しによりまして、配偶者特別控除の

上限と同じく、合計所得金額が１，０００万円、給与収入にしますと、１，２２０万円を超える

場合には、控除が受けれないということになっております。 

次に、改正前の控除対象配偶者は、配偶者特別控除の対象となる配偶者を指し、見直しにより

まして、特別控除を受けることができる所得の範囲が拡大されるということでございます。具体

的には、上段の図の中ほど括弧書きされておりますが、所得の上限７６万円、年収にしますと、

１４１万円までが控除の対象でございましたが、右端、所得１２３万円、年収２０１万円まで広

がるというものでございます。改正前に比べますと年収で約６０万円、月額に換算を致しますと

約１６万７，０００円以内ということであれば配偶者特別控除が受けられるというふうなことと

なる予定でございます。また、資料の下段、下にありますけれども、納税者本人の所得が９００

万円を超える場合、その場合は所得に応じまして、順次、配偶者控除、それから特別控除の額を

３分の２、３分の１に減じるというふうにされております。１，０００万円を超える場合は、控

除が消滅をするという仕組みになっております。 

次に、改正の２点目、軽自動車税におけますグリーン化特例の見直しでございます。資料の１
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２ページ中段から１３ページ上段にかけて第１６条の改正がございます。軽自動車税のグリーン

化特例の前提となります、初回登録年度の条件というのが２８年度末をもって期限切れというこ

とになります。燃費基準を見直しまして、１２ページの下段、第５項があろうかと思います。第

５項では７５％、その下、第６項では５０％、１３ページの上段になります、第７項では２５％

の軽課措置を３１年度分まで２年間延長するものでございます。なお、登録後１３年を経過しま

した経年車重課も同様、延長するということになっております。軽減率を判定します、燃費基準

の見直しについては、３ページの左下に、比較表をつけております。こちらの方、またあとでお

目通しをいただけたらというふうに思います。 

次に、１３ページ中段のでございます。第１６条の２でございます。これにつきましては、平

成２８年中に発生を致しました、燃費性能を偽った不正に対応するため、納税義務者等の特例等

の措置として、第 1 項でございます、軽課の判断を、国土交通省の認定等に基づき判断するとす

ること。第２項では、税額が不足する原因が偽りによるものである時は、燃費基準の認定を申請

した者を所有者と見なして、当該不足額を課すというもの。第３項では、不足額の納付すべき額

は、不足額に１０％を加算して徴収するという規定を設けるものでございます。 

次に、第３点目、固定資産税等の特例措置の創設でございます。７ページの中段を見ていただ

けたらと思います。第６１条の２では、待機児童の解消に向けまして、保育の受け皿整備促進た

め、地域型保育事業を行う場合の固定資産税の特例措置が設けられましたことから、わがまち特

例を適用致しまして、条例で措置の割合を定めております。対象事業として致しまして、第１項

では、利用定員が５人以下の家庭的保育事業、第２項では、利用者の自宅で行います、居宅訪問

型保育事業、第３項では、主に従業員の子どものほか地域の子どもにも保育を提供する事業所内

保育事業、同じく、企業が、事業所内保育事業を行うために施設を設置して行います、１０ペー

ジの上段でございます。第１０条の２、第１７項の規定があろうかと思います。こちらは、企業

主導型保育事業というふうに呼ばれまして、保育の事業に供されます家屋、それから償却資産に

対しまして、課税標準額を２分の１にするものでございます。 

また、第１０条の２、第１８項でございます。こちらの方は、都市におけます、緑地等の不足

を補うということで、緑地管理機構等が土地を所有、または無償で借り受けまして、市民公開緑

地を設置・管理する場合の特例措置が設けられました。このことも合わせまして、わがまち特例

を適用し、課税標準額を３分の２というふうに致します。 

次に、阪神・淡路、それから熊本震災など、全国で発生しております自然災害等におきまして、

追加的に税制上の対応がその都度、行われてまいりましたが、復旧や復興の動きに遅れることが

ないよう、あらかじめ手当しておくべき事項を定めるために、第４点目の改正になります、災害

に関する税制上の措置の常設化ということで、規定を整備致します。 

資料と致しましては、８ページ下段から９ページの上段でございます。「第７４条の２」でござ

います。現在、震災等によりまして、滅失、それから毀損した住宅の敷地であった土地につきま

しては、２箇年間、住宅用地とみなす特例を設けてございます。当該土地が、被災市街地復興推

進地域に定められた場合には、４箇年にその措置を拡充するというものでございます。 

それから資料７ページ下段から８ページ中段、第６３条の３におきまして、同推進地域に定め

られた場合におけるアパート等の共用土地につきまして、所有者の申出によりまして、従前の税
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額の按分方法と同様な取り扱いができるものとして、その申出手続きを定めるものでございます。 

次に、７ページ上段、第６１条の第８項をご覧いただいたらと思います。震災等によりまして、

滅失・毀損した償却資産に代わるものと致しまして、市町村長が認めるものを取得又は改良等し

た場合に４年度分に限りまして、課税標準額を２分の１とする特例が設けられましたことから、

例外規定にあたります、この第８項中に当該法律番号を追加するものでございます。 

その他、固定資産税等の特例措置に関するものと致しまして、２ページにお戻りをいただいた

らというふうに思います。資料中段でございます。第１０条の３では、既存の住宅を、耐震改修、

それから省エネ改修を行った場合に、当該住宅が認定長期優良住宅に認定された場合、税の減額

措置が３分の２に拡充されることに伴いまして、申告に必要な関係書類等の規定の追加を致しま

す。またその下、第１７条の２では、優良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲

渡所得に係ります、町民税の課税の特例期限を３２年度まで期限の延長をするものでございます。 

 次に第６３条の２では、居住用超高層建築物に係ります、税額の不公平を是正させるため、法

律で按分方法が定められましたが、それ以外の方法も申出により可能とするという規定を整備す

るものでございます。その下、第３３条以下は、個人住民税に係ります、改正でございます。個

人住民税の所得割の課税におきまして、特定配当等に係る所得につきましては、提出されました

申告書に記載された事項、その他の事情を勘案して、町長が課税方式を決定できることを定める

とともに、同様の同じ取り扱いになります。３ページの上段でございます。第２０条の２では、

外国居住者等所得相互免除法に規定をされます、特例適用配当等につきまして、第２０条の３で

は、租税条約実施特例法に規定されます、条約適用配当等についても、同様、決定する規定を設

けるものでございます。第８条では、肉用牛の売却に伴います、特例適用の期限を３３年度まで

３年間延長するということで規定を追加、改正をするものでございます。 

最後に、第４８条、第５０条でございます。こちらにつきましては、法人町民税の延滞金計算

の基礎となります、期間に関する改正と致しまして、第４８条では、決算が確定しないこと等の

理由によりまして、法人の確定申告の期限を所轄税務署長が延長、承認した期間、第５０条では、

申告をした後に減額更正をされ、その後、更に増額更正がされる。または修正申告があった場合

の期間については、延滞金の計算期間から控除する規定を整備するものでございます。その他、

引用法律の番号の改正、条例改正に伴います、所要の規定の整備及び文言の修正など、軽微な修

正も併せて行ってございます。なお、各規定の施行期日につきましては、１６ページ中段以降に

記載しておりますので、お目通しをいただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

以上、議認第１号の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜わりますよう

よう、お願い申し上げます。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 

 これより、議認第１号、内子町税条例の一部を改正する条例についての専決処分の承認を求め
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ることについての採決に入ります。本案を原案のとおり決する事にご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

  追加日程第１３ 議認第２号 内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての

専決処分の承認を求めることについて 

○議長（山本徹君） 「追加日程第１３ 議認第２号 内子町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例についての専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての専決処分の

承認を求めることについてでございます。内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

きましては、地方税法等の一部改正する法律が施行されたことに伴い、平成２９年４月１日に施

行する必要があり、急施を要したため専決処分したもので、ここに承認を求めるものでございま

す。その内容につきましては、税務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご承認賜

りますようお願い致します。 

○税務課長（入海孝君） 議長。 

○議長（山本徹君） 入海税務課長。 

〔入海孝税務課長登壇〕 

○税務課長（入海孝君） それでは、議認第２号、内子町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の専決処分につきましてご説明申し上げます。 

資料１、１７ページをお開きいただいたらと思います。町税条例の一部改正と同様、地方税法

等の一部を改正する法律が施行されたことに伴いまして、内子町国民健康保険税条例の一部を改

正する必要が生じております。そのため、地方自治法規定によりまして、３月３１日専決処分を

させていただきましたので、これをご報告し、承認を求めるものでございます。専決処分いたし

ました条例条文につきましては、１９ページに記載しておりますが、説明資料の方でご説明をさ

せていただいたらと思います。 

資料２の２１ページをご覧いただけたらと思います。２９年度の改正につきましては、所得の

高い世帯の方に負担の増加を求める課税限度額の引き上げはなく、経済動向を踏まえ、中低所得

層に配慮し、保険税の負担を軽減する措置の改正をおこなうものでございます。資料左の上の表

に、平成２８年度と２９年度の軽減の対象となる所得を記載しておりますので、ご覧いただきた

いと思います。国保税を算定する上で、応益分とされます、均等割額と平等割額、これにつきま

しては、世帯の所得が一定額以下の場合には、７割、５割、２割の割合で軽減措置が設けてござ

います。この軽減措置の判定を行うにあたり基準となりますのが、軽減判定所得でございまして、

今回の改正は、５割、２割の判定所得を引き上げるものでございます。具体的には、表に判定所
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得の算定方法を記載しておりますが、アンダーラインを引いているところが改正箇所にあたりま

す。５割軽減の場合でみますと、計算過程におきまして、被保険者１人当たりに乗じる金額が２

６万５，０００円から２７万円に。２割軽減では、４８万円から４９万円に、それぞれ引き上げ

ることによって、軽減対象となる範囲の拡充を図るものでございます。下段の表に、被保者の人

数に応じまして、５割、２割軽減を受けることとなる基準所得額を記載した軽減判定所得表を作

成しておりますけれども、今回の改正を平成２８年度の賦課状況をもとに、判定金額を引き上げ

るということで計算致しますと、５割軽減世帯ついては１７世帯、２割軽減の世帯は６世帯増加

致しまして、保険税全体で４２万４，０００円の減というふうになる試算でございます。 

 ２１ページの右側には、今回の見直しに係りますイメージ図を。それから２２ページには、新

旧対照表を作成しておりますので、こちらの方はお目通しをいただきますようにお願いを申し上

げます。以上で、議認第２号の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜わり

ますようお願い申し上げます。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 今回の国民健康保険税条例の改正の提案理由の中に地方税法及び航空機燃

料譲与税法の一部を改正する法律等が施行されたことに伴いということで提案をされておるんで

すが、この航空機燃料譲与税の改正がどこに国保税のどこに影響されているんでしょうか。 

○税務課長（入海孝君） 議長。 

○議長（山本徹君） 入海税務課長。 

○税務課長（入海孝君） 只今のご質問でございます。改正の法律の名称というふうなものが議

員ご指摘のそういう法律でいうことで改正法律ということになっております。直接地方税に関与

する国保税に関与するというものではございませんので、ご理解をいただいたらというふうに思

います。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 

 これより、議認第２号、内子町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての専決処分

の承認を求めることについての採決に入ります。本案を原案のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

  追加日程第１４ 議認第３号 内子町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例
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の一部を改正する条例についての専決処分の承認を求めるこ

とについて 

○議長（山本徹君） 「追加日程第１４ 議認第３号 内子町過疎地域における固定資産税の特

別措置に関する条例の一部を改正する条例についての専決処分の承認を求めることについて」を

議題とします。提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 内子町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改

正する条例についての専決処分の承認を求めることについてでございます。内子町過疎地域にお

ける固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例につきましては、過疎地域自立促

進特別措置法の一部改正する法律が施行されたことに伴い、平成２９年４月１日に施行する必要

があり、急施を要したため専決処分したもので、ここに承認を求めるものでございます。その内

容につきましては、税務課長に説明致させますので、よろしくご審議の上、ご承認賜りますよう

お願い致します。 

○税務課長（入海孝君） 議長。 

○議長（山本徹君） 入海税務課長。 

〔入海孝税務課長登壇〕 

○税務課長（入海孝君） それでは、議認第３号、内子町過疎地域における固定資産税の特別措

置に関する条例の一部を改正する条例の専決処分につきまして、ご説明申し上げます。 

資料１、２０ページをお開きいただいたらと思います。過疎地域自立推進特別措置法の一部を

改正する法律が本年４月１日から施行されたことに伴いまして、条例の一部を改正する必要が生

じました。そのため、地方自治法の規定によりまして、３月３１日専決処分をさせていただきま

したので、これをご報告し、承認を求めるものでございます。専決処分いたしました条例条文に

つきましては、２２ページに記載しておりますけれども、こちらの方も説明資料の方で説明させ

ていただいたらと思います。 

資料２、２３ページをご覧いただきたいと思います。改正の経緯でございますが、過疎法第３

１条の規定に基づきまして、課税が免除となる事業を、資料右側、旧の条例の列の第１条で製造

の事業、それから情報通信技術利用事業若しくは旅館業というふうにと定めておりましたが、今

回、情報通信技術利用事業が措置の状況を踏まえ対象から除外をされ、２３ページ下段に記載を

しております。過疎地域内において生産された農林水産物又は、当該農林水産物を原料若しくは

材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において、主に他の地域の者に販売するこ

とを目的とする事業、農林水産物等販売業を追加するとの改正が行われました。当町におきまし

て、当該事業の建設等に関する情報はございませんけれども、免除となる土地の対象要件の関係

から、４月１日に条例を施行する必要があることから、減免する事業を改める第１条の改正を専

決処分したものでございます。以上、議認第３号の説明とさせていただきます。よろしくご審議

の上、ご承認賜わりますよう、お願い申し上げます。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 

 これより、「議認第３号 内子町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を

改正する条例についての専決処分の承認を求めることについて」の採決に入ります。本案を原案

のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。 

 

  追加日程第１５ 議認第４号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第５号）の専決処分

の承認を求めることについて 

○議長（山本徹君） 「追加日程第１５ 議認第４号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第

５号）の専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○町長（稲本隆壽君） 議長。 

○議長（山本徹君） 稲本町長。 

〔稲本隆壽町長登壇〕 

○町長（稲本隆壽君） 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第５号）の専決処分の承認を求

めることについてご説明致します。本案件につきましては、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出そ

れぞれ４億４０万円増額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、１１４億 ４，６７６万 

４，０００円 とし、地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分したので、同条第３項

の規定により報告し、承認を求めるものでございます。歳入の主なものにつきましては、各交付

金等の確定にともないまして、地方譲与税を８３３万１，０００円。自動車取得税交付金を     

９１１万９，０００円。地方交付税を３億 ９，３３８万２，０００円、それぞれ増額し、地方消

費税交付金を８４２万４，０００円、諸収入を３７０万３，０００円、それぞれ減額しておりま

す。また、歳出につきましては、財源補正の外、公共施設整備基金に４億４０万円を積み立てて

いるところでございます。その内容につきましては、副町長に説明致させますので、よろしくご

審議の上、ご承認賜りますようお願い致します。 

○副町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（山本徹君） 小野植副町長。 

〔小野植正久副町長登壇〕 

○副町長（小野植正久君） 議認第４号、平成２８年度内子町一般会計補正予算（第５号）の専

決処分の承認を求めることについてご説明致します。 

議案書２５ページをお開きください。平成２８年度内子町一般会計補正予算（第５号）は、歳

入歳出の総額に、歳入歳出それぞれ４億４０万円を増額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出そ
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れぞれ１１４億４，６７６万４，０００円とするものでございます。 

続きまして、２９ページをお開きください。第２表、地方債の補正でございます。公共事業等

債の限度額１，０２０万円を３０万円減額し、９９０万円とするものでございます。利率、償還

方法については変更ございません。内容は、国の２次補正に伴う町道改良事業、西横の地線、長

田小学校線の起債発行額の確定によるものでございます。 

続きまして、３３ページをお開き下さい。歳入でございます。２款１項１目、地方揮発油譲与

税でございます。交付額の確定により、３９万２，０００円を減額し、３，６６０万８，０００

円とするものでございます。２款２項１目、自動車重量譲与税でございます。交付額の確定によ

り、８７２万３，０００円を増額し、８，８７２万３，０００円とするものでございます。３款

１項１目、利子割交付金でございます。交付額の確定により、２６０万９，０００円を増額し、

９６２万９，０００円とするものでございます。４款１項１目、地方消費税交付金でございます。

交付額の確定により、一般財源分１，７１０万６，０００円を減額、社会保障財源分８６８万２，

０００円を増額、計８４２万４，０００円を減額し、２億７，９５７万６，０００円とするもの

でございます。５款１項１目、ゴルフ場利用税交付金でございます。交付額の確定により、３８

万６，０００円を減額し、２，５６１万４，０００円とするものでございます。６款１項１目、

自動車取得税交付金でございます。交付額の確定により、９１１万９，０００円を増額し、２，

４１１万９，０００円とするものでございます。 

次のページをお開き下さい。８款１項１目、地方交付税でございます。交付額の確定により、 

特別交付税３億９，３３８万２，０００円を増額し、５２億１，２７９万６，０００円とするも

のでございます。９款１項１目、交通安全対策特別交付金でございます。交付額の確定により、

２２万８，０００円を減額し、２７７万２，０００円とするものでございます。１８款３項１目、

総務費貸付金元利収入でございます。ふるさと財団を通じて、介護老人保健施設「あんじゅ」建

設に伴い医療法人里久会へ貸付を行っておりました、地域総合整備資金の貸付金元利収入を３７

０万３，０００円減額し、１，７２２万２，０００円とするものでございます。当初は、１年分

を見込み予算計上しておりましたけれども、半期を終えた次点で償還が完了したためによる減額

でございます。１９款１項６目、土木債でございます。地方債の補正でご説明しました、道路新

設改良債を３０万円減額し、７，６８０万円とするものでございます。 

続きまして、３５ページをお開き下さい。歳出でございます。３款の民生費から１２款の公債

費までは、いずれも財源の補正でございます。お目通しをいただきたいと思います。１３款の諸

支出金でございます。公共施設整備基金に４億４０万円を増額し、６億２，８３２万３，０００

円とするものでございます。これにより、平成２８年度末の公共施設整備基金の積立額でござい

ますが、２８億２，１６４万６，０００円になる見込みでございます。 

続きまして、３６ページをお開き下さい。地方債補正に関する調書でございます。平成２８年

度中に発行する起債見込額は、合計で１０億９，９０５万円、また、平成２８年度中の償還見込

額は、合計で１１億１，３２２万円となっております。以上で、平成２８年度内子町一般会計補

正予算（第５号）の説明と致します。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上

げます。 

○議長（山本徹君） これより、質疑に入ります。 
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○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 今回の第５号補正ですが、いつ専決をされたんでしょうか。議案書を見る

限りは、専決した日が明示がないんですが、いつ専決をされたかお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○副町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（山本徹君） 小野植副町長。 

○副町長（小野植正久君） ２５ページでございますけれども、２９年の３月３１日でございま

す。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員。 

○１２番（林博君） 私の議案書には提出と書いてあるんですが、３月３１日提出となっておる

んですが。 

○副町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（山本徹君） 小野植副町長。 

○副町長（小野植正久君） この日にですね、提出を致しまして、そこで専決処分をさせていた

だいたということでございます。 

○１２番（林博君） 議長。 

○議長（山本徹君） 林博議員。 

○１２番（林博君） それであれば、２１ページには本日の５月１日提出と。我々議会には当然

今日提出ですので、これは提出が２回もあるんでしょうか。 

○副町長（小野植正久君） 議長。 

○議長（山本徹君） 小野植副町長。 

○副町長（小野植正久君） これ先ほど申し上げましたようにですね、３月３１日に提出をして

そこで専決処分をしておりますけれども、本日これを議会の方に承認を求めることについて提出

をさせていただいたということで５月１日の日付になっているところでございます。よろしくお

願い致します。 

○議長（山本徹君） 他に質疑はありませんか。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ありませんので、これにて質疑を終結します。 

 これより、討論に入ります。 

〔「なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） これにて、討論を終結します。 

 これより、「議認第４号 平成２８年度内子町一般会計補正予算（第５号）の専決処分の承認を

求めることについて」の採決に入ります。本案を原案のとおり決する事にご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり承認することに決定しました。 
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  追加日程第１６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

○議長（山本徹君） 「追加日程第１６ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件」を議題

とします。 

 議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定により、議会の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、次期定例会まで、閉会中も継続して調査したい旨、申し出がありまし

た。 

お諮りします。議会運営委員長からの申出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とす

ることに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

 したがって、議会運営委員長から申し出のとおり、次期定例会まで閉会中の継続調査とするこ

とに決定しました。 

 

  追加日程第１７ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件 

○議長（山本徹君） 「追加日程第１７ 常任委員会の閉会中の所管事務調査の件」を議題とし

ます。各常任委員長から、会議規則第７５条の規定により、次期定例会まで閉会中も継続して調

査したい旨、申し出がありました。 

お諮りします。各常任委員長から申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とする

ことに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし。」の声あり〕 

○議長（山本徹君） ご異議なしと認めます。 

したがって、各常任委員長から申し出のとおり、次期定例会まで、閉会中の継続調査とするこ

とに、決定しました。 

 

○議長（山本徹君） 以上をもちまして、この臨時会の会議に付議されました案件の審議は、す

べて終了しました。 

したがって、本日の議事を閉じます。 

これで、第９０回内子町議会臨時会を閉会します。 

午後 ５時５５分 散会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 内子町議会臨時議長 

 

内子町議会議長 

 

内子町議会議員 

 

内子町議会議員 
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