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平成27年第1回東伊豆町議会臨時会会議録

議事日程（第1号）

平成27年5月20日（水）午前9時30分開会

日程第1仮 議 席 の 指 定

日程第2議長の選挙

追加日程第1議席の指定

追加日程第2会議録署名議員の指名

追加日程第 3 会 期 の 決 定

追加 日 程 第4副議長の選挙

追加日程第5常任委員会委員の選任

追加日程第6議会運営委員会委員の選任

追加日程第7東河環境センター議会議員の選挙

追加日程第8伊豆斎場組合議会議員の選挙

追加日程第9－部事務組合下田メデイカルセンター議会議員の選挙

追加日程第10専決承認第2号専決処分の承認を求めることについて（東伊豆町税賦課徴

収条例等の一部を改正する条例）

追加日程第11専決承認第3号専決処分の承認を求めることについて（平成27年度東伊

豆町一般会計補正予算（第2号））

追加日程第12．同意案第1号東伊豆町監査委員の選任について

追加日程第13同意案第2号東伊豆町監査委員の選任について

追加日程第14同意案第3号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選任について

追加日程第15同意案第4号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選任について

追加日程第16同意案第5号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選任について

追加日程第17同意案第6号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選任について

追加日程第18同意案第7号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選任について

追加日程第19同意案第8号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選任について

追加日程第20推薦案第1号東伊豆町農業委員会委員の推薦について
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出席議員（12名）

1番笠

3 番 、 栗

6番 内

8番村

11番森

13番定

欠席議員（なし）

井政明君

原京子君

山慎一君

木傭君

田槽治君

居利子君

2番稲葉義仁君

5番西塚孝男君

7番飯田桂司君

1 0 番 藤 井 麿 明 君

12 番鈴 木勉 君

14 番 山 田 直 志 君

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

町長太田長八君副町長

総務課長
教青長黒田種樹君

兼 防 災 監

総務課 参事竹内茂君企 画 調 整 課 長

税務課 長正木三郎君住 民 福 祉 課 長

住民福祉課健康づくり
参事斎藤匠 君 課 長
健康づくり課
参事村上則将君観光商工課長

建設産業課
建設産業課長鈴木孝君

技監

建設産業課教育委員会
参事鈴木伸和君事務局長

消防長久我谷精君水道課長

会計課長兼
会 計 管理者鈴木敏之君

鈴木忠一君

鈴木利昌君

向井青一君

遠藤一司君

鈴木嘉久君

梅原裕一君

高村由喜彦君

坂田辰徳君

木田尚宏君

職務のため出席した者の職氏名

議会事務局長石井尚徳君書 記木村昌樹君
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開会午前9時30分

◎開会の宣告

○議会事務局長（石井尚徳君）皆様、おはようございます。事務局長の石井と申します。よ

ろしくお願いします。

開会に先立ちまして、当局側の説明員の紹介をさせていただきます。

それでは、副町長より順次、自己紹介にてお願いします。

○副町長（鈴木忠一君）おはようございます。副町長の鈴木です。よろしくお願いいたしま

す。

○教育長（黒田種樹君）おはようございます。教育長の黒田でございます。よろしくお願い

いたします。

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君）おはようございます。総務課長の鈴木でございます。よ

ろしくお願いいたします。

○企画調整課長（向井青一君）おはようございます。企画調整課の向井です。よろしくお願

いします。

○観光商工課長（梅原裕一君）おはようございます。観光商工課長の梅原です。よろしくお

願いいたします。

○総務課参事（竹内茂君）おはようございます。総務課参事、防災を担当しています。竹

内です。よろしくお願いします。

○税務課長（正木三郎君）おはようございます。税務課長の正木です。よろしくお願いしま

す。

○建設産業課長（鈴木孝君）おはようございます。建設産業課長の鈴木です。よろしくお

願いします。

○建設産業課参事（鈴木伸和君）おはようございます。建設産業課で農林水産の担当と農業

委員会を任務しております。参事の鈴木です。よろしくお願いします。

○建設産業課技監（高村由喜彦君）おはようございます。建設産業課の技監の高村です。よ

ろしくお願いします。

○教育委員会事務局長（坂田辰徳君）おはようございます。教育委員会事務局長の坂田とい

います。よろしくお願いします。
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○消防長（久我谷精君）おはようございます。消防長の久我谷です。よろしくお願いいた

します。

○健康づくり課長（鈴木嘉久君）おはようございます。健康づくり課長の鈴木です。よろし

くお願いいたします。

○健康づくり課参事（村上則将君）おはようございます。健康づくり課参事の村上です。よ

ろしくお願いいたします。

○住民福祉課長（遠藤一司君）おはようございます。住民福祉課長の遠藤です。よろしくお

願いいたします。

○水道課長（木田尚宏君）おはようございます。水道課長の木田です。よろしくお願いいた

します。

○会計課長兼会計管理者（鈴木敏之君）おはようございます。会計管理者兼会計課長の鈴木

です。よろしくお願いします。

○住民福祉課参事（斎藤匠君）おはようございます。住民福祉課参事、福祉担当の斎藤で

す。よろしくお願いいたします。

○議会事務局長（石井尚徳君）本日の臨時会は一般選挙後初めての議会となりますので、議

長が選出されるまでの問は、地方自治法第107条の規定に基づきまして、年長の議員が臨時

に議長の職務を行うことになっております。本日の出席議員のうち森田議員が年長の議員で

あります。臨時議長は森田議員にお願いいたします。

それでは、森田議員、議長席に御着席ください。よろしくお願いします。

（11番森田槽治君議長席に着席）

○臨時議長（森田袴治君）おはようございます。

ただいま紹介をいただきました森田でございます。地方自治法第107条の規定によりまし

て、臨時に議長の職務を行います。どうぞよろしくお願いします。

ただいまの出席議員は12名で、議員定数の半数に達しております。

よって、平成27年東伊豆町議会第1回臨時会は成立しましたので、開会いたします。

◎開議の宣告

○臨時議長（森田横治君）これより直ちに本日の会議を開きます。

－4－
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◎議事日程の報告

○臨時議長（森田橿治君）本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでありま

す。

議事日程に従い議事を進めます。

◎ 日 程 第 1 仮 議 席 の 指 定

○臨時議長（森田横治君）日程第1仮議席の指定を行います。

仮議席は、ただいま御着席の議席といたします。

◎日程第2議長の選挙

○臨時議長（森田袴治君）日程第2

暫時休憩します。

議長の選挙を行います。

休憩午前9時35分

再開午前9時53分

○臨時議長（森田横治君）休憩を閉じ、再開します。

選挙は投票で行います。

議場の出入り口を閉鎖します。

（議場閉鎖）

○臨時議長（森田擢治君）ただいまの出席議員は12名です。

次に、立会人の指名を行います。

－5－
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会議規則第32条第2項の規定により、立会人に13番、定居議員及び14番、山田議員を指名

両名が立会人に決定しました。

いたします。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○臨時議長（森田福治君）異議なしと認めます。よって、両名が立会人に決ヌ

これより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）

○臨時議長（森田横治君）投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

○臨時議長（森田横治君）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）

○臨時議長（森田袴治君）異状なしと認めます。

ただいまから投票を行います。

議会事務局長が仮議席番号、氏名を読み上げますので、順次投票願います。

（投票）

○臨時議長（森田袴治君）投票漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

○臨時議長（森田横治君）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。

13番、定居議員及び14番、山田議員は開票の立ち会いをお願いします。

（開票）

○臨時議長（森田袴治君）選挙の結果を報告します。

投票総数12票、有効投票12票、無効投票ゼロ票です。

有効投票のうち、内山議員6票、村木議員6票。

この選挙の法定得票数は3票です。両名の得票数はいずれもこれを超えています。両名の

得票数は同数です。

この場合、地方自治法第118条第1項の規定は、公職選挙法第95条第2項の規定を準用し

て、くじで当選人を決定することになっています。内山議員、村木議員にはくじを引いてい

－6－
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ただきます。くじは2回引きます。最初にくじを引く順序を決めます。くじは抽せん棒で行

います。引いたくじの番号順に本選のくじを引いていただきます。

定居議員、山田議員は、立ち会いをお願いします。

それでは、まずくじを引く順番を決めるくじを行います。くじの順番は、議席の番号順で

ございますので内山議員が最初になります。

両名は前へ出てください。

（6番内山慎一君くじを引く、8番村木惰君くじを引く）

○臨時議長（森田袴治君）くじの順番は村木議員が最初で、2番目に内山議員となります。

それでは本選を行いますが、先ほどと同様に抽せん棒で行い、1番のくじを引いた人が当

選人となります。

（8番村木惰君くじを引く、6番内山慎一君くじを引く）

○臨時議長（森田横治君）ただいまの抽せんで8番、村木議員が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）

○臨時議長（森田袴治君）ただいま議長に当選されました村木議員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、当選の告知をいたします。

村木議員、檀上より就任のご挨拶をお願いします。

（8番村木僧君登壇）

○8番（村木惰君）今回、選挙により議長に就任いたします村木と申します。

また、今回同数ということで、くじ引きで私のほうが議長ということになりました。

また、今激動というか行政の曲がり角に来ているときに、非常に難しいこの議会の運営、

かじ取り、そういった面については、またよろしく皆様の力をおかりして公正中立に進めて

まいりたいと,思います。

今後ともよろしくお願いをいたします。

○臨時議長（森田横治君）これをもちまして、臨時議長の職務はすべて終了いたしました。

議員各位には議事進行の御協力に対し、心から感謝申し上げます。

議長が決まりましたので、村木議長には議長席に御着席願います。

ここで暫時休憩します。

休憩午前10時12分
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再開午前10時21分

○議長（村木惰君）休憩を閉じ、再開いたします。

◎日程の追加について

○議長（村木傭君）追加の議事日程をお手元に配付させていただきましたので、御確認願

います。

お諮りいたします。先ほど臨時議長による議事日程が終了いたしました。ここで、お手元

に配付いたしました追加議事日程により議事を進めたいと思います。これに御異議ありませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（村木惰君）異議なしと認めます。したがって、追加議事日程により議事を進めま

す。

◎追加日程第1議席の指定

○議長（村木惰君）追加日程第1議席の指定を行います。

議席は、会議規則第4条第1項の規定により、議長において指定いたします。

ただいま御着席の仮議席を議席に指定いたします。

◎追加日程第2会議録署名議員の指名

○議長（村木惰君）追加日程第2会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により議長において、6番、内山議員、7番、

飯田議員を指名いたします。
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◎追加日程第3会期の決定

○議長（村木惰君）追加日程第3会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。本臨時会の会期は本日1日といたしたいと,思います。これに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（村木惰君）異議なしと認めます。よって、会期は本日1日と決定いたしました。

◎追加日程第4副議長の選挙

○議長（村木緒君）追加日程第4副議長の選挙を行います。

選挙は投票で行います。

議場の出入り口を閉鎖いたします。

（議場閉鎖）

○議長（村木惰君）ただいまの出席議員は12名です。

次に、立会人の指名を行います。

会議規則第32条第2項の規定により、立会人に、11番、森田議員及び12番、鈴木議員を指

名いたします。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（村木傭君）異議なしと認めます。よって、両名が立会人に決定いたしました。

これより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（村木惰君）投票用紙の配付漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（村木傭君）配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。
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（投票箱点検）

○議長（村木惰君）異状なしと認めます。

ただいまから投票を行います。

議会事務局長が議席番号、氏名を読み上げますので、順次投票を願います。

（投票）

○議長（村木惰君）投票漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（村木傭君）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。

11番、森田議員、12番、鈴木議員の開票の立ち会いをお願いいたします。

（開票）

○議長（村木惰君）選挙の結果を報告します。

投票総数12票、有効投票12票、無効投票ゼロ票です。

有効投票のうち、藤井議員3票、山田議員9票。

この選挙の法定得票数は3票です。したがって、14番、山田議員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（村木惰君）ただいま副議長に当選されました14番、山田議員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、当選の告知をいたします。

14番、山田議員、檀上より就任のご挨拶をお願いいたします。

（14番山田直志君登壇）

○14番（山田直志君）選挙によりまして副議長に就任することになりました山田です。よ

ろしくお願いいたします。

先ほど所信で述べたように、新議長のもとで、議会改革を初め広報活動の充実、また議員

の皆さんの活動を全力でサポートできるように取り組んでまいります。皆さんの御協力のほ

どよろしくお願いいたします。

○議長（村木惰君）恐れ入りますが、これより議会全員協議会を開催いたしますので、議

員各位におかれましては10時50分に大会議室へ御参集願います。
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暫時休憩いたします。

休憩午前10時34分

再開午後2時13分

○議長（村木惜君）休憩を閉じ、再開いたします。

◎追加日程第5常任委員会委員の選任

○議長（村木惰君）追加日程第5常任委員会委員の選任を行います。

常任委員会委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、2番、稲葉議

員、5番、西塚議員、6番、内山議員、10番、藤井議員、12番、鈴木議員、14番、山田議員、

以上6名を総務経済常任委員に、1番、笠井議員、3番、栗原議員、7番、飯田議員、8番、

村木議員、11番、森田議員、13番、定居議員、以上6名を文教厚生常任委員にそれぞれ指名

したいと‘思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（村木惰君）異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました議員をそれ

ぞれの常任委員に選任することに決しました。

◎追加日程第6議会運営委員会委員の選任

○議長（村木惰君）追加日程第6議会運営委員会委員の選任を行います。

議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、5番、西

塚議員、7番、飯田議員、10番、藤井議員、11番、森田議員、13番、定居議員、以上5名を

議会運営委員に指名したいと,思います。

これに御異議ありませんか。
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（「異議なし」の声あり）

○議長（村木惰君）異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました5名を議会

運営委員に選任することに決しました。

恐れ入りますが、これより総務経済常任委員会、文教厚生常任委員会、議会運営委員会を

開催し、委員長及び副委員長の互選をしていただきたいと思いますので、5分間休憩いたし

ます。

議員各位におかれましては、直ちに委員会室に御参集願います。よろしくお願いいたしま

す。

暫時休憩をいたします。

休憩午後2時16分

再開午後2時16分

○議長（村木傭君）休憩を閉じ、再開いたします。

先ほど、各委員会から正副委員長の互選結果を受けましたので、報告いたします。

総務経済常任委員会委員長に10番、藤井議員、副委員長に2番、稲葉議員。

文教厚生常任委員会委員長に7番、飯田議員、副委員長に1番、笠井議員。

議会運営委員会委員長に13番、定居議員、副委員長に5番、西塚議員。

以上を持ちまして、各委員会からの正副委員長互選結果の報告を終了いたします。

◎追加日程第7東河環境センター議会議員の選挙

○議長（村木惰君）追加日程第7東河環境センター議会長（村木惰君）追加日程第7東河環境センター議会議員の選挙を議題といたします。

お諮りいたします。選挙の方法は地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選にし

たいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（村木惰君）異議なしと認めます。したがって、議長が指名することにしたいと思

います。これに御異議ありませんか。
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（「異議なし」の声あり）

○議長（村木惰君）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。

東河環境センター議会議員に5番、西塚議員、10番、藤井議員、13番、定居議員の3名を

指名いたします。

お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました5番、西塚議員、10番、藤井

議員、13番、定居議員の3名を東河環境センター議会議員の当選人と定めることに御異議あ

りませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（村木惰君）異議なしと認めます。したがって、ただいま議長において指名いたし

ました3名の方が東河環境センター議会議員に当選されました。

当選された方々が議場におられますので、本席から会議規則第33条第2項の規定により告

知します。

◎追加日程第8伊豆斎場組合議会議員の選挙

○議長（村木惰君）追加日程第8伊豆斎場組合議会議員の選挙を議題といたします。

お諮りいたします。選挙の方法は地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選にし

たいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（村木惰君）異議なしと認めます。したがって、議長が指名することにしたいと思

います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（村木惰君）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。

伊豆斎場組合議会議員に3番、栗原議員、12番、鈴木議員の2名を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました3番、栗原議員、12番、鈴木

議員の2名を伊豆斎場組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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○議長（村木惰君）異議なしと認めます。したがって、ただいま議長において指名いたし

ました2名の方が伊豆斎場組合議会議員に当選されました。

当選された方々が議場におられますので、本席から会議規則第33条第2項の規定により告

知します。

◎追加日程第9－部事務組合下田メディカルセンター議会議員の選挙

○議長（村木惰君）追加日程第9一部事務組合下田メデイカルセンター議会議員の選挙

を議題といたします。

お諮りいたします。選挙の方法は地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選にし

たいと,思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（村木惰君）異議なしと認めます。したがって、議長が指名することにしたいと思

います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（村木惰君）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。

一部事務組合下田メディカルセンター議会議員に、2番、稲葉議員、14番、山田議員の2

名を指名いたします。

お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました2番、稲葉議員、14番、山田

議員の2名を一部事務組合下田メディカルセンター議会議員の当選人と定めることに御異議

ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（村木惰君）異議なしと認めます。したがって、ただいま議長において指名いたし

ました2名の方が一部事務組合下田メディカルセンター議会議員に当選されました。

当選された方々が議場におられますので、本席から会議規則第33条第2項の規定により告

知します。
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◎町長挨拶

○議長（村木惜君）ここで、町長より発言の許可を求められておりますので、許可いたし

ます。

町長。

（町長太田長八君登壇）

○町長（太田長八君）ただいま議長より発言の許可をいただきましたので、一般選挙後最初

の臨時会に当たり、一言ご挨拶をさせていただきます。

先ほど、総務経済常任委員会、文教厚生常任委員会を初めといたしまして、各種委員会構

成等が決定したとの報告を受け、新しい当町の議会運営体制が整いましたこと、心からお祝

い申し上げます。新体制のもとに、それぞれの分野におきまして活発なる委員会活動等が展

開されるものと期待するところでございます。

退任なされました鈴木議長並びに飯田副議長初め、重責を担った方々におかれましては、

厳しい行財政運営の環境下にある中で、2年間その手腕を発揮され、円滑なる議会運営と当

局との調整、さらには町政発展のために御尽力いただくなど、その功績に改めて感謝申し上

げます。

また、このたび議員各位の御推挙により就任されました村木議長、山田畠I]議長におかれま

しては、御就任まことにおめでとうございます。これからも一層厳しさを増す社会情勢の中

で、本格的に地方自治体も変革を求められております。今後も御苦労を願うことも多いと思

いますが、議会の円滑なる運営に御尽力を賜り、東伊豆町のさらなる発展のため、諸問題の

解決に向けて、当局と一丸となって取り組んでいただけるよう、念願いたすところでござい

ます。

さらに、新たに総務経済常任委員会、文教厚生常任委員会、議会運営委員会並びに各種組

合議会等の委員構成も滞りなく決定し、正副委員長が選出されたことにつきましても、改め

て心からお喜び申し上げます。

議員各位の各種委員会等の活動は、町政発展に欠かすことのできないものでありますので、

委員長、副委員長と連携し闇達なる委員会活動に御尽力いただきますよう、あわせて申し上

げる次第であります。

なお、今臨時会には専決処分に関する報告ほか、人事案件を日程に上程を追加させていた

だきますので、後ほどよろしく御審議お願いいたします。
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結びに当たりまして、東伊豆町議会のますますの進展と皆様方の御健勝とますますの御活

躍を御祈念申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

◎教育長挨拶

○議長（村木惰君）次に、4月1日に就任しました黒田教育長より発言の許可を求められ

ておりますので、許可いたします。

教育長。

（教育長黒田種樹君登壇）

○教育長（黒田種樹君）失礼いたします。去る4月1日付で金指前教育長の後任として教育

長を拝命いたしました黒田種樹でございます。

この3月まで稲取小学校に勤務しておりました。これまで37年間、学校教育現場に勤めて

おりまして、教育行政に就任するのは、携わるのは初めてのことでございます。

4月1日より入学したばかりの小学校1年生のような心境で、毎日どきどきしながら勤め

ております。

皆様にはご迷惑おかけすることが多々あろうかと存じますが、夢と笑顔があふれる元気な

町を目指した教育を進められるよう、微力ではありますが、精いっぱいの努力をする覚'悟で

ございます。

つきましては、皆様方の御協力、また御指導、御鞭捷をいただきますようよろしくお願い

申し上げます。

甚だ簡単ではございますが、就任の挨拶とさせていただきます。失礼しました。

◎追加日程第10専決承認第2号専決処分の承認を求めることについて（東伊

豆町税賦課徴収条例等の一部を改正する条

例）

○議長（村木惰君）追加日程第10専決承認第2号専決処分の承認を求めることについ

て（東伊豆町税賦課徴収条例等の一部を改正する条例）を議題といたします。
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町長より提案理由の説明を求めます。

町長。

（町長太田長八君登壇）

○町長（太田長八君）ただいま上程されました専決承認第2号専決処分の承認を求めるこ

とについて、提案理由を申し上げます。

平成27年度の税制改正により、地方税法の一部を改正する法律が平成27年3月31日に可決

成立し、同年3月31日に公布されました。このことにより、東伊豆町税賦課徴収条例等の一

部の改正を図ったものでございます。

地方自治法第179条第1項の規定に基づき、3月31日付にて専決処分をさせていただきま

したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。

詳細につきましては、税務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。

○議長（村木惰君）税務課長。

○税務課長（正木三郎君）それでは、専決処分の承認を求める東伊豆町税賦課徴収条例等の

一部を改正する条例について御説明をさせていただきます。

本件につきましては、地方税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第2号）、地方税

法施行令等の一部を改正する政令（平成27年政令第161号）及び地方税法施行規則の一部を

改正する省令（平成27年総務省令第38号）が平成27年3月31日にそれぞれ公布され、いずれ

も原則として平成27年4月1日から施行されたことに伴い、法律の公布と同時に税条例の一

部を改正する必要が生じましたので、必要な規定の改正について専決処分させていただいた

ものを報告し、承認を求めるものです。

今回の改正は、非常に煩雑で多岐にわたりますので、主な改正部分について説明させてい

ただきます。

改正文、新旧対照表の次、専決承認第2号資料をごらんください。

初めに、個人住民税についてですが、地方団体に対する寄附金税額控除、ふるさと納税制

度の拡充を行いました。

附貝|｣第9条、第9条の2関係で、拡充された具体的な内容については、特例控除額の上限

を個人住民税所得割額の1割から2割に引き上げました。

また、申告手続の簡素化を図るため、確定申告を必要とする現在の仕組みに特例を創設し、

確定申告不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合は、ふるさと納税の控除申請を寄附
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先の市町村が本人にかわって行うことができることとしました。寄附先の市町村は、必要な

事項を寄附者の個人住民税課税市町村に通知し、本特例が適用される場合は、翌年度の個人

住民税において所得税控除分相当額を含めて控除を行い、ワンストップで控除を受けられる

仕組みを導入しました。

次に、軽自動車税についてですが、軽自動車税のグリーン化特例を創設しました。

附則第16条、平成26年改正附則第6条関係で、平成27年4月1日から平成28年3月31日ま

でに最初の新規検査を受けた軽四輪等で排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小

さいものについて、平成28年度分の税率を軽減する特例措置を設けるものです。

例としまして、軽四自家用乗用車の場合ですと、標準税率は1万800円ですが、平成32年

度燃費基準達成車の場合8,100円に、平成32年度燃費基準プラス20%達成車の場合5,400円に、

電気自動車等の場合は2,700円とするものです。

次に、二輪車に係る軽自動車税について、平成27年度分以降の年度分に適用することとさ

れていた新税率について、適用開始時期を1年延期しました。

平成26年改正附貝IJ第1条、第4条関係で、これにより税率表に示したとおり、50cc以下は

1,000円から2,000円。90cc以下は1,200円から2,000円。125cc以下は1,600円から2,400円。

ミニカーは2,500円から3,700円。250cc以下は2,400円から3,600円。250ccを超えたものは

4,000円から6,000円となります。

次に、町たばこ税についてですが、旧3級品の製造たばこに係る税率の見直しを行います。

附則第16条の2関係で、旧3級品の製造たばこに係るたばこ税の特例税率を激変緩和の観

点から、平成28年から平成31年までで段階的に廃止します。これにより町たばこ税1本当た

りの税率は、現行ですと2.495円が平成28年4月1日から2.925円、29年4月1日から3.355

円、30年4月1日から4円、31年4月1日から5.262円とするものです。

なお、旧3級品とはエコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウル

マ等の6銘柄になります。

次に、税の減免の申請期限の関係ですが、減免の申請期限について町の実情に応じて規定

することが明確化されました。第51条、第71条、第89条、第90条、第139条の3関係で、当

町では納税者有利の視点から、町民税を初めとする減免申請書の提出期限を納期限前7日か

ら納期限に変更いたしました。

そのほか地方税法の改正に伴う関連規定の所要の整備及び条項ずれ等の措置を行いました。

改正条文の附則については、第1条は各規定の施行日を、第2条以降は町民税、固定資産
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税、軽自動車税、町たばこ税ほかに関する経過措置となっています。

簡単ではございますが、以上が今回の改正の主な内容でございます。御審議のほどよるし

くお願いいたします。

○議長（村木惰君）これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（村木惰君）質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（村木惰君）討論なしと認めます。

これをもって討論を終結いたします。

これより専決承認第2号専決処分の承認を求めることについて（東伊豆町税賦課徴収条

例等の一部を改正する条例）を採決いたします。

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（村木惰君）異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決

しました。

◎追加日程第11専決承認第3号専決処分の承認を求めることについて（平成

27年度東伊豆町一般会計補正予算（第2

号））

○議長（村木惰君）追加日程第11専決承認第3号専決処分の承認を求めることについ

て（平成27年度東伊豆町一般会計補正予算（第2号））を議題といたします。

町長より提案理由の説明を求めます。

町長。

（町長太田長八君登壇）

○町長（太田長八君）ただいま上程されました専決承認第3号専決処分の承認を求めるこ

とについて、提案理由を申し上げます。
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地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の

規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。

この専決処分につきましては、ふるさと納税寄附金に対する記念品の贈呈開始に伴い、申

し込み件数が増加したことにより、ふるさと納税寄附謝礼が不足する見込みとなったため、

早急に対応する必要が生じたことから、平成27年度東伊豆町一般会計補正予算（第2号）を

処分したものであります。

詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。

○議長（村木惰君）総務課長。

○総務課長兼防災監（鈴木利昌君）ただいま提案されました専決承認第3号専決処分の承

認を求めることについて（平成27年度東伊豆町一般会計補正予算（第2号））について概要

を説明いたします。

平成27年度東伊豆町一般会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによります。

（歳入歳出予算の補正）

第1条既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ370万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ52億4,070万円といたします。

第2項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」によります。

恐れ入りますが、3ページ、4ページをお開きください。

2，歳入について御説明いたします。

18款繰入金、3項基金繰入金、2目財政調整基金繰入金、補正前の金額に370万円を追加

し3億3,670万円といたします。1節財政調整基金繰入金、細節1財政調整基金繰入金370万

円の増は、今回の補正におきまして、歳入予算及び歳出予算調整のため、不足額を補填措置

いたした内容でございます。

次に、3、歳出について御説明いたします。

2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、補正前の金額に370万円を追加し、4億

2,851万6,000円といたします。

事業コード16、ふるさと納税寄附推進事業、8節報償費、細節1ふるさと納税寄附謝礼

370万円の増は、本年度からふるさと納税寄附金の寄附者に対し、お礼として記念品を贈呈

する方法を取り入れたところ、4月17日現在で申し込みが53件に上り、記念品の代金が28万
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9,000円となったことから、予算額の30万円に不足が見込まれる状況となったため、増額措

置いたした内容であります。寄附金を年間で1,200万円と見込み、これに対する謝礼を3分

の1として積算してございます。

恐れ入りますが、2ページへお戻りください。

歳入歳出補正予算事項別明細書で、ただいま説明いたしました内容を総括してあります。

まず、歳入ですが、補正前の額52億3,700万円に370万円を追加し、52億4,070万円といた

します。

次に、歳出ですが、補正前の額52億3,700万円に370万円を追加し、52億4,070万円といた

します。

次に、補正額の財源内訳ですが、全額一般財源といたします。

以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（村木傭君）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（村木備君）質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（村木惰君）討論なしと認めます。

これをもって討論を終結いたします。

これより専決承認第3号専決処分の承認を求めることについて（平成27年度東伊豆町一

般会計補正予算（第2号））を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（村木惰君）異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり承認することに決しました。

◎追加日程第12同意案第1号東伊豆町監査委員の選任について
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○議長（村木惰君）追加日程第12同意案第1号東伊豆町監査委員の選任についての同

意を求める件を議題といたします。

町長より提案理由の説明を求めます。

町長。

（町長太田長八君登壇）

○町長（太田長八君）同意案第1号東伊豆町監査委員の選任について。

下記の者を東伊豆町監査委員に選任することについて、地方自治法第196条第1項の規定

により議会の同意を求める。

記

（識見を有する者）

住所、賀茂郡東伊豆町稲取1520番地の1．

氏名、渡逼穣。

提案理由を申し上げます。

御尽力いただいております渡逼代表監査委員につきまして、任期満了に伴い再任を願うも

のであります。

よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（村木惰君）これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（村木惰君）質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（村木惰君）討論なしと認めます。

これをもって討論を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております同意案第1号東伊豆町監査委員の選

任については、これに同意することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（村木惰君）異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決

しました。

1
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◎追加日程第13同意案第2号東伊豆町監査委員の選任について

○議長（村木婿君）追加日程第13同意案第2号東伊豆町監査委員の選任についての同

意を求める件を議題といたします。

地方自治法第117条の規定により、6番、内山議員の退席を求めます。

（6番内山慎一君退席）

○議長（村木婿君）町長より提案理由の説明を求めます。

町長。

（町長太田長八君登壇）

○町長（太田長八君）同意案第2号東伊豆町監査委員の選任について。

下記の者を東伊豆町監査委員に選任することについて、地方自治法第196条第1項の規定

により議会の同意を求めるものでございます。

記

（議会議員）

住所、賀茂郡東伊豆町稲取1159番地。

氏名、内山慎一。

提案理由を申し上げます。

本日の議会において各種委員等の構成が決定いたしましたので、町議会より選出者として

就任を願うものであります。

よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（村木惰君）これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（村木惰君）質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（村木惰君）討論なしと認めます。

これをもって討論を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております同意案第2号東伊豆町監査委員の選
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任については、これに同意することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（村木循君）異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決

しました。

6番、内山議員の入場を許します。

（6番内山慎一君入場）

◎追加日程第14同意案第3号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選

任について

◎追加日程第15同意案第4号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選

任について

◎追加日程第16同意案第5号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選

任について

○議長（村木傭君）追加日程第14同意案第3号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理

委員の選任について、追加日程第15同意案第4号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理

委員の選任について、追加日程第16同意案第5号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理

委員の選任についてを一括議題といたします。

地方自治法第117条の規定によって、5番、西塚議員、12番、鈴木議員、13番、定居議員

の退席を求めます。

（5番西塚孝男君、12番鈴木勉君、13番定居利子君退席）

○議長（村木惰君）町長より、順次提案理由の説明を求めます。

町長。

（町長太田長八君登壇）

○町長（太田長八君）ただいま一括上程されました同意案第3号、第4号及び第5号につい

て説明をいたします。

まず初めに、同意案第3号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選任について。

東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員に次の者を選任することについて、東伊豆町稲

取財産区管理会条例第3条の規定により議会の同意を求めるものであります。
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住所、賀茂郡東伊豆町稲取1562番地の3．

氏名、西塚孝男。

続きまして、同意案第4号、同じく。

住所、賀茂郡東伊豆町稲取1377番地の5．

氏名、鈴木勉。

続いて、同意案第5号、同じく。

住所、賀茂郡東伊豆町稲取1511番地。

氏名、定居利子。

提案理由を申し上げます。

御審議をいただきますこの3件の同意案件は、本日の議会において各種委員会の構成が決

定いたしましたことにより、町議会より3名の方々の就任をお願いする内容であります。

よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（村木傭君）これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（村木惰君）質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（村木惰君）討論なしと認めます。

これをもって討論を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております同意案第3号東伊豆町稲取財産区管

理会財産区管理委員の選任については、これに同意することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（村木惰君）異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決

しました。

次に、同意案第4号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選任については、これ

に同意することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（村木惰君）異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決

しました。
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次に、同意案第5号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選任については、これ

に同意することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（村木惰君）異議なじと認めます。したがって、本案は原案のとおり同意すること

に決しました。

5番、西塚議員、12番、鈴木議員、13番、定居議員の入場を許します。

（5番西塚孝男君、12番鈴木勉君、13番定居利子君入場）

◎追加日程第17同意案第6号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選

任について

◎追加日程第18同意案第7号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選

任について

◎追加日程第19同意案第8号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選

任について

○議長（村木惰君）追加日程第17同意案第6号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理

委員の選任について、追加日程第18同意案第7号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理

委員の選任について、追加日程第19同意案第8号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理

委員の選任についてを一括議題といたします。

町長より提案理由の説明を求めます。

町長。

（町長太田長八君登壇）

○町長（太田長八君）ただいま一括上程されました同意案第6号、第7号及び第8号につい

て説明をいたします。

まず初めに、同意案第6号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選任について。

東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員に次の者を選任することについて、東伊豆町稲

取財産区管理会条例第3条の規定により議会の同意を求めるものであります。

住所、賀茂郡東伊豆町稲取1300番地の1．

氏名、鈴木精。
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続きまして、同意案第7号、同じく。

住所、賀茂郡東伊豆町稲取737番地。

氏名、塙義祐。

続きまして、同意案第8号、同じく。

住所、賀茂郡東伊豆町稲取206番地。

氏名、栗田宇一。

提案理由を申し上げます。

御審議をいただくこの3件の同意案件は、漁業者代表として選任されております委員につ

きまして、いずれも任期満了に伴い、3名の方々の就任を願う内容であります。

なお、このうち鈴木精氏、塙義祐氏につきましては、再任をお願いするものでござい

ます。

よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（村木惰君）これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（村木惰君）質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（村木惰君）討論なしと認めます。

これをもって討論を終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております同意案第6号東伊豆町稲取財産区管

理会財産区管理委員の選任については、これに同意することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（村木惰君）異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決

しました。

次に、同意案第7号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選任については、これ

に同意することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（村木惰君）異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決

しました。
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次に、同意案第8号東伊豆町稲取財産区管理会財産区管理委員の選任については、これ

に同意することに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（村木惰君）異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり同意すること

に決しました。

◎追加日程第20推薦案第1号東伊豆町農業委員会委員の推薦について

○議長（村木惰君）追加日程第20推薦案第1号東伊豆町農業委員会委員の推薦につい

てを議題といたします。

地方自治法第117条の規定によって、7番、飯田議員の退席を求めます。

（7番飯田桂司君退席）

○議長（村木惰君）提案理由を申し上げます。

東伊豆町議会議員の任期が平成27年5月19日に満了となったため、農業委員会に関する法

律第12条第2号の規定により新たに推薦するものであります。

新たに推薦する者の住所は、東伊豆町大川61番地の1．

氏名、飯田桂司。

生年月日、昭和22年9月17日。

以上、概略説明し、提案理由といたします。

お諮りいたします。農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により、議会推薦の東

伊豆町農業委員に7番、飯田議員を推薦いたしたいと,思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（村木惰君）異議なしと認めます。したがって、議会推薦の東伊豆町農業委員に7

番、飯田議員を推薦することに決定いたしました。

7番、飯田議員の入場を許します。

（7番飯田桂司君入場）
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◎閉会の宣告

○議長（村木惰君）以上で、本臨時会に付議された案件の審議はすべて終了いたしました

ので、平成27年東伊豆町議会第1回臨時会を閉会いたします。

長時間、皆様、大変御苦労さまでした。

閉会午 後 2時53分
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地方自治法第123条第2項の規定により署名する。

平成 年 月日

臨時議長

『

議 長

署名議員

署名議員
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