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平成２９年余市町議会第２回臨時会会議録（第１号）

開 会  午前１０時００分 

閉 会  午前１１時５０分 

〇招 集 年 月 日             

  平成２９年４月１９日（水曜日）     

〇招 集 の 場 所             

  余市町議事堂               

〇開 会             

平成２９年４月１９日（水曜日）午前１０時

〇出 席 議 員  （１８名）       

  余市町議会議長  ６番 中 井 寿 夫 

  余市町議会副議長 １１番 白 川 栄美子 

  余市町議会議員  １番 野 呂 栄 二 

      〃      ２番 吉 田   豊 

      〃      ３番  井   潤 

      〃      ４番 岸 本 好 且 

      〃      ５番 土 屋 美奈子 

      〃      ７番 近 藤 徹 哉 

      〃      ８番 吉 田 浩 一 

      〃      ９番 佐 藤 一 夫 

      〃     １０番 野 崎 奎 一 

      〃     １２番 庄   巖 龍 

      〃     １３番 安 久 莊一郎 

      〃     １４番 大 物   翔 

      〃     １５番 中 谷 栄 利 

      〃     １６番 藤 野 博 三 

      〃     １７番 茅 根 英 昭 

      〃     １８番 溝 口 賢 誇 

〇欠 席 議 員  （０名）        

 〇出 席 者             

  余 市 町 長  嶋     保 

    副    町    長  鍋 谷 慎 二 

    総  務  部  長  前 坂 伸 也 

  総 務 課 長  須 貝 達 哉 

  企 画 政 策 課 長  滝 上 晃 一 

  地 域 協 働 推 進 課 長  笹 山 浩 一 

  財 政 課 長  髙 橋 伸 明 

  税  務  課  長  堀 内   学 

  民 生 部 長  須 藤 明 彦 

  町 民 福 祉 課 長  上 村 友 成 

  高 齢 者 福 祉 課 長  増 田 豊 実 

  保 健 課 長  濱 川 龍 一 

  環 境 対 策 課 長  秋 元 直 人 

  経 済 部 長  小 林 英 二 

  農 林 水 産 課 長  細 山 俊 樹 

  商 工 観 光 課 長  阿 部 弘 亨 

  建 設 水 道 部 長  久 保   宏 

  建 設 課 長  高 橋 良 治 

  まちづくり計画課長  亀 尾 次 雄 

  下 水 道 課 長  近 藤   勉 

  水 道 課 長  渡 辺 郁 尚 

会計管理者（併）会計課長  山 本 金 五 

  農業委員会事務局長  中 村 利 美 

  教 育 委 員 会 教 育 長  佐々木   隆 

  教 育 部 長  小 俣 芳 則 

  学 校 教 育 課 長  羽 生 満 広 



－4－ 

  社 会 教 育 課 長  松 井 正 光 

  選挙管理委員会事務局長  小 林 広 勝 

  監 査 委 員 事 務 局 長  澤 辺 成 徳 

〇事務局職員出席者            

  事  務  局  長  杉 本 雅 純 

  書         記  阿 部 航 大 

  書         記  細 川 雄 哉 

〇議 事 日 程            

  第 １ 会議録署名議員の指名       

  第 ２ 会期の決定            

      議長の諸般報告          

  第 ３ 議案第 １号 余市町税条例の一部 

      を改正する条例案         

  第 ４ 議案第 ２号 余市町都市計画税条 

      例の一部を改正する条例の一部を改 

      正する条例案           

  第 ５ 議案第 ３号 余市町国民健康保険 

      税条例の一部を改正する条例案   

  第 ６ 議案第 ４号 余市町農業振興協議 

      会条例の一部を改正する条例案   

  第 ７ 議案第 ５号 余市町過疎地域指定 

      における固定資産税の課税免除に関 

      する条例の一部を改正する条例案  

  第 ８ 議案第 ６号 余市町半島振興対策 

      実施地域における固定資産税の不均 

      一課税に関する条例の一部を改正す 

      る条例案             

  第 ９ 推薦第 １号 余市町農業振興協議 

      会委員の推薦について       

  第１０ 議員の派遣について        

開 会 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから平成29年余

市町議会第２回臨時会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は18名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 今期臨時会に提出されました案件は、議案６件、

推薦１件、議員の派遣について、他に議長の諸般

報告です。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、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、議席番号12番、庄議員、議席番号13番、安久

議員、議席番号14番、大物議員、以上のとおり指

名いたします。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 この際、議会運営委員会の委員長からの報告を

求めます。 

〇18番（溝口賢誇君） 平成29年余市町議会第２

回臨時会開催に当たり、昨日午前10時より委員会

室におきまして議会運営委員会が開催されました

ので、その審議経過並びに結果につきまして私か

らご報告申し上げます。 

 委員７名の出席のもと、さらに説明員として鍋

谷副町長、前坂総務部長、須貝総務課長の出席が

ありましたことをご報告申し上げます。 

 今期臨時会に提出されました案件は、議案６件、

推薦１件、議員の派遣について、他に議長の諸般

報告でございます。 

 会期につきましては、本日１日と決定いたしま

したことをご報告申し上げます。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

日程第３、議案第１号 余市町税条例の一部を

改正する条例案、日程第４、議案第２号 余市町
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都市計画税条例の一部を改正する条例の一部を改

正する条例案、以上２件につきましては、それぞ

れ関連がありますので、一括上程の上、即決にて

ご審議いただくことに決しました。 

日程第５、議案第３号 余市町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例案につきましては、即

決にてご審議いただくことに決しました。 

日程第６、議案第４号 余市町農業振興協議会

条例の一部を改正する条例案につきましては、即

決にてご審議いただくことに決しました。 

日程第７、議案第５号 余市町過疎地域指定に

おける固定資産税の課税免除に関する条例の一部

を改正する条例案につきましては、即決にてご審

議いただくことに決しました。 

日程第８、議案第６号 余市町半島振興対策実

施地域における固定資産税の不均一課税に関する

条例の一部を改正する条例案につきましては、即

決にてご審議いただくことに決しました。 

日程第９、推薦第１号 余市町農業振興協議会

委員の推薦についてにつきましては、即決にてご

審議いただくことに決しました。 

日程第10、議員の派遣についてにつきまして

は、即決にてご審議いただくことに決しました。 

 以上を申し上げまして、議会運営委員会の報告

といたします。 

〇議長（中井寿夫君） ただいま委員長から報告

のとおり、今期臨時会の会期は本日１日といたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、今期臨時会の会期は本日１日と決定い

たしました。 

 なお、今期臨時会は、地方自治法第121条第１項

の規定により説明員として通知のありました者は

お手元に配付のとおりでありますので、ご了承願

います。 

 次に、傍聴人の定員について申し上げます。 

 傍聴規則第３条の規定により、傍聴人は報道関

係者と他に一般傍聴者38名となっておりますこと

をご報告申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、諸般の報告をいた

します。 

 地方自治法第235条の２第３項の規定によりま

す例月出納検査の結果報告が監査委員からありま

したので、その写しを配付しておりますので、ご

了承願います。 

 以上で諸般報告を終わります。 

〇議長（中井寿夫君） 次に、さきに議会運営委

員会の委員長から報告がありましたように、日程

第３、議案第１号 余市町税条例の一部を改正す

る条例案、日程第４、議案第２号 余市町都市計

画税条例の一部を改正する条例の一部を改正する

条例案、以上２件を一括議題とすることにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、日程第３ないし日程第４を一括議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇税務課長（堀内 学君） ただいま上程されま

した議案第１号 余市町税条例の一部を改正する

条例案につきまして、提案理由をご説明申し上げ

ます。 

 地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正

する法律が平成29年法律第２号として、地方税法

施行令の一部を改正する政令が平成29年政令第

118号として、地方税法施行規則の一部を改正する

省令が平成29年総務省令第26号及び第27号として

平成29年３月31日にそれぞれ公布され、総務省令

第27号を除き、いずれも原則として平成29年４月

１日から施行されることにより、本町税条例にお

きましても所要の改正を行うものでございます。 
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 改正の主な内容について申し上げます。軽自動

車税につきましては、グリーン化特例の重点化を

行った上で適用期限を２年間延長、固定資産税に

つきましてはいわゆるタワーマンションに係る固

定資産税の算出方法の見直し、保育の受け皿整備

促進のための企業主導型保育事業、家庭的保育事

業等に係る固定資産税の課税標準特例措置など、

法律の改正にそれぞれ対応した所要の規定整備を

行うものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明いたします。 

 議案第１号 余市町税条例の一部を改正する条

例案。 

 余市町税条例の一部を改正する条例を次のとお

り制定する。 

 平成29年４月19日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをお開き願います。余市町税条例の一

部を改正する条例。 

 余市町税条例（昭和37年余市町条例第６号）の

一部を次のように改正する。 

 第33条第４項中「第36条の２第１項の規定によ

る申告書（その提出期限後において」を「特定配

当等申告書（」に、「もの及びその時までに提出

された第36条の３第１項の確定申告書を含む」を

「次に掲げる申告書をいう。以下この項において

同じ」に、「これらの申告書」を「特定配当等申

告書」に改め、同項に次のただし書及び各号を加

える。 

 ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲

げる申告書がいずれも提出された場合におけるこ

れらの申告書に記載された事項その他の事情を勘

案して、この項の規定を適用しないことが適当で

あると町長が認めるときは、この限りでない。 

 （１）第36条の２第１項の規定による申告書 

 （２）第36条の３第１項に規定する確定申告書

（同項の規定により前号に掲げる申告書が提出さ

れたものとみなされる場合における当該確定申告

書に限る。） 

 第33条第６項中「第36条の２第１項の規定によ

る申告書（その提出期限後において」を「特定株

式等譲渡所得金額申告書（」に、「もの及びその

時までに提出された第36条の３第１項の確定申告

書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下こ

の項において同じ」に、「これらの申告書」を「特

定株式等譲渡所得金額申告書」に改め、同項に次

のただし書及び各号を加える。 

 ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲

げる申告書がいずれも提出された場合におけるこ

れらの申告書に記載された事項その他の事情を勘

案して、この項の規定を適用しないことが適当で

あると町長が認めるときは、この限りでない。 

 （１）第36条の２第１項の規定による申告書 

 （２）第36条の３第１項に規定する確定申告書

（同項の規定により前号に掲げる申告書が提出さ

れたものとみなされる場合における当該確定申告

書に限る。） 

 これにつきましては、所得割の課税標準につき

まして法律改正にあわせました規定の整備でござ

います。 

 第34条の９第１項中「第33条第４項の申告書」

を「第33条第４項に規定する特定配当等申告書」

に、「同条第６項の申告書」を「同条第６項に規

定する特定株式等譲渡所得金額申告書」に、「法

第２章第１節第６款」を「同節第６款」に改める。 

 これにつきましては、配当割額、または株式譲

渡所得割額控除に関する所要の規定の整備でござ

います。 

 第48条第１項中「によって」を「により」に改

め、同条第２項中「においては」を「には」に改

め、同条第３項中「においては」を「には」に改

め、「とする」の次に「。第５項第１号において

同じ」を加え、「によって」を「により」に改め、

同条第５項中「については」の次に「、前項の規

定にかかわらず」を加え、同条第６項中「によっ

て」を「により」に、「第75条の２第７項」を「第
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75条の２第９項」に改め、同条第７項中「によっ

て」を「により」に改める。 

 これにつきましては、法人町民税の申告納付に

係る延滞金の基礎となる期間に係る規定の整備で

ございます。 

 第50条第１項中「においては」を「には、」に、

「によって」を「により」に改め、同条第２項中

「とする」の次に「。第４項第１号において同じ」

を加え、同条第４項中「法第321条の８第22項に規

定する申告書（以下この項において「修正申告書」

という。）の提出」を「納付すべき税額を増加さ

せる更正（これに類するものを含む。以下この項

において「増額更正」という。）」に、「（当該

修正申告書」を「（当該増額更正」に、「同条第

１項」を「法第321条の８第１項」に、「修正申告

書が提出された」を「増額更正があった」に、「修

正申告書の提出」を「増額更正」に改め、「につ

いては」の次に「、前項の規定にかかわらず」を

加え、「が提出した修正申告書に係る」を「につ

いてされた当該増額更正により納付すべき」に、

「第48条の15の５第３項」を「第48条の15の５第

４項」に改め、同項第２号中「修正申告書に係る

更正」を「増額更正」に、「まで」を「（法人税

に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更

正若しくは決定がされたことによる更正に係るも

のにあっては、当該修正申告書を提出した日又は

国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした

日）まで」に改める。 

 これにつきましては、法人町民税に係る不足税

額の納付の手続に係る規定の整備でございます。 

 第61条第８項中「、第349条の４又は第349条の

５」を「又は第349条の３の４から第349条の５ま

で」に、「前７項」を「前各項」に改め、同条の

次に次の１条を加える。 

 これにつきましては、震災等により滅失等した

償却資産にかかわる償却資産等に対する固定資産

税の課税標準の特例についての規定の整備でござ

います。 

 （法第349条の３第28項等の条例で定める割合） 

 第61条の２ 法第349条の３第28項に規定する

市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

 ２ 法第349条の３第29項に規定する市町村の

条例で定める割合は２分の１とする。 

 ３ 法第349条の３第30項に規定する市町村の

条例で定める割合は２分の１とする。 

 これにつきましては、わがまち特例の割合を定

める規定の整備でございます。 

 第63条の２の見出し中「第15条の３第２項」を

「第15条の３第３項並びに第15条の３の２第４項

及び第５項」に改め、同条第１項中「第15条の３

第２項」を「第15条の３第３項並びに第15条の３

の２第４項及び第５項」に改め、同項第３号中「の

区分所有者全員の共有に属する共用部分」を削る。 

 これにつきましては、居住用超高層建築物に係

る税額の案分方法について現行の区分所有に係る

家屋同様、区分所有者全員の協議による補正方法

の申し出について規定の整備をしているものでご

ざいます。 

 第63条の３の見出し中「あん分」を「按分」に

改め、同条第１項中「あん分の」を「按分の」に

改め、同項第５号中「あん分する」を「按分する」

に改め、同条第２項中「あん分の」を「按分の」

に、「以後３年」を「から起算して３年」に改め、

「各年度」の次に「とし、法第349条の３の３第１

項に規定する被災市街地復興推進地域（第74条の

２において「被災市街地復興推進地域」という。）

が定められた場合（避難の指示等が行われた場合

において、避難等解除日の属する年が被災年の翌

年以後の年であるときを除く。第74条の２におい

て同じ。）には、当該被災年度の翌年度から被災

年の１月１日から起算して４年を経過する日を賦

課期日とする年度までの各年度とする。」を加え、

同項第６号中「あん分する」を「按分する」に改

め、同条第３項中「あん分」を「按分」に改める。 
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 これにつきましては、被災市街地復興推進地域

に定められた場合には、震災等発生後４年度分に

限り、所有者の申し出により従前の共有土地に係

る税額の案分方法と同様の扱いを受けようとする

ための規定の整備でございます。 

 第74条の２第１項中「以後３年」を「から起算

して３年」に改め、「各年度」の次に「とし、被

災市街地復興推進地域が定められた場合には、当

該被災年度の翌年度から被災年の１月１日から起

算して４年を経過する日を賦課期日とする年度ま

での各年度とする。」を加え、同条第２項中「以

後３年」を「から起算して３年」に改め、「各年

度分」の次に「とし、被災市街地復興推進地域が

定められた場合には、当該被災年度の翌年度から

被災年の１月１日から起算して４年を経過する日

を賦課期日とする年度までの各年度分とする。」

を加える。 

 これにつきましては、被災市街地復興推進地域

に定められた場合には、震災等発生後４年分に限

り特例を適用する常設規定の整備でございます。 

 附則第５条第１項中「控除対象配偶者」を「同

一生計配偶者」に改める。 

 これにつきましては、控除対象配偶者の定義の

変更に伴う規定の整備でございます。 

 附則第８条第１項中「平成30年度」を「平成33年

度」に改める。 

 これにつきましては、肉用牛の売却による事業

所得に係る課税の特例について適用期限を３年間

延長する規定の整備でございます。 

 附則第10条を次のように改める。 

 （読替規定） 

 第10条 法附則第15条から第15条の３の２まで

の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限

り、第61条第８項中「又は第349条の３の４から第

349条の５まで」とあるのは、「若しくは第349条

の３の４から第349条の５まで又は法附則第15条

から第15条の３の２まで」とする。 

 これにつきましては、法律改正にあわせた読み

かえ規定の整備でございます。 

 附則第10条の２第７項中「附則第15条第29項」

を「附則第15条第28項」に改め、同条第８項中「附

則第15条第30項」を「附則第15条第29項」に改め、

同条第９項中「附則第15条第31項」を「附則第15条

第30項」に改め、同条第10項中「附則第15条第33項

第１号イ」を「附則第15条第32項第１号イ」に改

め、同条第11項中「附則第15条第33項第１号ロ」

を「附則第15条第32項第１号ロ」に改め、同条第

12項中「附則第15条第33項第２号イ」を「附則第

15条第32項第２号イ」に改め、同条第13項中「附

則第15条第33項第２号ロ」を「附則第15条第32項

第２号ロ」に改め、同条第14項中「附則第15条第

33項第２号ハ」を「附則第15条第32項第２号ハ」

に改め、同条第15項を削り、同条第16項中「附則

第15条第39項」を「附則第15条第37項」に改め、

同項を同条第15項とし、同条第17項を削り、同条

第18項中「附則第15条第42項」を「附則第15条第

39項」に改め、同項を同条第16項とし、同項の次

に次の２項を加える。 

 17 法附則第15条第44項に規定する市町村の条

例で定める割合は２分の１とする。 

 18 法附則第15条第45項に規定する市町村の条

例で定める割合は３分の２とする。 

 これにつきましてもわがまち特例の割合を定め

る規定の整備でございます。 

 附則第10条の３第２項中「附則第７条第２項」

を「附則第７条第３項」に改め、同条第４項中「附

則第12条第21項第２号」を「附則第12条第21項第

１号ロ」に改め、同条第５項第２号中「附則第12条

第22項の規定により読み替えて適用される」を「附

則第12条第24項において準用する」に改め、同条

第６項中「附則第12条第24項」を「附則第12条第

26項」に改め、同条第７項中「附則第７条第８項

各号」を「附則第７条第９項各号」に改め、同項

第４号中「附則第12条第28項」を「附則第12条第
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30項」に改め、同項第６号中「附則第12条第29項」

を「附則第12条第31項」に改め、同条第８項中「附

則第７条第９項各号」を「附則第７条第10項各号」

に改め、同項第５号中「附則第12条第36項」を「附

則第12条第38項」に改め、同条第９項中「に施行

規則附則第７条第11項」を「に施行規則附則第７

条第14項」に、「附則第12条第24項」を「附則第

12条第26項」に改め、同項第５号中「附則第７条

第11項」を「附則第７条第14項」に改め、同項を

同条第11項とし、同条第８項の次に次の２項を加

える。 

 ９ 法附則第15条の９の２第１項に規定する特

定耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用

を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住

宅に係る耐震改修が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第７条第11項各号に規定する書類を添付して町長

に提出しなければならない。 

 （１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有

しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

 （２）家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び

床面積 

 （３）家屋の建築年月日及び登記年月日 

 （４）耐震改修が完了した年月日 

 （５）耐震改修に要した費用 

 （６）耐震改修が完了した日から３月を経過し

た後に申告書を提出する場合には、３月以内に提

出することができなかった理由 

 10 法附則第15条の９の２第４項に規定する特

定熱損失防止改修住宅又は同条第５項に規定する

特定熱損失防止改修住宅専有部分について、これ

らの規定の適用を受けようとする者は、法附則第

15条の９第９項に規定する熱損失防止改修工事が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第12項各号に

掲げる書類を添付して町長に提出しなければなら

ない。 

 （１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有

しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

 （２）家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及

び人の居住の用に供する部分の床面積 

 （３）家屋の建築年月日及び登記年月日 

 （４）熱損失防止改修工事が完了した年月日 

 （５）熱損失防止改修工事に要した費用及び令

附則第12条第38項に規定する補助金等 

 （６）熱損失防止改修工事が完了した日から３

月を経過した後に申告書を提出する場合には、３

月以内に提出することができなかった理由 

 これにつきましては、耐震改修並びに省エネ改

修が行われた認定長期優良住宅等に係る固定資産

税の減額を受けようとする者が提出する申告書に

ついて規定の整備でございます。 

 附則第16条第３項中「次項」を「以下この条（第

５項を除く。）」に改め、同条に次の３項を加え

る。 

 ５ 法附則第30条第６項第１号及び第２号に掲

げる３輪以上の軽自動車に対する第82条の規定の

適用については、当該軽自動車が平成29年４月１

日から平成30年３月31日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には平成30年度分の軽自動車税

に限り、当該軽自動車が平成30年４月１日から平

成31年３月31日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、

第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

 ６ 法附則第30条第７項第１号及び第２号に掲

げる３輪以上の軽自動車に対する第82条の規定の

適用については、当該軽自動車が平成29年４月１

日から平成30年３月31日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には平成30年度分の軽自動車税

に限り、当該軽自動車が平成30年４月１日から平
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成31年３月31日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、

第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

 ７ 法附則第30条第８項第１号及び第２号に掲

げる３輪以上の軽自動車（前項の規定の適用を受

けるものを除く。）に対する第82条の規定の適用

については、当該軽自動車が平成29年４月１日か

ら平成30年３月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には平成30年度分の軽自動車税に限

り、当該軽自動車が平成30年４月１日から平成

31年３月31日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、第

４項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

 これにつきましては、軽自動車税のグリーン化

特例について適用期限を２年延長する規定の整備

でございます。 

 附則第16条の２を次のように改める。 

 （軽自動車税の賦課徴収の特例） 

 第16条の２ 町長は、軽自動車税の賦課徴収に

関し、３輪以上の軽自動車が前条第２項から第７

項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車

に該当するかどうかの判断をするときは、国土交

通大臣の認定等（法附則第30条の２第１項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

 ２ 町長は、納付すべき軽自動車税の額につい

て不足額があることを第83条第２項の納期限（納

期限の延長があったときは、その延長された納期

限）後において知った場合において、当該事実が

生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をし

た者が偽りその他不正の手段（当該申請をした者

に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供し

た者の偽りその他不正の手段を含む。）により国

土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国

土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消

したことによるものであるときは、当該申請をし

た者又はその一般承継人を賦課期日現在における

当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有者と

みなして、軽自動車税に関する規定（第87条及び

第88条の規定を除く。）を適用する。 

 ３ 前項の規定の適用がある場合における納付

すべき軽自動車税の額は、同項の不足額に、これ

に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算

した金額とする。 

 ４ 第２項の規定の適用がある場合における第

19条の規定の適用については、同条中「納期限（」

とあるのは「納期限（附則第16条の２第２項の規

定の適用がないものとした場合の当該３輪以上の

軽自動車の所有者についての軽自動車税の納期限

とし、当該」とする。 

 これにつきましては、軽自動車税の燃費不正が

あった場合の賦課徴収の特例について規定の整備

でございます。 

 附則第16条の３第２項中「申告書」を「特定配

当等申告書」に改め、「提出した場合」の次に「（次

に掲げる場合を除く。）」を加え、「第33条第１

項」を「同条第１項」に改め、同項に次の各号を

加える。 

 （１）第33条第４項ただし書の規定の適用があ

る場合 

 （２）第33条第４項第１号に掲げる申告書及び

同項第２号に掲げる申告書がいずれも提出された

場合におけるこれらの申告書に記載された事項そ

の他の事情を勘案して、前項の規定を適用しない

ことが適当であると町長が認めるとき。 

 これにつきましては、上場株式等配当所得に係

る町民税の課税の特例についての規定の整備でご

ざいます。 

 附則第17条の２第１項中「平成29年度」を「平

成32年度」に、「附則第34条の２第４項」を「附
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則第34条の２第１項」に、「除く。以下この条」

を「除く。次項」に、「同項の」を「前条第１項

の」に、「応じ」を「応じ、」に改め、同条第２

項中「平成29年度」を「平成32年度」に、「附則

第34条の２第９項」を「附則第34条の２第10項」

に、「場合においては」を「ときは」に改める。 

 これにつきましては、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等に係る

課税の特例について適用期限を３年間延長する規

定の整備でございます。 

 附則第20条の２第４項中「第36条の２第１項の

規定による申告書（その提出期限までに提出され

たもの及びその提出期限後において」を「特例適

用配当等申告書（」に、「ものに限り、その時ま

でに提出された第36条の３第１項に規定する確定

申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以

下この項において同じ」に、「これらの申告書」

を「特例適用配当等申告書」に改め、同項に次の

ただし書及び各号を加える。 

 ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲

げる申告書がいずれも提出された場合におけるこ

れらの申告書に記載された事項その他の事情を勘

案して、同項後段の規定を適用しないことが適当

であると町長が認めるときは、この限りでない。 

 （１）第36条の２第１項の規定による申告書 

 （２）第36条の３第１項に規定する確定申告書

（同項の規定により前号に掲げる申告書が提出さ

れたものとみなされる場合における当該確定申告

書に限る。） 

 これにつきましては、特例適用利子等及び特例

適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例につ

いて規定の整備でございます。 

 附則第20条の３第４項中「第36条の２第１項の

規定による申告書（その提出期限後において」を

「条約適用配当等申告書（」に、「もの及びその

時までに提出された第36条の３第１項の確定申告

書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下こ

の項において同じ」に、「これらの申告書」を「条

約適用配当等申告書」に改め、同項に次のただし

書及び各号を加える。 

 ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲

げる申告書がいずれも提出された場合におけるこ

れらの申告書に記載された事項その他の事情を勘

案して、同項後段の規定を適用しないことが適当

であると町長が認めるときは、この限りでない。 

 （１）第36条の２第１項の規定による申告書 

 （２）第36条の３第１項に規定する確定申告書

（同項の規定により前号に掲げる申告書が提出さ

れたものとみなされる場合における当該確定申告

書に限る。） 

 附則第20条の３第６項中「第36条の２第１項の

規定による申告書（その提出期限後において町民

税の納税通知書が送達される時までに提出された

もの及びその時までに提出された第36条の３第１

項の確定申告書を含む。）」を「同条第４項に規

定する条約適用配当等申告書」に、「これらの申

告書」を「条約適用配当等申告書」に改める。 

 これにつきましては、条約適用利子等及び条約

適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例につ

いての規定の整備でございます。 

 附則 

 （施行期日） 

 第１条 この条例は、公布の日から施行し、平

成29年４月１日から適用する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。 

 （１）附則第５条第１項の改正規定及び次条第

２項の規定 平成31年１月１日 

 （２）附則第５条の規定 平成31年10月１日 

 （３）附則第10条の２第18項を同条第16項と 

し、同項の次に２項を加える改正規定（同条第18項

に係る部分に限る。） 都市緑地法等の一部を改

正する法律（平成29年法律第 号）の施行の日 

 （町民税に関する経過措置） 
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 第２条 別段の定めがあるものを除き、この条

例による改正後の余市町税条例（以下「新条例」

という。）の規定中個人の町民税に関する部分は、

平成29年度以後の年度分の個人の町民税について

適用し、平成28年度分までの個人の町民税につい

ては、なお従前の例による。 

 ２ 前条第１号に掲げる規定による改正後の余

市町税条例の規定中個人の町民税に関する部分

は、平成31年度以後の年度分の個人の町民税につ

いて適用し、平成30年度分までの個人の町民税に

ついては、なお従前の例による。 

 ３ 新条例第48条第３項及び第５項並びに第

50条第２項及び第４項の規定は、平成29年１月１

日以後に新条例第48条第３項又は第50条第２項に

規定する納期限が到来する法人の町民税に係る延

滞金について適用する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

 第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例

の規定中固定資産税に関する部分は、平成29年度

以後の年度分の固定資産税について適用し、平成

28年度分までの固定資産税については、なお従前

の例による。 

 ２ 新条例第61条第８項及び附則第10条（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（平成29年法律第２号。第４項及び次条第２項

において「改正法」という。）による改正後の地

方税法（昭和25年法律第226号。以下この項におい

て「新法」という。）第349条の３の４に係る部分

に限る。）の規定は、平成28年４月１日以後に発

生した新法第349条の３の３第１項に規定する震

災等（第４項において「震災等」という。）に係

る新法第349条の３の４に規定する償却資産に対

して課する平成29年度以後の年度分の固定資産税

について適用する。 

 ３ 新条例第61条の２の規定は、平成30年度以

後の年度分の固定資産税について適用し、平成

29年度分までの固定資産税については、なお従前

の例による。 

 ４ 新条例第63条の３第２項及び第74条の２の

規定は、平成28年４月１日以後に発生した震災等

により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供

されていた土地に対して課する平成29年度以後の

年度分の固定資産税について適用し、同日前に発

生した改正法による改正前の地方税法（以下この

条において「旧法」という。）第349条の３の３第

１項に規定する震災等により滅失し、又は損壊し

た家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課

する固定資産税については、なお従前の例による。 

 ５ 平成25年４月１日から平成29年３月31日ま

での間に締結された旧法附則第15条第36項に規定

する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対

して課する固定資産税については、なお従前の例

による。 

 ６ 平成26年４月１日から平成29年３月31日ま

での間に新たに取得された旧法附則第15条第40項

に規定する機器に対して課する固定資産税につい

ては、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

 第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例

の規定中軽自動車税に関する部分は、平成29年度

以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成

28年度分までの軽自動車税については、なお従前

の例による。 

 ２ 町長は、納付すべき軽自動車税（平成28年

度以前の年度分のものに限る。）の額について不

足額があることを余市町税条例第83条第２項の納

期限（納期限の延長があったときは、その延長さ

れた納期限）後において知った場合において、当

該事実が生じた原因が当該不足額に係る３輪以上

の軽自動車の所有者以外の者（以下この条におい

て「第三者」という。）にあるときは、地方税法

第13条第１項の規定による告知をする前に、当該

第三者（当該第三者と改正法附則第18条第２項に

規定する特別の関係のある者を含む。以下この条
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において同じ。）に対し、当該不足額に係る軽自

動車税の納付を申し出る機会を与えることができ

るものとし、当該申出の機会を与えられた第三者

が当該申出をしたときは、当該第三者を賦課期日

現在における当該不足額に係る３輪以上の軽自動

車の所有者とみなして、軽自動車税に関する規定

（余市町税条例第87条及び第88条の規定を除く。）

を適用する。 

 ３ 前項の規定による申出をした第三者は、当

該申出を撤回することができない。 

 これにつきましては、附則第20条の３第４項の

改正に伴う所要の規定の整備でございます。 

 （余市町税条例等の一部を改正する条例の一部

改正） 

 第５条 余市町税条例等の一部を改正する条例

（平成26年余市町条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 附則第６条中「軽自動車税」の次に「の種別割」

を加え、「新条例第82条及び新条例」を「余市町

税条例第82条及び」に改め、「左欄に掲げる」の

次に「同条例の」を加え、同条の表を次のように

改める。 

 左欄より朗読申し上げます。 

 第82条第２号ア（イ）、3,900円、3,100円。 

 第82条第２号ア（ウ）Ａ、6,900円、5,500円、

１万800円、7,200円。 

 第82条第２号ア（ウ）Ｂ、3,800円、3,000円、

5,000円、4,000円。 

 附則第16条第１項、第82条、余市町税条例等の

一部を改正する条例（平成26年余市町条例第７号。

以下この条例において「平成26年改正条例」とい

う。）附則第６条の規定により読み替えて適用さ

れる第82条。 

 附則第16条第１項の表第２号ア（イ）の項、第

２号ア（イ）、平成26年改正条例附則第６条の規

定により読み替えて適用される第82条第２号ア

（イ）、3,900円、3,100円。 

 附則第16条第１項の表第２号ア（ウ）Ａの項、

第２号ア（ウ）Ａ、平成26年改正条例附則第６条

の規定により読み替えて適用される第82条第２号

ア（ウ）Ａ、6,900円、5,500円、１万800円、7,200円。 

 附則第16条第１項の表第２号ア（ウ）Ｂの項、

第２号ア（ウ）Ｂ、平成26年改正条例附則第６条

の規定により読み替えて適用される第82条第２号

ア（ウ）Ｂ、3,800円、3,000円、5,000円、4,000円。 

 第６条 余市町税条例等の一部を改正する条例

（平成28年余市町条例第15号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１条の２中余市町税条例附則第16条第２項か

ら第４項までを削る改正規定の次に次のように加

える。 

 附則第16条の２を次のように改める。 

 第16条の２ 削除 

 第２条を次のように改める。 

 （余市町税条例等の一部を改正する条例の一部

改正） 

 第２条 余市町税条例等の一部を改正する条例

（平成26年余市町条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 附則第６条の表新条例附則第16条第１項の表第

82条第２号アの項の項の左欄及び中欄中「第82条

第２号ア」を「第２号ア」に改める。 

 附則第１条第２号中「及び」の次に「第２条の

規定並びに」を加え、同条第４号中「及び第２条

の規定並びに」を「の規定及び」に改める。 

 これにつきましては、軽自動車のグリーン化特

例延長に伴う関係法令等々の整備でございます。 

 以上、議案第１号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議、ご決

定を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして条例の新旧対照

表を添付しておりますので、ご高覧いただきたい

と存じます。 

 引き続きまして、一括上程されました議案第２
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号 余市町都市計画税条例の一部を改正する条例

の一部を改正する条例案につきまして、提案理由

をご説明申し上げます。 

 議案第１号と同様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公布されたことに

より、本町都市計画税条例の一部を改正する条例

について所要の改正を行うものであります。 

 改正の主な内容につきましては、議案第１号と

同様保育の受け皿整備促進のための企業主導型保

育事業等に係る都市計画税の課税標準の特例措

置、さらには法律の改正にあわせ、本条例中引用

しております条項の整理を行うものでございま

す。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第２号 余市町都市計画税条例の一部を改

正する条例の一部を改正する条例案。 

 余市町都市計画税条例の一部を改正する条例の

一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 平成29年４月19日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町都市計画

税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例。 

 余市町都市計画税条例の一部を改正する条例

（昭和41年余市町条例第14号）の一部を次のよう

に改正する。 

 附則第４項を削る。 

 附則第16項を附則第17項とする。 

 附則第15項中「第28項、第32項、第36項、第37項、

第42項」を「第27項、第31項、第35項、第39項、

第42項、第44項」に改め、同項を附則第16項とす

る。 

 附則第14項中「附則第６項及び第８項」を「附

則第７項及び第９項」に、「附則第６項及び第９

項」を「附則第７項及び第10項」に、「附則第７

項、第９項及び第10項」を「附則第８項、第10項

及び第11項」に、「附則第９項から第11項まで」

を「附則第10項から第12項まで」に、「附則第11項」

を「附則第12項」に、「附則第12項」を「附則第

13項」に改め、同項を附則第15項とする。 

 附則第13項中「附則第11項」を「附則第12項」

に改め、同項を附則第14項とする。 

 附則第12項を附則第13項とする。 

 附則第11項を附則第12項とする。 

 附則第10項中「附則第６項」を「附則第７項」

に改め、同項を附則第11項とする。 

 附則第９項中「附則第６項」を「附則第７項」

に改め、同項を附則第10項とする。 

 附則第８項中「附則第６項」を「附則第７項」

に改め、同項を附則第９項とする。 

 附則第７項を附則第８項とする。 

 附則第６項を附則第７項とする。 

 附則第５項（見出しを含む。）中「附則第15条

第42項」を「附則第15条第39項」に改め、同項を

附則第４項とし、同項の次に次の２項を加える。 

 （法附則第15条第44項の条例で定める割合） 

 ５ 法附則第15条第44項に規定する市町村の条

例で定める割合は２分の１とする。 

 （法附則第15条第45項の条例で定める割合） 

 ６ 法附則第15条第45項に規定する市町村の条

例で定める割合は３分の２とする。 

 附則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、公布の日から施行し、平成29年

４月１日から適用する。ただし、附則第５項を附

則第４項とし、同項の次に２項を加える改正規定

（附則第６項に係る部分に限る。）は、都市緑地

法等の一部を改正する法律（平成29年法律第 号）

の施行の日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ 次項に定めるものを除き、改正後の余市町

都市計画税条例の一部を改正する条例の規定は、

平成29年度以後の年度分の都市計画税について適

用し、平成28年度分までの都市計画税については、

なお従前の例による。 
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 ３ 平成25年４月１日から平成29年３月31日ま

での間に締結された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（平成29年法律第２号）

による改正前の地方税法（昭和25年法律第226号）

附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項

に規定する協定倉庫に対して課する都市計画税に

ついては、なお従前の例による。 

 以上、議案第２号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議、ご決

定を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして条例の新旧対照

表を添付しておりますので、ご高覧をいただきた

いと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 一括議題の議案２件についてこれより質疑を行

います。 

〇14番（大物 翔君） 私のほうからは、１号議

案のほうについて幾つか伺ってまいりたいのです

けれども、今回いろいろな部分の税がふえたり、

減ったりはしているのですけれども、例えばまず

出てきている議案書の中でいわゆるタワーマンシ

ョンへの課税なのですけれども、余市町はそんな

に高層住宅ってなかったとは思うのですけれど

も、ただ最近だんだんふえてきている部分あるか

とは思うのです。まず、１つ目がそういうものへ

の課税基準が変わった場合の余市町への影響って

どうなるのかなというところが１つ。 

 今回の2017年税制大綱の最大のポイントという

のは実は、余市町では読みかえとかになってしま

っているのですけれども、扶養控除の適用範囲の

見直しだと思うのです。全国ベースではございま

すけれども、今まで103万円の壁だったものが

150万円に変わるという部分で、今まではぎりぎり

扶養控除の関係で100万円台で働いていた人が場

合によってはもうちょっと働けるようになると。

ただ、そうなった場合今103万円の壁を超えて働い

ている人が課税されなくなったりするケースが出

てくるとすると、日本全国で見ると大体260億円ぐ

らいの住民税の減収効果が自治体にとって出てし

まうだろうと、家計にとってはすごく助かるので

すけれども。そういう場合余市町の場合は大体ど

のぐらいの影響額が出ると試算されているのか、

２つ目伺いたいと思います。 

 そして、その不足分というのは、恐らく交付税

か何かで措置されるとは思うのですけれども、ど

ういうふうに措置されてくるのかなというのが３

点目。 

 次に、税の部門が変わっていくのですけれども、

軽自動車のほうです。一般の白ナンバーの自動車

というのは、余市町のほうでは恐らく台数等々は

把握できないとは思うのですけれども、軽自動車

であれば課税、賦課を行っている関係である程度

把握できるとは思うのです。ちなみに、余市町の

軽自動車の登録台数の総数というのは今どのぐら

いだったかなと。前にも資料を見た気はするので

すけれども、現状でわかれば教えていただきたい

のと、またそれの総登録数に対して今実際にいわ

ゆるエコカー減税を受けて、軽減措置を受けてい

る車の台数というのは大体全部でどのぐらいにな

ってくるのかなと。余市町では登録年数がある程

度把握できるとは思うのですけれども、そうなっ

てきますと平均大体１台の車を買いかえるのにど

のぐらいのサイクルで買いかえを行っているのか

と。これが短くなっていっているのか、長くなっ

ているのか、わかればでいいのですけれども、伺

いたいと思います。 

 次に、こうやって税制が変わっていって、特に

住民税等が変わっていく関係で、先ほども言いま

したけれども、家計にとっては助かる部分かなり

出てくるのですけれども、うちらにとっては減収

効果も一部あると。家計が納める税金の額が、住

民税が減っていったりすると、住民税を根拠にし

ている行政サービス、例えば保育園だとかそうい
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う部分の中で料金が変わっていったりする方って

ひょっとしたら出てくるのではないのかなと。も

しかしたら大きくは変わらないのかもしれません

けれども、今のところそういう分野でどういった

影響が出てくるのかなというのが気になっている

部分ですから、具体的に例えばこの分野では影響

ある、ないというものもあわせて教えていただけ

たらと思います。お願いします。 

〇税務課長（堀内 学君） 14番、大物議員のご

質問に私のほうからご答弁させていただきたいと

存じます。 

 まず、１点目でございますけれども、タワーマ

ンションの件でございますけれども、タワーマン

ションの規定というものがございまして、建築基

準法に高さが60メーターを超える建物ということ

で、今この税法で規定しているタワーマンション

の定義というのは、各フロアごと、各１室ごと所

有者がいるというものが前提でございまして、そ

ういったマンションにつきましては余市町はござ

いませんので、これについては該当がないという

ふうにご理解願いたいと思います。 

 それから、扶養控除の関係でございます。これ

について現状の賦課の状況からご説明申し上げま

す。まず、現状からお答え申し上げますけれども、

配偶者控除の減収額と申しまして、平成26年度の

国家予算ベースでは国税で6,000億円程度、その適

用者数はおよそ1,003万人と給与所得者で４人に

１人ぐらいが受けている計算でございます。余市

町では、納税義務者8,654人のうち2,732人、32％

ほどになりますが、総額６億4,740万円、６億

4,000万円程度の控除を受けておりまして、給与所

得者は1,254人で４億2,000万円程度の控除額とな

ってございます。給与所得での配偶者特別控除に

つきましては、適用金額が変動することから人数

を把握することができませんけれども、控除全体

としては約3,800万円となってございます。これら

改正に伴う影響でございますけれども、この部分

につきましては平成31年度の適用分と申しますの

は32年の町道民税の影響からわかってくると思い

ますので、平成32年の町道民税の賦課状況におい

てどういった傾向になるのかということが判明さ

れるということで、今のところどういった階層に

影響出るのかというのはちょっと試算しかねる部

分がございますので、それはご了解いただければ

と思います。 

 今のこの部分での不足部分でございますけれど

も、国の大綱の中では交付税で全額措置するとい

うことで言われております。 

 軽自動車税の関係でございますけれども、登録

台数でおおむね6,000台ほどあるのですが、その中

で平成29年度予算見込みで自家用乗用でグリーン

化特例を受けているのは302台、105万3,000円ほど

になります。自家用貨物で14台、１万6,800円、合

計で106万9,800円程度の部分となってございま

す。なお、今回の改正部分につきましては、平成

29年４月１日から30年の３月31日までの購入台数

ということで、これにつきましてはまだデータが

来てございませんので、ご容赦願いたいと存じま

す。 

 買いかえのサイクルでございますけれども、こ

れについては余り統計としてとったことがござい

ませんので、大変恐縮でございます。これについ

ては控えさせていただきます。よろしくどうぞお

願いいたします。 

（何事か声あり） 

 大変失礼しました。最後の質問でございますけ

れども、私どものほうの税という部分ではちょっ

と把握し切れない部分でございますので、ご了解

願いたいと存じます。 

〇14番（大物 翔君） まず、軽自動車のほうか

ら伺っていきたいのですけれども、意外とあるな

という。あえてどうして買いかえのサイクルなん

ていう、それは聞くべきものなのかという質問を

したのはわけがあって、結局軽自動車というのは
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本当に日常的な庶民の足なわけではないですか。

それの買いかえサイクルが例えば長くなっている

ということがもし判明すれば、なかなか買いかえ

がうまくいっていない、もしくは買いかえられな

いという状況を推察する一つの材料になり得るの

ではないかなと。もちろんこれは税そのものでは

ないのですけれども、ただ町全体の景気循環を探

っていく上で一つの手がかりにならないかなと思

って、もしわかればと思って聞いてみた次第でご

ざいます。 

 所得税等々のほうも正確には平成32年に影響が

出てくる部分だから、今のところはっきりした試

算はよくわからないと。もちろんそうだと思うの

です。余市町でいうと大体2,700人前後、全体の

32％の人が扶養控除を適用されていると。最終的

な影響額は、およそ3,800万円ぐらいではないか

と。不足分に関しては、恐らく交付税でやってく

るという見通しではあると。一部ぜいたく品の購

入等を行った場合は別なのですけれども、今回の

税制改正をおおむね見ていると家計には助かるも

のも結構あるのかなと思うのです。ただ、そうな

ってくると全体的な税収不足が余市町だけではな

くて出てくると。これだけ国がお金ない、お金な

いと言っている中でこういう減税措置をしてくれ

るというのはありがたいのだけれども、一方で国

の財政を預かっている人たちからすれば、どこか

で均衡をとらなければいけないというのが出てく

ると。では、それって何なのだろうなと考えてい

くと、平成31年、所得税のこれは来年の１月から

賦課されて、31年に実際にお金を払い始めるわけ

なのですけれども、同じ年の10月にこのままいく

と消費税が上がってしまうのです。もしかしたら

そういう部分も念頭に置いた今回の改正なのかな

という、あくまでも推測なのですけれども、ある

のです。というのも前回消費税を５％から８％に

上げたころの前後の税制改正見ていると、高額所

得者への税制改正が多かったのです、減税が多か

ったのですけれども。いわゆる一般家庭の減税っ

てそんなになくて、影響がそんなにないと、消費

税を上げても大丈夫と、すぐ戻るといって上げて

みたら長いこと影響を受けてしまったと。だから、

もしかしたらある面今回の税制改正というのは、

前回はそのまま突入して物すごく影響が出てしま

ったから、今回は減税という形で場合によっては

ワンクッション置いた上で増税をできるような環

境をつくるという伏線もひょっとしたらあるので

はないかなと。ただ、これは証拠のない話ですか

ら何とも言えないところなのですけれども、ただ

ころころ、ころころ税制を変えられてしまっては

当局としてもたまらないのではないかなと思うの

ですけれども、結局住民税がふえたり、減ったり

していくと家計に影響が出ると。消費税も上がる

かもしれないと。だったらば、それはもちろん余

市町ではできる話ではないのですけれども、どう

して法人税戻さないのだろうなという疑問もあっ

たりするのです。その辺の先行きというのが…… 

（何事か声あり） 

 話がそれました。申しわけなかったです。ただ、

影響が出るのは平成32年なのですけれども、そう

なった場合、税ではわかりかねるとは言われたの

ですけれども、もし答えてくれるのでしたらほか

の部局のほうでも保育所などなどの住民サービス

への影響もしわかれば、答えていただけるならお

答えいただきたいと思います。 

〇副町長（鍋谷慎二君） 14番、大物議員の再質

問にご答弁申し上げます。 

 住民税の課税状況、この変化によって使用料等

に及ぼす影響についてのご質問でございますけれ

ども、今回の法改正、本年３月31日に公布されて

いるということでございまして、29年度の予算ベ

ース査定状況におきましては、そうした反映額の

部分について盛り込んでございません。ご質問の

影響額については、当然考えられるところでござ

いますので、それについては早急にそれぞれの関
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係する部署で整理をさせていただきたいというふ

うに考えてございます。 

〇８番（吉田浩一君） ちょっと教えていただき

たいのだけれども、３輪以上の軽自動車というの

はどういうことをいうのかなと思っているので

す。というのは、最近道路走っていると、自動２

輪で側車がついているのは、これ自動２輪でサイ

ドカーというのです。サイドカーは、バイクだか

らヘルメットをかぶる必要があるのだろうけれど

も、最近道路見ているとバイク型で３輪でヘルメ

ットをかぶっていない人もそういうの走っている

のです。それは軽自動車なのですか、分類上は。

もちろん排気量というのがあるのだろうけれど

も、最近の軽自動車というのは660まで上がってい

るから、その辺含めてそういう３輪のバイク型の

軽自動車みたいのもあるのかどうか。その辺はど

ういうふうな認識なのでしょうか。ちょっとお願

いします。 

〇税務課長（堀内 学君） ８番、吉田議員のご

質問に私のほうからご答弁させていただきます。 

 軽自動車と申しますのは、道路交通法の中で規

格がございまして、長さ、幅ですとか、それから

ウインカーですとかがついているという規定がご

ざいまして、それらに規定するものについては軽

自動車といいますけれども、ここで言う３輪以上

というのは、ごらんになったかわかりませんけれ

ども、３輪のミニカーが実は余市町に登録されて

いるものがございまして、これらについても軽自

動車という扱いをして賦課をしているということ

で、この部分につきましては３輪のミニカーにつ

いて規定をしているということでご理解を願いた

いと存じます。 

〇15番（中谷栄利君） 私からは、今回の税条例

に関して保育所にかかわる問題でお尋ねしたいと

思います。 

 今回保育所に係る問題が軽減対策として出てい

るのですけれども、都会型の今日社会問題になっ

ている保育者の待機状況、そういったことを緩和

するためにも企業型の保育を推奨するために固定

資産税等の減免等を税条例で改正して、推進をし

ていこうという考え方のようですが、多くの保育

を預ける親御さんにとってみれば、国と自治体の

責任による公的責任の保育の充実が求められるも

のと思いますけれども、余市町におけるその分野

での考え方というのは一体どのようになっている

か。この税条例改正にかかわって保育園の姿勢が

変わっていくものとは到底思えませんけれども、

今現在待機の状況やこれからの余市町の保育の町

側の姿勢として公的保育を充実させていくという

立場にこれから推進していくのかどうか、その方

向性の問題についてお尋ねしたいと思います。 

〇町民福祉課長（上村友成君） 15番、中谷議員

からの保育に関するご質問についてご答弁させて

いただきます。 

 保育というか、税に絡む部分についてでござい

ますけれども、今回の税条例改正に伴います企業

主導型保育事業につきましては、現在余市町にお

いて該当する事業者がないということでございま

すので、ご理解賜りたいと存じます。 

〇15番（中谷栄利君） 恐らくそうだなとは思っ

ているのですけれども、国のほうの税改正による

問題ですから、こういった都市型に対応するため

にも待機者の状況を緩和するためにそういったも

のが設けられたものだと思います。その税改正で

町の条例も改正するものだと思いますけれども、

公的責任の保育の事業はどんどん遠ざかっている

ような気がしてならないものですから、あえて質

問させていただきましたが、今後の余市町の行政

の考え方が変わるものが、そのことによって今後

検討していくものがあるのかどうか。公的保育を

充実させていくその立場に変わらないのか、そこ

の点だけ税条例改正にかかわっての危惧される問

題として考えておりますので、お尋ねしたいと思

います。 
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〇町民福祉課長（上村友成君） 15番、中谷議員

からの再度のご質問に答弁させていただきます。 

 今回の税条例改正につきましては、若干外れる

部分かとは存じますけれども、保育に対する町の

姿勢としては今後も変わらず実施してまいりたい

と考えてございますので、ご理解賜りたいと存じ

ます。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 まず、議案第１号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第１号を採決いたします。 

 本案は、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） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号 余市町税条例の一部を改

正する条例案は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２号についてお諮りいたします。

本案につきましては、会議規則第38条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第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ご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号 余市町都市計画税条例の

一部を改正する条例の一部を改正する条例案は、

原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１１時１５分 

再開 午前１１時２５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第５、議案第３号 余

市町国民健康保険税条例の一部を改正する条例案

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保健課長（濱川龍一君） ただいま上程されま

した議案第３号 余市町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例案につきまして、提案理由のご

説明を申し上げます。 

 このたびの一部改正につきましては、地方税法

施行令の一部を改正する政令が平成29年３月31日

に公布され、平成29年４月１日から施行されたこ

とに伴い、余市町国民健康保険税条例につきまし

ても所要の改正をいたすものでございます。 

 改正の内容といたしましては、国民健康保険税

の低所得者に係る保険税の軽減措置の拡充におけ

る改正でございます。国民健康保険税の低所得者

に係る５割減額につきましては、現行では対象と

なる所得の算定において被保険者の数に乗ずべき

金額を26万5,000円としておりますが、改正後は

27万円に引き上げられ、２割減額の対象となる所
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得の算定におきましては、被保険者の数に乗ずべ

き金額を現行の48万円から49万円に引き上げる改

正をいたすものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第３号 余市町国民健康保険税条例の一部

を改正する条例案。 

 余市町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定する。 

 平成29年４月19日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例。 

 余市町国民健康保険税条例（平成11年余市町条

例第８号）の一部を次のように改正する。 

 第23条第２号中「26万5,000円」を「27万円」に

改め、同条第３号中「48万円」を「49万円」に改

める。 

 附則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、公布の日から施行し、平成29年

４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

 ２ 改正後の余市町国民健康保険税条例の規定

は、平成29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28年度分までの国民健康保険

税については、なお従前の例による。 

 以上、議案第３号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議、ご決

定賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料として条例の新旧対照表を添付

しておりますので、ご高覧いただきたいと存じま

す。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇14番（大物 翔君） 昨年もおおむね似たよう

な内容の改正が行われていたと思うのです。こと

しなのですけれども、これを行うことによってお

おむねどのくらいの方々が軽減を新たに受けられ

るようになるのかなと。その試算を教えていただ

きたいのが１つと、その軽減によって発生する会

計上の減収といいますか、そこはどういった形で

措置されてくるのかなと。例えば余市町の保険会

計は全額面倒を見るのか、あるいは何らかの交付

税などが入ってきて、その負担割合というのが決

まっているものなのか、その辺を伺いたいと思い

ます。 

〇保健課長（濱川龍一君） 14番、大物議員のご

質問にご答弁申し上げます。 

 まず、１点目のどのくらいの方々が軽減該当に

なるのかということでございますけれども、平成

28年度の賦課データで申し上げたいと思います。

新たに２割軽減の対象となる世帯につきまして

は、18世帯が２割軽減の対象になると試算してご

ざいます。また、２割軽減から５割軽減になる世

帯でございますけれども、これにつきましても平

成28年度の賦課データで申し上げますが、９世帯

が新たに５割軽減の対象になると試算してござい

ます。 

 ２点目、軽減によります財政措置ということの

ご質問でございますけれども、財源内訳といたし

ましては北海道が４分の３、これにつきましては

保険基盤安定負担金として一般会計として財源が

見られます。そして、残りの４分の１が町が一般

財源として見ることとなってございます。その合

計が繰り入れといたしまして国保会計の中に入っ

てくるということでございますので、ご理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

〇14番（大物 翔君） 内訳はわかりました。 

 道が負担してくれる部分と町が負担する部分合

わせて、おおよそで構わないのですけれども、ど

のぐらいの費用が会計上発生することになってい

るのか伺いたいと思います。 

〇保健課長（濱川龍一君） 14番、大物議員の再

度のご質問にご答弁申し上げます。 
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 どのくらいの金額かということでございますけ

れども、平成29年度の当初予算でお答えさせてい

ただきます。これにつきましては、保険税軽減分

といたしまして合計で１億59万6,000円が計上さ

れているものでございますので、ご理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 本案は、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） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号 余市町国民健康保険税条

例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決

されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第６、議案第４号 余

市町農業振興協議会条例の一部を改正する条例案

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇農林水産課長（細山俊樹君） ただいま上程さ

れました議案第４号 余市町農業振興協議会条例

の一部を改正する条例案につきまして、提案理由

のご説明を申し上げます。 

 今回ご提案いたします条例案につきましては、

余市町農業振興協議会の委員を委嘱している団体

の後志農業共済組合が石狩地区農業共済組合、道

南農業共済組合、いぶり農業共済組合、日高地区

農業共済組合と合併し、平成29年３月１日付をも

ってみなみ北海道農業共済組合が発足したことに

伴い、関係機関団体の名称を変更する条例案をご

提案申し上げるものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第４号 余市町農業振興協議会条例の一部

を改正する条例案。 

 余市町農業振興協議会条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定する。 

 平成29年４月19日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町農業振興

協議会条例の一部を改正する条例。 

 余市町農業振興協議会条例（昭和60年余市町条

例第９号）の一部を次のように改正する。 

 別表中「後志農業共済組合」を「みなみ北海道

農業共済組合後志支所」に改める。 

 附則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上、議案第４号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議、ご決

定賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして条例の新旧対照

表を添付いたしておりますので、ご高覧いただき

ますようお願い申し上げます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 
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（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 本案は、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） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号 余市町農業振興協議会条

例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決

されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第７、議案第５号 余

市町過疎地域指定における固定資産税の課税免除

に関する条例の一部を改正する条例案を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇税務課長（堀内 学君） ただいま上程されま

した議案第５号 余市町過疎地域指定における固

定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正す

る条例案につきまして、提案理由をご説明申し上

げます。 

 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する

法律が平成29年法律第11号として平成29年３月

31日に公布され、本町の課税免除に関する条例に

おきましても所要の改正を行うものであります。 

 改正内容につきましては、対象業種である製造

の事業、旅館業、情報通信技術利用事業のうち、

情報通信技術利用事業を除外し、農林水産物等販

売業を追加するものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明いたします。 

 議案第５号 余市町過疎地域指定における固定

資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する

条例案。 

 余市町過疎地域指定における固定資産税の課税

免除に関する条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定する。 

 平成29年４月19日提出、余市町長、嶋  保。 

 次のページをお開き願います。余市町過疎地域

指定における固定資産税の課税免除に関する条例

の一部を改正する条例。 

 余市町過疎地域指定における固定資産税の課税

免除に関する条例（平成26年余市町条例第16号）

の一部を次のように改正する。 

 第１条及び第２条中「情報通信技術利用事業」

を「農林水産物等販売業」に改める。 

 附則 

 この条例は、公布の日から施行し、平成29年４

月１日から適用する。 

 以上、議案第５号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議、ご決

定を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして条例の新旧対照

表を添付しておりますので、ご高覧いただきたい

と存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇14番（大物 翔君） このたび対象となる分野

が変わるということで解釈しているのですけれど

も、恐らく変えるということは余市町の中で該当

している業者も当然いらっしゃるとは思うのです

けれども、それによって生まれる会計上の恐らく

減収効果だと思うのですけれども、それはどのぐ

らいになると試算しているのでしょうか。 

〇税務課長（堀内 学君） 14番、大物議員のご

質問に私のほうからご答弁させていただきたいと

思います。 

 過疎地域指定における固定資産税の課税免除に

つきましては、2,700万円以上という条件がござい



－23－ 

まして、その部分で試算というわけではございま

せんけれども、今現状で課税免除の対象になって

いる農産物等の販売事業に該当するような事業で

ございますけれども、３年分で大体85万円ほどに

なってございますので、おおむねこういった規模

の施設ができますとこのぐらいの金額が減になる

というふうには考えられますけれども、大変恐縮

です。綿密な計算はしておりませんので、ご了解

願いたいと思います。 

〇議長（中井寿夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第５号を採決いたします。 

 本案は、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） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号 余市町過疎地域指定にお

ける固定資産税の課税免除に関する条例の一部を

改正する条例案は、原案のとおり可決されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第８、議案第６号 余

市町半島振興対策実施地域における固定資産税の

不均一課税に関する条例の一部を改正する条例案

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇税務課長（堀内 学君） ただいま上程されま

した議案第６号 余市町半島振興対策実施地域に

おける固定資産税の不均一課税に関する条例の一

部を改正する条例案につきまして、提案理由をご

説明申し上げます。 

 改正内容につきましては、対象業種である製造

の事業、旅館業に本町の産業振興促進計画に定め

る情報サービス業等、農林水産物等販売業の２つ

の業種を追加するものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第６号 余市町半島振興対策実施地域にお

ける固定資産税の不均一課税に関する条例の一部

を改正する条例案。 

 余市町半島振興対策実施地域における固定資産

税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定する。 

 平成29年４月19日提出、余市町長、嶋  保。 

 次ページをお開き願います。余市町半島振興対

策実施地域における固定資産税の不均一課税に関

する条例の一部を改正する条例。 

 余市町半島振興対策実施地域における固定資産

税の不均一課税に関する条例（平成26年余市町条

例第17号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「製造の事業」の次に「、情報サービ

ス業等、農林水産物等販売業」を、「用に供する」

の次に「施設又は」を加える。 

 第２条中「受ける製造の事業」の次に「、情報

サービス業等、農林水産物等販売業」を加え、「製

造の事業の用に供するものに限る」を「旅館業（下

宿営業を除く。）の用に供するものは除く」に改

め、「合計額が500万円（」の次に「製造の事業及

び旅館業（下宿営業を除く。）においては」を加

える。 

 附則 

 （施行期日） 

 第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 
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 第２条 改正後の条例の規定は、平成28年度以

後の年度分の固定資産税について適用し、平成

27年度分までの固定資産税については、なお従前

の例による。 

 以上、議案第６号につきまして提案理由のご説

明を申し上げましたので、よろしくご審議、ご決

定を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、参考資料といたしまして条例の新旧対照

表を添付しておりますので、ご高覧をいただきた

いと存じます。 

〇議長（中井寿夫君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第６号を採決いたします。 

 本案は、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） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号 余市町半島振興対策実施

地域における固定資産税の不均一課税に関する条

例の一部を改正する条例案は、原案のとおり可決

されました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第９、推薦第１号 余

市町農業振興協議会委員の推薦についてを議題と

いたします。 

 推薦の方法については、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） 

 異議なしと認めます。 

 よって、推薦の方法は指名推選によることに決

しました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、議

長において指名いたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決しまし

た。 

 指名いたします。中井議員、中谷議員、以上の

とおり推薦することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認め、中井議員、中谷議員、以上の

議員を推薦することに決定いたしました。 

〇議長（中井寿夫君） 日程第10、議員の派遣に

ついてを議題といたします。 

 お諮りいたします。会議規則第121条の規定によ

り、お手元に配付のとおり派遣することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議員の派遣をすることに決しました。 

〇議長（中井寿夫君） 以上で本日の日程は全て

終了いたしました。 

 よって、会議を閉じます。 

 これをもって平成29年余市町議会第２回臨時会

を閉会いたします。 

閉 会 午前１１時５０分 
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