平成２５年第４回紀の川市議会定例会

平成２５年１２月１３日（金曜日）

第２日

開

議

午前

９時２８分

散

会

午前１１時４０分

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議事日程（第２号）
日程第１

諸般の報告

日程第２

諮問第

７号

人権擁護委員候補者の推薦について

議案第１２２号

紀の川市営駐車場条例の一部改正について

議案第１２３号

紀の川市税条例の一部改正について

議案第１２４号

紀の川市国民健康保険税条例の一部改正について

議案第１２５号

紀の川市後期高齢者医療に関する条例の一部改正につい
て

議案第１２６号

紀の川市古和田会館及び井阪文化会館条例の一部改正に
ついて

議案第１２７号

紀の川市斎場条例の一部改正について

議案第１２８号

紀の川市ふれあいコミュニティセンター条例の一部改正
について

議案第１２９号

紀の川市介護予防拠点施設条例の一部改正について

議案第１３０号

紀の川市老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部 改
正について

議案第１３１号

紀の川市介護保険条例の一部改正について

議案第１３２号

紀の川市保健福祉センター条例の一部改正について

議案第１３３号

紀の川市農村改善センター条例の一部改正について

議案第１３４号

紀の川市農村婦人の家条例の一部改正について

議案第１３５号

紀の川市青洲の里施設条例の一部改正について

議案第１３６号

紀の川市ハイランドパーク粉河条例の一部改正について

議案第１３７号

紀の川市観光自動車駐車場条例の一部改正について

議案第１３８号

紀の川市細野渓流キャンプ場条例の一部改正について

議案第１３９号

紀の川市都市公園条例の一部改正について

議案第１４０号

紀の川市公共下水道条例等の一部を改正する条例の制定
について

議案第１４１号

紀の川市公共下水道事業受益者負担に関する 条例の一部
改正について

議案第１４２号

紀の川市河北河南水道事業給水条例等の一部を改正する
条例の制定について
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議案第１４３号

紀の川市工業用水道事業給水条例の一部改正について

議案第１４４号

紀の川市学校施設使用条例の一部改正について

議案第１４５号

紀の川市学校給食センター条例の一部改正について

議案第１４６号

紀の川市コミュニティ施設条例の一部改正について

議案第１４７号

紀の川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び 費用弁
償に関する条例の一部改正について

議案第１４８号

紀の川市公民館条例の一部改正について

議案第１４９号

紀の川市教育集会所設置条例の一部改正について

議案第１５０号

紀の川市ＩＴ親子ホール条例の一部改正について

議案第１５１号

紀の川市歴史民俗資料館条例の一部改正について

議案第１５２号

紀の川市文化施設条例の一部改正について

議案第１５３号

紀の川市社会体育施設条例の一部改正について

議案第１５４号

紀の川市那賀Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部改正につい
て

議案第１５５号

紀の川市立調月北部集会所条例の廃止について

議案第１５６号

平成２５年度紀の川市一般会計補正予算（第３号）につ
いて

議案第１５７号

平成２５年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予
算（第２号）について

議案第１５８号

平成２５年度紀の川市簡易水道事業特別会計補正予算
（第２号）について

議案第１５９号

権利の放棄について

議案第１６０号

権利の放棄について

議案第１６１号

権利の放棄について

議案第１６２号

権利の放棄について

議案第１６３号

権利の放棄について

議案第１６４号

紀の川市道路線の認定について

議案第１６５号

紀の川市道路線の認定について

議案第１６６号

紀の川市道路線の認定について

議案第１６７号

紀の川市道路線の廃止について

議案第１６８号

紀の川市道路線の廃止について

議案第１６９号

紀の川市道路線の廃止について

日程第３

議員提出議案第１号

紀の川市国民健康保険税条例の一部改正について

日程第４

議会広報特別委員会の設置について

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎本日の会議に付した事件
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議事日程（第２号）のとおり
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○出席議員（２２名）
１番

並

松

八

重

２番

太

田

加寿也

３番

舩

木

孝

４番

中

尾

太久也

５番

仲

谷

妙

子

６番

大

谷

さつき

７番

石

脇

順

治

８番

中

村

真

紀

９番

榎

本

喜

之

１０番

坂

本

康

隆

１１番

亀

岡

雅

文

１２番

村

垣

正

造

１３番

竹

村

広

明

１４番

杉

原

勲

１５番

西

川

泰

弘

１６番

堂

脇

光

弘

１７番

室

谷

伊

則

１８番

上

野

１９番

石

井

仁

２０番

川

原

一

泰

２１番

森

田

２２番

高

田

英

明

健
幾

久

亮

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○欠席議員（０名）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○説明のために出席した者の職氏名
市

長

中

村

市長公室長

林

総務部長

竹

中

地域振興部長

吉

田

農林商工部長

歌

国体対策局長

畑

水道部長

上

教育長

松

下

総務部財政課長

森

本

野

愼

司

副市長

田

村

武

信

良

企画部長

橋

口

順

俊

和

市民部長

北

林

佳

髙

靖

保健福祉部長

服

部

恒

幸

英

樹

建設部長

尾

崎

好

民

孝

典

会計管理者

武

田

雅

明

始

農業委員会事務局長

立

具

秀

敏

裕

教育部長

西

田

好

宏

浩

行

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議会事務局職員
事務局長

永

田

博

敏

次長兼議事調査課長

藤

井

節

子

議事調査課課長補佐

岩

本

充

晃

議事調査課係長

田

中

啓

吾

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

－15－

平成２５年第４回紀の川市議会定例会会議録（第２号）

（開議
○議長（高田英亮君）

午前

平成２５年１２月１３日

９時２８分）

おはようございます。

定足数に達しておりますので、ただいまから平成２５年第４回紀の川市議会定例会 ２日
目の会議を開きます。
本日の会議を開きます。
議事に入ります。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日程第１

諸般の報告

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長（高田英亮君）

日程第１、諸般の報告を行います。

まず、報告１、昨日議会運営委員会において、会期中の議事日程について御協議いただ
き、決定された議事予定表をお手元に配付しております。
報告２、第２６回近畿市町村広報紙コンクールにおいて、本市議会発行の「こんにちは
議会です」が、「奨励賞」を受賞いたしました。御苦労をいただいた委員の労をねぎらう
とともに、今後も議員が協力し合い、よりよい紙面づくりに励んでいただきたいと思いま
す。
続いて、報告３、市長より、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき 、専決処分を
行ったとの報告が同条第２項の規定によりありました。また、教育委員会より 、地方教育
行政の組織及び運営に関する法律第２７条の規定に基づき、紀の 川市教育委員会事務の管
理及び執行状況の点検及び評価の報告書が提出され、お手元に配付しておりますので、御
確認願います。
その他の報告につきましても、お手元にお配りしておりますので、報告にかえ 、御了承
賜りたいと思います。
以上で、諸般の報告を終わります。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日程第２

諮問第

７号

議案第１６９号

人権擁護委員候補者の推薦について
紀の川市道路線の廃止について

から

まで

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長（高田英亮君）
議案第１６９号

日程第２、諮問第７号

人権擁護委員候補者の推薦についてから

紀の川市道路線の廃止についてまで、４９件を一括議題といたします。

提出者に提案理由の説明を求めます。
市長

中村愼司君。

○市長（中村愼司君）（登壇）

おはようございます。

それでは、今定例会に御提案いたしました諸議案について、概要説明をさせていただき
ます。
議案は、諮問１議案、条例の一部改正・制定廃止に係る議案３４議案、平成２５年度各
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会計補正予算に係る議案３議案、権利の放棄議案５議案、主要路線の認定議案３議案、市
道路線の廃止議案３議案、計４９議案であります。
その概要を申し上げます。
諮問第７号

人権擁護委員候補者の推薦については、紀の川市人権擁護委員のうち、１

名が平成２６年３月３１日に任期満了となるため、小坂欣也君を推薦いたしたく、人権擁
護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。
議案第１２２号

紀の川市営駐車場条例の一部改正については、 消費税率の改定に伴う

所要の改正及びパークアンドライド推進のための駐車料金を改定するものであります。
議案第１２３号

紀の川市税条例の一部改正については、地方税法の一部を改正する法

律、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する 省令の
公布に伴い、条例の一部を改正するものであります。
議案第１２４号

紀の川市国民健康保険税条例の一部改正については、地方税法の一部

を改正する法律の公布に伴い、条例の一部を改正するものであります。
議案第１２５号

紀の川市後期高齢者医療に関する条例の一部改正については、地方税

法の一部を改正する法律、地方税法施行令の 一部を改正する政令及び地方税法施行規則の
一部を改正する省令の公布に伴い、条例の一部を改正するものであります。
議案第１２６号
第１２７号

紀の川市古和田会館及び井阪文化会館条例の一部改正について、議案

紀の川市斎場条例の一部改正について、議案第１２８号

コミュニティセンター条例の一部改正について、議案第１２９号

紀の川市ふれあい

紀の川市介護予防拠点

施設条例の一部改正についての４議案は、消費税率の改定等に伴い、所要の改正を行うも
のであります。
議案第１３０号

紀の川市老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部 改正については、

消費税率の改定及び老人憩の家ともぶち荘の廃止に伴い、所要の改正を行うものでありま
す。
議案第１３１号

紀の川市介護保険条例の一部改正については、地方税法の一部を改正

する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する
省令の公布に伴い、条例の一部を改正するものであります。
議案第１３２号

紀の川市保健福祉センター条例の一部改正について、議案第１３３号

紀の川市農村改善センター条例の一部改正について、議案第１３４号
の家条例の一部改正について、議案第１３５号

紀の川市農村婦人

紀の川市青洲の里施設条例の一部改正に

ついての４議案は、消費税率の改定等に伴い、所要の改正を行うものであります。
議案第１３６号

紀の川市ハイランドパーク粉河条例の一部改正については、施設及び

設備の整備並びに消費税率の改定に伴う所要の改正を行うものであります。
議案第１３７号

紀の川市観光自動車駐車場条例の一部改正について、議案第１３８号

紀の川市細野渓流キャンプ場条例の一部改正について、議案第１３９号

紀の川市都市公

園条例の一部改正についての３議案は、消費税率の改定等に伴い、所要の改正を行う もの
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であります。
議案第１４０号

紀の川市公共下水道条例等の一部を改正する条例の制定については、

消費税率の改定等に伴い、関係条例の一部を改正するものであります。
議案第１４１号

紀の川市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について

は、地方税法の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法
施行規則の一部を改正する省令の公布に伴い、条例の一部を改正するものであります。
議案１４２号

紀の川市河北河南水道事業給水条例等の一部を改正する条例の制定につ

いては、消費税率の改定等に伴い、関係条例の一部を改正するものであります。
議案第１４３号
号

紀の川市工業用水道事業給水条例の一部改正について、議案第１４４

紀の川市学校施設使用条例の一部改正についての２議案は、消費税率の改定等に伴い、

所要の改正を行うものであります。
議案第１４５号

紀の川市学校給食センター条例の一部改正については、河南学校給食

センターの新設に伴い、所要の改正を行うものであります。
議案第１４６号

紀の川市コミュニティ施設条例の一部改正については、消費税率の改

定に伴い、所要の改正をするものであります。
議案第１４７号

紀の川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正については、社会教育委員が公民館運営審議会委員を兼務することに伴い、
所要の改正を行うものであります。
議案第１４８号

紀の川市公民館条例の一部改正について、議案第１４９号

教育集会所設置条例の一部改正について、議案第１５０号

紀の川市

紀の川市ＩＴ親子ホール条例

の一部改正についての３議案は、消費税率の改定等に伴い、所要の改正を行うものであり
ます。
議案第１５１号

紀の川市歴史民俗資料館条例の一部改正については、施設管理の見直

しに伴い、必要な事項を定めるものであります。
議案第１５２号

紀の川市文化施設条例の一部改正については、消費税率の改定に伴い、

所要の改正を行うものであります。
議案第１５３号

紀の川市社会体育施設条例の一部改正については、施設の整理及び消

費税率の改定に伴う所要の改正を行うものであります。
議案第１５４号

紀の川市那賀Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部改正について は、消費税

率の改定に伴い、所要の改正を行うものであります。
議案第１５５号

紀の川市立調月北部集会所条例の廃止については、地域の振興を図り、

地域の自主性を尊重し、自治区に移管するものであります。
議案第１５６号
第１５８号

平成２５年度紀の川市一般会計補正予算（第３号）についてから議案

平成２５年度紀の川市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）についてま

での３議案については、事業執行における過不足額の調整等による補正であります。
議案第１５９号、議案第１６０号の権利の放棄については、回収が 不能となった市営住
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宅使用料に係る債権の権利を放棄するため、地方自治法第９６条第１項第１０号の規定に
より、議会の議決を求めるものであります。
議案第１６１号から議案第１６３号の権利の放棄については、回収が不能となった住宅
新築資金貸付金及び住宅取得資金貸付金に係る債権の権利を放棄するため、地方自治法第
９６条第１項第１０号の規定により、議会の議決を求めるものであります。
議案第１６４号から議案第１６６号の紀の川市道路線の認定については、 寄附により取
得した新設道路、都市計画道路区域変更及び民有地部分供用廃止により 、紀の川市道路線
として認定いたしたく提案するものであります。
議案第１６７号から議案第１６９号の紀の川市道路線の廃止については、河川占用廃止、
都市計画道路区域変更及び民有地部分供用廃止により、紀の川市道路線の廃止するもので
あります。
以上、議案の概要説明を申し上げましたが、引き続き、担当部長から詳細説明をさせま
すので、御審議の上、御承認、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長（高田英亮君）
市民部長

続いて、補足説明を求めます。

北林佳髙君。

○市民部長（北林佳髙君）（登壇）

おはようございます。

それでは、私のほうから、諮問第７号の人権擁護委員候補者の推薦について 、御説明さ
せていただきます。
議案書１ページをお願いします。
今回、人権擁護委員１名が、来る平成２６年３月３１日をもって任期満了とな るため、
人権擁護委員の候補者として推薦をいたしたく諮問するもので、人権擁護委員法の規定 に
より、市町村長はその市町村議会の意見を聞いて人権擁護委員の候補者を推薦しなければ
ならないと定められており、これにより議会の意見を求めるものでございます。
住所、紀の川市桃山町調月３５１番地、氏名、小坂欣也、生年月日、昭和２６年１０月
１２日生まれ、６２歳、再任でございます。
なお、任期につきましては、法務大臣が委嘱した日から３年となっています。以上、よ
ろしくお願いいたします。
なお、略歴等につきましては、議案書１１５ページに資料として添付してございますの
で、ごらんおきいただきたいと思います。
以上で、諮問第７号の説明を終わります。
○議長（高田英亮君）
○企画部長（橋口

企画部長

順君）（登壇）

橋口

順君。

おはようございます

補足説明をさせていただく前に、先ほど市長から説明がありました消費税法改正に伴う
関連２６条例の一部改正の基本的な方針を総括して説明申し上げます。
消費税率の改定につきましては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的 な改
革 を 行 う た め 、 消 費 税 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 に よ り 消 費 税 法 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 現 行の
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５％を平成２６年４月１日から８％にすることが決定されたもの でございます。この法律
改正により、使用料等関連条例を改正するところでございますが、条例改正の基本的な方
針といたしまして、水道料金及び下水道使用料は内税とし、それ以外は全て外税とした価
格を規定し、１００分の１０８を乗じる消費税の計算は 、１０円未満を切り捨てる旨の規
定を設けることとしています。
なお、利用者の料金表などにつきましては、支払 い総額がすぐわかるよう税込み価格で
表示することとしています。
それでは、議案第１２２号の補足説明をさせていただきます。
２ページをごらんください。
議案第１２２号

紀の川市営駐車場条例の一部改正については、消費税率の改定に伴う

所要の改正及びパークアンドライド推進のための駐車料金の改定を行うものであります。
３ページをごらんをいただきたいと思います。
紀の川市営駐車場条例の一部を改正する条例ということで、第５条及び第６条を改正す
るとともに、新しく別表を追加いたしまして、外税とした価格を規定しています。料金に
つきましては、近隣の民間駐車場の価格を調査した結果を踏まえ、さらにパークアンドラ
イドの推進を図るため、税込み価格が現行の５，１００円に据え置きとなるよう価格を設
定、また１日単位の駐車場利用にも対応できるよう、１日につき税込み価格で５００円と
いうことで、新たに設けたところでございます。
附則といたしまして、この条例は、平成２６年４月１日から施行する。
なお、１１６ページに、議案第１２２号の資料として新旧対照表を添付いたしてござい
ますので、御参考にしていただきたいと思います。
以上で、議案第１２２号の説明を終わります。よろしくお願いいたし ます。
○議長（高田英亮君）

総務部長

竹中俊和君。

○総務部長（竹中俊和君）（登壇）

改めて、おはようございます。

議案書の４ページをごらんいただきたいと思います。
議案第１２３号

紀の川市税条例の一部改正について、紀の川市税条例の一部を別紙の

とおり改正するものであります。
提案理由といたしまして、主要税法の一部を改正する法律等の公布に伴いまして 、条例
の一部を改正するものでございます。
次のページから順を追って御説明をさせていただきます。
改正本文の２行目、第１９条につきましては、納期限後に納付 し、または納入する税金、
または納入金に係る延滞金の条文に係る整理であります。３行目の第４７条の２第１項に
つきましては、個人住民税の公的年金から特別徴収制度を見直すもので、公的年金受給者
の納税の便宜の観点から、賦課期日後に市外に転出した者については特別徴収を継続する
もので、平成２８年１０月１日から適用するものであります。
５行目の第４７条の５第１項につきましても、同じく個人住民税の公的年金からの特別
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徴収制度を見直すもので、仮徴収税額の算定方法を現行の「前年度の２月の本徴収税額と
同額」から「仮徴収税額を前年度の特別徴収税額（免税額）の２分の１に相当する額」に
見直し、免税額が２年連続で同額の場合には 、徴収される額が一定となるようにするもの
で、平成２８年１０月１日から適用するものであります。
１２行目の附則第７条の４からは、金融所得課税の一体化に伴う個人住民税の課税の見
直しを行うための地方税法等の改正に伴う条文整備で、この附則第７条の４は、附則第１
９条の２に合わせて引用条項を追加するものであります。
中段の附則第１６条の３と次のページをお開きください。
１行目の附則第１９条、９行目の附則第１９条の２については、個人投資家が税負担に
左右されずに金融商品を選択できるように、公社債等の利子 ・譲渡損益に対する課税と上
場株式等の配当・譲渡損益に対する課税が一体化されることに伴い、これらに対する個人
市民税の課税方法の見直しを行うものです。
下段から次の７ページにかけての旧附則第１９条の３から第２０条までと、旧附則第２
０条の３、旧附則第２０条の５につきましては、単に課税表示の計算の細目を定めるもの
であることから、地方税法の規定と重複するため、今回削除をするものでございます。
８行目以降は、附則で、施行期日等経過措置を規定しております。
以上で、提案理由の御説明を終わらせていただきます。
なお、１１７ページから１３８ページに、資料として新旧対照表を添付しておりますの
で、御高覧いただきたいと思います。
以上、御審議をお願い申し上げます。
○議長（高田英亮君）

市民部長

○市民部長（北林佳髙君）（登壇）

北林佳髙君。
それでは、私のほうから、議案第１２４号から議案

第１２７号までの４議案について、御説明申し上げます。
まず、議案第１２４号

紀の川市国民健康保険税条例の一部改正について、御説明申し

上げます。
議案書８ページをお願いいたします。
紀の川市国民健康保険税条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。
提案理由といたしまして、地方税法の一部改正する法律の公布に伴い、条例の一部を改
正するためでございます。
９ページをお願いいたします。
今回の改正は、公社債等の利子・譲渡損益に対する課税と、上場株式等の配当・譲渡損
益に対する課税が一体化されたことに伴い、国民健康保険の被保険者に係る所得割額、後
期高齢者支援金等課税額の所得割額、介護納付金課税被保険者に係る所得割額、国民健康
保険税の減額の算定に係る所得計算の特例規定について、関係条文の整備を行うものでご
ざいます。
９ページをお願いいたします。
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改正本文、３行目、附則８項につきましては、上場株式等に係る配当所得に係る国民健
康保険税の課税の特例について、上場株式等に係る配当所得等の分離課税について、特定
公社債の利子が対象に追加されたことに伴う 見出し及び条文の整備を行うものでございま
す。
９行目の附則第１１項の改正につきましては、株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康
保険税の課税の特例について、株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一般株式等に係る譲
渡所得等の分離課税と上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改正したことに伴う見出
し及び条文の整備でございます。
中ほど、少し下の附則第１２項の改正につきましては、上場株式 等に係る譲渡所得等の
分離課税が新設されたことに伴い、見出しを上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康
保険税の課税の特例に改め、第１２項を全部改正するものでございます。
次の１０ページをお願いいたします。
１行目から７行目につきましては、本文方式の廃止等に伴う附則規定の削除及びそれに
伴う項の繰り上げ規定でございます。
改正附則といたしまして、第１項は施行期日を、第２項は適用区分を規定するものでご
ざいます。
次に、議案第１２５号

紀の川市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、御

説明申し上げます。
議案書１１ページをお願いいたします。
紀の川市後期高齢者医療に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。
提案理由といたしまして、地方税法の一部を改正する法律 、地方税法施行令の一部を改
正する政令及び地方税法施行規則の一部改正する省令が公布されたことに伴い、条例の一
部を改正するためでございます。
１２ページをお願いいたします。
紀の川市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例でございます。
４行目、附則第３条の改正につきましては、地方税法の一部改正により延滞金の割合等
の特例について見直すもので、現行の貸し出し、約定平均金利が約１％であることから、
納期限後１カ月経過後の延滞金の利率については、 「１４．６％」が「９．３％」に、１
カ月以内の延滞金の利率については、「４．３％」が「３．０％」に引き下がることにな
ります。
改正附則として、第１条は施行期日を、第２条は経過措置を規定するものでございます。
続いて、議案第１２６号

紀の川市古和田会館及び井阪文化会館条例の一部改正につい

て、御説明申し上げます。
議案書１３ページをお願いします。
紀の川市古和田会館及び井阪文化会館条例の一部を別紙のとおり改正するもので、消費
税率の改定等に伴い、所要の改正を行うものでございます。
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次の１４ページをお願いいたします。
第５条で規定しております使用料を全部改正し、第１項では、使用料について別表に定
める金額に消費税等を加えた額により算定することとし、第２項として、第１項で算出し
た額に１０円未満の端数が出た場合の規定処理、第３項は、使用料の減免の取り扱いにつ
いて、１号から３号の規定をそれぞれ設けるものでございます。
また、別表を消費税抜きの使用料に改めるものでございます。
附則として、施行期日を平成２６年４月１日とするものでございます。
次に、議案第１２７号

紀の川市斎場条例の一部改正について、御説明申し上げます。

議案書１５ページをお願いいたします。
紀の川市斎場条例の一部を別紙のとおり改正する。
提案理由といたしまして、消費税率の改定等に伴い、所要の改正等を行うためでござい
ます。
次の１６ページをお願いいたします。
第７条を次のように改めるということで、第１項では、別表を火葬料と施設使用料等に
区分し、施設使用料等に定める金額については消費税等を加えた額により算定することと
し、火葬料については消費税等を課さないただし書き規定を設けるものでございます。第
２項は、使用料の１０円未満の端数処理方法の規定、第３項は、現行第２項で規定してお
りました減免の取り扱いについて１項を繰り下げるものでございます。
次に、別表を現行斎場使用料として一つの表にしていたものを消費税等非課税の火葬料
と課税対象の施設使用料等に区分するものでございます。
附則として、施行期日を平成２６年４月１日とするものでございます。
なお、４議案の資料といたしまして、１３９ページから１４８ページに新旧対照表を添
付してございますので、ごらんおきいただきたいと思います。
以上、議案第１２４号から議案第１２７号の説明でございます。御審議の上、御可決賜
りますようよろしくお願いいたします。
○議長（高田英亮君）

地域振興部長

○地域振興部長（吉田

靖君）（登壇）

吉田

靖君。

改めまして、おはようございます。

それでは、地域振興部のほうから、議案第１２８号

紀の川市ふれあいコミュニティセ

ンター条例の一部改正につきまして、提案理由を御説明申し上げます。
議案書１７ページをお開き願います。
センターの位置につきまして、地番構成並びに平成２６年４月から消費税率が改正され
ることに伴い、所要の改正をお願いするものでございます。
次の１８ページの改正本文をお開き願います。
改正内容につきましては、第２条で、施設の位置について 、「紀の川市桃山町市場２番
地」を「紀の川市桃山町市場１番地２」に地番を更正するものでございます。
第６条第１項では、使用料につきまして別表に定める金額に消費税及び地方消費税相 当
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額を加えた額により算定することとし、使用料の１０円未満の端数の処理方法を規定する
ものでございます。
また、この改正に合わせまして、別表の消費税抜きの使用料に改めるものでございます。
附則で、施行期日を平成２６年４月１日とするものでございます。
なお、本議案の資料といたしまして、１４９ページ、１５０ページの新旧対照表をごら
んおき願いたいと思います。
○議長（高田英亮君）

保健福祉部長

服部恒幸君。

○保健福祉部長（服部恒幸君）（登壇）

おはようございます。

それでは、保健福祉部所管の議案第１２９号から議案第１３２号の４議案の説明をさせ
ていただきます。
まず、議案第１２９号

紀の川市介護予防拠点施設条例の一部改正について、御説明申

し上げます。
議案書１９ページをお願いします。
平成２６年４月より消費税率が改正されることに伴い、所要の改正をお願いするのであ
ります。
次の２０ページをお願いします。
改正内容は、第６条、使用料を全部改正し、第１項では、使用料について別表に定める
金額に消費税及び地方消費税相当分の額を加えた額により算定することとし、第２項で 、
使用料の１０円未満の端数の処理方法を規定するものであります。
また、この改正に合わせ、別表を消費税抜きの使用料に改めるものでございます。
なお、附則で、施行期日を平成２６年４月１日とするものでございます。
続きまして、議案第１３０号

紀の川市老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部改

正について、御説明申し上げます。
議案書２１ページをお願いします。
今回の改正は、老人憩の家ともぶち荘の廃止及び消費税率が改正されることに伴い、所
要の改正をお願いするものでございます。
なお、老人憩の家ともぶち荘につきましては、建物老朽化と地元住民の憩える代替 施設
が確保できることより廃止するものでございます。
次の２２ページをお願いします。
改正内容は、第２条、名称及び位置から、老人憩の家ともぶち荘を削除し、第７条、使
用料を全部改正し、第１項で、使用料について別表に定める金額に消費税及び地方消費税
相当分の額を加えた額により算出することとし、第２項で、使用料の１０円未満の端数の
処理方法の規定、第３項で、使用料の減額または免除の規定をしてございます。
また、この改正に合わせ、別表を消費税抜きの使用料に改めるものでございます。
なお、附則で、施行期日を平成２６年４月１日とするものでございます。
続きまして、議案第１３１号

紀の川市介護保険条例の一部改正について、御説明申し
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上げます。
議案書２３ページをお願いします。
提案理由といたしまして、地方税法の一部を改正する法律 、地方税法施行令の一部を改
正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、所要の
改正をお願いするものでございます。
次の２４ページをお願いいたします。
介護保険条例「附則第１１項」を「附則第１２項」とし、附則第１０項の次に延滞金の
割合の特例条文を加えるものでございます。条文内容は、地方税法の一部改正により本則
第１１条第１項の規定にかかわらず、当分の間条文中の特例基準割合を２％とし、納期限
後１カ月経過後及び１カ月以内の延滞金の利率を条文のとおり引き下げるものでございま
す。
なお、附則第１条で施行期日を、第２条で経過措置を規定してございます。
次に、議案第１３２号

紀の川市保健福祉センター条例の一部改正について、御説明申

し上げます。
議案書２５ページをお願いいたします。
消費税率の改正に伴い、所要の改正をお願いするものでございます。
次に、２６ページをお願いいたします。
改正内容は、第８条、使用料の条文中に消費税及び地方消費税相当分の額の加算を加え、
第２項を追加し、使用料の１０円未満の端数の処理方法を規定するものでございます。
また、この改正に合わせ、別表を全部改正し、消費税抜きの使用料に改めるものでござ
います。
なお、附則で、施行期日を平成２６年４月１日とするものでございます。
なお、各議案の新旧対照表は、議案書１５１ページから１５８ページに添付しておりま
すので、ごらんおき願いたいと思います。
以上で、議案第１２９号から議案第１３２号の補足説明とさせ ていただきます。御審議
の上、御議決賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長（高田英亮君）
○農林商工部長（歌

農林商工部長
英樹君）（登壇）

歌

英樹君。
それでは、私のほうから、議案第１３３号から

議案第１３８号までの６議案について、一括して御説明申し上げます。
まず、議案第１３３号

紀の川市農村改善センター条例の一部改正についての提案説明

でございます。
議案書２９ページをお願いします。
消費税率の改定に伴い、所要の改正をお願いするものであります。
次の３０ページをお願いします。
改正内容は、第７条、使用料を全部改正し、第１項では、使用料について別表に定める
金額に消費税及び地方消費税に相当の額を加えた額により算定することとし、第２項で 、
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使用料の１０円未満の端数の処理方法を規定するものであります。
また、この改正に合わせ、別表を消費税抜きの使用料に改めるものでございます。
なお、附則で、施行期日を平成２６年４月１日とするものであります。
続いて、議案第１３４号

紀の川市農村婦人の家条例の一部改正についての提案説明で

ございます。
議案書３１ページをお願いします。
消費税率の改定等に伴い、所要の改正をお願いするものであります。
次の３２ページをお願いします。
改正内容は、第７条、使用料を全部改正し、第１項では、使用料について別表に定める
金額に消費税及び地方消費税相当分の額を加えた額により算定することとし、第２項で 、
使用料の１０円未満の端数の処理方法を規定するものであります。
また、この改正に合わせ、別表を消費税抜きの使用料に改めるものでございます。
なお、附則で、施行期日を平成２６年４月１日とするものです。
続いて、議案１３５号の紀の川市青洲の里施設条例の一部改正について の提案説明でご
ざいます。
議案書３３ページをお願いします。
消費税率の改定に伴い、所要の改正をお願いするものであります。
次の３４ページをお願いします。
改正内容は、第６条の利用料金の第２項を別表に定める金額に消費税及び地方消費税に
相当分の額を加えた額により算定することとし、第 ３項で、利用料の１０円未満の端数の
処理方法を規定するものであります。
また、この改正に合わせ、別表を消費税抜きの料金に改めるものでございます。
なお、附則で、施行期日を平成２６年４月１日とするものであります。
続いて、議案１３６号

紀の川市ハイランドパーク粉河条例の一部改正についての提案

説明でございます。
議案書３５ページをお願いします。
今回の改正は、施設及び設備の整理並びに消費税率の改定に伴う所要の改正をお願いす
るものであります。
次の３６ページをお願いします。
改正内容は、第２条、名称及び位置の第２項の各施設の利用実態の整理により、第３号 、
休憩所を削除し、第５号にバーベキュー広場、第６号にヘリポート施設を加え、 第８条、
利用料金を全部改正し、第１項で、利用料について別表に定める金額に消費税及び地方消
費税相当分の額を加えた額により算定することとし、第２項で、利用料の１０円未満の端
数の処理方法を規定するものであります。
また、この改正に合わせ、別表を消費税抜きの利用料に改めるものでございます。
なお、附則で、施行期日を平成２６年４月１日とするものです。
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紀の川市観光自動車駐車場条例の一部改正についての提案説明

でございます。
議案書３８ページをお願いします。
消費税率の改定等に伴い、所要の改正をお願いするものであります。
次の３９ページをお願いします。
改正内容は、第３条、使用料を全部改正し、第１項で、使用料について定める金額に消
費税及び地方消費税相当分の額を加えた額により算定することとし、算定した使用料の１
０円未満の端数の処理方法を規定するものであります。
また、この改正に合わせ、消費税抜きの料金に改めるものでございます。
なお、附則で、施行期日を平成２６年４月１日とするものであります。
続いて、議案１３８号

紀の川市細野渓流キャンプ場条例の一部改正についての提案説

明でございます。
議案書４０ページをお願いします。
消費税率の改定等に伴い、所要の改正をお願いするものであります。
次の４１ページをお願いします。
改正内容は、第９条、利用料金第３項について、別表に定める金額に消費税及び地方消
費税相当分の額を加えた額により算定することとし、第４項で、利用料金の１０円未満の
端数の処理方法を規定するものであります。
また、別表を消費税抜きの使用料に改めるとともに、区分では施設の実態に合わせた区
分としたのもでございます。
なお、附則で、施行期日を平成２６年１月１日とするものです。
なお、各議案の新旧対照表につきましては、１５９ページから１７０ページに添付して
おりますので、御高覧お願いいたします。
以上が、議案第１３３号から議案第１３８号の提案説明でございます。御審議の上、御
可決賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長（高田英亮君）

建設部長

○建設部長（尾崎好民君）（登壇）

尾崎好民君。
おはようございます。

それでは、私のほうから、議案第１３９号から議案第１４１号までの３議案について、
御説明申し上げます。
まず、議案第１３９号について、御説明申し上げます。
議案書４３ページをごらん願います。
議案第１３９号

紀の川市都市公園条例の一部改正について、紀の川市都市公園条例の

一部を別紙のとおり改正するものでございます。
提案理由といたしまして、消費税率の改定に伴い、所要の改正を行うものでございます。
次のページをお願いします。
改正内容は、今後消費税のさらなる改正が見込まれることから、消費税課税前の金額を
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規定し、不納の際は消費税及び地方消費税に相当する額を加算して納めなければならない
旨改めております。
また、使用料につきましては、１０円未満の端数の処理方法を新たに規定してございま
す。
附則で、平成２６年４月１日から施行するものでございます。
続きまして、議案第１４０号について、御説明申し上げます。
議案書４８ページをお願いします。
議案第１４０号

紀の川市公共下水道条例等の一部を改正する条例の制定について、紀

の川市公共下水道条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものでございます。
提案理由としまして、消費税率の改定等に伴い、関係条例の一部を改正するためでござ
います。
次のページお願いします。
消費税の改定等に伴い、紀の川市公共下水道条例、紀の川市特定環境保全公共下水道条
例及び紀の川市農業集落排水処理施設条例の一部を改正するものでございます。
改正内容は、使用料の基本について８％の消費税を含めた金額に改めてございます。ま
た、農業集落排水処理施設の使用料については、１０円 未満の端数の処理方法を新たに規
定してございます。
附則で、平成２６年４月１日から施行するものでございます。
続きまして、議案第１４１号について、御説明申し上げます。
議案書５１ページをごらん願います。
議案第１４１号

紀の川市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について 、

紀の川市公共下水道事業受益者負担に係る条例の一部を別紙のとおり改正するものでござ
います。
提案理由としまして、地方税法の一部を改正する法律 、地方税法施行令の一部を改正す
る政令及び地方税法施行規則の一部改正する省令の公布に伴い、条例の一部を改正するも
のでございます。
次のページお願いします。
地方税法の一部を改正する法律が公布されたことにより、延滞金の割合が軽減されまし
たので、本市公共下水道事業受益者負担に係る条例の延滞金に係る規定を改正するもので
ございます。
附則で、公布の日から施行し、平成２６年１月１日から適用するものでございます。
なお、３議案の資料としまして、１７１ページから１８２ページに 新旧対照表を添付し
てございますので、御高覧いただきたいと思います。
以上、３議案につきまして御審議いただき、御可決賜りますようよろしくお願いいたし
ます。
○議長（高田英亮君）

水道部長

上

始君。
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おはようございます。

それでは、議案第１４２号及び議案第１４３号について、御説明申し上げます。
議案書の５３ページをごらんください。
議案第１４２号

紀の川市河北河南水道事業給水条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて、紀の川市河北河南水道事業給水条例等の一部改正する条例を別紙のとおり制定す
るものでございます。
提案理由といたしまして、消費税率の改定等に伴い、関係条例の一部を改正するもので
ございます。
５４ページをお開きください。
第１条は、紀の川市河北河南水道事業給水条例の一部を改正するものでございます。消
費税法等に伴う条例整備と料金を１０円単位にすること。また、料金の算定を行うための
水道メーターの検針を月初めに実施していますので、検針の日程に合わせた表現に 改める
ものであります。別表第１及び別表第２は、消費税率の５％から８％に引き上げられるこ
とに伴い、改めるものでございます。
第２条は、紀の川市簡易水道事業給水条例の一部を改正するものでございます。先ほど
の第１条と異なる点は、簡易水道事業給水条例第１５条第６項の改正が追加されています。
第１５条第６項は、加入金の納付時期を紀の川市河北河南水道事業給水条例と統一するた
めに、給水申し込みの際の給水申し込みを承認した際に改めるものでございます。
これ以外の改正は、先ほどの第１条の紀の川市河北河南水道事業給水条例の改正と同様
でございますので、説明は省略させていただきます。
５６ページの中段をごらんください。
第３条は、紀の川市飲料水供給施設事業給水条例の一部を改正するものでございます。
先ほどの第２条と異なる点は、飲料水供給施設事業給水条例の第３１条と第３３条の改正
が追加されています。第３１条と第３３条は、字句の表現を改めています。これ 以外の改
正は、先ほどの第２条の紀の川市簡易水道事業給水条例の改正と同様でございますので、
説明は省略させていただきます。
５７ページの下段をごらんください。
附則第１項といたしまして、この条例は、平成２６年４月１日から施行するものでござ
います。
５８ページの附則第２項から第７項までは、それぞれの条例の経過措置を定めてござい
ます。
なお、１８３ページに、資料といたしまして条例の新旧対照表を添付してございますの
で、御高覧いただきたいと思います。
次に、５９ページをごらんください。
議案第１４３号

紀の川市工業用水道事業給水条例の一部改正について、紀の川市工

業用水道事業給水条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。
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提案理由といたしまして、消費税率の改定等に伴い、所要の改正を行うものでございま
す。
６０ページをお開きください。
第３条第１項に、ただし書きを加え、料金を１０円単位にするために改めるものであり
ます。次に、第１号から第３号までは、消費税率が５％から８％に引き上げられることに
伴い、料金を改めるものでございます。第２項は、消費税法等に伴う条例整備と第７条と
第１２条の改定は、字句の表現を改めるものでございます。
附則第１項といたしまして、この条例は、平成２６年４月１日から施行するものでござ
います。附則第２項といたしまして、経過措置を定めてございます。
なお１９３ページに、資料といたしまして条例の新旧対照表を添付してござ いますので、
御高覧いただきたいと思います。
以上で、説明を終わらせていただきます。御審議、よろしくお願いいたします。
○議長（高田英亮君）

教育部長

西田好宏君。

○教育部長（西田好宏君）（登壇）

おはようございます。

それでは、私のほうから、議案第１４４号から議案第１５５号までの１２議案に ついて、
一括して御説明申し上げます。
まず、議案第１４４号

紀の川市学校施設使用条例の一部改正について、御説明申し上

げます。
議案書６１ページをごらんください。
紀の川市学校施設条例の一部を別紙のとおり改正する ものとする。
提案理由といたしましては、消費税率等が改正されることに伴い、所要の改正を行うも
のでございます。
次のページをごらんください。
紀の川市学校施設条例の一部を改正する条例でございます。
第４条第１号につきましては、条項中、既存を漢字表記に修正するものです。
第５条第１項につきましては、別表に定める額に消費税及び地方消費税に相当する額を
加算した使用料を納めなければならない旨規定するものでございます。第２項では、使用
料の端数処理について、第３項では、使用料の減免または免除について規定してございま
す。
第１０条につきましても、既存を漢字表記に改めるものでございます。 別表につきまし
ては、施設使用料について消費税を含んだ金額から消費税を含まない金額に改正を行うも
のでございます。
附則につきましては、この条例は、平成２６年４月１日から施行するものでございます。
続きまして、議案第１４５号

紀の川市学校給食センター条例の一部改正について、御

説明申し上げます。
議案書６３ページをごらんください。
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紀の川市学校給食センター条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。
提案理由といたしまして、河南学校給食センターの新設に伴い、所要の改正を行うもの
でございます。
次のページをごらんください。
紀の川市学校給食センター条例の一部を改正する条例でございます。
第２条の表に、次のように追加をお願いするものでございます。名称、河南学校給食セ
ンター、位置として、紀の川市桃山町元１４２番地３。
附則として、この条例は、公布の日から施行するものでございます。
次に、議案第１４６号

紀の川市コミュニティ施設条例の一部改正について、御説明申

し上げます。
議案書６５ページをごらんください。
紀の川市コミュニティ施設条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。
６６ページをごらんください。
紀の川市コミュニティ施設条例の一部を改正する条例でございます。
第１２条第１項につきましては、別表に定める金額に消費税及び地方消費税に相当する
額を加算した使用料を納めなければならない旨規定するものでございます。第２項では、
使用料の端数処理について１０円未満を切り捨てる旨を規定してございます。別表につき
ましては、施設使用料について消費税を含んだ金額から消費税を含まない金額に改正を行
うものでございます。
附則としまして、この条例は、平成２６年４月１日から施行するものでございます。
続きまして、議案第１４７号

紀の川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び 費用弁

償に関する条例の一部改正について、御説明申し上げます。
議案書６８ページをごらんください。
紀の川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を別紙の
とおり改正するものとする。
提案理由としましては、社会教育委員が公民館運営審議会委員を兼務することから、所
要の改正を行うものでございます。
６９ページをお願いします。
紀の川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す
る条例でございます。公民館運営審議委員の報酬を無償とすることに伴い、紀の川市特別
職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例のうち、別表に記載されている
「公民館運営審議会委員」の項を削除するものでございます。
附則につきましては、この条例は、平成２６年４月１日から施行するものでございます。
次に、議案第１４８号

紀の川市公民館条例の一部改正について、御説明申し上げます。

議案書７０ページをお願いします。
紀の川市公民館条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。
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提案理由といたしまして、消費税率の改定等に伴い、所要の改正を行うものでございま
す。
次のページをお願いします。
紀の川市公民館条例の一部を改正する条例でございます。
第１０条第１項から第３項につきましては、納付額の算出、端数処理 、使用料の減免に
ついて規定してございます。第４項では、公民館運営審議会委員は 、社会教育委員をもっ
て充てる旨規定するものです。
第１９条につきましては、社会教育委員を兼務することに伴い、公民館運営審議 会委員
の報酬を無償とする旨改正を行うものでございます。別表につきましては、施設、設備、
使用料について消費税を含んだ金額から含まない金額に改正を行うものでございます。
附則といたしまして、この条例は、平成２６年４月１日から施行するものでございます。
続きまして、議案第１４９号

紀の川市教育集会所設置条例の一部改正について、御説

明申し上げます。
議案書７４ページをごらんください。
紀の川市教育集会所設置条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。
提案理由といたしましては、消費税率が改定等されることに伴い、所要の改正を行うも
のでございます。
７５ページをお願いします。
紀の川市教育集会所設置条例の一部を改正する条例でございます。
第５条各項につきましては、納付額の算出、端数処理及び減免について規定してござい
ます。
第７条第２項につきましては、条項中、既存の表記を漢字表記に修正するものです。別
表につきましては、施設使用料について消費税を含んだ金額から含まない金額に改正を行
うとともに、西元町教育集会所及び那賀教育集会所の利用時間について、午前９時から午
後１０時を限度とする旨記載するものでございます。
附則としまして、この条例は、平成２６年４月１日から施行するものでございます。
続きまして、議案第１５０号

紀の川市ＩＴ親子ホール条例の一部改正について、御説

明申し上げます。
議案書７６ページをお願いします。
紀の川市ＩＴ親子ホール条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。
提案理由といたしましては、消費税率が改定等されることに伴い、所要の改正を行うも
のでございます。
次のページをごらんください。
紀の川市ＩＴ親子ホール条例の一部を改正する条例でございます。
第７条各項では、納付額の算出、端数処理について規定してございます。
附則としまして、この条例は、平成２６年４月１日から施行するものです。
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別表につきましては、施設使用料について消費税を含んだ金額から含まない金額に改正
を行うとともに、備考として、利用時間について午前９時から午後６時までと明記するも
のでございます。
続いて、議案第１５１号

紀の川市歴史民俗資料館条例の一部改正について、御説明申

し上げます。
７８ページをお願いします。
紀の川市歴史民俗資料館条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。
提案理由といたしましては、施設管理の見直しに伴い、必要な事項を定めるた めでござ
います。
次のページをごらんください。
紀の川市歴史民俗資料館条例の一部を改正する条例でございます。
第２条に規定する位置について、「６７１番地１、６７２番地の複数番地」から「６７
１番地１」の代表番地のみの表示に改正するものでございます。
次の第３条から新たな条文を加えるため、繰り下げ規定でございますが、これに加えて、
第５条中、平仮名まじりで記載の既存を漢字表記に改めるものでございます。
第５条各項では、第１項で使用料について、第２項では端数処理について、第６条各号
では、使用料の減免を、第７条では、使用料の返還について規定してございます。本条例
では、管理についての規定がございませんでしたので、第３条として、資料館は教育委員
会が管理する旨規定するものでございます。
附則といたしまして、この条例は、平成２６年４月１日から施行するものでございます。
別表として、研修室の使用料を消費税を含んだ金額から含まない金額に改正するとともに、
備考として、市外移住者の使用料の取り扱いについて記載してございます。
続きまして、議案第１５２号

紀の川市文化施設条例の一部改正について、御説明申し

上げます。
議案書８１ページをごらんください。
紀の川市文化施設条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。
提案理由といたしましては、消費税率が改正されることに伴い、所要の改正を行うもの
でございます。
８２ページをごらんください。
紀の川市文化施設条例の一部を改正する条例でございます。
第８条各号において、納付額の算出、端数処理及び減免について規定してございます。
附則といたしまして、この条例は、平成２６年４月１日から施行するものでございます。
別表につきましては、施設使用料について消費税額を含んだ金額から含 まない金額に改
正を行ったものです。備考として、市外移住者、利用者が入場料 、またはこれに類するも
のが徴収する場合の使用料、延長料金の割り増し、端数処理について記載してございます。
続きまして、議案第１５３号

紀の川市社会体育施設条例の一部改正について、御説明
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申し上げます。
議案書８７ページをごらんください。
紀の川市社会体育施設の一部を別紙のとおり改正するものでございます。
提案理由といたしましては、施設の整理及び消費税率の改正に伴う所要の改正を行うも
のでございます。
８８ページをごらんください。
紀の川市社会体育施設条例の一部を改正する条例でございます。
第１条の別表第１中のうち、貴志川スポーツ公園の表中の「ゲートボール場」を削除、
打田総合スポーツ公園表中の「紀の川市打田体育館」を削除、また、「紀の川市打田プー
ル」の項を削除し、紀の川市貴志川社会体育施設夜間照明の位置を紀の川市貴志川 町井ノ
口１４１１番地１０に改め、次の項に、名称、「紀の川市桃山社会体育施設夜間照明」、
位置、「紀の川市桃山町調月１１０１番地」を追加し、表中の「紀の川市調月ゲートボー
ル場」の項を削除し、次に、第１条の改正により、別表 第２については、使用料の表の削
除を行うものであり、トレー二ングルームについては、使用料の区分の見直しをお願いす
るものです。別表第２第５項第３号の表、つまり貴志川社会体育施設夜間照明の利用者欄
の語句の整理を行うものであり、その次の欄に、「桃山社会体育施設夜間照明の使用料」
を加えるものでございます。別表第２中第９項は、調月ゲートボール場使用料の表となっ
ていますが、削除しているため、次の項を繰り上げるものでございます。
議案書８９ページ下段の第２条、社会体育施設条例の一部を次のように改正する。
第６条第１項として、管理者において施設の利用を認めたときは、別表第２に定める金
額に消費税分を加算した使用料を「全納するもの」と新たに加え、次の第２項、第３項で
は、端数処理及び減免について規定してございます。
次に、別表第１中、「紀の川市丸栖北広場」の項を削り、紀の川市打田総合スポーツ公
園の「打田グラウンド」を削除、次の欄の「粉河プール」を削除し、その欄に新たに、名
称、「紀の川市パークゴルフ場」、位置、「紀の川市窪５９８番地１」を追加するもので
す。次に、「紀の川市桃山グラウンド」の項及び「紀の川市那賀若者広場」の項を削除 す
るものです。別表第２を次のように改める。別表第２については、別表第１の施設の削除
に伴い、当該施設の削除を行い、第３項に紀の川市パークゴルフ場のオープンに向けて使
用料を制定するものであります。また、別表第２項は、消費税率の改正に伴い、改正して
ございます。
附則につきましては、この条例中、第１条は、公布の日から、第２条の規定は、平成２
６年４月１日から施行するものでございます。
続きまして、議案第１５４号

紀の川市那賀Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部改正につい

て、御説明申し上げます。
議案書９７ページをごらんください。
紀の川市那賀Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を別紙のとおり改正するものです。
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提案理由といたしましては、消費税率が改正されることに伴い、所要の改正を行うもの
でございます。
９８ページをごらんください。
紀の川市那賀Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部を改正する条例でございます。
第６条各項では、納付額の算出、端数処理及び減免・免除について規定してございます。
別表につきましては、使用料について消費税を含んだ金額から含まない金額に改正した表
となってございます。
附則として、この条例は、平成２６年４月１日から施行するものでございます。
続いて、議案第１５５号

紀の川市立調月北部集会所条例の廃止について、御説明申し

上げます。
議案書９９ページをごらんください。
紀の川市立調月北部集会所条例を別紙のとおり廃止するものとする。
提案理由といたしまして、調月北部集会所については、地域の振興を図り、地域の自主
性を尊重し、自治区に移管するためでございます。
次のページをごらんください。
紀の川市立調月北部集会所を廃止する条例でございます。
附則としまして、この条例は、平成２６年４月１日から施行するもの でございます。
なお、１９６ページから２４６ページに、資料として条例の新旧対照表を添付してござ
いますので、ごらんおきいただきたいと思います。
以上、教育部から１２議案の説明をさせていただきました。御審議、御可決賜りますよ
うよろしくお願いいたします。
○議長（高田英亮君）

ここで、しばらく休憩いたします。
（休憩

午前１０時４６分）

―――――――――――――――
（再開
○議長（高田英亮君）

午前１０時５９分）

再開いたします。

教育部長より発言の許可を求められておりますので、これを許可いたします。
教育部長

西田好宏君。

○教育部長（西田好宏君）（登壇）

先ほど議案説明をさせていただきましたが、議案第

１５５号、附則のところで、この条例は、「平成２６年４月１日」から施行ということで
御説明させていただきましたが、「公布の日」から施行という誤りでございましたので、
訂正をお願いし、おわびいたしたいと思います。よろしくお願いします。
○議長（高田英亮君）
総務部長

それでは、補足説明を続けます。

竹中俊和君。

○総務部長（竹中俊和君）（登壇）

それでは、続きまして、１０１ページお願いいたし

ます。
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平成２５年度紀の川市一般会計補正予算（第３号）について、御説明

をさせていただきます。
別冊でお渡しの予算書、平成２５年度紀の川市の一般会計補正予算（第３号）の１ペー
ジをお開き願います。
平成２５年度紀の川市一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。
今回の補正額は３億７，６８８万２，０００円で、補正後の予算総額は３３３億８，４
５９万１，０００円となります。
第２条では、債務負担行為を追加する旨規定しております。
２ページお開き願います。
第１表、歳入では、国庫支出金、県支出金、寄附金、繰入金、諸収入の増減をしており
ます。
続きまして、３ページから４ページにかけては、２款、総務費から１０款、教育費まで、
事業執行上、急を要する事業について補正措置をしてございます。
続いて、５ページお願いいたします。
「第２表、債務負担行為補正」として、旧貴志川町、旧貴志川分庁舎耐震補強、内部改
修設計委託として、平成２６年度に９００万円を限度に新た追加をしております。全体の
事業費が１，２００万円で、差し引き３００万円については今回の補正予算で計上をして
おります。
次の９ページをお願いいたします。
まず、歳入から御説明申し上げます。
１４款、国庫支出金、１項、国庫負担金、１目、民生費国庫負担金４，７９６万１，０
００円と次の２項、国庫補助金、１目、民生費国庫補助金３９３万円は、歳出の補正に伴
い増額をしております。
６目、総務費国庫補助金４億２７２万４，０００円は、地域の元気臨時交付金です。こ
の交付金については、今年度限りの特別措置として経済対策における公共事業の追加事業
等の財源として、当市の場合は地方負担総額の９割相当分が交付されるもので ございます。
続きまして、１５款、県支出金、１項、県負担金、１目、民生費県負担金２，３９８万
１，０００円も、同じく歳出の増額に伴う県負担金でございます。
次のページの２項、県補助金、２目、民生費県補助金４４０万９，０００円。
５目、農林業費県補助金６１万２，０００円、同じく歳出に伴う増額です。
６目、土木費県補助金１３４万１，０００円、これは桃源郷運動公園陸上競技場観覧場
のベンチ修繕工事に当たりまして、紀州材を使用することから県補助金の対象となってお
ります。
続きまして、１７款、寄附金、１項、寄附金、２目、教育費寄附金９４０万８，０００
円の増額です。これは、財団法人那・婦・連奨学会が解散しまして、残余財産を教育振興
のためにと、当市に御寄附をいただいたものでございます。
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１８款、繰入金、２項、基金繰入金、財政調整基金からの繰入金は１億１，８００万３，
０００円の減額となっております。
２０款、諸収入、５項、雑入、１目、雑入３０万５，０００円、 紀の海広域施設組合周
辺対策事業精算金のほか、障害支援区分認定モデル事業の助成金でございます。
次の１１ページをお願いいたします。
２目、過年度収入２１万４，０００円、これは国・県負担金の過年度分でございます。
歳入については、以上であります。
続きまして、１２ページ、歳出のほうの主な事業のみ御説明をさせていただきたいと思
います。
２款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費３２２万４，０００円、粉河中学
校移転訴訟ほか２事案の弁護士への報酬金でございます。
次の６目、財産管理費３００万円、債務負担行為でも申し上げましたが、貴志川分庁舎
耐震補強、内部改修設計委託料として、１階フロアを図書館、２階フロアを国営総合農地
防災事業和歌山・平野地区事務所に貸し付けをするために必要な内部改修工事の実施設計
費用でございます。
次の８目、企業立地推進費１７３万６，０００円、台風１８号により崩落しております
桃山第２工業団地ののり面の修繕工事費です。
それから、１４目、地域情報通信基盤管理費９１万１，０００円は、光ケーブルの移設
経費でございます。
１ ７ 目 、 基 金 費 、 こ の う ち 人 材 育 成 基 金 に つ き ま し て は 、 歳 入 で 申 し 上 げ た 財 団 法人
那・婦・連奨学会からの寄附金全額をこの基金に積み立てをしております。また、地域振
興基金積立金については、地域の元気臨時交付金のうち１億５，０００万円を積み立てす
るものでございます。
３款、民生費、１項、社会福祉費、４目、障害者総合支援費９，０２９万１，０００円、
このうち２０節の扶助費７，２９８万３，０００円の増額で、これは新規利用者の増など
を今後のサービス給付費の見込みによる増額としております。
１４目の地域包括支援センター費３５０万円の増額、ケアプラン作成委託件数の増加に
よる補正であります。
次の２項、児童福祉費、６目、児童福祉施設費２，５６５万２，０００円の増額、この
中で、１３節、委託料２，３２１万９，０００円は、広域保育委託料と 私立保育園運営委
託料を増額としております。また、１１節、需用費と１ ８節、備品購入費は、来年度から
中貴志保育所での２歳児受け入れに伴う事務経費を計上しております。
１４ページお願いします。
４款、衛生費、２項、清掃費、２目、塵芥処理費５７３万４，０００円、うち可燃ごみ
委託料として５５０万円を計上しております。
１５ページお願いします。
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７款、商工費、１項、商工費、４目、観光施設費２５３万６，０００円、台風１８号に
より被災したきしべの里細野渓流キャンプ場の復旧工事でございます。
次の８款、土木費、２項、道路橋梁費、３目、道路橋梁費移設改良費、歳入で御説明い
たしました地域の元気臨時交付金を財源として充当しており、一般財源から国県支出金に
財源を振りかえとしております。
次の４項、都市計画費、６目、運動公園管理費３３６万円は、歳入で申し上げましたよ
うに、桃源郷運動公園陸上競技場観覧場ベンチ修繕工事費を計上しております。
次のページお願いいたします。
１０款、教育費、３項、中学校費、１目の学校管理費４９１万８，０００円、新粉河中
学校の燃料費と光熱水費を増額としております。
それから、５項、社会教育費、２目、公民館費２４２万４，０００円、丸栖コミュニテ
ィーセンター下水道接続工事の増額分でございます。
次のページの６項、保健体育費、３目の体育施設管理費１４３万９，０００円について
は、那賀体育館と粉河体育館の修繕工事でございます。
以上が、今回の補正の主な内容でございます。御審議 をお願い申し上げます。
○議長（高田英亮君）

保健福祉部長

○保健福祉部長（服部恒幸君）（登壇）
議案第１５７号

服部恒幸君。
議案書１０２ページ。

平成２５年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計補正予算（第２号）

について、御説明申し上げます。
別冊の補正予算書１ページをお願いしたいと思います。
平成２５年度紀の川市介護保険事業勘定特別会計の補正予算（第２号）は、次に定める
ところによる。
今回の補正は、第１条のとおり、歳入歳出の総額にそれぞれ１億７，０１０万円を追加
し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６０億１，３８５万２，０００円とするもの
でございます。
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
の金額につきましては、２ページ以降の「第１表

歳入歳出予算補正」によるところであ

ります。
補正の主な内容につきましては、各介護サービス給付費及び予防サービス 給付費の大幅
な増加並びに地域支援事業の２事業であります紙おむつ購入助成の利用者の増加により 、
助成券給付費の補正であります。特に、居宅介護及び予防サービス給付費受給者の増加が
補正要因となってございます。
なお、財源でありますが、保険料につきましては、決算見込みで捻出した上の予算編成
を行い、その他の財源は制度内の財源充当を、不足分につきましては介護給付費準備基金
の繰り入れによる予算措置をお願いするものでございます。
以上、御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。
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○議長（高田英亮君）
○水道部長（上

水道部長

上

始君）（登壇）
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始君。
それでは、議案第１５８号

平成２５年度紀の川市

簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について、御説明申し上げます。
別冊の簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） の１ページをお開きください。
第１条として、予算総額に歳入歳出それぞれ２，６９９万４，０００円を追加し、歳入
歳出それぞれ６億４，７５７万８，０００円に補正をお願いするものでございます。
第２項、補正後の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、２ページ、３
ページの「第１表

歳入歳出予算補正」によるところです。

第２条の地方債の変更は、４ページの「第２表

地方債補正」のとおりでございます。

５ページの補正予算事項別明細書をお開きください。
補正の内容につきましては、歳入の３款、国庫支出金の増額は、高野・五百谷簡易水道
再編推進事業の増額に伴うものです。
５款、繰入金は、３款、国庫支出金と８款、市債の収入の増加により減額調整を行うも
のであります。
８款、市債の増額についても、事業費の増額に伴うものであります。
歳出につきましては、６ページをごらんください。
１款、衛生費の増額については、麻生津簡易水道拡張事業において国庫補助金を満額受
けるために、工事の追加施工を行うものであります。また、高野・五百谷簡易水道再編推
進事業において、中央監視システムの改造費が国庫補助対象に認められましたので、工事
の補正をお願いするものでございます。
御審議、よろしくお願いいたします。
○議長（高田英亮君）

建設部長

○建設部長（尾崎好民君）（登壇）

尾崎好民君。
それでは、私のほうから、議案第１５９号から議案

第１６９号までの１１議案につきまして、一括して御説明申し上げます。
まず、議案第１５９号につきまして、御説明申し上げます。
議案書１０４ページをごらん願います。
議案第１５９号

権利の放棄について、次の権利の放棄について地方自治法第９６条第

１項第１０号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
記としまして、１、放棄する権利、市営住宅使用料に係る債権。２、債務者、 ＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿３、放棄する債権の額、市営住宅使用料２４万円。４、
権利放棄の理由、債務者の死亡、相続人の相続放棄及び保証人もいないことから、償還も
不能と認められるため、権利を放棄するものでございます。
提案理由といたしまして、回収が不能となりました市営住宅使用料に係る債権の権利を
放棄するためでございます。
続きまして、議案第１６０号について、御説明申し上げます。
議案書１０５ページをごらん願います。
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議案第１６０号
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権利の放棄について、次の権利の放棄について地方自治法第９６条第

１項第１０号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
記としまして、１、放棄する権利、市営住宅使用料に係る債権。２、債務者、＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿３、放棄する債権の額、市営住宅使用料６６万３，０６０円。４、
権利の放棄の理由、債務者の死亡、相続人の相続放棄及び保証人から償還も不能と認めら
れるため、権利を放棄するものでございます。
提案理由としましては、回収が不能となりました市営住宅使用料に係る債権の権利を放
棄するためでございます。
続きまして、議案第１６１号について、御説明申し上げます。
議案書１０６ページをごらん願います。
議案第１６１号

権利の放棄について、次の権利の放棄について地方自治法第９６条第

１項第１０号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
記としまして、１、放棄する権利、住宅新築資金貸付金及び住宅取得資金貸付金に係る
債権。２、債務者、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿３、放棄する債権の額、住
宅新築資金国費貸付金４４０万３，３９６円、内訳は、元金３８３万７，９４８円、利息
５６万５，４４８円、住宅新築資金県費貸付金９５万１，５８７円、内訳は、元金８０万
円、利息１５万１，５８７円、宅地取得資金国費貸付金２６２万２１６円、内訳は、元金
２４２万８８９円、利息１９万９，３２７円。４、 権利の放棄の理由、債務者は、病気と
障害で労働できず、その妻も病気で失業、また連帯保証人も失業しており、いず れも資産
がなく償還不能と認められるため、権利を放棄するものでございます。
提案理由としましては、回収が不能となりました住宅新築資金貸付金及び宅地取得資金
貸付金に係る債権の権利を放棄するためでございます。
続きまして、議案第１６２号について、御説明申し上げます。
議案書１０７ページをごらん願います。
議案第１６２号

権利の放棄について、次の権利の放棄について地方自治法第９６条第

１項第１０号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
記としまして、放棄する権利、住宅新築資金貸付金に係る債権。２ 、債務者、＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿３、放棄する債権の額、住宅新築資金国費貸付金５
３４万７，６５３円、内訳は、元金４２９万６，２８３円、利息１０５万１，３７０円。
４、権利放棄の理由、債務者及び連帯保証人ともに死亡 、火災により半焼した建物を除去、
宅地を処分したため、資産がなく償還不能と認められるため、権利を放棄するものでござ
います。
提案理由としましては、回収不能となりました住宅新築資金貸付金に係る債権の権利を
放棄するためでございます。
続きまして、議案第１６３号について、御説明申し上げま す。
議案書１０８ページをごらん願います。
－40－

平成２５年第４回紀の川市議会定例会会議録（第２号）

議案第１６３号

平成２５年１２月１３日

権利の放棄について、次の権利の放棄について地方自治法第９６条第

１項第１０号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
記としまして、１、放棄する権利、住宅新築資金貸付金に係る債権。２、債務者、＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿３、放棄する債権の額、住宅新築資金県費貸付金１
６３万７，４９７円、内訳は、元金１３９万６，６４８円、利息２４万８４９円。４、権
利放棄の理由、債務者及び連帯保証人ともに死亡、相続人らは生活保護受給、破産及びひ
とり親家庭の事由により償還不能と認められるため、権利を放棄するものでございます。
提案理由としましては、回収が不能となりました住宅新築資金貸付金に係る債権の権利
を放棄するためでございます。
続きまして、議案第１６４号

紀の川市道路線の認定について、御説明申し上げます。

議案書１０９ページをごらん願います。
道路法第８条第２項の規定により、紀の川市道路線の認定をお願いするものでございま
す。
提案理由につきましては、城賀団地線は宅地分譲開発により開発されました 畑野上字城
賀地内の１、指定道路を紀の川市開発指導要綱３５条の規定に基づき、寄附を受け入れし、
新たに認定するものでございます。
続きまして、議案第１６５号

紀の川市道路線の認定について、御説明申し上げます。

議案書１１０ページをごらん願います。
道路法第８条第２項の規定により、紀の川市道路線の認定をお願いするものです。
提案理由につきましては、平成２５年４月５日都市計画道路の変更に伴い整理するもの
で、後の議案１６８号で名手駅前穴伏線を廃止し、供用部分を新たに名手駅前２号線とし
て認定するものでございます。
続きまして、議案第１６６号

紀の川市道路線の認定について、御説明申し上げます。

議案書１１１ページをごらん願います。
道路法第８条第２項の規定により、紀の川市道路線として認定をお願いするものです。
提案理由につきましては、権利者及び地元自治区からの申し出を受け整理するもので、
後の議案１６９号で嶋３号線を廃止し、当該路線の一部区域を改めて嶋３号線と認定する
ものでございます。
続きまして、議案第１６７号

紀の川市道路線の廃止について、御説明申し上げます。

議案書１１２ページをごらん願います。
道路法第１０条第３項の規定により、紀の川市道 路線の廃止をお願いするものです。
提案理由につきましては、県道和歌山橋本線の新設に伴い、紀の川堤防敷の占用を廃止
していました紀の川南部線の認定を廃止するものでございます。
続きまして、議案第１６８号

紀の川市道路線の廃止について、御説明申し上げます。

議案書１１３ページをごらん願います。
道路法第１０条第３項の規定により、紀の川市道路線の廃止をお願いするものです。
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提案理由につきましては、名手駅前穴伏線は、さきの議案第１６５号、名手駅 前２号線
の認定と同じく、都市計画道路の変更に伴う市道路線の整備のための廃止でございます。
続きまして、議案第１６９号

紀の川市道路線の廃止について、御説明申し上げます。

議案書１１４ページをごらん願います。
道路法第１０条第３項の規定により、紀の川市道路線の廃止をお願いするものです。
提案理由につきましては、嶋３号線は、さきの議案第１６６号、嶋３号線の認定と同じ
く、地権者及び地元自治区からの申し出を受け、整理するための廃止でございます。
なお、議案第１６４号から議案第１６９号の６議案の資料としまして、２４７ページか
ら２５２ページに位置図を添付してございますので、御高覧いただきたいと思います。
以上、１１議案につきまして、よろしくお願いいたします。
○議長（高田英亮君）

ほかに補足説明はございませんか。
〔「補足説明なし」という者あり〕

○議長（高田英亮君）

なければ、提案理由の説明を終わります。

お諮りいたします。
ただいま議題となっております日程第２のうち、諮問第７号

人権擁護委員候補者の推

薦については、人事に関する案件でありますので、会議規則第３７条第３項の規定 により、
委員会付託、討論を省略し、本日、直ちに質疑、採決まで行いたいと思いますが、 これに
御異議ありませんか。
〔「異議なし」という者あり〕
○議長（高田英亮君）

異議なしと認めます。

したがって、諮問第７号については、本日、直ちに質疑、採決まで行うことに決しまし
た。
それでは、諮問第７号について、質疑、採決を行います。
諮問第７号

人権擁護委員候補者の推薦についてに対する質疑を行います。

質疑はありませんか。
〔「質疑なし」という者あり〕
○議長（高田英亮君）

質疑なしと認めます。

それでは、質疑を終結します。
これより、採決を行います。
お諮りします。
諮問第７号について、原案のとおり適任者とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」という者あり〕
○議長（高田英亮君）

異議なしと認めます。

したがって、諮問第７号は、原案のとおり適任者とすることに決しました。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日程第３

議員提出議案第１号

紀の川市国民健康保険税条例の一部改正について
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長（高田英亮君）

続きまして、日程第３、議員提出議案第１号

紀の川市国民健康

保険税条例の一部改正についてを議題といたします。
提出者に提案理由の説明を求めます。
１９番

石井

○１９番（石井

仁君。
仁君）（登壇）

ただいま議題になっております議員提出議案第１号

紀の川市国民健康保険税条例の一部改正について、提案理由の説明をいたします。
提出者は、私、石井

仁です。賛成者は、中村真紀議員であります。

提案理由は、市民にとって大きな負担となっている国民健康保険税を引き下げるた めに
改正を行うものです。
改正点は、平成２６年４月１日からの国保税率の変更と、それに合わせて軽減措置、緩
和措置にかかわる税率の変更を行うものです。
改 正 内 容 は 、 医 療 分 で は 、 所 得 割 を 現 行 「 ６ ． ５ ％ 」 か ら 「 ６ ． ２ ％ 」 に 、 資 産 割を
「４０．０％」から「３７．５％」に、均等割と平等割をそれぞれ「２万５，０００円」
から「２万３，１００円」に引き下げます。
後 期 高 齢 者 支 援 金 分 で は 、 所 得 割 を 現 行 「 ２ ． ０ ％ 」 か ら 「 １ ． ７ ％ 」 に 、 資 産 割を
「１０％」から「９．３０％」に、均等割と平等割をそれぞれ現行「２，７００円」から
「２，５００円」に引き下げます。
介護分では、資産割を現行「８．０％」から「７．５％」に、均等割と平等割をそれぞ
れ現行「７，１００円」から「６，５００円」に引き下げる内容となっています。
法定軽減分についても、税率の変更に合わせて引き下げを行っています。
これらの改正を行うことにより、国保税の負担を全体でおよそ６．５％引き下げ、紀の
川市の国保加入世帯約１万１，０００世帯、約２万５００人に対し、１世帯 当たり１万円、
１人当たり約５，０００円の引き下げとなります。引き下げに伴う財源は、国保事業運営
基金の活用と一般会計からの市独自の繰り入れを想定しています。
国民健康保険は、被用者保険に入れない自営業者や農業者などが強制的に加入する医療
保険であり、誰もが安心して保険証一枚で医療を受けられる国民皆保険制度の最後の砦で
もあります。にもかかわらず、保険料負担は被用者保険の２倍近い負担を強いられ、傷病
手当も法定給付ではありません。紀の川市では、全体の４割の世帯、３割の方が国保に加
入しています。
この条例改正案の税率が、加入者にとって、また被用者保険と比べて十分な引き下げか
というと、そうではないかもしれません。しかし、紀の川市の国保加入者の負担を少しで
も軽くすること、それにより営業や暮らしを支えるためにこの条例改正案を提出させてい
ただきました。議員各位の御賛同をお願いいたしまして、提案理由の説明といたします。
○議長（高田英亮君）

これで、議員提出議案第１号についての提案理由の説明を終わり

ます。
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日程第４

議会広報特別委員会の設置について

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長（高田英亮君）

続きまして、日程第４、議会広報特別委員会の設置についてを議

題といたします。
お諮りいたします。
議会活動や議会での審議内容を広く市民に周知することを目的に、議会広報の発行 やそ
の他の手段に関して必要な事項を調査研究するため、９人の委員で構成する議会広報特別
委員会を委員会条例第６条の規定により設置し、調査目的終了まで閉会中の継続調査とい
たしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」という者あり〕
○議長（高田英亮君）

異議なしと認めます。

したがって、９人の委員で構成する議会広報特別委員会を設置し、調査目的終了ま で閉
会中の継続調査とすることに決しました。
ただいま設置されました議会広報特別委員会委員の選任については、委員会条例第７条
１項の規定により、議長において指名いたします。
議会広報特別委員会委員に、６番

大谷さつき君、７番

君、１０番

坂本康隆君、１１番、亀岡雅文君、１３番

君、１８番

上野

健君、２１番

石脇順治君、８番

中村真紀

竹村広明君、１５番

西川泰弘

森田幾久君。

以上、９名を指名いたします。
ただいま議会広報特別委員会委員が選任されましたが、委員会条例第８条第１項及び同
条第２項の規定により、ただいまから委員会を開催していただき、委員長及び副委員長を
互選願います。
ここで、委員会開催のため、暫時休憩します。
（休憩

午前１１時３５分）

―――――――――――――――
（再開
○議長（高田英亮君）

午前１１時３９分）

再開します。

休憩前に引き続き、会議を開きます。
休憩中に、議会広報特別委員会を開催していただき、委員長、副委員長が決定いたしま
したので、御報告いたします。
議会広報特別委員会委員長に森田幾久君、副委員長に西川泰弘君が互選されました。
これをもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。
本日は、これにて散会といたします。
なお、あすから２３日までは議案精査日とし、１２月２４日火曜日、 午前９時３０分よ
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り再開いたします。
御苦労さまでした。
（散会

午前１１時４０分）
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