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  平生町告示第１６号 

    ２０１９年第２回平生町議会臨時会を、次のとおり招集する。 

       令和元年５月１７日 

                             平生町長 浅本 邦裕 

   １ 期  日  令和元年５月２２日 

   ２ 場  所  平生町議会議事堂 

   ３ 付議事項 

（１）専決処分の承認について 

（平生町税賦課徴収条例等の一部を改正する条例） 

（２）専決処分の承認について 

（平生町国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

（３）専決処分の承認について 

（平生町介護保険条例の一部を改正する条例） 

────────────────────────────── 

   ○開会日に応招した議員 

中村 武央君         中本 敦子さん 

松本 武士君         村中 仁司君 

中川 裕之君         河藤 泰明君 

渕上 正博君         細田留美子さん 

河内山宏充君         平岡 正一君 

岩本ひろ子さん         福田 洋明君 

────────────────────────────── 

   ○応招しなかった議員         村中 仁司 

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

２０１９年 第２回（臨時）平 生 町 議 会 会 議 録（第１日） 

                           令和元年５月２２日（水曜日） 

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

議事日程（第１号） 

                      令和元年５月２２日 午前９時００分開会 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 承認第１号 専決処分の承認について（平生町税賦課徴収条例等の一部を改正する

条例） 

日程第５ 承認第２号 専決処分の承認について（平生町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例） 

日程第６ 承認第３号 専決処分の承認について（平生町介護保険条例の一部を改正する条例） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 承認第１号 専決処分の承認について（平生町税賦課徴収条例等の一部を改正する

条例） 

日程第５ 承認第２号 専決処分の承認について（平生町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例） 

日程第６ 承認第３号 専決処分の承認について（平生町介護保険条例の一部を改正する条例） 

────────────────────────────── 

出席議員（１２名） 

１番 中村 武央君       ２番 中本 敦子さん 

３番 松本 武士君       ５番 村中 仁司君 

６番 中川 裕之君       ７番 河藤 泰明君 

８番 渕上 正博君       ９番 細田留美子さん 

10番 河内山宏充君       11番 平岡 正一君 

12番 岩本ひろ子さん       13番 福田 洋明君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 
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欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 金岡 泰史君       書記 天艸裕太郎君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 浅本 邦裕君  副町長 ………………… 吉賀 康宏君 

総務課長兼選挙管理委員会事務局長 …………………………………… 羽山 敦紀君 

税務課長 ……………… 池田 真治君    健康保険課長 ………… 中尾 和正君 

────────────────────────────── 

午前１０時００分開会・開議 

○議長（福田 洋明君）  ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、

これより２０１９年第２回平生町議会臨時会を開会いたします。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（福田 洋明君）  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１１６条の規定により、議長において、村中仁司議員、中川裕

之議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．会期の決定 

○議長（福田 洋明君）  日程第３、会期の決定の件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」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  御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。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（福田 洋明君）  日程第３、諸般の報告をいたします。 

諸般の報告につきましては、地方自治法第２３５条の２第３項の規定による平成３１年３月及

び４月実施分の例月出納検査の結果報告、本臨時会における議案等の説明のため出席を求めた者

及び委任を受けた者の職氏名の報告は、お手元に配布の文書のとおりであります。 

これをもって諸般の報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 
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日程第４．承認第１号 

日程第５．承認第２号 

日程第６．承認第３号 

○議長（福田 洋明君）  日程第４、承認第１号平生町税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の

専決処分事項の承認について、日程第５、承認第２号平生町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例の専決処分事項の承認について、及び、日程第６、承認第３号平生町介護保険条例の一部

を改正する条例の専決処分事項の承認についてまでの件を一括議題といたします。 

 町長から提案理由の説明を求めます。浅本町長。 

○町長（浅本 邦裕君）  議員の皆さん、おはようございます。 

 新緑が目に染みる季節の中、初夏を思わせる日差しがまぶしい日もありますが、まだまださわ

やかな気候が続いております。 

 そうした中、２０１９年第２回平生町議会臨時会を開催いたしましたところ、ご多忙中にもか

かわりませず、全員のご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

本臨時会にご提案申しあげます議案は、地方税法等の改正により、町税賦課徴収条例など、４

月１日付でそれぞれ専決処分させていただきましたことに伴います承認３件でございます。 

議案の説明前に恐縮ではございますが、一言お礼を申しあげたいと存じます。 

ただいま、この議場にご出席の議員皆様方の任期につきましては、この臨時会が任期中の最後

の議会になろうかと存じます。在任期間中に賜りました、ご指導、ご協力に対し、心よりお礼を

申しあげます。 

また、このたびの任期満了を機会にご勇退されます福田議長さん並びに渕上議員さんのご両名

におかれましては、これまで永年にわたりまして、平生町進展に尽くされましたご功績に深甚な

る敬意と感謝を表します。培ってこられました知識と経験で、多くの足跡を記されましたことは、

議会の歴史を飾られたものと判断しており、これまでのご労苦に対し、重ねてお礼を申しあげま

す。 

それでは、ご提案いたしました、承認第１号平生町税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の

専決処分の承認について、承認第２号平生町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処

分の承認について、並びに承認第３号平生町介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分の承

認につきまして、一括してご説明申しあげます。 

これらの条例は、関連する法律等が施行されたことに伴い、緊急に執行を要するため、地方自

治法第１７９条第１項の規定により、去る４月１日に専決処分させていただいたもので、同条第

３項の規定により、承認をお願いするものであります。 

まず、承認第１号平生町税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認についてご

説明申しあげます。 

このたびの地方税法の改正は、現下の社会経済情勢等を踏まえ、経済の好循環をより確かなも
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のとし、地方創生を推進するなどの観点から行われたものであります。 

改正の主な内容につきましては、個人住民税につきましては、都道府県等に対する寄附金に係

る寄附金税額控除について、特例控除額の控除対象となる寄付金について基準に適合する寄附金

とするなどの所要の改正や住宅借入金特別控除に係る申告要件の廃止などの改正を行うものです。

また、軽自動車税におきましては、グリーン化特例に係る適用期間を２年延長することなどの改

正をいたすものであります。 

続きまして、承認第２号平生町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認に

ついてご説明を申しあげます。 

改正の内容につきましては、国民健康保険税の課税限度額を引き上げるとともに、中低所得者

の保険税負担の軽減を図るため、減額の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

金額の引き上げを行うものであります。 

続きまして、承認第３号平生町介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について

ご説明を申しあげます。 

改正の内容につきましては、低所得者の第１号保険料の負担軽減を強化するもので、所得段階

が第１段階、第２段階及び第３段階の者の保険料の減額を行うものであります。 

以上をもちまして、本日ご提案申しあげております議案の承認３件につきましての提案理由説

明を終わらせていただきます。 

なお、説明不足の点もあろうかと思いますので、皆様方のご質問によりまして、私並びに説明

出席者によりお答えいたしたいと存じますので、ご審議の上、ご議決を賜りますようよろしくお

願いを申しあげます。  

○議長（福田 洋明君）  これをもって、提案理由の説明を終わります。 

これより、提出議案に対する質疑に入ります。一括で質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 

これより討論に入ります。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  次に本案に対する賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（福田 洋明君）  以上で討論を終わります。 

これより採決に入ります。 

まず、承認第１号平生町税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認についての

件は原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立全員であります。よって、承認第１号は原案のとおり承認されまし
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た。 

 続きまして、承認第２号平生町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認に

ついての件は原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立全員であります。よって、承認第２号は原案のとおり承認されまし

た。 

 続きまして、承認第３号平生町介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分の承認について

の件は原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（福田 洋明君）  起立全員であります。よって、承認第３号は原案のとおり承認されまし

た。 

────────────・────・──────────── 

○議長（福田 洋明君）  以上をもって、本臨時会に付議されました案件の審議は、全部終了い

たしました。 

これにて、２０１９年第２回平生町議会臨時会を閉会いたします。 

午前９時１１分閉会 

────────────────────────────── 
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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。 

 

 

                  議  長   福 田 洋 明 
 
 

                  署名議員   村 中 仁 司 

 
 

                  署名議員   中 川 裕 之 

 

 


