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議事日程（第３号） 

令和４年６月21日 

開   議   午前９時30分 

日程第１  諸般の報告 

日程第２  議案第25号  専決処分の承認を求めることについて 

            （岩出市国民健康保険税条例の一部改正） 

日程第３  議案第26号  専決処分の承認を求めることについて 

            （岩出市税条例等の一部改正） 

日程第４  議案第27号  専決処分の承認を求めることについて 

            （岩出市都市計画税条例の一部改正） 

日程第５  議案第28号  専決処分の承認を求めることについて 

            （岩出市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置 

            に関する条例の一部改正） 

日程第６  議案第29号  専決処分の承認を求めることについて 

            （岩出市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例 

            措置に関する条例の一部改正） 

日程第７  議案第30号  専決処分の承認を求めることについて 

            （令和３年度岩出市一般会計補正予算第９号） 

日程第８  議案第31号  専決処分の承認を求めることについて 

            （令和３年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第４号） 

日程第９  議案第32号  専決処分の承認を求めることについて 

            （令和３年度岩出市介護保険特別会計補正予算第５号） 

日程第10  議案第33号  岩出市議会議員及び岩出市長の選挙における選挙運動の公 

            費負担に関する条例の一部改正について 

日程第11  議案第34号  岩出市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例の一部 

            改正について 

日程第12  議案第35号  岩出市国民健康保険税条例の一部改正について 

日程第13  議案第36号  岩出市行政財産使用料条例の一部改正について 

日程第14  議案第37号  岩出市介護保険条例の一部改正について 

日程第15  議案第38号  令和４年度岩出市一般会計補正予算（第１号） 

日程第16  議案第39号  令和４年度岩出市水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第17  議案第40号  令和４年度岩出市下水道事業会計補正予算（第１号） 
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日程第18  議案第41号  市道路線の認定について 

日程第19  議案第42号  岩出市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第20  議案第43号  岩出市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第21  委員会の閉会中の継続調査申出について 
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                  開議            （９時30分） 

○田中副議長 おはようございます。 

  福山晴美議長は、病気療養のため、本定例会会期中の会議を欠席する旨の届出が

出ておりますので、本日の議事運営につきましても、地方自治法第 106条第１項の

規定によりまして、引き続き副議長の私、田中宏幸が議長の職務を行います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

  議場内では録音に支障を来すため、携帯電話の電源をお切りください。 

  ただいまから、本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、諸般の報告、議案第25号から議案第41号までの議案17件につきま

しては、委員長報告、委員長報告に対する質疑、討論、採決、議案第42号及び議案

第43号の追加議案２件につきましては、提案理由の説明、質疑、討論、採決、それ

と委員会の閉会中の継続調査申出の件です。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

   日程第１ 諸般の報告 

○田中副議長 日程第１ 諸般の報告を行います。 

  本日の会議に、説明員として追加の出席者の職、氏名は、配付の写しのとおりで

あります。 

  次に、本日の会議に市長から提出のありました議案は、配付のとおり、議案第42

号及び議案第43号の議案２件であります。 

  以上で、諸般の報告を終わります。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

   日程第２ 議案第25号 専決処分の承認を求めることについて（岩出市国民健 

        康保険税条例の一部改正）～ 

   日程第18 議案第41号 市道路線の認定について 

○田中副議長 日程第２ 議案第25号 専決処分の承認を求めることについて（岩出

市国民健康保険税条例の一部改正）の件から日程第18 議案第41号  市道路線の認

定の件までの議案17件を一括議題といたします。 

  ただいま議題となりました議案17件に関し、各常任委員会の審査の経過と結果及

び主な質疑につきまして、各委員長から報告を求めます。 

  総務建設常任委員長、梅田哲也議員、演壇でお願いします。 

○梅田議員 皆さん、おはようございます。 

  それでは、総務建設常任委員会での審査の経過と結果をご報告いたします。 
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  ６月 15日の会議において、当委員会に付託された議案は、議案第26号  専決処分

の承認を求めることについて（岩出市税条例等の一部改正）の外議案11件です。 

  当委員会は、６月15日水曜日、午前９時30分から開催し、総務部門、建設部門の

順に審査を実施しました。 

  議案第 26号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市税条例等の一部改

正）、議案第27号 専決処分の承認を求めることについて（岩出市都市計画税条例

の一部改正）、議案第28号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市地方活

力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例の一部改正）、議案第29号  

専決処分の承認を求めることについて（岩出市半島振興対策実施地域における固定

資産税の特例措置に関する条例の一部改正）、議案第30号  専決処分の承認を求め

ることについて（令和３年度岩出市一般会計補正予算第９号）所管部分、議案第33

号  岩出市議会議員及び岩出市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

の一部改正について、議案第34号  岩出市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会

条例の一部改正について、議案第36号 岩出市行政財産使用料条例の一部改正につ

いて、議案第38号 令和４年度岩出市一般会計補正予算（第１号）所管部分、議案

第39号  令和４年度岩出市水道事業会計補正予算（第１号）、議案第40号  令和４

年度岩出市下水道事業会計補正予算（第１号）、議案第41号 市道路線の認定につ

いて、以上12議案、いずれも討論はなく、全会一致で、議案第26号、議案第27号、

議案第28号、議案第29号及び議案第30号所管部分は承認、議案第33号、議案第34号、

議案第36号、議案第38号所管部分、議案第39号及び議案第40号は可決、議案第41号

は認定しました。 

  以上が、委員会での審査の経過と結果です。 

  次に、審査の中の主な質疑を報告いたします。 

  議案第 26号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市税条例等の一部改

正）では、改正前の市税条例附則第26条で規定された、新型コロナウイルス感染症

等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例が廃止される理由は。岩出市における住

宅借入金等特別税額控除の特例の対象者数は。 

  議案第27号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市都市計画税条例の一

部改正）、議案第28号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市地方活力向

上地域における固定資産税の特例措置に関する条例の一部改正）及び議案第 29号 

専決処分の承認を求めることについて（岩出市半島振興対策実施地域における固定

資産税の特例措置に関する条例の一部改正）では、質疑はありませんでした。 
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  議案第30号  専決処分の承認を求めることについて（令和３年度岩出市一般会計

補正予算（第９号）所管部分では、地方交付税の増額補正額について、交付時期は。

わかやま防災力パワーアップ補助金の内容と減額の理由は。林業総務費における有

害鳥獣捕獲事業等補助金について、大幅に減った要因と近隣市町の状況は。 

  議案第33号  岩出市議会議員及び岩出市長の選挙における選挙運動の公費負担に

関する条例の一部改正について、議案第34号  岩出市まち・ひと・しごと創生総合

戦略審議会条例の一部改正についてでは、質疑はありませんでした。 

  議案第36号  岩出市行政財産使用料条例の一部改正についてでは、今回の条例改

正に伴い、事業所がキャラクターを使用する場合の対応に大きな変更はあるのか。 

  議案第38号  令和４年度岩出市一般会計補正予算（第１号）所管部分では、非常

備消防費における消防団員福祉共済入院見舞金等について、費用の内訳は。 

  議案第39号  令和４年度岩出市水道事業会計補正予算（第１号）では、他自治体

との水道管の接続について、紀の川市との連携はどうなっているのか。 

  議案第40号  令和４年度岩出市下水道事業会計補正予算（第１号）及び議案第41

号  市道路線の認定についてでは、質疑はありませんでした。 

  以上が、審査の中で交わされた、主な質疑であります。 

  これで、総務建設常任委員会の報告を終わります 

○田中副議長 ご苦労さまでした。 

  厚生文教常任委員長、奥田富代子議員、演壇でお願いいたします。 

○奥田議員 厚生文教常任委員会での審査の経過と結果を報告いたします。 

  ６月 16日の会議において、当委員会に付託された議案は、議案第25号  専決処分

の承認を求めることについて（岩出市国民健康保険税条例の一部改正）の外議案６

件です。 

  当委員会は、６月16日木曜日、午前９時30分から開催し、厚生部門、文教部門の

順に審査を実施しました。 

  議案第25号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市国民健康保険税条例

の一部改正）、議案第30号  専決処分の承認を求めることについて（令和３年度岩

出市一般会計補正予算（第９号）所管部分、議案第31号  専決処分の承認を求める

ことについて（令和３年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第４号）、議案第

32号  専決処分の承認を求めることについて（令和３年度岩出市介護保険特別会計

補正予算第５号）、議案第35号  岩出市国民健康保険税条例の一部改正について、

議案第37号 岩出市介護保険条例の一部改正について、議案第38号  令和４年度岩



－38－ 

出市一般会計補正予算（第１号）所管部分、以上７議案、いずれも討論はなく、全

会一致で、議案第25号、議案第30号所管部分、議案第31号及び議案第32号を承認、

議案第35号、議案第37号及び議案第38号所管部分は可決しました。 

  以上が、委員会での審査の経過と結果です。 

  次に、審査の中の主な質疑を報告いたします。 

  議案第25号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市国民健康保険税条例

の一部改正）では、条例改正による課税限度額引上げの影響を受ける所得層は。 

  議案第30号  専決処分の承認を求めることについて（令和３年度岩出市一般会計

補正予算第９号）所管部分では、社会福祉総務費における新型コロナウイルス感染

症生活困窮者自立支援金の減額理由は。予防費における予防接種委託料の減額理由

は。環境衛生費におけるＬＥＤ防犯灯設置補助金について、ＬＥＤ防犯灯の設置率

は。クリーンセンター費におけるごみ処理施設建設基金積立てについて、目標積立

額は。 

  議案第31号  専決処分の承認を求めることについて（令和３年度岩出市国民健康

保険特別会計補正予算第４号）では、質疑はありませんでした。 

  議案第32号  専決処分の承認を求めることについて（令和３年度岩出市介護保険

特別会計補正予算第５号）では、介護サービスの減額は、新型コロナウイルス感染

症の影響か。 

  議案第35号  岩出市国民健康保険税条例の一部改正についてでは、令和３年度の

減免実績数は。 

  議案第37号  岩出市介護保険条例の一部改正についてでは、令和３年度の減免実

績数は。 

  議案第38号  令和４年度岩出市一般会計補正予算（第１号）所管部分では、学校

管理費において、各学校の保健室に空気清浄機を設置する台数は何台か。学校給食

運営費におけるインターネット環境構築業務委託料により整備するインターネット

環境は、災害時に避難者が利用できるものか。 

  以上が、審査の中で交わされた、主な質疑であります。 

  これで、厚生文教常任委員会の報告を終わります。 

○田中副議長 ご苦労さまでした。 

  以上で、各常任委員長の報告は終わりました。 

  これより委員長報告に対する質疑に入ります。 

  委員長報告に対する質疑の通告はありません。 
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  これをもって、委員長報告に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論、採決を行います。 

  議案第25号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市国民健康保険税条例

の一部改正）の件、議案第26号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市税

条例等の一部改正）の件、議案第27号 専決処分の承認を求めることについて（岩

出市都市計画税条例の一部改正）の件、議案第28号 専決処分の承認を求めること

について（岩出市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例の

一部改正）の件、議案第29号  専決処分の承認を求めることについて（岩出市半島

振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例の一部改正）の件、

議案第30号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度岩出市一般会計補

正予算第９号）の件、議案第31号  専決処分の承認を求めることについて（令和３

年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第４号）の件、議案第32号  専決処分の

承認を求めることについて（令和３年度岩出市介護保険特別会計補正予算第５号）

の件、議案第33号 岩出市議会議員及び岩出市長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の一部改正の件、議案第34号  岩出市まち・ひと・しごと創生総合

戦略審議会条例の一部改正の件、議案第35号  岩出市国民健康保険税条例の一部改

正の件、議案第36号  岩出市行政財産使用料条例の一部改正の件、議案第37号 岩

出市介護保険条例の一部改正の件、議案第38号  令和４年度岩出市一般会計補正予

算（第１号）の件、議案第 39号  令和４年度岩出市水道事業会計補正予算（第１

号）の件、議案第40号  令和４年度岩出市下水道事業会計補正予算（第１号）の件、

議案第41号 市道路線の認定の件、以上議案17件に対する討論の通告はありません。 

  これをもって、議案17件に対する討論を終結いたします。 

  議案第25号から議案第41号までの議案17件を一括して採決いたします。 

  この議案17件は、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） 

○田中副議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第25号から議案第32号までの議案８件は、原案のとおり承認、議案

第33号から議案第40号までの議案８件は、原案のとおり可決、議案第41号は、原案

のとおり認定されました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

   日程第19 議案第42号 岩出市固定資産評価審査委員会委員の選任について～ 

   日程第20 議案第43号 岩出市固定資産評価審査委員会委員の選任について 
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○田中副議長 日程第19 議案第42号 岩出市固定資産評価審査委員会委員の選任の

件及び日程第20 議案第43号  岩出市固定資産評価審査委員会委員の選任の件の議

案２件を一括題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  副市長。 

○佐伯副市長 ただいま議題となりました議案についてご説明を申し上げます。 

  議案第42号  岩出市固定資産評価審査委員会委員の選任についてでありますが、

本年５月から岩出市固定資産評価審査委員会委員が欠員となっているため、後任に

堀口健三氏を選任することについて、地方税法第 423条第３項の規定に基づき、議

会の同意を求めるものでございます。 

  堀口健三氏の主な経歴につきましては、別紙のとおりでございます。 

  次に、議案第43号  岩出市固定資産評価審査委員会委員の選任についてでありま

すが、現岩出市固定資産評価審査委員会委員が令和４年６月25日をもって任期満了

となることに伴い、後任に瀧川秀樹氏を選任することについて、地方税法第423条

第３項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 

  瀧川秀樹氏の主な経歴につきましては、別紙のとおりでございます。 

  以上、ご審議の上、ご同意いただきますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

○田中副議長 これより質疑に入ります。 

  議案第42号及び議案第43号に対する質疑の通告はありません。 

  以上で、議案第42号及び議案第43号に対する質疑を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議案第42号及び議案第43号の議案２件につきまし

ては、会議規則第37条第３項の規定により委員会の付託を省略することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○田中副議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第42号及び議案第43号の議案２件は、委員会の付託を省略すること

に決しました。 

  これより討論、採決を行います。 

  討論、採決は議案ごとに行います。 

  議案第42号に対する討論はありませんか。 

（な  し） 
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○田中副議長 これをもって、議案第42号に対する討論を終結いたします。 

  議案第42号 岩出市固定資産評価審査委員会委員の選任の件を採決いたします。 

  この採決は起立採決といたします。 

  本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

○田中副議長 起立全員であります。 

  よって、議案第42号は、原案のとおり同意されました。 

  次に、議案第43号に対する討論はありませんか。 

（な  し） 

○田中副議長 これをもって、議案第43号に対する討論を終結いたします。 

  議案第43号 岩出市固定資産評価審査委員会委員の選任の件を採決いたします。 

  この採決は起立採決といたします。 

  本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。 

（起立全員） 

○田中副議長 起立全員であります。 

  よって、議案第43号は、原案のとおり同意されました。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

   日程第21 委員会の閉会中の継続調査申出について 

○田中副議長 日程第21 委員会の閉会中の継続調査申出の件を議題といたします。 

  本件につきましては、お手元に配付いたしました申出書の写しのとおり、総務建

設常任委員長、厚生文教常任委員長及び議会運営委員長から、会議規則第104条の

規定により、閉会中の継続調査申出があります。 

  お諮りいたします。 

  各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○田中副議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しまし

た。 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

○田中副議長 以上で、本日の日程は、終了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  次の会議を６月23日木曜日、午前９時30分から開くことにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○田中副議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、次の会議を６月23日木曜日、午前９時30分から開くことに決しました。 

  本日は、これにて散会いたします。 

  どうもご苦労さまでした。 

                  散会            （ 10時 52分） 

 


