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総務委員会会議録 
 

令和２年４月２８日 火曜日 

  午前１１時０７分開議 

  午後 ０時０５分閉議（実時間５１分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第４６号・令和２年度八代市一般会計

補正予算・第３号（関係分） 

１．議案第５０号・専決処分の報告及びその承

認について（令和元年度八代市一般会計補

正予算・第１４号（関係分）） 

１．議案第４７号・専決処分の報告及びその承

認について（八代市市税条例等の一部を改

正する条例） 

１．議案第４９号・専決処分の報告及びその承

認について（八代市消防団員等公務災害補

償条例の一部を改正する条例） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  橋 本 幸 一 君 

副委員長  金 子 昌 平 君 

委  員  太 田 広 則 君 

委  員  中 村 和 美 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  橋 本 徳一郎 君 

委  員  堀   徹 男 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 財務部長      佐 藤 圭 太 君 

  財務部次長    尾 﨑 行 雄 君 

  財政課長     田 中 智 樹 君 

  市民税課長    中 田 利一郎 君 

  資産税課長    機   智三郎 君 
 
 総務企画部総括 
           黒 瀬 琢 也 君 
 審議員兼次長 
 

  理事兼企画政策課長 福 本 桂 三 君 

  理事兼危機管理課長 廣 兼 和 久 君 

                              

○記録担当書記     中 川 紀 子 君 

 

（午前１１時０７分 開会） 

○委員長（橋本幸一君） それでは、定足数に

達しましたので、ただいまから総務委員会を開

会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、先ほど配付

されました付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第４６号・令和２年度八代市一般会計補

正予算・第３号（関係分） 

○委員長（橋本幸一君） それでは、予算議案

の審査に入ります。 

 議案第４６号・令和２年度八代市一般会計補

正予算・第３号中、当委員会関係分を議題と

し、説明を求めます。 

 まず、歳入等及び歳出の第２款・総務費につ

いて、財務部より説明願います。 

○財務部長（佐藤圭太君） 皆さん、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財務部の

佐藤でございます。 

 本日、総務委員会に付託されました議案につ

きまして、まず、議案第４６号・令和２年度八

代市一般会計補正予算・第３号の歳入及び歳出

での総務費を尾﨑財務部次長が、消防費を黒瀬

総務企画部総括審議員兼次長が説明いたしま

す。 

 また、事件議案で予算の専決処分にかかわる

もの、すなわち議案第５０号・令和元年度八代

市一般会計補正予算・第１４号の歳入を尾﨑財

務部次長が説明いたします。 

 次に、議案第４７号と４９号の２つの議案に
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つきましては、関係各課長が説明いたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）財務部の尾﨑でございます。よろしくお願

いいたします。それでは、着座にて説明させて

いただきます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） それでは、別冊

となっております、議案第４６号・令和２年度

八代市一般会計補正予算書・第３号をお願いい

たします。 

 総務委員会付託分につきまして、まず歳入を

説明いたします。よろしくお願いします。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず、歳入歳出予算の補正でございますが、

第１条で歳入歳出それぞれ３億５０２０万円を

追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ６０

５億８５９０万円といたしております。 

 続きまして、歳入を説明いたします。６ペー

ジをお願いします。 

 款１０、項１、目１、節１・地方交付税で７

２０万円を計上しておりますが、これは今回の

補正予算の一般財源でございます。 

 次に、款１８・繰入金、項１・基金繰入金、

目１５、節１・財政調整基金繰入金３億４３０

０万円は、地方財政法第４条の４、第３号に基

づき緊急に実施することが必要となった今回の

新型コロナウイルス感染症対策事業のうち、総

務費の生活交通確保維持に１８００万円及び商

工費の八代市中小企業等事業継続対策特別支援

事業に３億２５００万円を活用いたします。 

 内容は、総務費の生活交通確保維持につきま

しては、新型コロナウイルス感染症対策とし

て、現在、全国的に不要不急の外出を控えるよ

う呼びかけられている中、本市の地域公共交通

再編実施計画により位置付けられている本市と

阿蘇くまもと空港などを結ぶ唯一の高速バス、

すーぱーばんぺいゆにつきましては、新型コロ

ナウイルスの影響により乗客数及び運賃収入が

激減しておりますことから、本市にとって重要

な公共交通機関としての路線維持を目的に一定

の期間に限定した運行補助を行うものでござい

ます。 

 また、商工費の八代市中小企業等事業継続対

策特別支援事業につきましては、新型コロナウ

イルス感染症対策に伴う緊急事態宣言を受け、

大幅に売上げが減少するなど、厳しい経営環境

を余儀なくされております市内の中小企業等に

対しまして、事業の継続、安定を支援するた

め、本市独自の特別支援金を創設するものでご

ざいます。対象業種は、市内の小売業、宿泊

業、飲食店、卸売業など約３０００事業所を対

象に、売上げが前年同月比で５０％以上減少し

た法人・個人事業主へそれぞれ法人で２０万

円、個人で１０万円を支給するものでございま

す。 

 以上が歳入の説明でございます。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 財源の残の繰入金の元

台帳からということですけど、これは直近の台

帳の残高というのはお幾らぐらい。 

○財政課長（田中智樹君） 約１９億でござい

ます。（委員堀徹男君「１９億」と呼ぶ） 

○財務部次長（尾﨑行雄君） 訂正いたしま

す。現在のですね、元年度末がですね２３億５

０００万程度の残高見込みでですね、今回の取

崩し分ですね、繰入れ分と前回３月でも一部繰

り入れ予定ですので、その分を差し引きますと

１９億８０００万になる見込みという。今回の

分も含めて。（委員成松由紀夫君「 初は幾ら

ですか」と呼ぶ） 

 現在２３億５０００万程度ございます。（委
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員成松由紀夫君「から……」と呼ぶ） 

 から３億７０００万程度、合わせますと繰り

入れ予定になりますので、差し引きまして１９

億８０００万程度の残高になる見込みでござい

ます。 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

○委員（太田広則君） ばんぺいゆ号ですね、

非常に大変な状況というのはもう重々分かって

おりますし、せないかんということだろうと思

いますが、（｢歳入」と呼ぶ者あり）歳入でし

たか、すみません。（｢今、歳入でしょう」と

呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 歳入、はい。 

○委員（太田広則君） よかです。歳出で聞き

ます。 

○委員長（橋本幸一君） じゃあ、歳出でいき

ます。 

○委員（太田広則君） すみません。失礼しま

した。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

 ちょっと小会。 

（午前１１時１４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１６分 本会） 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

 歳出の部分が抜けておりましたので、再度歳

出の部分を尾﨑財務部次長にお願いいたしま

す。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） それでは、引き

続きまして、総務費の歳出を着座にて説明させ

ていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） はい。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） ７ページをお願

いいたします。 

 款２・総務費、項１・総務管理費、目４・財

産管理費では、４４万６０００円を計上いたし

ております。これは、市庁舎管理において市民

サービス維持の観点から通常どおり運営する市

有施設等の新型コロナウイルス感染症拡大防止

対策といたしまして、仮設庁舎をはじめ、支所

等の窓口での飛沫感染防止のためにビニールシ

ート製のつい立を１００台分設置する費用でご

ざいます。 

 次に、目７・交通防犯対策費では１８００万

円を計上いたしております。これは先ほど歳入

の繰入金で説明しましたが、生活交通確保維持

といたしまして、新型コロナウイルス感染症対

策に伴いまして、乗客数及び運賃収入が激減し

ております本市と阿蘇くまもと空港などを結ぶ

唯一の高速バス、すーぱーばんぺいゆの路線維

持を目的に一定の期間に限定した運行補助を行

うものでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、歳入歳出

の部分について質問を行います。 

○委員（太田広則君） 失礼しました。先ほど

の交通防犯対策費１８００万ですね。すーぱー

ばんぺいゆ号が非常に大変だというのは、今も

皆さん御承知のとおりだろうと思います。一部

支援を臨時的に行うということで重々理解する

んですが、この１８００万という、この１８０

０万の臨時的経費がですね、今後まだ続くと見

られたときにどのぐらいのこの一部支援になる

のかという質問。これまでのも当然あるんだろ

うと思います。この１８００万という支援が

ね、どのぐらいの影響を与えて支援になるんだ

ろうか。これが続くならば、また同じような支

援をしなきゃいけないのかっていうところも含

めてちょっと２点だけ。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） 企画政

策課福本です。よろしくお願いします。 

 今回の分については、５カ月分というふうに

今考えておりますけれども、大体、運行会社で
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はですね、大体１年間の平均の所要額というの

がですね、大体９０００万でございます。そう

いう部分の中で、どれくらい収入があるか、そ

の収入額を差し引いた分が、今後路線の維持に

要する経費だというふうに考えております。収

入額というのがなかなか今見込めない中で、ち

ょっと申し上げることがそこはできません。 

 以上です。 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員（太田広則君） 分かりました。例え

ば、喫緊の利用者数が今現在どのぐらいなのか

というのをちょっと参考までに、どのぐらい減

ってるのかというのが分かれば。喫緊のでよか

ですよ。今の現状というか。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） 時系列

に申し上げますと、１２月がですね４４８６人

でございました。１月が４６３５人でございま

した。２月が３７３２人でございます。３月が

２３６６人でございまして、この３月の２３６

６人というのは１２月と比べますと約半分に減

っているという状況でございます。 

 以上です。 

○委員長（橋本幸一君） ほかにございません

か。 

○委員（堀 徹男君） すーぱーばんぺいゆに

関してはですね、空港に行くだけに限らず、免

許センターにですね、行くような、まだ免許を

取ってない子供たちも乗っていくという貴重な

路線であるというふうに認識はしてるんです

が、他の業種のですね補塡と比べて何かやっぱ

り特別感みたいなのが否めないところもありま

す。このバス路線の維持にだけ１８００万も出

すというのはですね。説明書を読むと大臣の認

定を受けて公共交通再編網の中に位置付けられ

ている路線バスというふうにあって、何か特別

に何というんですかね、行政が支援をしていか

なきゃいけない業種なのかというのがまず１点

と、それから１８００万はとりあえず今回財調

取崩しの繰入金ということでされるということ

なんですが、今後ですね、国から何らかの国土

交通大臣の認定を受けている事業でということ

のようであればですね、何か国からの何らかの

交付金というようなもので、補塡か何かがある

のかなという２点についてですね、ちょっと教

えていただければなと思います。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） まず、

特別に補助を行う理由ということですが、公共

交通再編実施計画というのがございまして、こ

の計画に位置付けられているほかの路線バス、

乗り合いタクシーにつきましても、全て本市で

は欠損補助を行っている状況でございます。す

ーぱーばんぺいゆにつきましては、採算性のあ

る黒字運行を想定しておりましたことから運行

補助を実施していなかったということでござい

ます。今回はその部分が赤字になったため補塡

という形を一時的に取らせていただくというこ

とでございます。 

 それと、財源の補塡ですけれども、国交省の

大臣の認定を受けているということの中でもで

すね、特にですね補助というのは、現段階では

ありません。今後、臨時交付金等で考えられれ

ばですね、その分についても申請を検討したい

というふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（橋本幸一君） はい、よろしいです

か。 

○委員（堀 徹男君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

○委員（成松由紀夫君） このすーぱーばんぺ

いゆのですね、今いろいろ、るる御意見が出て

るんですが、地域公共交通再編のその国土交通

省の認定。今、福本課長のお話でいけば、今ま

ですーぱーばんぺいゆは黒字だったと。市から

何の補助も受け取っておられないというような

認識でよろしいですか。 
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○理事兼企画政策課長（福本桂三君） はい、

そのとおりでございます。 

○委員（成松由紀夫君） すると、その補塡に

当たってのさっき数字は出たんですけど、３月

の時点で何％ぐらい減になってるのかというこ

とと、この補助をですね、仮にしないという状

況に陥った場合は、これは大臣認定だから路線

廃止に多分スライドしていって、また大変なこ

とになると思うんですよね、仮にしないという

ことになると。その辺のちょっと２点。何％ダ

ウンぐらいで、仮にしないとなったときに、路

線廃止に向かって、やっぱり行ってしまうんで

はないかという危惧がされるんですけども、そ

の２点をお願いします。 

○理事兼企画政策課長（福本桂三君） また、

時系列に申し上げますと、１２月の売上金から

申し上げますと、１２月の売上金がですね、営

業収益が７９０万２０００円でございました。

それと、１月の売上金が７２０万円でございま

した。それと、２月の売上金、営業収入が５９

８万３０００円でございました。３月の分が３

７４万７０００円でございまして、これも営業

収益は半分に減っている状況でございます。こ

ういう部分の中で、もし仮に７９０万、約８０

０万が通常の営業収益であるということになっ

てきますと、大体４００万ですかね、４００万

が赤字になって、その分が毎月大変になるだろ

うということになってきます。運行会社ではで

すね。これを補塡しないということになってき

ますと運行会社ではですね、欠損額が増加する

状況にございまして、大変苦労されておりまし

て、路線の休止もしくは廃止を考えておられる

ということでございます。 

 以上です。 

○委員（成松由紀夫君） そういうことだろう

から、市も動いて、先ほど、ここだけ手厚いか

のような発言もありましたけれども、やはりこ

の実施計画ちゅう、地域公共交通再編の実施計

画ちゅうのは、非常にこれは地域の、――九州

産交さんであったり、いろいろな路線バス、た

しか１３路線あったと思うんですけども、やは

りそういった地域の公共交通を守る観点から市

もやられてきて、しかも今まで唯一の多分黒字

だったということで補助金も一切使われていな

い。そういう中で、先ほど言われた福本課長の

その４００万円で云々ということで、どうです

かね、平均したら三百三、四十万ぐらいで、５

カ月分で１８００万ちゅうことなんでしょうか

ら、これはもう妥当なことで市もしっかり地域

公共交通を守る観点からやられた措置と思いま

すので、今後ともぜひですね、多岐にわたって

いろいろな支援をそれぞれやっていかなければ

ならない状況でありますが、今回みたいなスピ

ーディーな対応をぜひよろしくお願いして終わ

りたいと思います。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了い

たします。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で歳入と及び歳

出の第２款・総務費について終了いたします。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午前１１時２８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時２９分 本会） 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第８款・消防費について総務企

画部より説明願います。 

○総務企画部総括審議員兼次長（黒瀬琢也君） 

 総務企画部の黒瀬です。よろしくお願いいた

します。消防費につきまして御説明させていた

だきます。着座にて説明させていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 
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○総務企画部総括審議員兼次長（黒瀬琢也君） 

 それでは、補正予算書の８ページをお願いい

たします。 下段の表でございます。 

 款８・消防費、項１・消防費、目４・防災管

理費で１４０万４０００円の補正予算をお願い

しております。これは、避難所の新型コロナウ

イルス感染症などの感染症対策に万全を期すた

め、日奈久断層による地震など大規模災害への

備えとして、市内１１０カ所全ての避難所に手

指消毒液と非接触型の体温計を配備する費用で

ございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。以

上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第４６号・令和２年度八代市一般会計補

正予算・第３号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（橋本幸一君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午前１１時３１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３２分 本会） 

◎議案第５０号・専決処分の報告及びその承認

について（令和元年度八代市一般会計補正予

算・第１４号（関係分）） 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。 

 まず、議案第５０号・令和元年度八代市一般

会計補正予算・第１４号中、当委員会関係分に

係る専決処分の報告及びその承認についてを議

題とし、説明を求めます。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） 財務部の尾﨑で

ございます。また、着座にて説明させていただ

きます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） 議案書の２３ペ

ージをお願いします。 

 議案第５０号・専決処分の報告及びその承認

についてでございます。 

 内容は令和元年度八代市一般会計補正予算

書・第１４号で、３月定例会後に繰越明許費の

追加並びに起債限度額の変更などを行う必要か

ら令和２年３月３１日に専決処分を行ったもの

でございます。 

 それでは、２７ページをお願いいたします。 

 まず、歳入歳出予算の補正でございますが、

第１条で歳入歳出それぞれ５８６０万円を追加

し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ６６８億

６８４９万２０００円といたしております。 

 また、第２条で繰越明許費の補正を、第３条

で地方債の補正をお願いしておりますが、内容

につきましては、２９ページから３０ページの

表で説明いたします。 

 それでは、２９ページをお願いいたします。 

 第２表、繰越明許費補正でございますが、１

の追加で、款２・総務費、項１・総務管理費の

総合戦略策定事業で１５万円の限度額設定を行

っております。これは本年２月末に予定してお

りました、やつしろ・まち・ひと・しごと対策

推進会議が新型コロナウイルス感染症の影響に

より延期となり、年度内の開催ができなくなり

ましたことから経費の一部について繰り越すも

のでございます。 

 次に、款３・民生費、項２・児童福祉費の放
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課後児童健全育成事業で１４０万円の限度額設

定を行っております。これは、新型コロナウイ

ルス感染症への対策のため３月２日から２５日

の小学校臨時休業期間に昼間、保護者のいない

家庭の小学生児童を対象に臨時的に放課後児童

クラブを開設し、受入れを行いました際に要し

た経費のうち、消毒液等の一部につきまして、

全国的に需要が集中したことにより年度内の納

品が困難となりましたことから繰り越すもので

ございます。 

 次の保育所等新型コロナウイルス感染症対策

事業で８０４万６０００円の限度額設定を行っ

ております。これは、本年１月１６日から３月

３１日までに公立及び私立の保育所等が購入し

た消毒液や備品等のうち、一部について需要が

集中したことにより年度内の納品が困難となり

ましたことから繰り越すものでございます。 

 次に、款６、項１・商工費の海外クルーズ船

急増に伴う観光資源強化事業費１３２２万９０

００円の限度額設定を行っております。これ

は、熊本県と連携して八代市内の各所にくまモ

ンファニチャーの設置を行っておりますが、地

元との協議や新型コロナウイルスの影響で、資

材調達に遅れが出たため、年度内の完了が困難

となりましたことから、事業費の一部を繰り越

すものでございます。 

 次に、款９・教育費、項６・学校給食費の学

校給食管理運営事業で２５万円の限度額設定を

行っております。これは、新型コロナウイルス

感染症対策のため、本年３月２日から２５日ま

で、小学校、中学校、特別支援学校を臨時休業

としたことに伴い、キャンセルできずに廃棄と

なった食材経費について調査等に時間を要した

ため、年度内の執行が困難となりましたので、

全額を繰り越すものでございます。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 第３表、地方債補正でございますが、１の変

更で土地改良事業及び港湾整備事業において限

度額を増額しております。詳しい内容は後ほ

ど、歳入、款２２・市債で説明いたします。 

 なお、起債の方法、利率、償還の方法につき

ましては、補正前と同じでございます。 

 続きまして、歳入を説明いたします。 

 ３４ページをお願いします。 

 款１１、項１、目１、節１・地方交付税で８

２５万円を減額しております。これは、今回の

補正予算の一般財源が減額となりましたので、

地方交付税で調整したものでございます。 

 次に、款１５・国庫支出金、項２・国庫補助

金、目２・民生費国庫補助金、節２・児童福祉

費補助金で、子ども・子育て支援交付金特例措

置に、新型コロナウイルス対策費として３７７

５万９０００円を計上いたしております。これ

は先ほど繰越明許費で説明いたしました放課後

児童健全育成事業における新型コロナウイルス

感染症への対策のため、臨時的に放課後児童ク

ラブを開設しました際の経費に対する国の補助

金としまして、１０分の１０の３６１０万５０

００円及び保育所等新型コロナウイルス感染症

対策事業における公立及び私立の保育所等が購

入した消毒液や備品等の経費に対する国の補助

金としまして、１０分の１０の１６５万４００

０円でございます。 

 次の款１６・県支出金、項２・県補助金、目

２・民生費県補助金、節２・児童福祉費補助金

では、保育対策総合支援事業補助金として、２

０５９万１０００円を計上いたしております。

これも先ほど繰越明許費で説明いたしました保

育所等新型コロナウイルス感染症対策事業にお

ける公立及び私立の保育所等が購入した消毒液

や備品等の経費に対する１０分の１０の県補助

金でございます。 

 ３５ページをお願いします。 

 款２２、項１・市債、目４・農林水産業債、

節１・農業債で１４０万円を増額しておりま

す。これは、農業水路等長寿命化・防災減災事
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業において、当初見込んでおりました市債の充

当率が制度変更により７５％から９０％へ拡充

されましたので、市債を７２０万円から８６０

万円に１４０万円増額するものでございます。 

 また、目６・土木債、節３・港湾債で７１０

万円を増額しております。これは、八代港県営

事業負担金において、市債の対象外とされてい

た経費が対象経費となりましたことから、それ

ぞれの借入額が増加となりましたので、市債を

３億４９２０万円から３億５６３０万円に７１

０万円増額するものでございます。 

 以上が歳入の説明でございますが、歳出はご

ざいませんのでこれで説明を終わります。御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） すみません、ちょっ

と私が勉強不足だったんですが、この充当率が

上がったということで、金額が上がったと。こ

のどういう理屈かちょっと詳しく説明していた

だきたいなと思うんですけど。 

○財務部次長（尾﨑行雄君） 例えば事業費が

１０００万でしたと、起債額の時点で１０００

万でしたと。充当率が７５％という場合は７５

０万借りますと。これが充当率が９０％になり

ますということは９００万借りますと、という

ような話になりまして、基本的には差額の１５

０万が増えますよという仕組みでございます。 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） あと港湾事業の負担

金、起債対象外であった事業が対象内となった

というのはどういった事業だったのかと思いま

して、教えていただけますか。 

○委員長（橋本幸一君） ちょっと小会しま

す。 

（午前１１時４１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４２分 本会） 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第５０号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第１４号中、当委員会関係分に係る専

決処分の報告及びその承認については、承認す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（橋本幸一君） 挙手全員と認め、本

件は承認されました。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午前１１時４２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４３分 本会） 

◎議案第４７号・専決処分の報告及びその承認

について（八代市市税条例等の一部を改正する

条例） 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

 次に、第４７号・八代市市税条例等の一部を

改正する条例に係る専決処分の報告及びその承

認についてを議題とし、説明を求めます。 

○市民税課長（中田利一郎君） 皆さん、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）市民

税課の中田でございます。よろしくお願いしま

す。座りまして御説明させていただきます。 

○委員長（橋本幸一君） どうぞ。 

○市民税課長（中田利一郎君） それでは、議

案書の１ページをお願いいたします。 

 議案第４７号・専決処分の報告及びその承認

についてでございます。 

 提案理由でございますが、専決処分した事件
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については、地方自治法第１７９条第３項の規

定により議会に報告し、その承認を求める必要

があることから提案するものです。 

 ２ページをお願いします。 

 専決第２号、専決処分書でございます。 

 内容は八代市市税条例等の一部を改正する条

例でございます。 

 ３ページから１３ページまでは、改正規定が

記載されておりますが、改正内容の主なものに

つきましては、お手元に配付しております右上

に議案第４７号・関係資料１と書いてあります

資料にて御説明させていただきます。 

 専決の理由といたしまして、地方税法等の一

部を改正する法律が令和２年３月３１日に公布

され、八代市市税条例におきましても必要な改

正を行い、３月３１日付で専決処分したもので

ございます。 

 市民税に関する改正内容につきましては、私

のほうから、資産税に関するものは機資産税課

長より御説明いたします。 

 それでは、市民税の主なものとしまして３点

ございまして、個人市民税、法人市民税、たば

こ税についてでございます。 

 まず、資料１の中段あたりですけど、まず令

和３年１月１日に施行されます個人住民税関係

の未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡

婦（寡夫）控除の見直しでございます。これは

全ての独り親家庭に対して、公平な税制を実現

する観点から婚姻歴の有無や性別にかかわら

ず、生計を一にする子を有する独り親に対し

て、ひとり親控除を適用し、これまでの特別寡

婦控除と寡夫控除を廃止し、併せて所得要件を

５００万円以下とするものでございます。 

 続きまして、２ページをお願いいたします。 

 ２ページの法人市民税に関するものとしまし

て、連結納税制度の見直しとグループ通算制度

の創設でございます。 

 連結納税制度は、平成１４年度から企業グル

ープ内の個々の法人の損益を通算して、グルー

プ全体を１つの納税主体として課税する制度で

ございます。企業グループ内の損益通算のメリ

ットがあるにもかかわらず、税額計算の煩雑

さ、税務調査後の修正、更正等に時間がかかり

過ぎるといったデメリットがあり、この制度を

選択していない企業グループが多く存在してい

る状況でございます。そこで、連結納税制度に

変えて企業グループ内の各法人を納税単位とし

て、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を

行い、損益通算等の調整を行う簡素な仕組みで

事務負担の軽減が図られるグループ通算制度が

創設されましたことにより関係する条文を改正

するものでございます。なお、この施行日は令

和４年４月１日でございます。 

 次に、たばこ税関係でございます。軽量な葉

巻たばこの課税方式の見直しでございます。紙

巻たばこに類似したリトルシガーと言われてい

る１本当たりの重量が１グラム未満の軽量な葉

巻たばこについて、製品重量が軽いことから紙

巻たばこと比べて税負担が低くなっておりま

す。また、軽量な葉巻たばこ間でも製品重量に

差があり税負担が異なっております。参考とし

ておりますが、紙巻たばこは１本当たり約１３

円の税がかかっております。ですが、軽量な葉

巻たばこ、いわゆるリトルシガーと言われてい

るものは、１本当たり５円から９円というふう

に幅があっております。 

 そこで、紙巻たばこと同等の税負担となるよ

う葉巻たばこ１本を紙巻たばこ１本に換算する

こととされましたが、たばこ関係事業者に与え

る影響や激変緩和を図るため段階的に見直すこ

ととされ、令和２年１０月１日からの１年間は

０.７グラム未満は０.７本の紙巻たばこに換算

し、令和３年１０月１日から１グラム未満全て

を紙巻たばこ１本に換算することとされまし

た。 

 以上が市民税課に関する改正でございます。 
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○資産税課長（機 智三郎君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）資産税課、機

でございます。よろしくお願いします。 

 引き続きまして、資産税課所管分の改正内容

について、座りまして説明させていただきま

す。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○資産税課長（機 智三郎君） 資料は２ペー

ジの後半部分になります。 

 資産税に関する主な改正は３点ございます。 

 まず１点目に、現に所有している者（相続人

等）の申告の制度化でございますが、これは、

登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされる

までの間における現所有者（相続人などでござ

いますが）に対し、市の条例で定めるところに

より、氏名、住所等必要な事項を申告させるこ

とができるようにするものでございます。 

 対象者は、本条例の施行の日以後に現所有者

であることを知った者について適用されること

となります。 

 このような現に所有している者につきまして

は、これまでも多くの自治体が同様の届出の提

出を求めておりまして、本市も相続代表者兼納

税義務代表者指定届の提出をお願いしておりま

した。それを今回の法改正によりまして、実効

性を高めるため、申告として制度化することと

なったものでございます。 

 次に、２点目の使用者を所有者とみなす制度

の拡大についてでございますが、調査を尽くし

てもなお固定資産の所有者が１人も明らかとな

らない場合、事前に使用者に対して通知した上

で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税

台帳に登録し、固定資産税を課することができ

ることとするものでございます。こちらは令和

３年度以後の固定資産税について適用となるも

のでございます。 

 これまで災害時の対応のみがこの制度の対象

でございましたが、今回の改正により、相続放

棄などで所有者不存在のときなども、使用者が

いれば、そちらに課税ができるようにするもの

でございます。 

 後に、３点目の固定資産税の特例措置につ

いてでございますが、これは浸水被害軽減地区

の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置

を創設するもので、指定を受けた土地の課税標

準額を 初の３年度分、３分の２にするもので

ございます。 

 対象となるのは、全国３４カ所の輪中堤や自

然堤防などで、八代市内には対象地はございま

せん。この地区指定には、地権者全員の同意が

必要なため指定が進んでいないことから、今

回、固定資産税の軽減措置を創設することで、

地区指定を促進しようとするものでございま

す。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは以上の部分

について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 法人市民税の関係で、

グループ通算制度導入については、本市での影

響事業者の数なんていうのは、それは掌握され

ていますか。 

○市民税課長（中田利一郎君） すみません、

大体、大規模な法人ということで、私たちのほ

うに上がってくるときは、国のほうへ申告納

税、また県の申告納税、市民税への申告納税と

いうことで、３カ所のほうに通知書が来ますけ

れど、そこで、この連結納税制度を適用してい

るかどうかというところまではその書面からは

分からないということで、今、八代市でどれぐ

らいの法人が適用されているかちょっと今、本

時点では分からないところでございます。 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

○委員（中村和美君） たばこ税についてです
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けど、こう言うふうに課税見直しすると、現

在、今８億ぐらいかな、市にたばこのあれがで

すね。これが幾らぐらいに上がるか分かります

か。 

○市民税課長（中田利一郎君） 今ですね、た

ばこのほうの申告納税については、全部がこの

前換算されてきておりまして、種類ごと、品名

とかいろいろあります。このリトルシガーとい

う葉巻たばこが何本あって、幾ら納税されてい

くというところまでは把握できておりませんの

で、全体として報告がなされております。 

 先ほど申し上げましたが、１本当たり約１３

円が紙巻たばこ、この葉巻たばこが１本当たり

５円から９円というところで、まず来年は０.

７グラム未満を０.７本と換算されるというと

ころで、約１本当たり９円ほど上がるのかなと

いうふうに考えておりますので、２０本入りで

したら１８０円分の増額、増税が見込まれるか

と思います。（委員中村和美君「ありがとうご

ざいました」と呼ぶ） 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員（中村和美君） はい。 

○委員（成松由紀夫君） 要はですね、関連な

んですけども、たばこ税の見込み、税収の。八

代の直接税収の見込みとして増収になっている

か、今見込みでどんなもんですか。その上がる

わけでしょう、段階的に。 

○市民税課長（中田利一郎君） 税額、たばこ

税については、これまで改正があっております

が、改正のたびに実際入ってくる額は大体減額

となっております。例えば、平成２８年から２

９年につきましては、前年度比３３００万です

ね、３３００万ほど減となり、その翌年は６５

０万、それから、その翌年は２７０万と少しず

つ減額されて、増税ということで国のほうが示

されますけれど、それに伴ってどうしても１箱

当たりの単価が上がります。今度のこの改正に

おいて１箱幾らに上げるとか、今から国と協議

されるそうで、これをどのくらいにするのかと

いうところも企業がつくる、製造されるのか、

もんだからということで聞いておりますが、こ

れまでのことから言いますと、大体税率を上げ

られたら、それによって逆に吸われる本数を減

らされたり、電子たばこに切り替えられたり、

そんな中でも、また電子たばこのほうも増税さ

れていってますので、（｢なるほど」と呼ぶ者

あり）大体今少なくなってきているのが現状で

す。 

○委員（成松由紀夫君） 要するに増税をきっ

かけにたばこをやめられたり、そういう影響も

あって、さらに減収が、やっぱり契機としては

見込まれるというような理解でよろしいです

か。（市民税課長中田利一郎君「はい」と呼

ぶ） 

 はい、分かりました。 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

○委員（堀 徹男君） 資産税の部分で、相続

人等の申告の制度化ということで、申告をさせ

ることができるので、されなかった場合の罰則

とかってこれはあるんですか。 

○資産税課長（機 智三郎君） 一応、申告が

されなかった場合は１０万円以下の過料という

ような形で、法律のほうで定めがあると思いま

す。 

○委員長（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。続けてもう１点

いいですか。 

 令和２年４月以降の施行日というから、もう

過ぎてるとは思うんですけど、現所有者である

ことを知った者についてということなので、何

というのかな、知らなかったという場合もあり

の想定していらっしゃるんですかね。まだ気づ

いていないという……。 

○資産税課長（機 智三郎君） 亡くなられた

というのをお知りになっとっても、相続放棄と

かがされた場合、お子さんたちが相続放棄とか
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された場合、今度はお父さんたちとか、兄弟に

反映してきたりしますので、そこは知り得たと

きからというような形になりますので、その分

は考えているところでございます。（委員堀徹

男君「はい、分かりました」と呼ぶ） 

○委員長（橋本幸一君） ほかに。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第４７号・八代市市税条例等の一部を改

正する条例に係る専決処分の報告及びその承認

については、承認するに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（橋本幸一君） 挙手全員と認め、本

案は承認されました。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午後０時００分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時０１分 本会） 

◎議案第４９号・専決処分の報告及びその承認

について（八代市消防団員等公務災害補償条例

の一部を改正する条例） 

○委員長（橋本幸一君） 本会に戻します。 

 次に、議案第４９号・八代市消防団員等公務

災害補償条例の一部を改正する条例に係る専決

処分の報告及びその承認についてを議題とし、

説明を求めます。 

○理事兼危機管理課長（廣兼和久君） みなさ

んこんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）危機管理課の廣兼でございます。よろしく

お願いいたします。着座にて説明をさせていた

だきます。 

○委員長（橋本幸一君） はい、どうぞ。 

○理事兼危機管理課長（廣兼和久君） 議案書

１９ページを御覧いただきたいと思います。 

 議案第４９号・専決処分の報告及びその承認

についてでございます。 

 提案理由といたしまして、専決処分した事件

については、地方自治法第１７９条第３項の規

定により議会に報告して、その承認を求めると

なっております。 

 続きまして、２０ページ、専決第４号になり

ます。八代市消防団員等公務災害補償条例の一

部改正する条例について御説明をいたします。 

 まず専決理由についてでございますが、今回

の条例改正につきましては令和２年３月２７日

に熊本県のほうから改正の通知がなされ、施行

日が令和２年４月１日とことであったため専決

となったものでございます。 

 今回の改正の理由でございますが、非常勤消

防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の

非常勤消防団員等及び消防作業従事者等の損害

補償に係る保障基準額について改正を行われた

のに伴いまして、政令に準じている本市の八代

市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す

るものでございます。 

 主な改正点でございますが、新旧対照表のほ

うで御説明したいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

 新旧対照表よろしいですか。（｢はい」と呼

ぶ者あり） 

 新旧対照表の１ページ目の第５条２の（２）

の中段の部分でございます。８８００円となっ

ているところが８９００円に１００円増額にな

っているところと、第５条３の死亡もしくは負

傷の原因である事故が発生した日または診断に

より死亡の原因である疾病の発生が確定した日

もしくは診断により疾病の発生が確定した日と

なっておりましたのが、事故の発生日というふ

うに変更になっております。 

 続きまして、２ページ目の第３条の５の
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（２）でございます。１００分の５というの

が、事故発生日における法定利率というふうに

変更になっております。 

 続きまして、 後３ページ目の別表になりま

す。第５条関係の補償基準額表でございます

が、こちらが表のとおりの金額改正となってお

ります。 

 以上で説明を終わります。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（橋本幸一君） それでは、以上の部

分について質問を行います。質問ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第４９号・八代市消防団員等公務災害補

償条例の一部を改正する条例に係る専決処分の

報告及びその承認については、承認するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（橋本幸一君） 挙手全員と認め、本

件は承認されました。（｢ありがとうございま

した」と呼ぶ者あり） 

 執行部は御退出してください。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願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」と呼ぶ者あり） 

○委員長（橋本幸一君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。これをもって、総務委員会を散会い

たします。 

（午後０時０５分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和２年４月２８日 

総務委員会 

委 員 長 
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