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平成21年6月総務常任委員会 6月 23日 〈火)

◎開  会

○松本英彦議長 おはようございます。

本日は、公私ともお忙しい中御参集いただきまして、まことにありがと

うございます。

去る6月 8日 の本会議において、各常任委員会委員の改選が行われまし

たことから、これより正副委員長の互選をお願いしたいと存じます。

早速でございますが、当委員会の年長委員は、岩澤勝徳委員さんでござ

いますので、委員会条例第 10条第 2項の規定により、臨時委員長をお願

いいたしまして、委員長の互選方をお願いいたします。

岩澤委員さん、よろしくお願いいたします。

〔年長委員 岩澤勝徳委員 委員長席に着く〕

○岩澤勝徳臨時委員長 改めまして、おはようございます。

私が当委員会の年長委員ということでございますので、よろしくお願い

をいたします。

それでは、委員会条例第 10条第 2項の規定により、しばらくの間臨時

委員長の職を務めさせていただきます。

午前 10時04分開会

○岩澤勝徳臨時委員長 それでは、ただ今から総務常任委員会を開会いたし

ます。

本日の出席委員は全員であります。

◎委員長の互選

○岩澤勝徳臨時委員長 これより、委員会条例第9条第2項の規定により、
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委員長の互選を行います。

互選方法は、指名推選によりたいと思いますが、これに御異議ございま

趙レし力、

〔「異議なし」と言 う人あり〕

○岩澤勝徳臨時委員長 御異議なしと認め、委員長に宇田川好秀委員を指名

いたしま丸

ただ今の指名に御異議ありません力■

〔「異議なし」と言う人あり〕

○岩澤勝徳臨時委員長 御異議なしと認めます。

よつて、宇田川委員が委員長に当選されました。

この際、宇田川委員から当選のごあいさつをお願いいたします。

O宇田川好秀委員 皆さん、おはようございます。

ただ今は指名並びに御承認をいただきまして、ありがとうございました。

委員長として、総務常任委員会の公正公平な運営に努めて参りたいと思

いますので、皆様方の御協力を切にお願い申し上げます。

どうぞよろしくお願いいたします。

○岩澤勝徳臨時委員長 以上で私の職務は終了いたしましたので、委員長と

席を交代いたします。

暫時休憩いたします。

午前 10時 05分休憩

午前 10時 06分再開

O宇田川好秀委員長 再開いたします。
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平成21年6月総務常任委員会 6月 23日 (火 )

◎副委員長の互選

0宇田川好秀委員長 続きまして、委員会条例第 9条第 2項の規定により、

副委員長の互選を行います。

互選方法は、指名推選によりたいと思いますが、これに御異議ありませ

スノカヽ

〔「異議なし」と言う人あり〕

○宇田川好秀委員長 御異議なしと認め、副委員長に桜井由美子委員を指名

いたします。

ただ今の指名に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

O宇田川好秀委員長 御異議なしと認めます。

よつて、桜井委員が副委員長に当選されました。

この際、桜井委員から当選のごあいさつをお願いいたします。

○桜井由美子委員 ただ今、副委員長に皆さんの指名をいただきました桜井

でございます。

委員長を補佐し、そして慎重審議に皆さんとともに参力日できるよう全カ

で頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

O宇田川好秀委員長 暫時休憩いたします。

午前 10時 07分休憩

O宇田川好秀委員長 それでは、再開に先立ち、審査順序につきましてお諮
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平成21年6月総務常任委員会 6月 23日 (火 )

りいたします。

本日の審査順序につきましては、机上に配付してあります案のとおりで

よろしいでしょう力■

〔「異議なし」と言う人あり〕

○宇田川好秀委員長 それでは、そのように進めさせていただきます。

なお、本日は付託条件の審査終了後に、視察について御協議いただきた

いと存じますので、よろしくお願いします。

4月 1日 付の人事異動に伴い、当常任委員会所管の理事者に異動がござ

いましたので、自己紹介をお願いいたします。

企画財政部長

0西川 亨企画財政部長 おはようございます。

4月 1日 付で企画財政部長を拝命いたしました西川でございます。当委

員会の委員の皆様には、大変お世話になります。どうぞよろしくお願いい

たします。

O宇田川好秀委員長 以上で紹介を終わります。

午前 10時 09分再開

O宇田川好秀委員長 再開いたします。

◎議案第52号 平成 21年度川口市一般会計補正予算 (第 1

号)

O宇田川好秀委員長 初めに、歳入の部、第 19款繰越金を議題といたし、

本案に対する説明を求めます。
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平成21年6月 総務常任委員会 6月 23日 (火 )

企画財政部長

0西川 亨企画財政部長 改めまして、おはようございます。

それでは、議案第 52号 「平成 21年度川口市一般会計補正予算 (第 1

号)」 の第 1条第 1表、歳入歳出予算補正のうち、総務常任委員会にかか

わります歳入の第 19款繰越金について、財政課長より説明をいたさせま

すので、よろしく御審査を賜り、御可決くださいますようよろしくお願い

申し上げます。

O宇田川好秀委員長 財政課長

O橋口純―財政課長 おはようございます。

それでは、議案第 52号「平成 21年度川口市一般会計補正予算 (第 1

号)」 第 1条、歳入歳出予算のうち、総務常任委員会にかかわる歳入につ

いて御説明申し上げますので、 8ベージをお開きいただきたいと思います。

8ページの一番下段になりますが、 19款 1項 1目繰越金は、前年度決

算剰余金から当初予算繰越金計上額、繰越明許費繰越財源、逓次繰越繰越

財源等を差し引いた残額のうち、 1億 4.804万 6,000円を今回の補

正財源 として追カロいたすものでございます。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

O宇田川好秀委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑を許 します。

単純なことなんですけれども、今回は1億4,800万円

ということですが、全体で残りが幾らぐらいに、 5月 30日 で多分額が出

ていると思いますので、全体の額についてお知らせいただきたいというふ
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平成21年6月 総務常任委員会 6月 23日 (火 )

うに思いますが、よろしくお願いいたします。

O宇田川好秀委員長 財政課長

O橋口純―財政課長 繰越金の額ですが、繰越財源等を差し引いた額が71

億90万 2.681円でございました。これから、当初予算で計上した20

億円、それと今回補正をお願いしております 1億4,804万 6,000円

を差し引いた残額が49億 5,285万 6,681円 となりま丸

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 よろしいですか。

ほ力ヽ こありませんか。

出納閉鎖も終わつたと思いますので聞きますが、先

ほどの全体の 71億の決算剰余金から、それぞれの繰越金、逓次繰越金

等々引かれたということなんですけれども、それぞれは幾らずつ引かれた

のでしょうか。

O宇田川好秀委員長 財政課長

0橋口純―財政課長 71億円というのは、繰越財源等を引いた残りの額で

ございまして、歳入と歳出の形式収支は127億 2.575万 6.578円

です。それから、継続費の逓次繰越の財源として7,699万 3,500円、

繰越明許費の繰越財源として55億 3,044万 6.597円、事故繰越が

1件ございますので、それが1,741万 3.800円 、それを引きますと、

先ほどの71億 90万 2.681円 となります。

以上でございます。

0宇田川好秀委員長
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平成a年6月 総務常任委員会 6月 23日 (火 )

では、形式収支からそれぞれを引いたということな

んですけれども、この事故繰越は一体どういつたものであったのか、お願

いいたします。

O宇田川好秀委員長 財政課長

○橋口純―財政課長 事故繰越につきましては、駅前のキュポ・ラのところ

の街路整備の関係で、 1軒移転をしていただくんですけれども、その移転

先の工事が間に合わなかったために、 1年目は繰越明許をさせていただき

まして、 20年度中に完成する予定だったんですけれども、その相手先の

移転先が、着工はしているんですけれども、完成がまだできなかったため

に、2年目として事故繰越とさせていただきました。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 よろしいですか。

ほかにありません力、

〔「なし」と言う人あり〕

0宇田川好秀委員長 以上で質疑を打ち切り、討論を行います。

(「なし」と言う人あり〕

O宇田川好秀委員長 以上で討論を打ち切り、採決することに御異議ござい

ません力、

〔「異議なし」と言う人あり〕

0宇田川好秀委員長 御異議なしと認め、採決いたします。

歳入の部、第 19款を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求め

ます。

〔起立者全員〕
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平成2年6月 総務常任委員会 6月 23日 (火 )

0宇田川好秀委員長 起立者全員であります。

よつて、本案は可決されました。

暫時休憩いたします。

午前 10時 15分休憩

0字田川好秀委員長 4月 1日 付の人事異動に伴い、当常任委員会の所管の

理事者に異動がございましたので、自己紹介をお願いいたします。

職員課長

○弓場賢一郎職員課長 おはようございます。

職員課長の弓場と申します。この4月 の異動で医療センターの庶務課か

ら職員課のほうに異動して参りました。

どうぞよろしくお願いいたします。

O宇田川好秀委員長 以上で紹介を終わりま九

午前 10時 16分再開

0宇田川好秀委員長 再開いたします。

◎議案第53号 川口市職員の公益的法人等への派遣等に関す

る条例の一部を改正する条例

○宇田川好秀委員長 次に、議案第53号 「りH口 市職員の公益的法人等への

派遣等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたし、本案に対す

る説明を求めます。

総務部長
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平成a年6月 総務常任委員会 6月 23日 (火 )

○中島陽二総務部長 おはようございます。

本日、総務部にかかわります御提案しております議案は、議案第 53号

り||口 市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条

例」でございます。

議案内容につきましては、この後、職員課長から説明いたさせますので、

よろしく御審議の上、御可決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

O宇田川好秀委員長 職員課長

0弓場賢―郎職員課長 それでは、議案第53号「川口市職員の公益的法人

等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例Jにつきまして、御説明

を申し上げます。

お手元の一般議案の 1ページにカロえまして、条例議案参考資料の 1ペー

ジもあわせてお開きをいただきたいと存じます。

この条例は、国の法律に基づき、公益的法人等への川口市職員の派遣等

に関し、その派遣先や処遇等を規定する条例でございますが、職員を派遣

することができる公益的法人等の一つである地方公営企業等金融機構が、

法の一部改正により、水道及び病院事業などの地方公営企業に限らず、地

方公共団体の一般会計に対しても長期、低利の資金の貸し付けができるよ

う改組し、名称が地方公共団体金融機構に変更されたことから、第 2条第

1項第 12号を地方公共団体金融機構に改めるものでございます。

なお、施行期日につきましては、公布の日からとなつております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

O宇田川好秀委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑を許しま丸
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平成21年6月 総務常任委員会 6月 23日 (火 )

参考までにお聞きしたいんですが、以前の地方公営企業等

の金融機構と、今回新たにされる地方公共団体等の金融機構の組織的な差

というのがどういうものなのかというのをお聞きしたいのと、あと、この

金融機構のほ力ヽ こ11団体、市の職員を派遣できるというふうにされていま

すが、実際に今、市の職員さんが派遣されている団体がどれぐらいあって何

人くらいが派遣されているのか、実情についてお聞きしたいと思いま九

〇宇田川好秀委員長 職員課長

○弓場賢―郎職員課長 従来の組織が地方公営企業金融公庫ということで、

あくまでも地方公営企業に対しての貸し付けというところで、貸付先が限

定をされておりましたけれども、今回改組をしたことによりまして、一般

会計への事業に対しても貸し付けができるというところでございまして、

具体的には、一般事業として平成 21年度予定金額で申し上げますと、貸

付予定額が134億円、次に地域活性化事業、これが貸付予定額が 2億円

で、地域の活性化を実現するための基盤整備事業というところと、防災対

策事業、これは貸付予定額 3億円でございますけれども、災害時に強い安

心・安全なまちづくりを推進するための防災対策事業、それと4番 目とし

まして、合併特例事業、貸付予定額が23億円というところで、このよう

な事業に対しても貸し付けができるというような形になってございます。

あと、組織的な具体的な職員数等につきましては、従来の職員数と基本

的には変更がございませんし、所在地につきましても、千代田区の市政会

館内というようなところで、変更はございません。

次に、現在派遣されている職員の外郭団体はどういうところかと、あわ
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平成21年6月 総務常任委員会 6月 23日 (火 )

せて職員数はというお尋ねですけれども、現在、条例中、 12の派遣先の

団体というような形で規定をされておりまして、その中で派遣を実際して

おりますのは 3団体、計 6名 の職員を派遣 しております。

以上です。

○宇田川好秀委員長 よろしいでしょうか。

ほかにございませんか。

ここでの機構の名称変更ということなんですけれど

も、実際には内容的にもこの地方公共団体金融機構になったときに変わる

ということが今の御説明でわかつたんですが、一般会計への貸し出しとい

うことと、それから地域活性化等、ほかに3つの事業があると思 うんです

が、この一般会計へ貸 し出す条件とか、それからほかのことについても、

いろいろ条件が整ったものに対 して貸し出すのか、それともこちらから申

請 したものに対して、それの審査だけで貸 し出すのか、その辺についての

この機構の性格といいますか、お願いします。

O宇田川好秀委員長 職員課長

○弓場賢―郎職員課長 貸し付けの条件等は、具体的にちょつとまだ把握は

しておりませんけれども、基本的な貸し付けの枠がございますので、申請

を出して、その中で審査をして、適法と思われるものについて貸 し付けを

していくという形になつてくるのかなと思います。

以上でございます。

○宇田川好秀委員長

そうしますと、ここのいろいろ詳 しいことはまだ決
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まっていなくて、機構の名前だけが変わつたということはわかつたんです

が、例えば、川口市なんかの場合は地方交付税の不交付団体ということが

あるんですけれども、そういつたことが、だから貸し付けないとか貸し付

けるとかという、そういう条件については何か言つてきているんでしょう

力、

O宇田川好秀委員長 職員課長

0弓場賢―郎職員課長 まだその辺は機構のほうから具体的な貸し付けの条

件、基準等が示されていないと思いますので、その辺ちょっとわかりかね

ます。

以上です。

O宇田川好秀委員長 よろしいです力、

ほかに何かございます力、

〔「なし」と言う人あり〕

0宇田川好秀委員長 以上で質疑を打ち切り、討論を行います。

〔「なし」と言う人あり,

0宇田川好秀委員長 以上で討論を打ち切り、採決することに御異議ござい

ません力、

〔「異議なし」と言う人あり〕

○宇田川好秀委員長 御異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立者全員〕

0宇田川好秀委員長 起立者全員であります。

よって、本案は可決されました。
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暫時休憩いたします。

午前 10時 25分休憩

午前 10時 26分再開

○宇田川好秀委員長 再開いたします。

◎議案第54号 り||口 市税条例等の一部を改正する条例

0宇田川好秀委員長 次に、議案第 54号「り||口 市税条例等の一部を改正す

る条例」を議題といたし、本案に対する説明を求めます。

理財部長

O吉田博―理財部長 おはようございます。

御説明に入らせていただく前に、一言ごあいさつ申し上げさせていただ

きたいと存じます。

委員の皆様には、常日頃から理財部に係ります事務事業につきまして、

格別なる御指導、御協力を賜りありがとうございま九

これから本日審議いただきます理財部に係 ります議案は、初めに市税条

例の改正について、次に手数料条例の改正及び、それから契約議案につい

てでございます。

内容につきましては、関係課長より御説明させていただきますので、よ

ろしく御審査の上、御可決賜りますようよろしくお願いいたします。

では、よろしくお願します。

○宇田川好秀委員長 税制課長

○岩澤幸雄税制課長 それでは、川口市税条例等の一部を改正する条例につ
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きまして、御説明させていただきます。

一般議案の2ページをお開きください。

議案第54号「川口市税条例等の一部を改正する条例」につきましては、

地方税法等の一部を改正する法律が平成 21年 3月 31日 に公布されまし

たことに伴いまして、第 1条として、個人市民税における住宅借入金等特

別税額控除及び土地に係る固定資産税、都市計画税の減額に関する条項を

新たに設ける等の改正を行うため、川口市税条例の改正を、第 2条 として、

上場株式等の配当所得及び譲渡所得に対する個人市民税の税率の改正を行

うため、川国市税条例の一部を改正する条例を改正いたすものでございま

す。

地方税法の改正や、税条例の改正に伴う項ずれ等の条文の整備を行いま

した条項を除きまして、御説明をさせていただきます。

2ページ9行 日、第47条の2につきましては、公的年金等に係る個人

市島税の特別徴収について定めた規定でございまして、不動産所得や事業

所得等の給与及び公的年金以外の所得に係る所得割額について、納税者の

選択により公的年金から特別徴収を行うこととしておりましたが、選択の

有無や不動産所得や事業所得の変動により、特別徴収税額が大きく増減す

ることや、システム運用の簡素化等の理由により、公的年金からの特別徴

収を行わないことといたすものでございます。

3ページ6行日の第 58条の 2につきましては、社会医療法人が直接行

う緊急医療等の用に供するためのものの固定資産税を非課税とする規定が

新たに設けられましたので、申告規定の整備をいたしたものでございます。

3ページ下から9行日の附則第 8条の 3につきましては、住宅借入金を

-15-



平成21年6月 総務常任委員会 6月 23日 (火 )

有し、平成 11年から平成 18年までに居住 した方について、国からの税

源移譲により所得税が減額されたことにより、所得税額で控除し切れなか

つた住宅借入金等特別控除がある場合について、平成20年度以降の個人

の市県民税の所得害1額から控除することに伴い、個人市民税について住宅

借入金等特別控除を定めた規定でございます。

この適用を受けるためには申告が必要でありますことから、虚偽申告に

ついてやむを得ない理由がある場合にも認めることとされておりましたが、

新たに設ける附則第 8条の3の 2において、確定申告、または会社から提

出される給与支払報告書により、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除

を適用することとなりますことから、分離課税となる所得を有する場合を

除きまして申告の必要がなくなりましたので、虚偽申告に係る規定を削除

いたすものでございます。

3ページ下から2行日より4ページ下から7行日までの附則第 8条 3の

2につきましては、所得税の住宅借入金特別控除の対象期間を5年間延長

し、平成21年から平成 25年までの居住者の方に対して、各年の年末住

宅ローン残高に応じた減税額を一般住宅では最大50万円、認定長期優良

住宅では最大60万円と拡充し、 10年間適用することとなり、さらに所

得税で減税できない住宅借入金特別控除について、確定申告または給与支

払報告書の提出により、個人の市県民税の所得害1額から9万 7.500円

を限度として控除することに伴いまして、個人市民税に関する規定を新た

に設けたものでございます。

なお、住宅借入金等特別税額控除の限度額となつております 9万 7.500

円の内訳といたしましては、個人市民税5万 8,500円、個人県民税3
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万9,000円 となっております。また、平成 11年から平成 18年まで

の居住者の方につきましても、確定申告、または給与支払報告書の提出に

より適用できることといたすものでございます。

4ページ下から4行日より5ページ13行日までの附則第 11条の 2に

つきましては、新築住宅等に対する固定資産税の減額規定の適用を受ける

ための申告規定を定めた規定で、200年住宅と言われております認定長

期優良住宅に対する特例が新たに設けられたことから、 5ページ5行日か

らの第 2項にその申告規定を設け、これに伴う項ずれ等の条文の整備を行

うものでございます。

5ページ14行日の附則第 11条の 3につきましては、阪神・淡路大震

災による被災家屋を取得した場合の特例を受けるための申告規定で、特例

の対象となる期間が終了したことから、削除いたすものであります。

5ページ下から10行日の附則第 12条の 2につきましては、地価が下

落している場合に土地の価格を修正できることとする規定で、平成 22年

度、または平成 23年度について、土地の価格を下落修正できることとす

るものでございます。

5ページ下から4行日の附則第 12条の3につきましては、鉄道の駅構

内にある商業施設の面積が250平米を超える駅について、平成 19年度、

または平成 20年度に宅地と鉄軌道用地とに区分し、評価替えを行うため

の特例として設けた規定で、平成21年度以後においては、鉄軌道用地を

含め評価替えを行なったことから、評価替えの特例規定を廃するものでご

ざいます。

5ページ下から3行日より6ページ9行日までの附則第 13条につきま
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しては、平成 18年度から平成 20年度までの宅地等に係る固定資産税の

負担緩和措置の規定で、この負担緩和措置を平成23年度まで行うことと

するものでございます。

6ページ11行日の附則第 13条の 3につきましては、地目の変更があ

った土地に対する規定を、 15行 日の附則第 14条につきましては、生産

緑地として指定されている農地及び市街化調整区域内の農地に対する固定

資産税の負担緩和措置を、 17行 日の附則第 14条の 3は、市街化区域農

地に対する固定資産税の緩和措置を定めている規定で、平成 18年から

20年度まで適用しておりましたこれらの規定につきまして、平成 23

年度まで適用できることとするものでございます。

6ページ下から7行 日より8ページ下から7行 日までの附貝J第 14条の

4につきましては、条例の定めるところにより、平成 21年度から平成

23年度までの宅地等及び市街化区域農地に係る固定資産税について、

各年度の税額が前年度の税額の 1 1倍を超えた場合に、 1 1倍を超えた

額を減額できることとされましたので、この減額規定を新たに設けるもの

でございます。

8ページ下から6行日の附則第 14条の6につきましては、住宅地高度

利用区域地区計画等に係る土地計画決定がされ、かつ土地区画整理事業に

係る事業認可等がされた区域内にある市街化区域農地に対する固定資産税、

土地区画税の特例を定めた規定で、特例措置の整理、合理化に伴い特例措

置が廃止されましたので、削除いたすものでございます。

9ページ11行日の附則第 18条につきましては、土地や建物などの売

却によって生じた長期譲渡所得について、個人市民税の課税に際し、他の
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所得と分離し、課税することを定めた規定で、平成 21年 1月 1日 から

平成 22年 12月 31日 までの間に取得した国内の土地等で、譲渡する年

の 1月 1日 において所有期間が 5年を超えるものを譲渡 した場合に、

1,000万円を控除する租税特別措置法の適用条項及び住宅借入金等特

別税額控除の規定条項を加えるものでございます。

9ページ16行日の附則第 18条の 2につきましては、優良宅地の造成

等のため、土地等を譲渡した場合における長期譲渡所得のうち、2.000

万円以下についての個人市民税の特例税率の適用を定めた規定で、この特

例の期間を5年間延長し、平成 26年までとすること、平成22年 12月

31日 までの間に取得した国内の土地等で、所有期間が 5年を超えるもの

を譲渡した場合に1.000万円控除を行う適用条項を加えること等の改

正を行うものでございます。

10ページ2行日の附則第 19条の 2の 2につきましては、上場株式等

が上場を廃上した後に価値を失つた場合に、譲渡損失とみなして個人市民

税の課税を行う特例規定で、平成 21年 1月 5日 から株式の電子化が実施

されましたことに伴う所要の改正をいたすものでございます。

10ページの8行日、附則第 19条の 3の 2につきましては、先物取引

における雑所得に対する個人市民税の課税の特例を定めた規定で、平成

22年 1月 1日 以後に行われる有価証券の売買予約権利の行使や譲渡につ

きまして、この条項を適用するとすることのほか、住宅借入金等特別控除

の適用条項を加えるものでございます。

10ページ下から4行日の附則第20条より、 14ページの 2行 日の附

則第 23条につきましては、都市計画税に関します規定で、固定資産税と
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同様の負担調整措置を平成 23年度まで行 うこと、宅地等及び市街化区域

農地に係る都市計画税につきまして、平成 21年度から平成 23年度まで

の各年度の税額が前年度の税額の 1 1倍を超えた場合に、 1 1倍を超え

た額を減額すること等の改正をいたすものでございます。

14ページ6行日から15ページ3行日までの川口市税条例の一部を改

正する条例の一部改正につきましては、平成 22年 12月 31日 までの間

に行われる上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡所得に対する個人

市民税の税率の経過措置として、上場株式等の配当所得 100万円以下、

上場株式等の譲渡所得 500万 円以下について 1 8パーセン ト、これを

超えた所得については 3パーセン トとする規定でございますが、平成 23

年 12月 31日 までの上場株式等の配当所得及び上場株式等の譲渡所得に

ついて、取得金額による区分をせず、一律 1 8パーセン トとする改正の

ほか、項ずれに伴う条文の整備を行うものでございます。

15ページ4行日からの附則につきましては、施行期日、経過措置を定

めたものでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

O宇田川好秀委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑を許 します。

これ、確認の意味でお伺いします。

今、さまざまな説明がございましたけれども、基本的に国の税法上のさ

まざまな緩和措置があつて、それに伴つてこの市条例も付随して整備、変

えていくという主だった説明だというふ うに解釈するんですが、その中で
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特に、法律の改正に伴わないで、市の自治体の裁量権の中でさらに少し緩

和措置を、数字をいじつているというような、そういつたものがもしあつ

たとしたら、それを説明してもらいたいんです。なかったらないで結構で

―
ず
~。

O宇田川好秀委員長 税制課長

○岩澤幸雄税制課長 現在、理屈としましては、原則的に委員の申されまし

たとおり地方税法の改正に伴う改正でございますが、その中の税法の改正

に伴いまして、6ページ下から7行日より8ページの 7行日までに入つて

います附則第 14条の4につきましては、市町キtの条例によりまして定め

ることができるという地方税法の規定でございますので、これにつきまし

ては、本市独自に設けさせていただいた規定でございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 よろしいです力、

先ほどの関連で伺いますと6ページの第 14条の4にかか

わる固定資産税の 1 1倍を超えるものについての減額についてなんです

が、 21年度の評価替えによる影響額が川口市全体で、 14条の4は固定

資産税だと思うんですけれども、それが幾らだったのかということと、そ

れから後ろのほうで都市計画税についても同じことを適用するものが、

10ページの附則の第 20条でも同じ1 1倍以上を減額するという規定

があると思うんですが、その評価替えによる影響と、また、この14条の

4と 附則の第 20条の減額の規定によってどれくらいの影響が出るのか、
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それぞれ教えていただきたいというふうに思います。

O宇田川好秀委員長 固定資産税課長

○新井秀男固定資産税課長 お答えいたします。

評価替えと1 1倍の減額制度を採用 した場合の影響額についてでござ

いますが、平成 20年度のまず評価替えで申し上げますと、固定資産税に

ついては、評価替えによる額としまして 11億 1,000万円ほどでござ

います。それから、これが条例による減額制度、 1 1倍を採用 した場合

にどれだけに減額されるかとい う額でございますが、 3億 9,300万 円

ほどでございます。

それから、都市計画税につきましては、評価替えによる影響額としまし

て 2億 5,800万円ほど。それから、条例による減額が9,000万円ほ

どとなります。

それぞれ差 し引きいたしますと、固定資産税については、21年度とし

ましては 7億 1,700万円ほど、それから都市計画税につきましては、

1億 6.700万円ほどの税額増となるものでございます。

以上でございます。

0宇田川好秀委員長

ありがとうございました。

そうすると、実質的には21年度、この条例の改正によって4億8,000

万円くらいは市民の負担は軽減されるけれども、差し引きで 8億 8,000

万円くらいは市民の負担増になっているという認識で、今のを合計すると

いいのかどうかということをちょっと確認をしたいというふうに思います

のと、あとは、この条例による負担の軽減というのを、ほかの自治体では
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どういうふうに行われているのかというのをちょっとお聞きしたいのと、

それからもう一つ、東京都などでやっている商業地等にかかわる固定資産

税の減額だとか、4ヽ規模宅地の固定資産税とか都市計画税の減額なども条

例によつて減額できるような法律がたしかあったと思うんですが、そうい

つたものの導入については、今回検討されなかつたのか、確認で伺いたい

と思います。

O宇田川好秀委員長 固定資産税課長

0新井秀男固定資産税課長 まず、金額のいわゆる負担額の確認の関係でご

ざいますが、御指摘がありましたように8億 8.500万円ほどでお話し

のとおりでございます。

それから、次の他市の自治体がどのように取り組まれているかというお

尋ねでございますけれども、これにつきましては、まず東京都の23区に

おいては、この 1 1倍の制度を採用してございます。また埼玉県内につ

きましては、川口市以外で採用したということは現在のところ聞いてござ

いません。東京都は23区で実施してお りまして、そのほか近県ですと、

茨城県では2市ほど、守谷市とつくばみらい市、これはエクスプレスの開

業等に伴いまして再開発等が進みまして、そういつた影響によるものとい

うふうに聞いております。それから、栃木県では大田原市という状況でご

ざいます。

それと、東京都が減額している例をとりまして、川国市では導入につい

てどのような検討をされているのかということでございますが、固定資産

税等につきまして減額制ということにつきましては、都市計画税も従来か

らお話しされているとおりでございますけれども、やはり川国市のこれか
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らの都市の基盤整備等を考えていったときに、安心・安全なまちづくりと

いうのは、これからもますます進めていかなければいけないという事情も

ございますので、引き下げることについてはなかなかできないということ

で、今回そのままの形の減額制度の条例提案でお願いしているところでご

ざいます。

以上でございます。

○宇田川好秀委員長

1 1倍の減額の制度についてはわかりました。

県内ではほかの市ではやっていないということなので、川国市が取り組

まれたことについては一定評価ができるのかなというふうに思います。

それで、一番最初のほうから聞きますが、2ページの一番最初に説明の

あつた第47条の2について、年金からの特別徴収の選択をなくしたとい

うことだと思うんですが、この選択が導入されたのはそもそもいつだった

のかというのと、あとシステムの簡素化という理由だつたんですが、これ

までに特別徴収による選択をされていた方がいらつしゃつたのかどうか、

また、そうしていた方がいたとしたら、その方たちにシステムの変更につ

いてどのように周知をされるのか、ちょっと改めて伺いたいと思います。

O宇田川好秀委員長 市民税課長

0早船 浩市民税課長 公的年金に係る所得に係る個人市民税の特別徴収の

お尋ねだったと思うんですが、この年金所得に係る特別徴収は、平成 21

年 10月 から始まるわけですが、従来は年金所得者につきましては、個人

で納めていいかということです。人によっては、給与所得を得ながら午金

もいただいているというような方については、給与から年金に係る税金も
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あわせて引くことになっていたわけです。

それらの人の人数については、ちょっと把握 していませんので、大変恐

縮ですが、申しわけございません。

その周知の方法につきましては、 10月 から始まる年金特別徴収につい

ての周知は、市の広報をはじめ、それから市の確定申告、駅前でやつたそ

ういつたときにチラシの配布をいたしました。年金からの特別徴収につい

ては、 6月 1日 に市の広報とあわせて全戸配布をさせていただきました。

それから、申告会場でチラシの配布 とあわせて、川日、西川口税理士会に

広報の依頼、それから市の公民館などにおいても広報活動を行なってきた

ところでございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長

そうすると、まだ始まっていないけれども、その年金所得

以外の所得については、結局はやる予定だったけれどもやらないことにし

たという理解でいいのかどうかというのを、今の説明だとわかりづらかつ

たので、そこを確認させてください。

O宇田川好秀委員長 市民税課長

O早船 浩市民税課長 年金所得以外の所得についても、当初、特別徴収を

する予定であったんですが、また、選択の有無だとか年金所得以外の所得

の変動により、年金から差し引く特別徴収税額が大きくなったり小さくな

つたり変動がいたすというようなことから、年金所得以外の所得について

は、公的年金から特別徴収をいたさないというようなことで、今回条例の

改正をさせていただいたわけです。
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以上でございます。

O宇田川好秀委員長

そうすると、当初はやる予定だったものをやらなくしたと

いうことなのか、当初から年金以外の所得については、選択すれば年金か

らできるということにする予定だったものをやめて、この 10月 からは

別々にやつてくださいよということに改めるものなのかということを、も

う一回確認させてください。

O宇田川好秀委員長 税制課長

○岩澤幸雄税制課長 このたびの年金からの特別徴収に際しましては、当初

におきましては、給与所得以外の所得、要するにサラリーマンとか給与所

得者の方の給与以外の所得については、すべて年金から特別徴収をさせて

いただくということで制度設計が当初されていたんですが、先ほど申しま

したように、他の所得が多い方からしますと、年金から引き切れないよう

な事例等も出てきます。あるいは、納税者の方が選択を忘れてしまえば、

当然税額が変動するということにもなりますので、やはり制度の混乱が予

浪」されましたので、年金所得のみの方について特別徴収という形で制度変

更という形をさせていただいたものでございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長

わかりました。

そうすると、当初やる予定だったものだというふうに理解をしたんです

が、そうすると、それに合わせてシステムなんかもこれまで変更なんかを

してきたのかなと思うんですが、それに伴う、またこの条例をつくること
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によるシステムの変更とか、それに係る予算とかというのは発生しないの

かどうかをちょつと確認させてください。

○宇田川好秀委員長 税制課長

○岩澤幸雄税制課長 このたびの制度変更につきましては、加算するのでは

なくて、やらなくするということなので、システム的な変更につきまして

は、当初予算内というか、昨年の補正でお願いしましたが、その予算内で

済んでおります。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 よろしいです力、

わかりました。ありがとうございました。

それから、新設される附則第 8条の 3の 2、 3ページの一番下のところ

です。そこについて、21年度でわかるか 20年度のベースで試算ができ

ればいろいろ教えていただきたいですが、対象者とか影響額というのが試

算できるのかどうかというのと、あとモデルで何か試算されているものが

あれば教えていただきたいんですが、例えば、給料がどれくらいの人だと

どれくらいの税額が控除されるよとかという、そういうものがあれば具体

的に教えていただきたいというふうに思います。

O宇田川好秀委員長 市民税課長

○早船 浩市民税課長 住宅借入金特別税額控除についてですが、具体例で

申し上げますと、給与所得者で給与収入が573万円で4人家族の方、

そのうち子どもさんが中学生以下の場合を想定いたしますと、この方が年

末ローン残高が500万円の場合、その 1パーセントといいますと5万円
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になりますので、所得税額で引き切れてしまうから該当はいたさないとい

うこと。それで、その方が仮に 1.000万円のローン残高があるとした

ときに、所得税において9万 7,500円 を差し引くわけですが、税額が

10万円ですので、引き切れない部分の2,500円 を地方税で差し引く

ということでございます。

それから、もう一つ、その方が 1.500万円のローン残高があるとい

たしますと、 1パーセントの残高というのは 15万円ですので、その方の

所得税から引けるのが 9万 7.500円ですので、引く前の 15万円との

差し引きで市民税が3万 1.500円 、県民税が 2万 1,000円 の税額控

除を受けられるということでございます。

それから、これは新たにスター トするわけなんですが、平成 20年度か

ら税源移譲に伴いまして、いわゆる住宅借入金等特別控除という制度が始

まっていたわけですが、それにつきまして申し上げますと、平成 21年 3

月末の数字なんですが、該当された方が 1万 1,506人で、それらの方

に対する市民税の控除税額は約 4億円ということでございます。県民税に

ついては2億 7.000万円です。

以上でございます。

○宇田川好秀委員長

今の影響額で、試算するとということだと思うんですが、

4億円くらいの影響があるんですが、それについては全額、国から補てん

されるということを問いているんですが、それで間違いないか、ちょっと

確認をさせていただきたいというふうに思います。

それから、国から補てんされる場合について、どういう形で、国から直
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接市に来るのか、どういう名目でそれが市に来るものなのかというのを、

もし今の段階でわかつていれば、教えていただきたいというふうに思いま

九

それから、今回から長期優良住宅というものの規定も新しく創設をされ

ているということなんですが、具体的に長期優良住宅の、さっき最大60

万円という説明はあつたと思うんですが、長期優良住宅というのは対象が

どういうものなのかというのをちょっと聞きたいのと、あと一般住宅を建

てるときと違つて、住宅を建てるときの予算にどれくらいの差が出てくる

ものなのかというのをちょっとわかれば伺っておきたいというふうに思い

ます。

O宇田川好秀委員長 市民税課長

○早船 浩市民税課長 この住宅借入金等特別控除税額、市のほうで減額し

て納税者に通知するわけですが、その減額する額につきましては、私ども

のほうから県のほうにその数字を報告いたしまして、それから、それを受

けて県が私どものほうに送金するというか、そういう形をとっているわけ

でございます。その入つてくる財布については、我々ではなくて市の財政

課のほうに入ってくるということでございます。

2点 目の長期優良住宅などについてということなんですが、一般住宅と

長期優良住宅との差につきましては、認定の基準が長期優良住宅について

は、劣化対策だとか耐震性だとか住戸の面積だとかいつたところにおいて、

具体的に細かく規定されているところでございます。

長期優良住宅についての控除率につきましては、ことし入居された人、

それから来年、再来年と、この 3年間については、 1パーセントではなく
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て 1 2パーセントをするということで、減税額の限度としては、その

60万円ということです。それで、一般住宅については、控除率が 1パ

ーセントで、浅税の限度が50万円ということでございます。

以上です。

O宇田川好秀委員長 固定資産税課長

O新井秀男固定資産税課長 一般住宅と優良住宅を比べた場合の価格差のお

話でございますが、建築費としますと、大体一般住宅の 1 2倍ほどかか

るというふうに聞いてございます。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長

すみません、では私のほうからは最後になるかもしれない

ですけれども、株のところなんですが、いろいろ今回、先物取引にかかわ

る規定というところに、売買予約権利だとか項目をいろいろ入れたという

のがあるんですけれども、実際にそういう取引を市内の方でやっている方

がいるかどうかというのは多分把握はできないと思うんですが、株をやつ

ている方の害J合でどれくらいいらつしゃるのかというのを、もしわかれば

教えていただきたいなというのと、あと今回の条例改正のうちの 2条、本

条にもあるんですけれども、 2条 とかにもかかわつてくる内容だと思 うん

ですが、その株による市県民税の軽減の経過措置を延ばしてやるというこ

とになつているというふ うに思 うんですが、当初、国のほうではこの軽減

措置を22年 12月 31日 で終了する予定だったというふうに思 うんです

が、今回 1年間延長したことで、市にどれくらいの影響が出てくるのかと

いうのも、わかる範囲でいいので教えていただきたいというふ うに思いま
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九

〇宇田川好秀委員長 税制課長

○岩澤幸雄税制課長 それでは、株の関係につきまして、先ほど先物市場関

係ということでお話しさせていただいたんですが、まず、先物取引という

ような形で市のほうで確定申告された方で把握しています方は、昨年 3月

末の課税状況の中では55人の方が先物取引をやっているということで申

告をいただいております。また、上場株式等でやはり取引をやっていると

いう申告をいただいた方が937人 ということですので、まず、まれな事

例になるのかなというふうに考えておりま九

それと、あと影響額としましては、特例が適用されないとしたときの市

民税額と、特例適用前の市民税額との差ですと、特例が廃されますと、申

告いただいた方で想定しますと3,200万円ほど税収が増になるという

ような形で見込んでおります。

以上でございます。

○宇田川好秀委員長

先ほど、住宅ローン減税のところで、影響額は4億

ということで、これを県に報告して、県から市のほうに税源移譲されると

いうことなんですが、これは財政のほうが担当かなとは思うんですけれど

も、もしわかれば、この4億円がそのまま県から市へ補てんされるのかど

うか、それとも何らかの係数を掛けて、その何分の1と か0何パーセン

トとか、そういうのがあるのかどうかということをちょっと教えていただ

きたいなというふうに思います。

それから、あと松本委員が一番最初に質問しましたが、評価替えと、今
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条例の中で削減が行われることによっての影響についても、もう一度伺い

たいんですが、基本的なことになるんですけれども、この固定資産税は実

際にはどこまで上がっていくのかということと、それから実際にこの負担

軽減措置というのが、今回の条例の中で固定資産税と都市計画税ともに行

われたんですけれども、実際には市民にとつては、これはどちらにしても、

負担軽減はあつたとしても、税負担は増えるということだと思うんですが、

それらについて、国のほうに対し、地方自治体として何らかの動きはあっ

たのかどうかという点。

また、都市計画税は先ほど減税については検討しておりませんというこ

とだったんですけれども、都市計画税も東京都などの市部などでも、一般

質問でも言いましたけれども、実際にはこの不況の中で都市計画税の減税

を決めているところとかというのは結構出てきているわけですが、そうい

つた情報収集に努めて、これから先、そういった方向を検討する計画があ

るのかどうか、以上についてお伺いいたします。

O宇田川好秀委員長 市民税課長

0早船 浩市民税課長 先ほど御質問のあった住宅ローン控除について、約

4億円、市のほうにという話がございましたが、これについては、全額補

てんするという取り決めになっておりますので、係数を掛けて幾らを渡す

と、そういうことにはなっておりません。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 固定資産税課長

0新井秀男固定資産税課長 お答えいたします。

固定資産税については、今後どこまで上昇していくのかというお尋ねで
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ございますけれども、21年度の路線価格でお話ししますと、基準地、駅

前のポイントですが、そこは160パーセントほどの上昇となつてござい

ます。川口駅前でございます。

実際、そのまま筆の価格にはね返るかといいますと、税額のもとになる

かというと、そうではございませんで、今までもお話等ございますように、

負担調整措置ということで、少しずつ負担を求めていくという制度がこれ

までもずつと実施してきた関係がございますので、それらの延長線上の制

度となっておりますので、今回は 1 1倍ということで、前年度に対して

税額の負担増は 1 1倍で御審議いただいておさまるわけでございます。

これが実際、21年度、22年度、23年度、後年度負担の御関係でご

ざいますけれども、いわゆる今の制度が評価額に対して課税標準額がどれ

くらいの害J合を占めているかということでの制度設計になっておりますの

で、負担水準が据え置きになるまで、例えば来年度で申しますと、22年

度については、21年度と比べますと地価の状況が下落状況にあるという

ことがありますので、22年度は21年度に比べて下落分が路線価に反映

されます。それの価格と、現在持つています 21年度の課税標準額を比べ

た結果として横ばいに入る、もしくはもう少し引き上げる区分に入るとい

う場合がございますが、現在の予測で行きますと、若千 22年度も先ほど

の基準地については上昇していくのではないかというふうに考えています。

それから、国に対する動き、要望等のお話でございますけれども、負担

の軽減の措置はありますけれども、やはり先ほどもお話ありますように、

経済状況等見まして、市としましても、やはり納税者の負担感ということ

について、常々思いをいたしておりますので、従来から課税標準額を引き
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下げていただきたいということで、国のほうへ要望をしてきてございます。

それから、都市計画税の減税のお話でございますが、これにつきまして

は、常々お話しさせていただいておりますように、いろいろ川口市としま

しても、区画整理事業等の都市基盤を整備する事業は待つたなしの状況で

ございますので、引き続き検討はさせていただくんですが、この減額する

等の結論については、現在までも至っておりませんので、よろしくご理解

いただきたいと思います。

以上でございます。

○宇田川好秀委員長 よろしいですか。

確認 してお伺いしたいんですけれども、先ほど市民税によ

る第 8条の3の 2になりますでしょうか、一般議案の 3ページで、こちら

の条例参考資料ですと7ペース 先ほど詳しい御説明はあつたと思うんで

すけれども、ローン残高で何パーセントでと先ほど課長のほうから御説明

あったんですけれども、具体的にこの所得額がどのくらいからだと、例え

ばこの新しく加えられる条例に税額が、例えば所得税から負担が大きくな

る、要するに所得税からの控除額が大きい人というのは、今回の適用には

そんな即効でもないということだと思うんですけれども、具体的にちょつ

とどういつた所得の年代の人がどれくらいのメリットがあるか、そういつ

たこともちょつと教えていただきたいので、御説明をいただきたいと思い

ま丸

○宇田川好秀委員長 税制課長
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○岩澤幸雄税+1課長 今回の改正につきましては、おおむね給与所得者の方

で、あくまでも想定という考え方になりますが、 1,000万 円ほどの年

収の方については、所得税ですべて引き切れますので、何ら関係もないと

いつたらおかしいんですが、住民税のほうの影響は出てこない。

ただ、今回モデルで先ほどお話ししました給与収入の御家族の方、大体

年収600万円くらいで決養家族のいらつしゃる方につきましては、ロー

ン残高大体2,000万円くらいまでなり、あるいは3.000万円という

のでもよろしいんですが、大体 1,500万 円を超した場合につきまして

は、従来、所得税でしか引かなかった住宅取得控除が、今回の税制改正に

伴いまして、住民税も引けるということですので、大体年収600万円程

度の方については、今回の制度改正で恩恵があつたものと考えております。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長 よろしいです力、

ほかにあります力ち

〔「なし」と言う人あり〕

O宇田川好秀委員長 よろしいですね。

を打ち切 り、討論を行います。

議案第 54号の条例改正について討論を行います。

国においては、今回住宅ローンの減税だとかが過去最大のものだという

ことで、日玉商品にはされているということや、あとは今回金融の税制に

ついても、特に一定の収入や所得がある方とか富裕層のある方についての

減税が実施されるというふうに理解をしております。

-35-



平成21年6月 総務常任委員会 6月 23日 (火 )

しかし、その中で、今回の評価替えによつて、先ほど御説明があつたよ

うに、固定資産税、都市計画税については大幅に市民の負担増になってい

るということで、その影響額についても約 8億 8,000万 円だとい うこ

とが先ほどの中でも示されていますし、この条例改正によつて、市民生活

に大きな影響を及ぼすとい うことを指摘せざるを得ないのかなというふ う

に思いま九

その中でも、 1 1倍を超えるものについては減額するという規定を市

の条例として盛 り込んだことは、市民生活を守っていくという上では大変

大事なことであるというふ うに思いますので、今回の条例改正については

賛成をいたしますが、今後、固定資産税や都市計画税のさらなる負担の軽

減策等について研究をされて、市民の暮らしを守るという視点を第一に、

施策をつくつていくことに取 り組んでいただけるよう要望させていただき

ます。

以上です。

O宇田川好秀委員長 ほかに。

〔「なし」と言 う人あり〕

O宇田川好秀委員長 以上で討論を打ち切 り、採決することに御異議ござい

ません力、

〔「異議なしJと言 う人あり〕

O宇田川好秀委員長 御異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めま九

〔起立者全員〕

0宇田川好秀委員長 起立者全員であります。
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よつて、本案は可決 されました。

暫時休憩いたします。

午前 11時 16分休憩

午前11時 17分再開

0宇田川好秀委員長 再開いたします。

◎議案第55号 川口市租税特別措置法関係事務手数料条例の

一部を改正する条例

O宇田川好秀委員長 次に、議案第55号 「川口市租税特別措置法関係事務

手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたし、本案に対する説明を

求めます。

税制課長

○岩澤幸雄税制課長 それでは、川口市租税特別措置法関係事務手数料条例

の一部を改正する条例につきまして御説明をさせていただきます。

一般議案の 18ページをお開きください。

議案第55号 「川口市租税特別措置法関係事務手数料条例の一部を改正

する条例」につきまして説明をさせていただきます。

18ページ5行日の第 2条につきましては、所得税、または法人税の課

税の特例を受けるための認定手数料を定めた規定で、租税特別措置法の改

正に伴い、大都市地域における優良宅地の開発の促進に関する緊急措置法

に関する特例が廃されましたことにより、条項にずれが生じたことから条

丈の整備を行うものでございます。
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以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

O宇田川好秀委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑を許します。

〔「なしJと言う人あり]

○宇田川好秀委員長 以上で質疑を打ち切り、討論を行います。

〔「なしJと 言う人あり〕

○宇田川好秀委員長 以上で討論を打ち切り、採決することに御異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

○宇田川好秀委員長 御異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立者全員〕

O宇田川好秀委員長 起立者全員であります。

よつて、本案は可決されました。

暫時休憩いたします。

午前 11時 19分休憩

午前 11時 20分再開

○宇田川好秀委員長 再開いたします。

◎議案第63号 工事請負契約の締結について ないし

議案第 65号 工事請負契約の締結について

○宇田川好秀委員長 次に、議案第63号 「工事請負契約の締結について
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(元郷南小学校改築工事)」 、議案第64号 「工事請負契約の締結につい

て (元郷南小学校改築工事のうち電気工事)」 及び議案第65号 「工事請

負契約の締結について (元郷南小学校改築工事のうち衛生設備工事)」 を

一括議題といたし、本案に対する説明を求めます。

契約課長

04り |1俊―契約課長 それでは、議案第63号及び第64号並びに第65号

の工事請負契約の締結についてを御説明申し上げます。

まず、一般議案の32ページから34ベージを御覧いただきたいと存じ

ます。

元郷南小学校は、北校舎が昭和39年、南校舎が41年に建築以来、43

年以上経過し、老朽化が著しいこと、また新耐震基準以前の建物でありま

すので、北校舎の耐震化を平成 15年にはかりましたところ、コンクリー

トの強度不足で耐震化ができない状況でございました。

また、学校周辺での高層マンション等の建設に伴います児童数の増加に

より、仮設教室の設置を行なつたものの、平成 25年には32ク ラスとな

る推計などから、対応策を検討いたしました結果、新たに元郷 2丁 目に全

面的に改築することを計画した次第でございます。

このたびの改築計画では、改正建築基準法で定められました新耐震基準

の構造計算基準値よりも25パーセント増しで建築いたすものでございま

す。

それによりまして、元郷南小学校の改築工事の入札につきましては、一

般競争入札で 5月 12日 に入札を行い、り|1口 土木建築工業株式会社が落札

しております。同じく同工事の電気工事につきましても、一般競争入札で
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内山電設株式会社が落札し、衛生設備工事につきましても、一般競争入札

で株式会社太平エンジニアリング川口営業所が落札いたしております。

また、工期につきましては、平成21年度から平成 22年度までの2か

年継続事業で、鉄筋コンクリー トづくりの5階建の新校舎の改築工事を行

います。

なお、学校の概要につきましては、お手元の資料のとおりでございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いい

たします。

O宇田川好秀委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑を許します。

まず、ちょつと伺いたいんですが、今回 3つの議案につい

てなんですが、それぞれ一般競争入札とありますが、この一般競争入札の

中でいろいろな条件がつけられていたと思うんですが、どのような条件で

今回の入札が行われたの力洞 いたいのと、それから63号の議案について、

入札の記録書の資料を見ますと、 5社申し込みがあつたにもかかわらず 2

社が辞退をしていて、 1社が無効となっていて、結局有効な入札をしたの

が 2社 しかないという状況なんですが、結果としてこうなつてしまったん

だと思いますが、こうなった経緯について何か御説明できるものがあれば

教えていただきたいというふ うに思います。

あと、それからそれぞれの落札率についても御説明をお願いします。

○宇田川好秀委員長 契約課長

○′」J‖俊―契約課長 まず、 1番目の一般競争入札におけます条件でござい
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ますが、まず市内の登録業者で営業者であるということと、それから、特

定建設業、いわゆる改築工事におきましては4,500万円以上を下請に

出す場合には、特定建設業という許可を取っているものが条件でございま

す。その他、改築工事以外の電気工事等につきましては、3,000万円

以上を下請に出す場合には、やはり同じように特定建設業の許可が必要と

なります。あと、監理技術者が必ず常駐できるという、それが条件でござ

います。

2番目の入札の経緯、5社入オLして、辞退はじめ無効等でございますが、

これにつきましては、告示の内容で設計金額、その他さまざまな仕様書を

明記してございますので、それらに基づき各業者が積算をなさつたその結

果として、例えば辞退の場合には、ちょっとこれでは受けられないという

形だろうと思います。また、無効ということは、設計金額より上回つたと。

これにつきましても、それぞれ各社の積算根拠に基づいて、この御提示さ

れた設計金額では、うちではできないという意思表示のあらわれなのかと

私ども憶測しますので、具体的な詳細については、そこまではちょっとわ

かりませんが、そういう経緯があろうかと思います。

あと、落札率でございますが、まず改築工事でございますが、設計金額

に対しまして990パ ーセン ト。電気工事につきましては、同じく設計

金額で90 5パーセント。衛生設備工事につきましては、92 1パーセ

ントです。

以上でございます。

O宇田川好秀委員長

ありがとうございます。
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一般競争入札ではあつても、いろいろな条件があるということはわかつ

たんですが、市内の、例えばそれぞれでAラ ンクの業者が幾つあつて、そ

のうち特定建設業の資格を持つところがどれくらいあるのかというのを参

考までにお聞きしたいのと、あと議案第65号については記録書を見ると、

本社だけではなくて営業所というものが入本Lに参加しているんですけれど

も、ここはまた別の基準があつてやっているのかというのを確認させてい

ただきたいというふうに思います。

それから、63号の議案については、結果として 2社になつてしまった

ということだと思うんですが、この2社で入札というのは、一般的に考え

て、なかなかそこで競争ができないのではないかというふうに思うんです

けれども、一般的な話でいいんですが、こういう入札に参加する業者とい

うのは何社くらいがいいのかという、そういうものがあれば参考までに教

えていただきたいというのをお願いします。

O宇田川好秀委員長 契約課長

04ヽ Il俊―契約課長 まず、登録されております市内の営業者でございます

が、まず建築のほうでは11業者ございまして、そのうち特定が9業者。

それで、電気工事につきましては9社で、それぞれ特定を持っています。

管工事につきましては、市内がたしか 3業者で、特定が 1社だけでござい

ます。

2番 目でございますが、大変申しわけございません。衛生設備工事にお

きましては、先ほど3社と申し上げましたが、特定を持っているのは 1社

でございますので、 1社ではちょつと競争になりませんので、これにつき

ましては、川口市内に営業所、支店がございます、いわゆる準市内という
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業者を加えまして トータル 7業者で行う予定でございましたが、参加申し

込みが4社ということでございます。

入本Lそのものは何社が適切なのかと申しますと、最低 1社でも可能なん

ですが、一応 2社以上ということで、あとは金額で何社以上という一つの

区切りがございます。ただ、この一般競争におきましては、一般競争です

から、こういう特定をつけない一般的なものであれば、例えば 100社だ

ろうが200社だろうが参加の機会はあるんですが、その一般競争入札で

告示をした時点でもう競争性を発揮しておりますので、結果的に開札して

1社であつたとしても、それは完全な競争性がなされているということで、

有効になるケースがございます。

以上でございます。

0宇田川好秀委員長

そうすると、参加資格がある方が、例えば63号でいうと

9社はあつたということで、その時点で競争性が発揮されているんだとい

うことで理解していいのかどう力、 そこをちょっと確認をさせていただき

たいのと、だとすれば、辞退をした2社については、申し込みをする前か

ら申し込むかどうかは決められるということですから、入札を申し込んだ

後に辞退するというのは、私はまだ議員を5年 しかやつていませんけれど

も、こうやつて議案に出てくる中では辞退とか無効というのは余り見たこ

とがないので、そういうことがこんなにあるものかどうかというのをちょ

つとお聞きしたいなというふうに思うんです。仮に辞退したとしたら、や

はり申し込む前から、そこをきちんとこの業者がやつていなければいけな

かったのではないかなということを考えると、辞退するということについ
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て、やはり市がもうちょつとその理由なり何なりを把握しなければいけな

いのではないかなというふうに思うんですが、それについてはどうでしょ

うか。

O宇田川好秀委員長 契約課長

O小川俊―契約課長 入札の応札というか参加の数でございますが、会社の

数等々ではないんですが、ある程度基準にのつとつた数をそれ以上上回る

ような数には、指名とかそういう場合にはしておりますし、一般競争の場

合については、例えばこれが幅広く登録されている市内の業者等々につき

ましては、それぞれ参加機会がありますので、いわゆる特定、あるいは特

定がないにしてもそれぞれ参加機会がありますので、それらの方々につい

ては、参加意思のある場合は競争性が発揮されていると思つております。

あと、 2社辞退、例えば契約条件に限りませんが、一般的に行われてお

りますそれぞれの何百件という入本Llこおきましても、辞退等々というもの

は多々発生しております。ですから、それらいちいち細かく確認はしてお

りませんが、やはりそれぞれの積算におけます事情、あるいは技術者だと

かもろもろのそういうものが重なつて、辞退したのであろうと角旱釈してお

ります。辞退するということにつきましては、ちょっと私どもでも、それ

についてすべてヒアリング等々はしておりませんが、それなりの積算根拠、

試算はしたけれどもこのままではちょっとということで辞退をされたと解

釈しております。ですから、それぞれのその他に及ぶ事情等々については、

細かくはそこまでは確認しておりません。

O宇田川好秀委員長 よろしいです力、

ほ か に 。
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参考までに伺 うんですけれども、学校のこの改築工事で、

業者の辞退率というのはどのくらいなのかというのをちょっと教えていた

だきたいです。

O宇田川好秀委員長 契約課長

○′JЧ ‖俊一契約課長 それにつきましては、ちょっと把握 していませんので、

この場では申し上げられません。

O宇田川好秀委員長

辞退率については、簡単な話、参加 したところが何件、総

件数に対して何件辞退 したかということなので、そういうことで教えてい

ただければ構わないので、これはすぐには出ないと思いますので、後ほど

よろしくお願いいたします。

後ほどお願いいた します。

では、数点お伺いいたします。

この元郷南小学校の改築工事の平米単価と、それから以前行われました

本町小学校の平米単価の違い、同じくらいなのかなとかいろいろ思うんで

すけれども、ちょっとわからないんですが、それを教えていただきたいの

と、それから、この図面を見てみますと、大変校庭が狭いような気がする

んですけれども、 120メ ー トル トラックというのがほとんど円に近いの

かなとかいろいろ思ったりもしますし、土地の買収の問題でこうなってし

○
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まったというような事情はよくわかるんですけれども、これらについて、

工事や何かについては、この契約の中に入つているのか、狭さ広さについ

てどうかということが 1点と、それからこの辺の工事についてはどうなの

かということが 1点です。

それから、実際にこの 3件の工事について、これらの会社がすべて行え

る人とか技術力、自分の会社だけで行うことができるのかどうか、先ほど

御説明の中で、4.500万円は下請にするとか、3.000万円以上は下

請にする、いろいろなことが許されているということになつていましたけ

れども、それらについて、この下請に出すということの条件の中でやつた

とすると、この下請についても契約課のほうではどういつたところにやる

のかということを把握していらっしゃるのかどうか、その辺についてお伺

いしたいと思います。

O宇田川好秀委員長 契約課長

0小川俊―契約課長 まず、平米単価数でございますが、改築のほうでご

ざいますが、本町小学校の場合は平米単価が、契約の額ですが約 19万

2,000円でございます。こちらの元郷南につきましては、約 18万

3,000円でございます。

校庭が狭いということでございますが、確かに現存と比較しますと、約

半分くらい、大分狭いと思います。グラウンドの工事でございますが、こ

の工事につきましては、この議会の案件には入つておりませんので、濶成

22年度中のグラウンドの整備、いわゆる外さく工事ということで、別注

になります。

それから、あとそれぞれの応札した企業がそれだけ行えるのか、また下
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請に出す場合の契約を把握しているかということでございますが、会社

等々につきましては、それぞれ行える技術者、あるいは従業員等々がいら

つしゃるところです。ただ、全部を行うということは無理でございますの

で、先ほど申し上げた金額以上につきましては、下請に出すような場合が

あろうかと存じます。

その下請に出す場合には私どものほうで、発注課と建築課と一緒なんで

すが、特記仕様ということで、下請については市内業者に出すようにとい

う文書というか注意書きと申しましょうか、特記仕様書に明記してござい

ますので、それに努めて参りたいと思つています。それで、承認願いもち

ゃんと出すようになつております。それは発注課で確認をとるところでご

ざいます。

○宇田川好秀委員長

ありがとうございます。

グラウンドについては、広さについては違うということは重々承知の上、

図面を見てしまうと、どうしても言いたくなってしまいますので、申しわ

けありません。

それで、この下請の関係なんですけれども、契約課のほうでそれも十分

承知の上でここのところを入本Lの業者として認められたということなんで

すが、これは、ほ力ヽ こはみんなそうなのかどうかちょつと私にはわからな

いですが、この特定建設業である9社であつたとしても、下請を使わざる

を得ないような企業であるのかということと、それから私の感覚ではこの

下請を使うとなると、それこそ建退共の証紙の問題なんかも出てくると思

うんですけれども、それらについても全部出してもらって、それで入札の
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次の承認になったのかなということも確認させていただきたいのと、あと

は、ここで下請のそのまた下請、孫請というんですか、そういつた形にな

る場合もあるのかどうか、そういつたところまで契約の方たちは業者に対

して日配りができるのかどうかということをもう一度お願いします。

O宇田川好秀委員長 契約課長

01'|1俊―契約課長 例えば、改築でAと いう業者がすべてを賄うとなると、

それだけ従業員から技術者から雇うというのは、非常に大変厳しい面があ

ろうと思います。ですから、それをうまく適宜、自分ができるものとでき

ないものについては、それぞれの専門の下請に出すとか、そういう仕組み

になっているのだろうと思います。ですから、出す場合の許可を建設業務

の中で定められていることだろうと思います。

ですから、極力自分でできれば、それに差し支えはないんですが、出す

場合にはその許可を持つようにということになっておりますので、すべて

出すかどうかというのはちょっと、そこまでは私どもで把握はできません

が、あと建退共でございますが、これは受注業者が契約後 1か月以内に速

や力ヽ こ建退共、いわゆるこの工期で何人を使う、そういう場合については

人数分の証紙を貼付してこっちに出すようになるんですが、その領収書

等々、契約課のほうに出すようになってございます。

あと、孫請でございますが、いわゆる下請についてはその届け出を出し

ますが、孫請までについては、ちょっとそこまでは私どものほうでは把握

はできないところでございます。ただ、発注課のほうで現場監督だとかそ

ういつた方々がいらつしゃいますので、そこら辺については、ちゃんとそ

の経緯等は把握していると思うんですが、契約課ではちょつと把握できな
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いところでございます。

以上でございます。

ちょつと関連して伺いたいんですが、さっき下請に出すの

は特記事項で市内業者に出すことをやつているということですが、これは

100パーセント市内業者ではないといけないというような特記事項にな

つているのか、それとも努力義務なのか、そこをちょつと確認させてくだ

さい。

O宇田川好秀委員長 契約課長

04JII俊―契約課長 いわゆる出すようにということで、出さなければだめ

だという表現ではありませんので、極力市内業者に発注するようにという、

そういう表現になっておりますので。

以上です。

0宇田川好秀委員長

では、これはお願いなんですが、今すぐ資料は出てこない

と思うので資料をお願いしたいんですが、例えばこういう一般の入札で、

下請に出す場合の市内業者の割合と市外の割合を、業者数と金額ごとに後

で資料にしていただきたいんですが、よろしいでしょうか。

O宇田川好秀委員長 暫時休憩します。

午前 11時 47分休憩

午前 11時 48分再開
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O宇田川好秀委員長 再開いたします。

O宇田川好秀委員長 資料請求についてお答えいたしますが、全員に資料が

必要であります力ち それ とも、松本委員さんだけでよろしいのか、皆さん

にお諮 りします。

〔「希望者だけでいいでしょうJと 言 う人あり〕

O宇田川好秀委員長 今、希望者だけというお話がありますが、それでよろ

しいでしょう力、

〔「いいです」と言 う人あり〕

O宇田川好秀委員長 では、希望者の方は後ほど事務局のほうに申し出てい

ただきたいと思います。

ほ か に 。

それで、先ほどの桜井委員の関連なんですが、下請に出す

ことを前提に今回の業者を選定するのであれば、例えばAラ ンクで特定建

設業の9社だけとしないで、例えばA社とB社がジョイントを組んで、そ

ういうものも入オしの対象にするとか、例えばBラ ンクの業者同士がジョイ

ントを組んで入札の対象にするとかということも、9社に限定しないでも

できる方法があつたのかなというふうに、一般的な感想として思うんです

が、そういう検討などを今、契約課のほうでは進められているのかどうか

というのを、ちょっと確認で伺わせていただきたいんです。

O宇田川好秀委員長 契約課長

04り |1俊―契約課長 いわゆるジョイント云々等々ですけれども、この発注
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に関しましては、私どもで業者選定はしておりません。できませんので、

あくまでも私どもは契約行為、依頼を受けたものをいついつに入札すると、

この条件をこの業者でという依頼を受けて初めて私ども契約課が動きます

ので、ですから、そのどういう方法だ、何だ、選定だというのはちょっと

私どものほうではわかりません。その前に発注課等々で協議したものが、

例えば建設のほうだとか等々を経て、最終的には私どものほうに参ります

ので、ですから、そういった経過でございます。

O宇田川好秀委員長 よろしいですか。

1点だけ、愚間で申しわけないんですけれども、本町′lヽ学

校のときに比べて、今回の元郷南小学校の入札の参加数は多かつたのか、

それとも同じくらいだったのかという1点だけ教えていただけます力、

O宇田川好秀委員長 契約課長

04J!l俊―契約課長 対象業者数はほとんど同じなんですが、やはり改築工

事も4社ほどですね、いわゆる参加申し込みされたのは。それで電気工事

は、その当時は12社ございましたので、12社が参加しております。衛

生設備は4社が参加しております。同じです。

O宇田川好秀委員長 よろしいです力、

ほ か に 。

〔「なしJと 言う人あり〕

O宇田川好秀委員長 以上で質疑を打ち切り、討論を行います。
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今回の 3件の議案については賛成をいたしますが、若千要

望をさせていただきたいというふ うに思います。

先ほど来の質疑でも、今回、特に63号については、結果として競争性

が確保されているように思えない結果となっていることについては、私は

大変遺憾に思います。今後の契約のあり方については、やはり市内業者に

限定するにしても、先ほど提案 しましたように」Vを利用 していくだとか

いろいろなや り方で、市内の中でも競争が醐 果できるような契約のあり方、

入オLのあり方というのを日々検討 していただきたいというふ うに思います

ので、よろしくお願いします。

○宇田川好秀委員長 ほ力ヽ こ。

〔「なし」と言う人あり〕

O宇田川好秀委員長 以上で討論を打ち切り、一括採決することに御異議あ

りませスν力、

〔「異議なし」と言う人あり〕

○宇田川好秀委員長 御異議なしと認め、一括採決いたします。

本案を原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。

〔起立者全員〕

○宇田川好秀委員長 起立者全員であります。

よつて、以上 3議案は可決されました。

暫時休憩いたします。

午前 11時 51ヽヽ 憩

午前 11時 53分再開
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0宇田川好秀委員長 再開いたします。

◎特定事件の審査について

O宇田川好秀委員長 最後に、お手元に配付いたしております特定事件の審

査につきまして、閉会中の継続審査とすることで御異議ありません力、

〔「異議なし」と言う人あり〕

0宇田川好秀委員長 御異議なしと認め、そのように決定させていただきま

した。

◎閉  会

0宇田川好秀委員長 これをもちまして、総務常任委員会を閉会させていた

だきます。

本日はまことに御苦労さまでございました。

午前 11時 54分閉会
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平成 21年 6月 定例会

(平成 21年 6月 23日 )

総務常任委員会審査順序 _締
2

順

序

案

号

議

番
件 名 頁 所 管 結  果

1 52

平成 21年度川口市一般会計補正予算 (第 1号)

第 1条第 1表 歳入歳出予算補正の内

△ 歳入の部

第 19款 繰越金

予-2

説-8
企画財政部

財政課

2 53
川 国市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の

一部を改正する条例

般-1 総務部

職員課

3 54

川 口市税条例等の一部を改正する条例 月支-2 理財部

税制課

市民税課

固定資産税課

4 55
川口市租税特別措置法関係事務手数料条例の一部を改

正する条例

般-18 理財部

税制課

5

63
工事請負契約の締結について (元郷南小学校改築工事 ) 般 -32 理財部

契約課

64
工事請負契約の締結について (元郷南小学校改築工事

のうち電気工事)

般 -33

65
工事請負契約の締結について (元郷南小学校改築工事

の うち衛生設備工事)

般 -34

※ 予  ・・・・・ 予算議案

説  ・・・・・ 補正予算説明書

般  ・・・・・ 一般議案




