
令和３年第３回（９月）利島村議会定例会付議案件 

 

行政報告 

一般質問 

議案第２６号 利島村村税条例の一部を改正する条例 

議案第２７号 利島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

議案第２８号 利島村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

議案第２９号 利島村職員定数条例の一部を改正する条例 

議案第３０号 利島村の課に関する条例の一部を改正する条例 

議案第３１号 利島村内美化推進検討委員会条例の一部を改正する条例 

議案第３２号 利島村椿油製油センター更新計画検討委員会条例を廃止する条例 

議案第３３号 利島村奨学資金貸付条例の一部を改正する条例 

議案第３４号 利島村奨学資金貸付基金条例の一部を改正する条例 

議案第３５号 利島村営住宅条例の一部を改正する条例 

議案第３６号 利島村介護保険条例の一部を改正する条例 

議案第３７号 利島村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

議案第３８号 利島村住宅建設基金条例 

議案第３９号 利島村議会議員及び利島村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例 
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議案第４０号 利島村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例 

議案第４１号 令和２年度東京都利島村各会計決算認定について 

報告第 ３号 株式会社 TOSHIMA令和３年度事業計画及び令和２年度事業にかかる決算報告について 

議案第４２号 令和３年度東京都利島村一般会計補正予算〈第２号〉 

議案第４３号 令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算〈第１号〉 

議案第４４号 令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算〈第１号〉 

議案第４５号 令和３年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算〈第１号〉 

議案第４６号 令和３年度東京都利島村合併処理浄化槽事業特別会計補正予算〈第１号〉 

議案第４７号 令和３年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）補正予算〈第１号〉 

議案第４８号 令和３年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計補正予算〈第１号〉 

議案第４９号 簡易水道井戸掘削工事請負契約について 
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令和３年第３回（９月）利島村議会定例会日程表 

 

日程 １ 行政報告 

日程 ２ 一般質問 

日程 ３ 議案第２６号 利島村村税条例の一部を改正する条例 

日程 ４ 議案第２７号 利島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

日程 ５ 議案第２８号 利島村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

日程 ６ 議案第２９号 利島村職員定数条例の一部を改正する条例 

日程 ７ 議案第３０号 利島村の課に関する条例の一部を改正する条例 

日程 ８ 議案第３１号 利島村内美化推進検討委員会条例の一部を改正する条例 

日程 ９ 議案第３２号 利島村椿油製油センター更新計画検討委員会条例を廃止する条例 

日程１０ 議案第３３号 利島村奨学資金貸付条例の一部を改正する条例 

日程１１ 議案第３４号 利島村奨学資金貸付基金条例の一部を改正する条例 

日程１２ 議案第３５号 利島村営住宅条例の一部を改正する条例 

日程１３ 議案第３６号 利島村介護保険条例の一部を改正する条例 

日程１４ 議案第３７号 利島村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

日程１５ 議案第３８号 利島村住宅建設基金条例 

日程１６ 議案第３９号 利島村議会議員及び利島村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例 
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日程１７ 議案第４０号 利島村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例 

日程１８ 議案第４１号 令和２年度東京都利島村各会計決算認定について 

日程１９ 報告第 ３号 株式会社 TOSHIMA令和３年度事業計画及び令和２年度事業にかかる決算報告について 

日程２０ 議案第４２号 令和３年度東京都利島村一般会計補正予算〈第２号〉 

日程２１ 議案第４３号 令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算〈第１号〉 

日程２２ 議案第４４号 令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算〈第１号〉 

日程２３ 議案第４５号 令和３年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算〈第１号〉 

日程２４ 議案第４６号 令和３年度東京都利島村合併処理浄化槽事業特別会計補正予算〈第１号〉 

日程２５ 議案第４７号 令和３年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）補正予算〈第１号〉 

日程２６ 議案第４８号 令和３年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計補正予算〈第１号〉 

日程２７ 議案第４９号 簡易水道井戸掘削工事請負契約について 
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行政報告 

 

この報告は、令和３年第１回定例議会閉会日（令和３年６月１６日）の翌日から

令和３年第２回定例議会開会日（令和３年９月１３日）の１週間前までの行政の重

要な動き（広報等により周知済みの事案を除く。）を概括的にまとめて、利島村議

会に報告するものです。 

 

報告者  副村長 

 

１ 利島村婚活実行委員会について 

 婚活実行委員については、広

報としま、ＩＰ告知端末で募集

を行い、９名の方が実行委員に

立候補いただいた。 

 令和３年６月１９日に第１

回の会合を、令和３年７月１９

日に第２回の会合を行い、今年

度は、コロナ禍が収束する見通

しが立たないことから、島内在

住者限定で実施することとし

た。 

折りからのコロナ禍で交流

の機会も限られていることか

ら、利島居住歴５年未満の 40

歳未満の方に限定して、「エン

ジョイ利島 Day」と銘打って、

島内一周クルーズやイルカウ

ォッチング、本格カレー作り体

験等の交流イベントを、感染予

防対策を実施したうえで令和

３年９月 12 日に実施予定であ

ったが、災害レベルの感染状況下にあることや、緊急事態宣言の延長もあり、時期

を改めて見直すこととした。 

40歳以上の方を含めた交流の機会についても今後検討していく。 
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行政報告 
 

報告者 教育長 

 

１ 利島中学校の修学旅行、島外学習の実施について 

本年度当初、利島中学校では宿泊を伴う行事として、修学旅行（中学３年生・京都・奈良）、

島外学習（中学１年生・長野＜牧場体験＞）を６月に実施することにしていたが、新型コロ

ナウィルス感染症感染拡大により、９月に延期をすることにした。その後、緊急事態宣言発

出、及び緊急事態宣言の延長もあり、新型コロナ感染症感染状況が好転する兆しが見えない

ことにより、再度延期をすることとした。実施時期、内容について、今後検討していく。 

 

２ オリンピック・パラリンピック学校連携観戦について 

  利島村小中学校では、８月２７日に予定していたパラリンピック学校連携観戦につい

て、新型コロナウィルス感染症感染拡大に伴い、児童生徒の健康安全に配慮し、中止とし

た。  

 

３ 利島村大運動会、及び文化祭について 

利島村大運動会（９／２５）については、新型コロナウィルス感染症感染拡大に鑑み、

規模を縮小し、子供たち（児童・生徒・保育園児）のみの競技、演技種目を行う。文化祭

（１０／３０）についても同様に、学校児童・生徒の学習の発表の場として実施し、一般

（保護者、地域の団体等）の演技種目は行わない。尚、新型コロナウィルス感染症対策の

観点から、参観者については、運動会、文化祭共に保護者、学校関係者に限定する。 

 

４ 新型コロナウィルス感染防止対策における学校の対応について 

  新型コロナウィルス感染症感染防止のため、学校の夏休みを９月３日まで延長し、９月

６日に２学期始業式を実施した。  
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行政報告 

報告者  総務課長 

 

１ 防災行政無線個別受信機の配布について 

 

 防災行政無線のデジタル化に伴い、個別受信機（デジタル化対応）の準備が完了しましたの

で９月１日より配布を開始しました。 

配布対象世帯は、スピーカーが聞こえづらい世帯となっていますが、全世帯用に 200台を用

意しており、万が一光ファイバーが断線した場合は、島内各戸を職員が回って配布してまいり

ます。 

配布をご希望の方は、村役場総務課までお越しください。 

村役場に来庁するのが困難な方は、お届け致しますので、村役場総務課までご連絡ください。 
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行政報告 

 

報告者  住民課長 

 

１ コロナワクチン接種の実施について 

 

 ７月３１日時点での１２歳以上の住民数２８７人に対して、接種を２６７人（ア

ナフィラキシー症状のため 1回接種のみ２人を含む。）人口比９３％に行った。 

９月１日現在、ワクチンの在庫はない。 

９月から１２月までの間に１２歳に達する子ども３人と８月からの転入者への

接種は、ワクチンを確保し実施していく。 

 また、３回目の接種については、厚生労働省より発表があり次第、接種体制を整

えていく。 

 

 

２ 敬老祝賀会の延期について 

 

 例年９月に実施している敬老祝賀会については、７月末時点でコロナ感染拡大が

続いているため、老人会会長と相談し、10月以降に延期とした。 

しかし、感染の拡大が継続していく場合は、会食を伴わない開催の方法（弁当や

記念品の支給など）を検討する。 
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行政報告 

 

報告者  産業・環境課長 

 

１ 無電柱化事業について 

 台風等で架線が切れることへの抜本的な対策のため、無電柱化事業を行うことと

し、来年度村において「無電柱化計画推進策定」を行えるよう、８月に都に対し予

算要望を行った。 

 堂山神社から浄水場への石段下に電線を地中埋設し、台風などの影響を回避する。 

都のチャレンジ事業として採択されれば、補助率10/10が補助される予定である。 

 

２ 椿害虫について 

ヨコヤマヒメカミキリの被害状況調査を、島しょ農林水産総合センター、大島支

庁産業課とともに8月26日(木)に実施した。調査箇所は、エダシャク類幼虫密度調

査地点を基に、農業委員からの助言も考慮し、島内14箇所で行った。 

ちょうど草刈時期ではあるが、島内全域で被害が確認され、特に島の北側に被害

が多い傾向があった。また、調査の際に、枝を切る幼虫を捕獲したため、同定調査

を依頼している。今後、継続的な調査を行うにあたり、時期や時間などを定めた上

で、島しょセンターや大島支庁とも協力して進めていく。 

 

３ 容器包装リサイクルの分別及び回収の部分委託について 

 令和３年７月21日（水曜日）、公益財団法人容器包装リサイクル協会と、リモー

ト中継で村から発生している資源ごみの状況について、状況の共有を図ったほか分

別に関する指導をいただいた。 

皆様には、容器包装リサイクル対象品目の分別について、IP告知端末（タブレッ

ト）に動画をあげているので、ご覧いただき分別についてご協力いただきたい。 

 また、８月12日より、回収部分（焼却処分や分別は除く）についての部分委託を

村内事業者に改めて依頼したが、人手不足もあり、受託に前向きな事業者は現れな

かった。 

 

４ 再生可能エネルギー整備事業について 

 国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金として、カーボンゼロ計画（エネル

ギートクトク計画）策定について、６月28日に、事業採択された。 

補助率10/10が補助される予定である。 

また、浄水場の建屋への太陽光パネル設備の整備事業として、７月19日に事業採

択され、国庫対象事業費の2/3が補助される見込みとなっている。 
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行政報告 

 

報告者  勤労福祉会館館長 

 

１ ラフテレーン・クレーンの利用状況について 

令和３年６月から８月まで間、ラフテレーン・クレーンの貸出実績は無い。 

伊豆七島海運㈱の貨物船への荷役作業での使用実績は、令和３年６月は９日、令

和３年７月は７日、令和３年８月は６日、計２２日となっている。 
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利島村議会議長殿

前田　清

① 昨年夏の熊本県の豪雨災害は記憶に新しい事案でしたが、先々月の
熱海災害はあまりにも近い場所での出来事でした。
翻って我が村内を見回せば危険と思われる道路際の石垣及びブロック塀が
あちこちに在る様に思われます。特に子供達の通学路となっている場所の
改修・撤去は急務と思います。
個人所有だからと見過ごして良いものでしょうか？
災害が発生してからでは遅すぎます。行政の早急な支援措置が必要かと
思います。

② 昨今の来島者で島民の健康不安（コロナ感染）を煽る事案や宿が未定のまま
やって来る（行けば何とかなると安易に考えている）者達への入島拒否を
宣言する告知版を掲示し、島民の安心安全を担保するという事は考えられない
でしょうか？８月以降、村内放送にて宿無云々は告知される様になりましたが、
来てしまった者に対しては遅すぎる様に思われます。
利島村公式ホームページにも同様な記載が在りますが、表現が穏やかで、
また、旅行しようと思っている者が事前にホームページを見るとは限りません。
船に乗る為に東海汽船を訪れた時にガツンと言ってやる事が肝要かと
思います。

③ 村道の清掃に関して
特に村道「あかぐより」線に関してですが、枝や雑草が垂れ下がったり
異様に伸びて車で走行する際、前方が見づらく又、車体にバンバン
当たらせながら走らせているのが現状です。
年に２回の清掃は決まっているとの事の様ですが、実施時期の
取り決めに問題がある様に思います。
草木の繁殖前に是非とも草刈り・枝切を実施出来る様、委託業者に
依頼いただきます様願います。

9月度議会一般質問

-11-



（本頁は白紙です） 
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令和３年 ６月定例議会 一般質問  村山 将人 

 

 

 ●利島村の学校教育に関して 

報道によると文部科学省の来年度概算要求に関して本年度より大幅増の計上とありまし

た。内容は GIGA スクール対応や教員数の増加を見込んでの増とのことですが、この教員

数増に関して、特に小学校では現在の「全科担任制」→「教科（専科）担任制」に数年をか

け段階的に変わっていく為に対応する為の予算措置のようですが、利島村での教育構想に

おいてどのような考えか伺います。 

 関連で、東京都の「教育推進モデル実証事業」に利島村も参加する旨の話も伺いましたが、

どのような経緯や目的で参加に至り、今後どのように展開していく計画なのか伺います。 

 

 ●防災に関して 

 今年も全国的に豪雨災害が多発していますが、利島村でも７月２日（金）に大雨による警

戒レベル４相当の土砂災害警戒情報が発令されました。幸いにも大きな被害は無かったと

伺っておりますが、その際の対応はどのような順で実施されたのでしょうか？ 

 台風シーズンでもあり改めて IP告知端末の災害情報に関して、運用開始から約半年を経

てどのようなものか改めて伺います。 

 

 ●繰越明許事業その後 

 令和 2 年度の決算が本議会でも報告されますが、繰越明許となった３事業（デジタルサ

イネージ整備工事・戸籍情報システム保守委託・個別受信機購入）に関してのその後の進捗

状況はいかがでしょうか？ 

 

 ●コロナ感染症対応のその後 

 先の議会でも同様の質問をしましたが、希望する多くの住民がワクチンの接種を終えて

いる中、利島村のアフターコロナ検討状況は？ 

 

 ●前田村長の村政運営 2期目最後の定例議会にあたり 

 ２期８年を務められた村長自身の総括として、「成果」「反省」「今後の課題」等を伺いま

す。 

 

以上 宜しくお願い致します。 
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質問に先立って 

前田村長に於かれては、今任期最後の定例議会となります。住民の皆さんの願

いを受け止めて頂いて、住民生活の向上のために尽力を願うものであります。  

コロナ対策  

９月１日現在、島しょの感染者数は、大島６５、利島１、新島 14、神津１、三宅１２、 

御蔵２、八丈１４、小笠原１０で、島しょ部の累計は、１１９名となっています。 

全都で感染者が発生していないのは、青ヶ島だけになりました。 

感染防止対策が後手にならないよう、取り組みが必要です。そこでの提案です。 

➀ 住民が島内で PCR 検査を無償で受けられるよう、東京都に要請すること。  

② 診療所、学校（児童・生徒含む）、保育園、社協（通所者含む）、郵便局、民

宿、商店等に働く、エッセンシャルワーカーに公費で抗原検査を実施する事。 

③ 住民、外来者問わず入島時に全員検温し、発熱者は隔離施設に収容して、

PCR、若しくは抗原検査を実施する事。以上、所管職員の答弁を求めます。 

島外診療の際の旅費助成  

本件は、離島なるが故に本村はもとより、島しょ全町村住民共通の切実な課題と

なっています。私は、日本共産党の島しょ議員団、都議団と協力して、東京都が実

費の５０％を支援助成するよう、引き続き助成措置を要望していきます。 

住民の方から、私がこれまで要望してきた、「２万５千円を年６回まで、と云う制度

に拘わらず、困った人が出たら救済できるよう制度の実施を求める」との要望があり

ました。私は、この要望を受けて、都から実費の５０％の支援助成を受けられるまで

は、村が住民の命と健康を守る為に実費の８０％を回数制限なく助成するよう要望

します。都から実費の５０％の支援助成を受けられた時は、村が４０％の助成をする

よう求めます。副村長も、「『困った人がいたら助ける』と云うのが自分の信念であり、

公務員を目指したきっかけ」と述べています。村長の答弁を求めます。 

電動カートの無償貸与  

前議会で中古の電動カートの買い上げを決めています。  

買い上げに応じた同人が無償で貸与されるよう求めたことに対して、所管課長は

検討するとしています。実施されるよう求めます。所管職員の答弁を求めます。 

議会の録画中継  

会議中のライブ中継だけでは、住民は仕事中で視聴する機会が極めて限定され

ます。差し当り、休憩時間をカットする程度に編集して、一定期間保存することで、

何時でも検索して視聴できるよう求めます。所管課長の答弁を求めます。  

     2 0２１年 ９月 １３日  

日本共産党 利島村議会     

議 員  笹 岡  寿 一   

第 ３回定例議会  一般質問通告書  
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椿産業対策  

昨年３月に策定された、「椿産業振興行動計画（案）」には、「椿産業は、村の基

幹産業として、２５０年を超える歴史を持ち、村のシンボルとも言える存在」と位置付

けています。今回は、これまで再三述べてきた、喫緊の課題としての放置林対策に

関する、７ページ（２）、１０ページ３の➀から④、１７ページ３の➀、と油粕の活用、及

び当面する後継者対策の、１３ページ３の➀から③について説明を求めます。 

漁協の防災行政無線放送施設の復元  

漁協では、「復元を求めたいが、どうしても不可能ならばＩＰと防災行政無線で同

時放送して頂きたい」」と言います。前議会で、「要望に対処されたい」と求めたこと

に対して所管課長は検討する旨答弁しています。検討結果を伺います。 

そもそも何故、漁協から放送施設を撤去したのか。経過と理由を説明下さい。  

私は、漁協が従来どおり、直接放送できるように、施設の復元を求めます。  

ゴミ処理対策  

前の議会でも質問した関連ですが、「焼却施設先の圃場を木枝枯葉、草、椿実

の皮（利島ではコウロと言う）など、捨てる品目を限定して規制を解除して欲しい」と

云う要望が依然として多くの住民からあります。広報活動を図ると共に現場に立札

を立てるなど周知して対処されたいと求めます。所管課長の答弁を求めます。 

次に、６月定例議会直後、村は突如、「職員による生ゴミ収集作業は職員の健康

上の問題がある」として、「住民各自でコンポストまで持参するか、腐敗を防ぐために

冷凍処理をされたい」との通知を発していた問題です。この施策は現状からみて、

かなり無理がありました。コンポストを設置するにあたって当初は、生ゴミは住民各自

で役場前のコンポストまで持参する計画でした。現実には、近隣住民の一部と職員

が応じた程度で、ほとんどの住民は、「可燃ゴミ」として出していました。 

今回新たに、「冷凍して出すように」と言っても、３日分も４日分も生ゴミを冷凍する

為には、食品用とは別の冷凍庫が必要になり、その購入費用の問題があります。 

仮に、生ゴミを冷凍しても回収時には溶けているでしょうし、コンポストの中は腐敗

臭で充満していて、現実的に、どれほどの冷凍効果があるのか、疑問があります。 

こうした思い付きのような施策の通知は、住民の理解、協力を得るどころか、不信

感を誘発させることになりかねません。幸か不幸か、この通知は知らない住民が結

構います。ゴミ処理は、「１丁目１番地」と言うのであれば、私は、安定したゴミ処理

体制の構築を図るためには、「調査、研究を行政だけに留めるのではなく議会共々

参画して住民と一体となって情報、知識を共有する中で、取り組んでいく必要があ

る」と考えています。村長の所見を伺います。  

職員に対するアンケート 

調査人の氏名が不詳の職員に対するアンケートなる文書が、議会で公表されて

以来、村内には波紋が拡がっています。 
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アンケートを読まれた人からは、「職員たちは住民宅への私的な訪問は禁じられ

ている」と言い、庁舎内では、「防犯カメラで監視されている」との話が聞かれていま

す。職員が住民宅へ私的な訪問するのを禁じているのは、「管理者が自己の言動

が世間に知られるのを恐れるが余り、そこまで規制しているのか。或いは、他にどん

な理由が在るのか」何れにしても異常な職員管理の有り様に違和感を抱きます。 

私は、「職員たちは日常的に自由闊達に住民との交流を深めて、その成果を村

政に反映させるくらいの意気込みをもって暮らして欲しいもの」と期待しています。  

住民の意見や要望を聞くのは、何も議員だけに与えられた特権ではありません。  

防犯カメラも、「事務室内に於ける職員の動きを監視するためではなく、庁舎の入

り口付近とか、庁舎内の通路に施設して、防犯対策としての機能保持が出来れば

充分ではないのか」と思います。この２件、村長の所見を伺います。  

職員たちが、「住民宅への私的な訪問規制や庁舎内でのカメラ監視されている

異常な職場環境で日々勤務させられている」と言われている中で、ある住民は、「ア

ンケートの目的は、議員が“住民の声”として紹介した質問に対する調査と云うが、

これ迄にも村長や、助役、副村長に対する職員の批判も多々あったと思うが、職員

に対する、こうしたアンケートが取られたことはない。今回の副村長に対する事案だ

け、誰が何故調査したのか。真の目的は何なのか」と疑問視する声があります。 

その他にも、「中身のほとんどが揃いも揃って、副村長を褒め称える異常なもので、

素直には受け止められない」とか、「責任者も不明なアンケートで、俄かには信じ難

い」とか、或いは、「歯の浮くようなアンケートだ」と云った声も聞かれています。  

この間、日本共産党利島支部が発行する、「“あしたば”を読んだ」と云う、島外の

人からアンケートのコピーを求める人がありました。その内の何人かの人から意見が

寄せられています。代表的なものを数件要約して紹介します。 

都の職員で、「現在は本庁に勤めている」と言っていた、男性Ａ氏とは、色々話し

合いました。彼は、「とにかく異様なアンケートだ。ここに書かれている事がマスコミに

知られて報道されたら、都としても問題になると思う」と気にされていました。  

この人には、「自分も事の重大性は、同じ思いで認識している」と伝えました。  

職業などは言いませんでしたが、男性Ｂ氏は、「職員を対象にした、このような調

査をすること自体、職員の内心の自由を侵す、人権侵害そのものだ。調査責任者

を伏せているのも手口が陰険で、信ぴょう性に欠ける」と話していました。 

この人にも、「自分も同じ思いで認識している」と伝えました。 

他には、「文面構成を見ると、ある特定の人物によって巧妙に創作されている感

じがする。不気味な役所だね」とか、或いは、「特定の幹部職員に対する職員の心

情を調査して公表するなど考えられない」など、同じような意見が数件ありました。 

女性Ｃ氏からは、「アンケート結果が副村長にとって、不都合な批判が多かったら
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公表せず、没にしたかもね」と云う話がありました。私が、「没にした場合に職員が公

表すれば、現村政下では、『秘密を洩らした』と言って、即刻、その職員を懲戒処分

したと思う」と話すと、「これは、公務の秘密には該当しない。そんな事は出来ないで

しょう」と笑っていました。この人は、「公務員か、或いは弁護士かな」と思いました。 

ところで私が、このアンケートの件に関して指摘しておきたい事は、「６月定例議

会の答弁骨子文書は、６月１０日の締め切り日、当日の相当早い時刻に送付され

てきていた」と云う事です。その答弁骨子文書の中にある田中副村長の答弁には、

「私が副村長になってよかった、よくなった、２年といわず続けてほしいといっていた

だく職員も多いことは申し添えておきたい」と記載してありました。 

６月１６日に議会で公表して配布されたアンケートの文面には、この答弁を裏付

ける文言が申し合わせたように数多く記載されていました。 

ところが、そのアンケートは、６月１０日から１１日にかけて実施されたものです。  

と云うことは、副村長はアンケート調査の集約前に何故、調査結果の文面と同じ

ような答弁が出来たのか。「答弁に合わせてアンケートが作成された」とは思いたくあ

りませんが、果たして偶然の一致なのか。疑念を払拭できないでいます。  

この事が話題となって、「このアンケートを作成するに当たって、副村長自身が調

査目的と文面内容も含めて、当初から主導的に深く関わっていたのではないのか」

と云った疑問を呈している人が何人かいることと、その中には、「副村長の知らない

所で職員が勝手に調査することは考えにくい。と言って、外部の人が職員の意向を

調査して公表することはあり得ない。考えられるのは、副村長の呼び掛けによる、自

作自演が濃厚だね」と言う人もいることを、それこそ申し添えておきます。 

私は、「まさか」とは思っていますが、「若しも、村長命令で実施した」のであれば、

それこそ、「地位利用による前代未聞の常軌を逸した問題ある事件」と考えます。 

村長は、議員の質問に、「匿名での投書は取り上げない」と言っていました。  

このアンケートだけは特別ですか。村長の所見を伺います。 

副村長には、本件事案に対する所見を伺います。 

６月議会に於ける副村長の答弁  

６月の定例議会で田中副村長は、「利島村の副村長に就任するというのは、はっ

きり言って、東京都では不人気のポストであるが、私自身は清水の舞台から飛び降

りる思いで来た」とか、自らの考えを、「正しい」と述べた上で、「それに強く反発され

るのであれば、私としては今後、東京都から利島村に副村長を派遣することを後押

しすることはできない」と公言しています。 

田中副村長のこの発言に対する、住民の反応は、「それほど嫌な思いをしてまで、

-18-



~ 5 ~ 
 

何で利島に来たのか」とか、「議会も住民も副村長の言うことには、『黙って従え』と

言いたいのか」とか、或いは、「田中副村長は、東京都の職員人事を動かす立場に

ある人なのか」と云ったことが、もっぱらの話題となっています。  

私は、村議会に於ける田中副村長による、これら一連の発言は、「氏個人の内心

の問題であり、東京都の人事権に関わることまで、公務員の身分たる都の職員が、

本村の定例村議会の席上で公言するのは控えて欲しかった」と思っています。 

これまで都職員の出向、或いは都の元職員であった６名の方が助役、副村長に

就任していますが、ここに述べた如くの田中副村長の発言に類似するような話は、

どなたからも公式、非公式問わず、在任中片言たりとも聞いたことがありません。 

その中でも、取り分け直近の過去３人の副村長たちが、田中副村長が言う、「清

水の舞台から飛び降りる思いで来た」とか、「私が副村長になってよかった、よくなっ

た、２年といわず続けてほしいといっている職員も多くいる」と云う話を聞いたら、「ど

んな思いを抱くだろうか」と考えさせられます。副村長の所見を伺います。 

㈱TOSHIMA の利益金の返還  

前議会に於ける、他の議員による、㈱ＴＯＳＨＩＭＡの利益金の返還を求める質問

の中で副村長は、「㈱ＴＯＳＨＩＭＡの運営経費は全額都の総合交付金を充当して

いる。会社の利益金を村に変換させると全額都に変換することになっている」と答弁

しています。この答弁は、ここ数年村長、副村長が繰り返し答弁してきた、諸々の理

由付とは、全く異なっているもので初耳でした。 

私は、契約書に取り交わしてある通り、「利益金は村に返還して住民生活の向上

に利活用されたい」との考えの基に、次の６点を村長に伺います。 

➀ 東京都は、村が東海汽船㈱から代理業務を利島村が受託していて、委託料

金を受領していることは、承知していますか。 

② 処分後の剰余金の累積額の計上が在る筈ですが、年度の予算計上額が一

度として減額されてきていないのは、如何なる理由によりますか。 

③ 当社は単年度、若しくは数年継続しての赤字決算経営は在り得ますか。  

④ 運営経費の全額を都の総合交付金で充当しているのは、何年度ですか。 

過年度の予算書を精査の上、報告願います。 

⑤ 利益金は、「全額都に変換する」と云うのを知ったのは、何時の事ですか。 

⑥ 欠損金が生じた場合は、総合交付金の追加交付は可能ですか。 

尚、今後の課題としての会社運営の見直しについては、村の資料を基に案件審

議の中で伺います。 

以上で一般質問を終わります。答弁内容によっては、再質問します。  
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令和３年９月１３日 

議員 井口 保 

令和 3 年第３回定例議会一般質問 

 

１．診療所内施設について 

 歯科室内の壁や天井の修理等は現在まで修理が出来ていません。いつ頃まで

に修理が出来ますか？ 

 

２．チャーターヘリについて 

 現在利島村では船が航海欠航しなければチャーターが出来ない事になってい

ますが、なぜこのような事になったのか説明願います。 

 

３．コロナ禍に伴う学校行事について 

 現在、東京都では不要不急な外出等は極力避けて貰いたいとの事ですが、今後

の学校行事の対策は？ 

 

４．新型コロナについて 

 利島村では今までコロナになった人はいませんでしたが、8/26 放送でコロナ

患者が出たとの事ですが、島外搬送されたのか、説明を願います。 
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令和３年第３回（９月）定例議会一般質問通告書 

令和３年９月１３日 

利島村村議会議長 殿 

利島村議会議員 

石野 治 

 

本議会において、以下の項目について質問することを通告いたします。 

 

１．村役場管理職員の職務能力及び姿勢に対する村長の見解 

  現在の行政運営において疑問を抱かざるを得ない状況があるように考えております。

例えば、直近の議会において「計上が漏れていたため」という理由で２件の補正予算が計

上されました。別の会では、事業が執行済みで事後承認を求められ、承認せざるを得ない

状況もありました。そして３月議会、予算案給与費明細書内訳に対する質問には、調査す

ることなく適当な答弁をした結果、内容は誤りでした。再度の内訳説明を６月議会で求め

るも、回答は１か月以上なく、当方から再依頼することとしました。結果、不十分な回答、

最終的には前年度の数字にも誤りがあったとの報告を受けるありさまでした。問題なの

は、こうした事態に対してのチェック機能が働いていないことだと考えます。担当者レベ

ルで漏れがあっても、それに気付き、部下に対して指導・修正を行うことは管理職として

当然の責務です。 

  会計業務だけではなく、日々の業務の中にもそのようなことが点在しています。窓口対

応、電話対応を例に挙げますが、来庁者に対して担当者が不在の場合、対応が不可能だと

してお帰りいただく、これは担当課長等が在席の場合には用件を伺うなり相応の対応が

できるのではないでしょうか。一般職員の対応を見ていながらも自席から動こうともし

ない姿が度々見受けられるとの声が多く聞かれます。一部の上席者は、こちらからの電話

を先に切ることが多々あり、再度架電し、未了の用件を申し上げることもありました。一

般職員の方の方が適正に対応してくださっています。村長、副村長は大きな組織に所属さ

れていたご経験から、現在の状況において何も感じることはないのか、もしくは指導して

も改善されないのか、村長の答弁を願います。 

 

２．災害に対する危機管理体制について 

令和２年１２月大島近海地震により、利島においても震度５弱の揺れに見舞われまし

た。先般の熱海、平成２５年の大島での土石流等を鑑みて、なお一層のリスク管理をして

いかなければならないと思っております。地震後の議会において危機管理体制や地域防

災力の強化に努め、警戒避難体制について検討していく旨の発言がありましたが、現在ま

でにどのような検討がなされ反映されたのか担当課長がご説明下さい。また、その検討事
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項は、村の防災の中軸を担う消防団及び関係各所に対して周知がなされているのかにつ

いても併せてお聞きします。 

   

３．戸別受信機全戸配布から条件付き配布に変更した経緯について 

６月議会において当方より「全戸に配布するとした戸別受信機については、具体的にい

つ配付されるのか」とうい質問をさせていただきました。それに対して「戸別受信機の確

保はすでに完了しているが、設定作業に相当の時間を要する。」という答弁がされました。

この時点で全戸配布するということは共通の認識でありました。しかし、広報９月号折込

記事及び村内放送で、条件を満たした希望者のみに配布する旨の通知がされました。 

そもそも戸別受信機の全戸配布は、ＩＰ告知端末が使用不可能状態になった際、非常時

の情報伝達に使用することを目的にしていたと認識しております。本件については、本年

４月初旬に開催されましたＩＰ告知端末導入時の住民説明会でも「デジタル対応の戸別

受信機は秋ごろ配布予定 ※タブレットが使えないときの非常用(説明会スライドから引

用)」とスライドに沿って副村長の口頭説明がありました。私はリスク管理の観点からも

全戸配布をするべきと現在も考えております。全戸配布ではなくなった詳しい経緯につ

いて時系列を交え、責任者がご説明下さい。また、配布対象とならない世帯への有事の際

のリスク管理について及び情報格差を生む可能性についてのお考えについても併せてお

答え下さい。 

議会において答弁されたことが、こうも簡単に覆されるということは議会軽視ではな

いでしょうか。村長の答弁を求めます。 

 

４．IP告知端末について 

本来、補正予算上程時、審議の上承認すべきでありましたが、私の不徳の致すところで、

今回事後の質問となりますこと、大変申し訳ありません。 

システム稼働から数か月が経過し、２０台のタブレットを追加購入するための補正予

予算が組まれました。この２０台については具体的にどのようなものを購入するのか、機

器に不得手な住民にもわかるように担当課長がご説明下さい。 

 

５．利島村島外医療機関通院交通費等支援事業費補助金制度の拡充について 

「島しょ町村会、議長会などを通じ東京都に要望していく」との答弁を過去にいただい

ていますが、諸団体に対しては利島村として具体的にどのような内容を要望しているの

か、また具体的にどのような議論がなされているのか、そして東京都に対して諸団体から

要望がなされたことがあるのか、要望していた場合どのような回答があったのかについ

て村長がお答え下さい。 

都からの補助がなされない現段階でも、欠航により交通手段がなく帰島できない方々

がいます。季節的に台風の時期を迎えるこの先及び冬期を迎えるにあたり、私が申し上げ
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てきた村からの欠航時補助の件を再度要望致します。これについても村長がお答え下さ

い。 

 

６．東京愛らんどシャトル定期便に対する助成について 

助成制度について検討していただけるとの答弁を前回いただきましたが、どのような

議論がなされ、どういった方針予定となっているのか村長がお答え下さい。 

 

７．焼却場建設について 

  前回議会答弁において「用地の選定ができないことから、まだスケジュールは決まって

いない」とのことでした。用地が決まらない具体的な理由は何か、建設候補地として選定

基準をどう決めているのか、また、利島村第４次総合計画に照らして、計画の変更が必要

であるのか、進捗具合を含めどう考えているのか担当課長がご説明下さい。 

  また、公益財団法人容器包装リサイクル協会から指導していただくとのことでしたが、

どのような指導を受け、具体的にどんな成果が得られ、焼却場建設を含めごみ処理事業に

反映させることができたのかについても併せてご説明下さい。 

  ６月以降、何らかの進捗があったのであれば、それに伴って作成したであろう計画につ

いてもご提示下さい。 

 

８．株式会社 TOSHIMAについて 

株式会社 TOSHIMA（以下㈱TOSHIMA）の業務は本村の生活基盤を担っており、不

可欠な企業です。そのためには、社員の安定した生活を支える給与や福利厚生の充実も必

要とされます。適正人員数が安定的に確保され、会社自体も健全に持続していってくれる

ことが村民の願いです。 

執行部は、私共が当該会社を目の敵にしているかの如く捉えていらっしゃるようです

が、企業に対して指摘しているのではなく、返還を求めずに村へ損害を与えている行政側

に一意見を申し上げさせていただいていることを誤解のないように申し添えます。 

㈱TOSHIMA との定期航路等運営業務委託契約における剰余金について、再三にわたり

返還を求めてまいりました。 

本年６月議会において執行部は「東京都では、発注した行為の遂行が適切になされてい

る限りは第３セクターから返金を求めることはないし、できない。」また、契約書にある

返還条項は、「契約の中核をなすものではないため無効として取り扱うのが妥当」と答弁

をされました。 

前回議会以降私も、この件について弁護士に相談確認をしてまいりました。 

・「返還条項は契約の中核をなすものではないため無効として扱う」という執行部の主張

は、本来返金されるべき金銭を放棄し、村に対し損害を与えていることになります。 

・同契約書内第８条において、契約内容を変更する場合は、明文化が必須であるにもかか
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わらず、変更契約を結んでおりません。変更契約がなされていないことは６月議会にお

いて執行部が答弁されております。 

・実費精算をするという条文も、契約変更がされていない以上、有効なものであります。 

・第３セクターの㈱TOSHIMA について運営形態や今後のあり方について国や東京都に相

談に行き、最も村民の利益となるように検討を進めていくとの発言がありましたが、実

際にはその理念に反することになっております。 

・仮に㈱TOSHIMA 側が返還を拒否しているのであれば、契約内容の不履行となり、発注

者に損害を与えたことになる。その場合損害を賠償しなければならない。また、解除権

によりこの契約を解除し、委託料の１００分の１０相当額を賠償金として支払いを求

めるという契約内容であります。 

 

以上の事柄を踏まえた上で以下の質問にお答え下さい。 

① 返還を求めないとした６月定例議会までの執行部側の主張を、村長が改めて詳しく

ご説明下さい。 

② 契約書内第８条を無視し、返還条項を無効であるとみなした執行部側の対応の正当

性について村長がご説明下さい。 

③ 本来返還されるはずの資金を行政自らが放棄し、村に損害を与えている事実につい

て正当な理由があるのなら村長がご説明下さい。 

④ 総務省や東京都に対して第３セクターの在り方について相談を行い、「最も村民の利

益になるように検討する」という行政報告が前回議会でありましたが、何を相談し、ど

うあるべきだと回答を得て、執行部はどのような方針をとることになったのか村長が

ご説明下さい。 

⑤ 当該事業の本年度契約書からは実費精算に係る条項と、錯誤修正に係る条項が削除

されました。これも村への不利益に繋がることであるため、この２つの条項を追加し、

変更契約を結ぶことを要請します。 

⑥ 令和２年度以前については契約変更がされていない以上、契約内容に不履行の部分

があることから、本来ならば損害請求をしなければならないはずです。副村長の言葉を

借りるなら「グループ会社」である㈱TOSHIMA はどの企業よりも清廉潔白でなければ

なりません。したがって、返還がなされないというのならば、賠償請求を行うべきだと

考えます。村長の見解をお伺いします。 

⑦ ８月３１日議員協議会において「㈱TOSHIMAの運営の見直し等について」として、 

 １枚プリントが配布され、執行部から一方的に概略説明がなされ、そこには施行予定日

が令和４年４月１日と記載されていました。今後、この件について議会に諮られる案件

なのか、議会へは決定事項として報告のみされる案件なのか、協議会の説明では不十分

でした。施策内容について村長がご説明下さい。併せて施策内容を取りまとめた文書

（計画書等）の提出を求めます。 
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議案第 ２６号 

 

 

利島村村税条例の一部を改正する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和３年 ９月１３日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 前 田 福 夫 

 

 

「提案理由」 

 所得税法、法人税法、地方税法等の税制改正に伴い、村税条例を改正する。 

 概要は別紙のとおり。 

 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和３年 ９月  日 原案  決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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利島村村税条例等の一部を改正する条例の概要

◎ 扶養親族等申告書の電子提出
デジタルによる必要な要件を満たした会社等（給与
支払者） であれば、サラリーマン（給与所得者）は
扶養親族等申告書を電子で提出することができます。

◎ 特定公益増進法人への住民税の寄付控除の目的厳格化
独立行政法人や地方独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、準学校法人、社会福祉法人、
更生保護法人、特別により設立された法人（特定公益増進法人）へ寄付をした場合、寄付額の大半が、住民税
から控除されていました。
しかし、特定公益増進法人が、本来業務でなく、もらった寄付金を出資に使うことを明らかにしているところに寄
付をした場合には、住民税からの控除ができなくなりました。

◎ 住宅ローン控除期間の特例への対応
住宅ローンの残高の１％が、所得税から減税される住宅ローン控除制度。
例えば、住宅ローン残高が2,500万円あれば所得税が25万円控除されます。もし所得税が20万円しかか
かっていない場合は、控除しきれなかった5万円は翌年度の住民税で控除されます。
住民税での控除額は、所得税の課税所得金額の額に100分の7をかけた金額（上限13.65万円）です。
通常10年間のところ、 コロナの影響を鑑み、令和3年1月1日から令和４年12月31日までに、住み始めた
物件についてはこの控除制度を13年間利用できるようになりました。

◎ 住民税の特別徴収税額の通知のデジタル化
特別徴収税額通知（納税義務者用）について、特別徴収義務者
が希望した場合、市町村は、eLTAX 及び特別徴収義務者（勤務
先）を経由して電子的に送付することとなりました。
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利島村村税条例等の一部を改正する条例の概要

取得価格が50万円以上の軽自動車の購入時に一度だけかかる軽自動車税環境性能割。
燃費のよさの基準となる年度が改正されます（2020年度から2030年度に）。

※お安くなる制度を受けられるのは、2030年度の基準をどれだけ満たせるかで変わります。

【自動車税・軽自動車税の環境性能割（≒自動車取得税）の税率区分の見直し】
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利島村村税条例等の一部を改正する条例の概要

ガソリン車については燃費がいい自動車の軽自動車税種別割（軽自動車税）が
お安くなる制度が撤廃されます。

※お安くなる制度を受けられるのは、電気自動車や燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車だけです。

（≒軽自動車税）
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条例第   号 

 

利島村村税条例等の一部を改正する条例 

 

 

利島村村税条例（昭和52年条例第13号）の一部を次のように改正する。 

 

 第19条中「第321条の８第22項及び第23項の申告書に」を「第321条の８第34項及び第

35項の申告書に」に、「においては」を「には」に改め、同条第４号中「によって」を

「により」に改め、同条第５号中「、第４項又は第19項」を「又は第31項」に改め、同

条第６号中「第321条の８第22項及び第23項」を「第321条の８第34項及び第35項」に改

める。 

第20条中「及び第４項」を削る。 

第23条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び第31条第２項の表第

１号において「収益事業」という。）」を加え、「第31条第２項の表の第１号」を「同

号」に、「第48条第10項から第12項まで」を「第48条第９項から第16項まで」に改め

る。 

第24条第２項中「及び扶養親族」の次に「（年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族

に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

第31条第２項の表第１号オ中「第292条第１項第４号の５」を「第292条第１項第４号

の２」に、「市町村」を「村」に改め、同条第３項中「、同項第２号の連結事業年度開

始の日から６月の期間若しくは同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同

項第４号」を「若しくは同項第２号の期間又は同項第３号」に改める。 

第32条第１号中「扶養親族」の次に「（年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限

る。）」を加える。 

第34条の７第１項第１号イ及びウ中「寄附金（」の次に「出資に関する業務に充てら

れることが明らかなものを除き、」を加え、同号エ中「を除く。」を「及び出資に関する

業務に充てられることが明らかなものを除き、」に改め、同号オ及びカ中「寄附金（」

の次に「出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、」を加え、同号キ

中「を除く。」を「及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、」に
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改め、同号ク中「寄附金（」の次に「出資に関する業務に充てられることが明らかなも

のを除き、」を加え、同号コ中「もの」の次に「、出資に関する業務に充てられること

が明らかなもの」を加える。 

第36条の３の２第４項中「所得税法第198条第２項に規定する納税地の所轄税務署長

の承認を受けている」を「令第48条の９の７の２において準用する令第８条の２の２に

規定する要件を満たす」に改め、「次条第４項」の次に「及び第53条の９第３項」を加

える。 

第36条の３の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢16歳未満の者に限る」

に改め、同条第４項中「所得税法第203条の６第６項に規定する納税地の所轄税務署長

の承認を受けている」を「令第48条の９の７の３において準用する令第８条の２の２に

規定する要件を満たす」に改める。 

第48条第１項中「第４項、第19項、第22項及び第23項」を「第31項、第34項及び第35

項」に、「第10項、第11項及び第13項」を「第９項、第10項及び第12項」に、「第４項、

第19項及び第23項」を「第31項及び第35項」に、「同条第22項」を「同条第34項」に、

「第３項」を「第２項後段」に改め、同条第２項中「第66条の７第５項及び第11項又は

第68条の91第４項及び第10項」を「第66条の７第４項及び第10項」に、「第321条の８第

24項」を「第321条の８第36項」に改め、同条第３項中「第66条の９の３第４項及び第

10項又は第68条の93の３第４項及び第10項」を「第66条の９の３第３項及び第９項」

に、「第321条の８第25項」を「第321条の８第37項」に改め、同条第４項中「第321条の

８第26項」を「第321条の８第38項」に改め、同条第５項中「第321条の８第22項」を

「第321条の８第34項」に、「同条第21項」を「同条第33項」に、「、第４項又は第19

項」を「又は第31項」に、「同条第23項」を「同条第35項」に改め、同条第６項中「、

第４項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第22項」を「同条第34項」に、「第321

条の８第23項」を「第321条の８第35項」に改め、同条第７項中「第321条の８第22項」

を「第321条の８第34項」に、「、第４項又は第19項」を「又は第31項」に改め、同項第

２号中「第321条の８第23項」を「第321条の８第35項」に改め、同条第９項を削り、同

条第10項中「第321条の８第52項」を「第321条の８第60項」に、「同条第52項」を「同

条第60項」に、「第12項」を「第11項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第11項を

同条第10項とし、同条第12項中「第10項」を「第９項」に改め、同項を同条第11項と

し、同条第13項中「第10項」を「第９項」に、「第75条の４第２項」を「第75条の５第
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２項」に改め、同項を同条第12項とし、同条第14項を同条第13項とし、同条第15項中

「第13項」を「第12項」に、「第10項」を「第９項」に改め、同項を同条第14項とし、

同条第16項中「第13項前段」を「第12項前段」に、「第321条の８第61項」を「第321条

の８第69項」に、「第10項」を「第９項」に改め、同項を同条第15項とし、同条第17項

中「第13項後段」を「第12項後段」に、「第15項」を「第14項」に、「第75条の４第３項

若しくは第６項（同法第81条の24の３第２項において準用する場合を含む。）」を「第75

条の５第３項若しくは第６項」に、「第10項」を「第９項」に改め、同項を同条第16項

とする。 

第50条第２項中「、第４項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第23項」を「同

条第35項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２項」に改め、同条第３項中「、第

４項又は第19項」を「又は第31項」に改め、「（同条第２項又は第４項に規定する申告書

を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係

がある連結親法人（法人税法第２条第12号の６の７に規定する連結親法人をいう。以下

この項において同じ。）若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る

修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第２号に

おいて同じ。）」を削り、同条第４項中「、第４項又は第19項」を「又は第31項」に、

「第48条の15の５第４項」を「第48条の15の４第４項」に改める。 

第52条第３項中「第48条の15の５第４項」を「第48条の15の４第４項」に改め、同条

第４項から第６項までを削る。 

第53条の８第１項第１号中「本条、次条第２項及び」を「この条、次条第２項及び第

３項並びに」に改める。 

第53条の９に次の２項を加える。 

３ 第１項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべ

き退職手当等の支払をする者が令第48条の18において準用する令第８条の２の２に

規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申

告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書

に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第２項の規定の適用については、同項中

「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支

払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」
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と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。 

第81条の４第１号及び第２号中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加える。 

附則第３条の２第２項中「及び第４項」を削る。 

附則第３条の２第２項の次に次のように加える。 

附則第４条第１項中「及び第４項」及び「又は法人税法第81条の24第１項の規定に

より延長された法第321条の８第４項に規定する申告書の提出期限」を削り、同条第

２項中「又は法第321条の８第４項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間」

を削る。 

附則第５条第１項中「及び扶養親族」の次に「（年齢16歳未満の者及び控除対象扶

養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

附則第６条中「令和４年度」を「令和９年度」に改める。 

附則第10条の２第３項を削り、同条第４項中「附則第15条第19項」を「附則第15条

第16項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第５項中「附則第15条第26項」を「附

則第15条第23項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第６項中「附則第15条第27項

第１号」を「附則第15条第24項第１号」に改め、同項を同条第５項とし、同条第７項

中「附則第15条第27項第２号」を「附則第15条第24項第２号」に改め、同項を同条第

６項とし、同条第８項中「附則第15条第27項第３号」を「附則第15条第24項第３号」

に改め、同項を同条第７項とし、同条第９項中「附則第15条第28項第１号」を「附則

第15条第25項第１号」に改め、同項を同条第８項とし、同条第10項中「附則第15条第

28項第２号」を「附則第15条第25項第２号」に改め、同項を同条第９項とし、同条第

11項中「附則第15条第30項第１号イ」を「附則第15条第27項第１号イ」に改め、同項

を同条第10項とし、同条第12項中「附則第15条第30項第１号ロ」を「附則第15条第27

項第１号ロ」に改め、同項を同条第11項とし、同条第13項中「附則第15条第30項第１

号ハ」を「附則第15条第27項第１号ハ」に改め、同項を同条第12項とし、同条第14項

中「附則第15条第30項第１号ニ」を「附則第15条第27項第１号ニ」に改め、同項を同

条第13項とし、同条第15項中「附則第15条第30項第２号イ」を「附則第15条第27項第

２号イ」に改め、同項を同条第14項とし、同条第16項中「附則第15条第30項第２号

ロ」を「附則第15条第27項第２号ロ」に改め、同項を同条第15項とし、同条第17項中

「附則第15条第30項第２号ハ」を「附則第15条第27項第２号ハ」に改め、同項を同条

第16項とし、同条第18項中「附則第15条第30項第３号イ」を「附則第15条第27項第３
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号イ」に改め、同項を同条第17項とし、同条第19項中「附則第15条第30項第３号ロ」

を「附則第15条第27項第３号ロ」に改め、同項を同条第18項とし、同条第20項中「附

則第15条第30項第３号ハ」を「附則第15条第27項第３号ハ」に改め、同項を同条第19

項とし、同条第21項中「附則第15条第34項」を「附則第15条第30項」に改め、同項を

同条第20項とし、同条第22項中「附則第15条第38項」を「附則第15条第34項」に改

め、同項を同条第21項とし、同条第23項中「附則第15条第39項」を「附則第15条第35

項」に改め、同項を同条第22項とし、同条第24項を削り、同条第25項中「附則第15条

第47項」を「附則第15条第42項」に改め、同項を同条第23項とし、同項の次に次の１

項を加える。 

24 法附則第15条第46項に規定する市町村の条例で定める割合は0とする。 

附則第10条の２第26項を同条第25項とし、同条第27項中「同意導入促進基本計画」

の次に「（中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号）第50条第２項に規定する同

意導入促進基本計画をいう。）」を加え、「同条」を「法附則第64条」に、「家屋及び構

築物」を「特例対象資産」に改め、同項を同条第26項とする。 

附則第10条の４第２項中「令和元年度分及び令和２年度分」を「令和３年度分及び

令和４年度分」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

（平成30年７月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申

告等） 

第10条の５ 法附則第16条の３第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）

の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月31日（第54

条第６項の規定により同項に規定する仮換地等に係る同条第１項の所有者とみなさ

れた者が当該仮換地等について法附則第16条の３第６項（同条第７項において準用

する場合を含む。）の規定により読み替えて適用される同条第１項の規定の適用を

受けようとする場合にあっては、３月31日）までに次に掲げる事項を記載した申告

書を村長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）並びに当該納税義務

者が令附則第12条の５第１項第３号から第５号まで又は第３項第３号から第５号

までに掲げる者である場合にあっては、同条第１項第１号若しくは第２号又は第

３項第１号若しくは第２号に掲げる者との関係 
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(2) 法附則第16条の３第１項に規定する被災住宅用地の上に平成30年度に係る賦

課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号 

(3) 当該年度に係る賦課期日において法附則第16条の３第１項（同条第２項にお

いて準用する場合及び同条第６項（同条第７項において準用する場合を含む。）

の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定の適用を受けようとす

る土地を法第349条の３の２第１項に規定する家屋の敷地の用に供する土地とし

て使用することができない理由 

(4) その他村長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

２ 法附則第16条の３第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規定の

適用を受ける土地に係る令和３年度分及び令和４年度分の固定資産税については、

第74条の規定は適用しない。 

３ 法附則第16条の３第４項に規定する特定被災共用土地（以下この項において「特

定被災共用土地」という。）に係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する

特定被災共用土地納税義務者（以下この項において「特定被災共用土地納税義務

者」という。）の代表者が毎年１月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書を

村長に提出して行わなければならない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人

番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途 

(3) 特定被災共用土地に係る法附則第16条の３第３項に規定する被災区分所有家

屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途 

(4) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土

地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合 

(5) 法附則第16条の３第３項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じ

て定めた割合及び当該割合の算定方法 

４ 法附則第16条の３第９項の規定により特定被災共用土地とみなされた特定仮換地

等（以下この項において「特定仮換地等」という。）に係る固定資産税額の按分の

申出については、前項中「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地

等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「特定仮換地等の」と、「特

定被災共用土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被
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災共用土地に」とする。 

附則第11条の見出し中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和

５年度まで」に改める。 

附則第11条の２の見出し中「令和元年度又は令和２年度」を「令和４年度又は令和

５年度」に改め、同条第１項中「令和元年度分又は令和２年度分」を「令和４年度分

又は令和５年度分」に改め、同条第２項中「令和元年度適用土地又は令和元年度類似

適用土地」を「令和４年度適用土地又は令和４年度類似適用土地」に、「令和２年度

分」を「令和５年度分」に改める。 

附則第12条の見出し中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和

５年度まで」に改め、同条第１項中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年

度から令和５年度まで」に改め、「加算した額」の次に「（令和３年度分の固定資産税

にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を加え、同条第２項及び第３項

中「平成30年度から令和２年度までの各年度分」を「令和４年度分及び令和５年度

分」に改め、同条第４項及び第５項中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３

年度から令和５年度まで」に改める。 

附則第13条の見出し中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和

５年度まで」に改め、同条中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から

令和５年度まで」に改め、「定める率を乗じて得た額」の次に「。以下この条におい

て同じ。」を、「負担調整率を乗じて得た額」の次に「（令和３年度分の固定資産税に

あっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を加える。 

附則第15条第１項中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和５

年度まで」に改め、同条第２項中「令和３年３月31日」を「令和６年３月31日」に改

める。 

附則第15条の２中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加え、「令和３年３月31

日」を「令和３年12月31日」に改める。 

附則第15条の２の２第２項中「同条第２項」の次に「又は第３項」を、「同条第４

項」の次に「又は第５項」を加える。 

附則第16条第１項中「第５項」を「第８項」に改め、同条第２項中「、当該軽自動

車が平成31年４月１日から令和２年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第３項中「この項及
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び次項」を「この条」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が平成31年４月１日から令

和２年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動

車税の種別割に限り」を削り、同条第４項中「、当該ガソリン軽自動車が平成３１年

４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和

２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条に次の３項を加える。 

６ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用の乗

用のものを除く。）に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が令和

３年４月１日から令和４年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から

令和５年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽

自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

７ 法附則第30条第７項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動車（営業用

の乗用のものに限る。）に対する第82条の規定の適用については、当該ガソリン軽

自動車が令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が

令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

８ 法附則第30条第８項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動車（前項の

規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。）に対する第82条の

規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３

月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の

種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月31日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に

限り、第４項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

附則第16条の２第１項中「第５項」を「第８項」に改める。 

附則第22条第２項中「令和３年度」を「令和８年度」に改める。 

附則第26条に次の１項を加える。 
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２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第

６条の２第１項の規定の適用を受けた場合における附則第７条の３の２第１項の規

定の適用については、同項中「令和15年度」とあるのは「令和17年度」と、「令和

３年」とあるのは「令和４年」とする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行し、令和３年４月１日に遡及して適用する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

なお、利島村税条例の一部を改正する条例（令和２年条例第21号）と改正箇所が重

複する場合は、本改正が優先する。 

(1) 第１条中利島村村税条例第34条の７第１項第１号の改正規定及び同条例附則第

６条の改正規定並びに次条第１項の規定 令和４年１月１日 

(2) 第１条中利島村村税条例第24条第２項、第32条第１号及び第36条の３の３第１

項の改正規定並びに同条例附則第５条第１項の改正規定並びに次条第４項の規定 

令和６年１月１日 

(3) 第１条中利島村村税条例附則第10条の２第27項の改正規定（同項を同条第26項

とする部分を除く。）並びに附則第３条第４項及び第５項の規定 産業競争力強化

法等の一部を改正する等の法律（令和３年法律第70号）附則第１条第２号に掲げる

規定の施行の日 

(4) 第１条中利島村村税条例附則第10条の２第25項を同条第23項とし、同項の次に

１項を加える改正規定（第24項に係る部分に限る。） 特定都市河川浸水被害対策

法等の一部を改正する法律（令和３年法律第31号）の施行の日 

（村民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の利島村村税条例（以下「新条例」という。）第34

条の７第１項第１号の規定は、所得割の納税義務者がこの条例の施行の日（以下この

条及び附則第４条第１項において「施行日」という。）以後に支出する同号に規定す

る寄附金又は金銭について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に支出した第１条

の規定による改正前の利島村村税条例（次項及び第３項において「旧条例」とい

う。）第34条の７第１項第１号に規定する寄附金又は金銭については、なお従前の例

による。 
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２ 新条例第36条の３の２第４項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する電磁的方

法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に

行った旧条例第36条の３の２第４項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告

書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。 

３ 新条例第36条の３の３第４項の規定は、施行日以後に行う新条例第36条の３の２第

４項に規定する電磁的方法による新条例第36条の３の３第４項に規定する申告書に記

載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第36条の３の２第４項

に規定する電磁的方法による旧条例第36条の３の３第４項に規定する申告書に記載す

べき事項の提供については、なお従前の例による。 

４ 新条例の規定中個人の村民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の村

民税について適用し、令和５年度分までの個人の村民税については、なお従前の例に

よる。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令

和３年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和２年度分までの固定資産税

については、なお従前の例による。 

２ 平成30年４月１日から令和３年３月31日までの間に取得された地方税法等の一部を

改正する法律（令和３年法律第７号。第５項において「改正法」という。）第１条の

規定による改正前の地方税法（昭和25年法律第226号。次項及び第４項において「旧

法」という。）附則第15条第８項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資

産税については、なお従前の例による。 

３ 生産性向上特別措置法（平成30年法律第25号）の施行の日から令和３年３月31日ま

での期間（以下この項において「適用期間」という。）内に旧法附則第15条第41項に

規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」という。）が取得（同

条第41項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条第41項に規

定する機械装置等（以下この項において「機械装置等」という。）（中小事業者等が、

同条第41項に規定するリース取引（以下この項において「リース取引」という。）に

係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得

をした同条第41項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリー

ス取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。）に対して課する
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固定資産税については、なお従前の例による。 

４ 地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第26号）の施行の日から令和３年

３月31日までの期間（以下この項において「適用期間」という。）内に旧法附則第64

条に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」という。）が取得

（同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条に規定する家

屋及び構築物（中小事業者等が、同条に規定するリース取引（以下この項において

「リース取引」という。）に係る契約により家屋及び構築物を引き渡して使用させる

事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する家屋及

び構築物を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該家屋及

び構築物を含む。）に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

５ 新条例附則第10条の２第26項の規定は、令和３年４月１日以後に改正法第１条の規

定による改正後の地方税法附則第64条に規定する中小事業者等（以下この項において

「中小事業者等」という。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項におい

て同じ。）をした同条に規定する特例対象資産（以下この項において「特例対象資

産」という。）（中小事業者等が、同条に規定するリース取引（以下この項において

「リース取引」という。）に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事

業を行う者が当該特例対象資産のうち、機械及び装置、工具、器具及び備品並びに同

条に規定する建物附属設備にあっては生産性向上特別措置法の施行の日以後、家屋及

び構築物にあっては地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第26号）の施行

の日以後に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、令和３

年４月１日以後にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を

含む。）に対して課する附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年

の１月１日（当該施行の日が１月１日である場合には、同日）を賦課期日とする年度

以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、令和３年４月１日

から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得をした特例対象資産に対する

新条例附則第10条の２第26項の規定の適用については、同項中「中小企業等経営強化

法（平成11年法律第18号）第50条第２項」とあるのは、「生産性向上特別措置法（平

成30年法律第25号）第38条第２項」とする。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得さ
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れた３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、

施行日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割に

ついては、なお従前の例による。 

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和３年度以後の年度分の軽

自動車税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動車税の種別割について

は、なお従前の例による。 
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利島村村税条例（昭和52年条例第13号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

第１条から第18条まで（略） 

（納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金

に係る延滞金） 

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40条、第

46条、第46条の２若しくは第46条の５（第53条の７

の２において準用する場合を含む。以下この条にお

いて同じ。）、第47条の４第１項（第47条の５第３

項において準用する場合を含む。以下この条におい

て同じ。）、第48条第１項（法第321条の８第22項

及び第23項の申告書に係る部分を除く。）、第53条

の７、第67条、第81条の６第１項、第83条第２項、

第98条第１項若しくは第２項、第102条第２項又は

第139条第１項に規定する納期限後にその税金を納

付し、又は納入金を納入する場合においては、当該

税額又は納入金額にその納期限（納期限の延長があ

ったときは、その延長された納期限とする。以下第

１号、第２号及び第５号において同じ。）の翌日か

ら納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年1

4.6パーセント（次の各号に掲げる税額の区分に応

じ、第１号から第４号までに掲げる期間並びに第５

号及び第６号に定める日までの期間については、年

7.3パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相

当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、

又は納入書によって納入しなければならない。 

(1) 第40条、第46条、第46条の２若しくは第46条

の５、第47条の４第１項、第53条の７、第67条、第

83条第２項又は第102条第２項の納期限後に納付

し、又は納入する税額 当該納期限の翌日から１月

を経過する日までの期間 

(2) 第81条の６第１項の申告書、第98条第１項若

しくは第２項の申告書又は第139条第１項の申告書

に係る税額（第４号に掲げる税額を除く。） 当該

税額に係る納期限の翌日から１月を経過する日まで

の期間 

(3) 第81条の６第１項の申告書、第98条第１項若

しくは第２項の申告書又は第139条第１項の申告書

第１条から第18条まで（略） 

（納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金

に係る延滞金） 

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40条、第

46条、第46条の２若しくは第46条の５（第53条の７

の２において準用する場合を含む。以下この条にお

いて同じ。）、第47条の４第１項（第47条の５第３

項において準用する場合を含む。以下この条におい

て同じ。）、第48条第１項（法第321条の８第34項

及び第35項の申告書に係る部分を除く。）、第53条

の７、第67条、第81条の６第１項、第83条第２項、

第98条第１項若しくは第２項、第102条第２項又は

第139条第１項に規定する納期限後にその税金を納

付し、又は納入金を納入する場合には   、当該

税額又は納入金額にその納期限（納期限の延長があ

ったときは、その延長された納期限とする。以下第

１号、第２号及び第５号において同じ。）の翌日か

ら納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年1

4.6パーセント（次の各号に掲げる税額の区分に応

じ、第１号から第４号までに掲げる期間並びに第５

号及び第６号に定める日までの期間については、年

7.3パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相

当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、

又は納入書によって納入しなければならない。 

(1) 第40条、第46条、第46条の２若しくは第46条

の５、第47条の４第１項、第53条の７、第67条、第

83条第２項又は第102条第２項の納期限後に納付

し、又は納入する税額 当該納期限の翌日から１月

を経過する日までの期間 

(2) 第81条の６第１項の申告書、第98条第１項若

しくは第２項の申告書又は第139条第１項の申告書

に係る税額（第４号に掲げる税額を除く。） 当該

税額に係る納期限の翌日から１月を経過する日まで

の期間 

(3) 第81条の６第１項の申告書、第98条第１項若

しくは第２項の申告書又は第139条第１項の申告書
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でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該

提出した日までの期間又はその日の翌日から１月を

経過する日までの期間 

(4) 法第601条第３項若しくは第４項（これらの規

定を法第602条第２項及び第603条の２の２第２項に

おいて準用する場合を含む。）、第603条第３項又

は第603条の２第５項の規定によって徴収を猶予し

た税額 当該猶予した期間又は当該猶予した期間の

末日の翌日から１月を経過する日までの期間 

(5) 第48条第１項の申告書（法第321条の８第１

項、第２項、第４項又は第19項の規定による申告書

に限る。）に係る税額（次号に掲げるものを除

く。） 当該税額に係る納期限の翌日から１月を経

過する日 

(6) 第48条第１項の申告書（法第321条の８第22項

及び第23項の申告書を除く。）でその提出期限後に

提出したものに係る税額 当該提出した日又はその

日の翌日から１月を経過する日 

（年当たりの割合の基礎となる日数） 

第20条 前条、第43条第２項、第48条第５項、第50

条第２項、第52条第１項及び第４項、第53条の12第

２項、第72条第２項、第98条第５項、第101条第２

項、第139条第２項並びに第140条第２項の規定に定

める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める

年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間に

ついても、365日当たりの割合とする。 

第21条から第22条まで （略） 

（村民税の納税義務者等） 

第23条 村民税は、第１号の者に対しては均等割額

及び所得割額の合算額により、第３号の者に対して

は均等割額及び法人税割額の合算額により、第２号

及び第４号の者に対しては均等割額により、第５号

の者に対しては法人税割額により課する。 

(1) 村内に住所を有する個人 

(2) 村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個

人で村内に住所を有しない者 

(3) 村内に事務所又は事業所を有する法人 

(4) 村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類

する施設（以下「寮等」という。）を有する法人で

でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該

提出した日までの期間又はその日の翌日から１月を

経過する日までの期間 

(4) 法第601条第３項若しくは第４項（これらの規

定を法第602条第２項及び第603条の２の２第２項に

おいて準用する場合を含む。）、第603条第３項又

は第603条の２第５項の規定により 徴収を猶予し

た税額 当該猶予した期間又は当該猶予した期間の

末日の翌日から１月を経過する日までの期間 

(5) 第48条第１項の申告書（法第321条の８第１

項、第２項    又は第31項の規定による申告書

に限る。）に係る税額（次号に掲げるものを除

く。） 当該税額に係る納期限の翌日から１月を経

過する日 

(6) 第48条第１項の申告書（法第321条の８第34項

及び第35項の申告書を除く。）でその提出期限後に

提出したものに係る税額 当該提出した日又はその

日の翌日から１月を経過する日 

（年当たりの割合の基礎となる日数） 

第20条 前条、第43条第２項、第48条第５項、第50

条第２項、第52条第１項     、第53条の12第

２項、第72条第２項、第98条第５項、第101条第２

項、第139条第２項並びに第140条第２項の規定に定

める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める

年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間に

ついても、365日当たりの割合とする。 

第21条から第22条まで （略） 

（村民税の納税義務者等） 

第23条 村民税は、第１号の者に対しては均等割額

及び所得割額の合算額により、第３号の者に対して

は均等割額及び法人税割額の合算額により、第２号

及び第４号の者に対しては均等割額により、第５号

の者に対しては法人税割額により課する。 

(1) 村内に住所を有する個人 

(2) 村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個

人で村内に住所を有しない者 

(3) 村内に事務所又は事業所を有する法人 

(4) 村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類

する施設（以下「寮等」という。）を有する法人で
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当該村内に事務所又は事業所を有しないもの 

(5) 法人課税信託（法人税法（昭和40年法律第34

号）第２条第29号の２に規定する法人課税信託をい

う。以下この節において同じ。）の引受けを行うこ

とにより法人税を課される個人で村内に事務所又は

事業所を有するもの 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事

業所を有しない法人（以下この節において「外国法

人」という。）に対するこの節の規定の適用につい

ては、恒久的施設（法第292条第１項第14号に規定

する恒久的施設をいう。）をもって、その事務所又

は事業所とする。 

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の

定めがあり、かつ、令第47条に規定する収益事業＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿を行うもの（当該社団又は

財団で収益事業を廃止したものを含む。第31条第２

項の表の第１号において「人格のない社団等」とい

う。）又は法人課税信託の引受けを行うものは、法

人とみなして、この節（第48条第10項から第12項ま

でを除く。）の規定中法人の村民税に関する規定を

適用する。 

第23条 （略） 

（個人の村民税の非課税の範囲） 

当該村内に事務所又は事業所を有しないもの 

(5) 法人課税信託（法人税法（昭和40年法律第34

号）第２条第29号の２に規定する法人課税信託をい

う。以下この節において同じ。）の引受けを行うこ

とにより法人税を課される個人で村内に事務所又は

事業所を有するもの 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事

業所を有しない法人（以下この節において「外国法

人」という。）に対するこの節の規定の適用につい

ては、恒久的施設（法第292条第１項第14号に規定

する恒久的施設をいう。）をもって、その事務所又

は事業所とする。 

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の

定めがあり、かつ、令第47条に規定する収益事業

（以下この項及び第31条第２項の表第１号において

「収益事業」という。）を行うもの（当該社団又は

財団で収益事業を廃止したものを含む。同号＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿において「人格のない社団等」とい

う。）又は法人課税信託の引受けを行うものは、法

人とみなして、この節（第48条第９項から第16項ま

でを除く。）の規定中法人の村民税に関する規定を

適用する。 

第23条 （略） 

（個人の村民税の非課税の範囲） 

第24条 （略） 第24条 （略） 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課

すべきもののうち、前年の合計所得金額が35万円

にその者の同一生計配偶者及び扶養親族        

                                            

                    の数に１を加えた数を乗じ

て得た金額に10万円を加算した金額（その者が同

一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当

該金額に21万円を加算した金額）以下である者に

対しては、均等割を課さない。 

（均等割の税率） 

第31条 第23条第１項第１号又は第２号の者に対

して課する均等割の税率は、年額3,000円とす

る。 

２ 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課

すべきもののうち、前年の合計所得金額が35万円

にその者の同一生計配偶者及び扶養親族（年齢16

歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下こ

の項において同じ。）の数に１を加えた数を乗じ

て得た金額に10万円を加算した金額（その者が同

一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当

該金額に21万円を加算した金額）以下である者に

対しては、均等割を課さない。 

（均等割の税率） 

第31条 第23条第１項第１号又は第２号の者に対

して課する均等割の税率は、年額3,000円とす

る。 
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２ 第23条第１項第３号又は第４号の者に対して

課する均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる

法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

る額とする。 

法人の区分 税率 

1 次に掲げる法人 

ア 法人税法第2条第5号の公共法

人及び法第294条第7項に規定す

る公益法人等のうち、法第296条

第1項の規定により均等割を課す

ることができないもの以外のも

の（法人税法別表第2に規定する

独立行政法人で収益事業を行う

ものを除く。） 

イ 人格のない社団等 

ウ 一般社団法人（非営利型法人

（法人税法第2条第9号の2に規定

する非営利型法人をいう。以下

この号において同じ。）に該当

するものを除く。）及び一般財

団法人（非営利型法人に該当す

るものを除く。） 

エ 保険業法（平成7年法律第105

号）に規定する相互会社以外の

法人で資本金の額又は出資金の

額を有しないもの（アからウま

でに掲げる法人を除く。） 

オ 資本金等の額（法第292条第1

項第4号の5に規定する資本金等

の額をいう。以下この表及び第4

項において同じ。）を有する法

人（法人税法別表第2に規定する

独立行政法人で収益事業を行わ

年額 5万

円 

２ 第23条第１項第３号又は第４号の者に対して

課する均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる

法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

る額とする。 

法人の区分 税率 

1 次に掲げる法人 

ア 法人税法第2条第5号の公共法

人及び法第294条第7項に規定す

る公益法人等のうち、法第296条

第1項の規定により均等割を課す

ることができないもの以外のも

の（法人税法別表第2に規定する

独立行政法人で収益事業を行う

ものを除く。） 

イ 人格のない社団等 

ウ 一般社団法人（非営利型法人

（法人税法第2条第9号の2に規定

する非営利型法人をいう。以下

この号において同じ。）に該当

するものを除く。）及び一般財

団法人（非営利型法人に該当す

るものを除く。） 

エ 保険業法（平成7年法律第105

号）に規定する相互会社以外の

法人で資本金の額又は出資金の

額を有しないもの（アからウま

でに掲げる法人を除く。） 

オ 資本金等の額（法第292条第1

項第4号の2に規定する資本金等

の額をいう。以下この表及び第4

項において同じ。）を有する法

人（法人税法別表第2に規定する

独立行政法人で収益事業を行わ

年額 5万

円 
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ないもの及びエに掲げる法人を

除く。以下この表及び第4項にお

いて同じ。）で資本金等の額が

1,000万円以下であるもののう

ち、市町村内に有する事務所、

事業所又は寮等の従業者（俸

給、給料若しくは賞与又はこれ

らの性質を有する給与の支給を

受けることとされる役員を含

む。）の数の合計数（次号から

第9号までにおいて「従業者数の

合計数」という。）が50人以下

のもの 

2 資本金等の額を有する法人で資本

金等の額が1,000万円以下であるも

ののうち、従業者数の合計数が50

人を超えるもの 

年額 12万

円 

3 資本金等の額を有する法人で資本

金等の額が1,000万円を超え1億円

以下であるもののうち、従業者数

の合計数が50人以下であるもの 

年額 13万

円 

4 資本金等の額を有する法人で資本

金等の額が1,000万円を超え1億円

以下であるもののうち、従業者数

の合計数が50人を超えるもの 

年額 15万

円 

5 資本金等の額を有する法人で資本

金等の額が1億円を超え10億円以下

であるもののうち、従業者数の合

計数が50人以下であるもの 

年額 16万

円 

6 資本金等の額を有する法人で資本

金等の額が1億円を超え10億円以下

であるもののうち、従業者数の合

年額 40万

円 

ないもの及びエに掲げる法人を

除く。以下この表及び第4項にお

いて同じ。）で資本金等の額が

1,000万円以下であるもののう

ち、＿＿村内に有する事務所、

事業所又は寮等の従業者（俸

給、給料若しくは賞与又はこれ

らの性質を有する給与の支給を

受けることとされる役員を含

む。）の数の合計数（次号から

第9号までにおいて「従業者数の

合計数」という。）が50人以下

のもの 

2 資本金等の額を有する法人で資本

金等の額が1,000万円以下であるも

ののうち、従業者数の合計数が50

人を超えるもの 

年額 12万

円 

3 資本金等の額を有する法人で資本

金等の額が1,000万円を超え1億円

以下であるもののうち、従業者数

の合計数が50人以下であるもの 

年額 13万

円 

4 資本金等の額を有する法人で資本

金等の額が1,000万円を超え1億円

以下であるもののうち、従業者数

の合計数が50人を超えるもの 

年額 15万

円 

5 資本金等の額を有する法人で資本

金等の額が1億円を超え10億円以下

であるもののうち、従業者数の合

計数が50人以下であるもの 

年額 16万

円 

6 資本金等の額を有する法人で資本

金等の額が1億円を超え10億円以下

であるもののうち、従業者数の合

年額 40万

円 
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計数が50人を超えるもの 

7 資本金等の額を有する法人で資本

金等の額が10億円を超えるものの

うち、従業者数の合計数が50人以

下であるもの 

年額 41万

円 

8 資本金等の額を有する法人で資本

金等の額が10億円を超え50億円以

下であるもののうち、従業者数の

合計数が50人を超えるもの 

年額 175

万円 

9 資本金等の額を有する法人で資本

金等の額が50億円を超えるものの

うち、従業者数の合計数が50人を

超えるもの 

年額 300

万円 

３ 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額

に、法第312条第３項第１号の法人税額の課税

標準の算定期間、同項第２号の連結事業年度開

始の日から６月の期間若しくは同項第３号の連

結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第４

号の期間中において事務所、事業所又は寮等を

有していた月数を乗じて得た額を12で除して算

定するものとする。この場合における月数は、

暦に従って計算し、１月に満たないときは１月

とし、１月に満たない端数を生じたときは切り

捨てる。 

４ 資本金等の額を有する法人（保険業法に規定

する相互会社を除く。）の資本金等の額が、資

本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資

金の額に満たない場合における第２項の規定の

適用については、同項の表中「資本金等の額

が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金

の額の合算額又は出資金の額が」とする。 

計数が50人を超えるもの 

7 資本金等の額を有する法人で資本

金等の額が10億円を超えるものの

うち、従業者数の合計数が50人以

下であるもの 

年額 41万

円 

8 資本金等の額を有する法人で資本

金等の額が10億円を超え50億円以

下であるもののうち、従業者数の

合計数が50人を超えるもの 

年額 175

万円 

9 資本金等の額を有する法人で資本

金等の額が50億円を超えるものの

うち、従業者数の合計数が50人を

超えるもの 

年額 300

万円 

３ 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額

に、法第312条第３項第１号の法人税額の課税

標準の算定期間若しくは同項第２号の期間又は

同項第３号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿の期間中において事務所、事業所又は寮等を

有していた月数を乗じて得た額を12で除して算

定するものとする。この場合における月数は、

暦に従って計算し、１月に満たないときは１月

とし、１月に満たない端数を生じたときは切り

捨てる。 

４ 資本金等の額を有する法人（保険業法に規定

する相互会社を除く。）の資本金等の額が、資

本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資

金の額に満たない場合における第２項の規定の

適用については、同項の表中「資本金等の額

が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金

の額の合算額又は出資金の額が」とする。 

（個人均等割の税率の軽減） （個人均等割の税率の軽減） 

第32条 次の各号に掲げる者のいずれかに該当する 第32条 次の各号に掲げる者のいずれかに該当する
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納税義務者に対して課する均等割の額は、前条第

１項の額からそれぞれ当該各号に掲げる額を減額

したものとする。ただし、第２号に掲げる者に該

当する納税義務者にあっては、同号の規定により

計算した減額すべき額が100円を超える場合に

は、100円とする。 

納税義務者に対して課する均等割の額は、前条第

１項の額からそれぞれ当該各号に掲げる額を減額

したものとする。ただし、第２号に掲げる者に該

当する納税義務者にあっては、同号の規定により

計算した減額すべき額が100円を超える場合に

は、100円とする。 

(1) 均等割を納付する義務がある同一生計配偶

者又は扶養親族                            

                     100円 

(1) 均等割を納付する義務がある同一生計配偶

者又は扶養親族（年齢16歳未満の者及び控除対

象扶養親族に限る。） 100円 

(2) （略） 

第33条から第34条の６まで（略） 

(2) （略） 

第33条から第34条の６まで（略） 

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除） 

第34条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に法第

314条の７第１項第１号及び第２号に掲げる寄附

金又は次に掲げる寄附金若しくは金銭を支出した

場合には、同項に規定するところにより控除すべ

き額（当該納税義務者が前年中に同条第２項に規

定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっ

ては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算し

た金額。以下この項において「控除額」とい

う。）をその者の第34条の３及び前条の規定を適

用した場合の所得割の額から控除するものとす

る。この場合において、当該控除額が当該所得割

の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割

の額に相当する金額とする。 

第34条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に法第

314条の７第１項第１号及び第２号に掲げる寄附

金又は次に掲げる寄附金若しくは金銭を支出した

場合には、同項に規定するところにより控除すべ

き額（当該納税義務者が前年中に同条第２項に規

定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっ

ては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算し

た金額。以下この項において「控除額」とい

う。）をその者の第34条の３及び前条の規定を適

用した場合の所得割の額から控除するものとす

る。この場合において、当該控除額が当該所得割

の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割

の額に相当する金額とする。 

(1) 次に掲げる寄附金又は金銭のうち、別表に

掲げるもの 

(1) 次に掲げる寄附金又は金銭のうち、別表に

掲げるもの 

ア 所得税法第78条第２項第２号の規定に基づ

き財務大臣が指定した寄附金 

ア 所得税法第78条第２項第２号の規定に基づ

き財務大臣が指定した寄附金 

イ 所得税法施行令（昭和40年政令第96号）第

217条第１号に規定する独立行政法人に対す

る寄附金（                              

                        当該法人の主たる

目的である業務に関連するものに限る。） 

イ 所得税法施行令（昭和40年政令第96号）第

217条第１号に規定する独立行政法人に対す

る寄附金（出資に関する業務に充てられるこ

とが明らかなものを除き、当該法人の主たる

目的である業務に関連するものに限る。） 

ウ 所得税法施行令第217条第１号の２に規定

する地方独立行政法人に対する寄附金（    

                                        

          当該法人の主たる目的である業務

ウ 所得税法施行令第217条第１号の２に規定

する地方独立行政法人に対する寄附金（出資

に関する業務に充てられることが明らかなも

のを除き、当該法人の主たる目的である業務
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に関連するものに限る。） に関連するものに限る。） 

エ 所得税法施行令第217条第２号に規定する

法人に対する寄附金（法第314条の７第１項

第２号に掲げるものを除く。              

                                    当該

法人の主たる目的である業務に関連するもの

に限る。） 

エ 所得税法施行令第217条第２号に規定する

法人に対する寄附金（法第314条の７第１項

第２号に掲げるもの及び出資に関する業務に

充てられることが明らかなものを除き、当該

法人の主たる目的である業務に関連するもの

に限る。） 

オ 所得税法施行令第217条第３号に規定する

公益社団法人及び公益財団法人（所得税法施

行令の一部を改正する政令（平成20年政令第

155号）附則第13条第２項の規定によりなお

その効力を有するものとされる改正前の所得

税法施行令第217条第１項第２号及び第３号

に規定する民法法人を含む。）に対する寄附

金（                                    

                  当該法人の主たる目的で

ある業務に関連するものに限る。） 

オ 所得税法施行令第217条第３号に規定する

公益社団法人及び公益財団法人（所得税法施

行令の一部を改正する政令（平成20年政令第

155号）附則第13条第２項の規定によりなお

その効力を有するものとされる改正前の所得

税法施行令第217条第１項第２号及び第３号

に規定する民法法人を含む。）に対する寄附

金（出資に関する業務に充てられることが明

らかなものを除き、当該法人の主たる目的で

ある業務に関連するものに限る。） 

カ 所得税法施行令第217条第４号に規定する

学校法人に対する寄附金（                

                                      当

該法人の主たる目的である業務に関連するも

のに限る。） 

カ 所得税法施行令第217条第４号に規定する

学校法人に対する寄附金（出資に関する業務

に充てられることが明らかなものを除き、当

該法人の主たる目的である業務に関連するも

のに限る。） 

キ 所得税法施行令第217条第５号に規定する

社会福祉法人に対する寄附金（法第314条の

７第１項第２号に掲げるものを除く。      

                                        

    当該法人の主たる目的である業務に関連

するものに限る。） 

キ 所得税法施行令第217条第５号に規定する

社会福祉法人に対する寄附金（法第314条の

７第１項第２号に掲げるもの及び出資に関す

る業務に充てられることが明らかなものを除

き、当該法人の主たる目的である業務に関連

するものに限る。） 

ク 所得税法施行令第217条第６号に規定する

更生保護法人に対する寄附金（            

                                        

  当該法人の主たる目的である業務に関連す

るものに限る。） 

ク 所得税法施行令第217条第６号に規定する

更生保護法人に対する寄附金（出資に関する

業務に充てられることが明らかなものを除

き、当該法人の主たる目的である業務に関連

するものに限る。） 

ケ 所得税法第78条第３項に規定する特定公益

信託の信託財産とするために支出した金銭 

ケ 所得税法第78条第３項に規定する特定公益

信託の信託財産とするために支出した金銭 

コ 租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第

41条の18の２第２項に規定する特定非営利活

動に関する寄附金（その寄附をした者に特別

コ 租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第

41条の18の２第２項に規定する特定非営利活

動に関する寄附金（その寄附をした者に特別
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の利益が及ぶと認められるもの            

                                    及び

次号に掲げる寄附金を除く。） 

の利益が及ぶと認められるもの、出資に関す

る業務に充てられることが明らかなもの及び

次号に掲げる寄附金を除く。） 

(2) （略） (2) （略） 

２ （略） 

第34条の８から第36条の３の１まで（略） 

２ （略） 

第34条の８から第36条の３の１まで（略） 

（個人の村民税に係る給与所得者の扶養親族申告

書） 

（個人の村民税に係る給与所得者の扶養親族申告

書） 

第36条の３の２ （略） 第36条の３の２ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が所得

税法第198条第２項に規定する納税地の所轄税務

署長の承認を受けている     場合には、施行規

則で定めるところにより、当該申告書の提出に代

えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載

すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法であって施行規則で定めるものをいう。次条第

４項                    において同じ。）によ

り提供することができる。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第

48条の９の７の２において準用する令第８条の２

の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則

で定めるところにより、当該申告書の提出に代え

て、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載す

べき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

であって施行規則で定めるものをいう。次条第４

項及び第53条の９第３項において同じ。）により

提供することができる。 

５ （略） ５ （略） 

（個人の村民税に係る公的年金等受給者の扶養親

族申告書） 

（個人の村民税に係る公的年金等受給者の扶養親

族申告書） 

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の規

定により同項に規定する申告書を提出しなければ

ならない者又は法の施行地において同項に規定す

る公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適

用を受けるものを除く。以下この項において「公

的年金等」という。）の支払を受ける者であっ

て、扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有

する者（以下この条において「公的年金等受給

者」という。）で村内に住所を有するものは、当

該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203

条の６第１項に規定する公的年金等の支払者（以

下この条において「公的年金等支払者」とい

う。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける

日の前日までに、施行規則で定めるところによ

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の規

定により同項に規定する申告書を提出しなければ

ならない者又は法の施行地において同項に規定す

る公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適

用を受けるものを除く。以下この項において「公

的年金等」という。）の支払を受ける者であっ

て、扶養親族（年齢16歳未満の者に限る。）を有

する者（以下この条において「公的年金等受給

者」という。）で村内に住所を有するものは、当

該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203

条の６第１項に規定する公的年金等の支払者（以

下この条において「公的年金等支払者」とい

う。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける

日の前日までに、施行規則で定めるところによ
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り、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公

的年金等支払者を経由して、村長に提出しなけれ

ばならない。 

り、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公

的年金等支払者を経由して、村長に提出しなけれ

ばならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告

書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が所

得税法第203条の６第６項に規定する納税地の所

轄税務署長の承認を受けている 場合には、施行

規則で定めるところにより、当該申告書の提出に

代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告

書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する

ことができる。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告

書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が令

第48条の９の７の３において準用する令第８条の

２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規

則で定めるところにより、当該申告書の提出に代

えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書

に記載すべき事項を電磁的方法により提供するこ

とができる。 

５ （略） 

第36条の３の３から第47条の６まで（略） 

第48条 村民税を申告納付する義務がある法人は、

法第321条の８第１項、第２項、第４項、第19

項、第22項及び第23項の規定による申告書（第10

項、第11項及び第13項において「納税申告書」と

いう。）を、同条第１項、第２項、第４項、第19

項及び第23項の申告納付にあってはそれぞれこれ

らの規定による納期限までに、同条第22項の申告

納付にあっては遅滞なく村長に提出し、及びその

申告に係る税金又は同条第１項後段及び第３項＿

＿の規定により提出があったものとみなされる申

告書に係る税金を施行規則第22号の４様式による

納付書により納付しなければならない。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事

業所を有する法人（以下この条において「内国法

人」という。）が、租税特別措置法第66条の７第

５項及び第11項又は第68条の91第４項及び第10項

の規定の適用を受ける場合には、法第321条の８

第24項及び令第48条の12の２に規定するところに

より、控除すべき額を前項の規定により申告納付

すべき法人税割額から控除する。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第66条の９の３第

４項及び第10項又は第68条の93の３第４項及び第

10項の規定の適用を受ける場合には、法第321条

の８第25項及び令第48条の12の３に規定するとこ

５ （略） 

第36条の３の３から第47条の６まで（略） 

第48条 村民税を申告納付する義務がある法人は、

法第321条の８第１項、第２項、第31項、第34項

及び第35項＿＿＿＿の規定による申告書（第９

項、第10項及び第12項において「納税申告書」と

いう。）を、同条第１項、第２項、＿＿＿＿第31

項及び第35項の申告納付にあってはそれぞれこれ

らの規定による納期限までに、同条第34項の申告

納付にあっては遅滞なく村長に提出し、及びその

申告に係る税金又は同条第１項後段及び第２項後

段の規定により提出があったものとみなされる申

告書に係る税金を施行規則第22号の４様式による

納付書により納付しなければならない。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事

業所を有する法人（以下この条において「内国法

人」という。）が、租税特別措置法第66条の７第

４項及び第10項＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

の規定の適用を受ける場合には、法第321条の８

第36項及び令第48条の12の２に規定するところに

より、控除すべき額を前項の規定により申告納付

すべき法人税割額から控除する。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第66条の９の３第

３項及び第９項＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿の規定の適用を受ける場合には、法第321条の

８第37項及び令第48条の12の３に規定するところ
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ろにより、控除すべき額を第１項の規定により申

告納付すべき法人税割額から控除する。 

４ 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課

された場合には、法第321条の８第26項及び令第4

8条の13に規定するところにより、控除すべき額

を第１項の規定により申告納付すべき法人税割額

から控除する。 

５ 法第321条の８第22項に規定する申告書（同条

第21項の規定による申告書を含む。以下この項に

おいて同じ。）に係る税金を納付する場合には、

当該税金に係る同条第１項、第２項、第４項又は

第19項の納期限（納期限の延長があったときは、

その延長された納期限とする。第７項第１号にお

いて同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日

数に応じ、当該税額に年14.6パーセント（申告書

を提出した日（同条第23項の規定の適用がある場

合において、当該申告書がその提出期限前に提出

されたときは、当該提出期限）までの期間又はそ

の期間の末日の翌日から１月を経過する日までの

期間については、年7.3パーセント）の割合を乗

じて計算した金額に相当する延滞金を加算して施

行規則第22号の４様式による納付書により納付し

なければならない。 

６ 前項の場合において、法人が法第321条の８第

１項、第２項、第４項又は第19項に規定する申告

書を提出した日（当該申告書がその提出期限前に

提出された場合には、当該申告書の提出期限）の

翌日から１年を経過する日後に同条第22項に規定

する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の

行為により村民税を免れた法人が法第321条の11

第１項又は第３項の規定による更正があるべきこ

とを予知して当該申告書を提出した場合を除き、

当該１年を経過する日の翌日から当該申告書を提

出した日（法第321条の８第23項の規定の適用が

ある場合において、当該申告書がその提出期限前

に提出されたときは、当該申告書の提出期限）ま

での期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から

控除する。 

７ 第５項の場合において、法第321条の８第22項

により、控除すべき額を第１項の規定により申告

納付すべき法人税割額から控除する。 

４ 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課

された場合には、法第321条の８第38項及び令第4

8条の13に規定するところにより、控除すべき額

を第１項の規定により申告納付すべき法人税割額

から控除する。 

５ 法第321条の８第34項に規定する申告書（同条

第33項の規定による申告書を含む。以下この項に

おいて同じ。）に係る税金を納付する場合には、

当該税金に係る同条第１項、第２項、＿＿＿又は

第31項の納期限（納期限の延長があったときは、

その延長された納期限とする。第７項第１号にお

いて同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日

数に応じ、当該税額に年14.6パーセント（申告書

を提出した日（同条第35項の規定の適用がある場

合において、当該申告書がその提出期限前に提出

されたときは、当該提出期限）までの期間又はそ

の期間の末日の翌日から１月を経過する日までの

期間については、年7.3パーセント）の割合を乗

じて計算した金額に相当する延滞金を加算して施

行規則第22号の４様式による納付書により納付し

なければならない。 

６ 前項の場合において、法人が法第321条の８第

１項、第２項＿＿＿＿又は第31項に規定する申告

書を提出した日（当該申告書がその提出期限前に

提出された場合には、当該申告書の提出期限）の

翌日から１年を経過する日後に同条第34項に規定

する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の

行為により村民税を免れた法人が法第321条の11

第１項又は第３項の規定による更正があるべきこ

とを予知して当該申告書を提出した場合を除き、

当該１年を経過する日の翌日から当該申告書を提

出した日（法第321条の８第35項の規定の適用が

ある場合において、当該申告書がその提出期限前

に提出されたときは、当該申告書の提出期限）ま

での期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から

控除する。 

７ 第５項の場合において、法第321条の８第34項
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に規定する申告書（以下この項において「修正申

告書」という。）の提出があったとき（当該修正

申告書に係る村民税について同条第１項、第２

項、第４項又は第19項に規定する申告書（以下こ

の項において「当初申告書」という。）が提出さ

れており、かつ、当該当初申告書の提出により納

付すべき税額を減少させる更正（これに類するも

のを含む。以下この項において「減額更正」とい

う。）があった後に、当該修正申告書が提出され

たときに限る。）は、当該修正申告書の提出によ

り納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額

（還付金の額に相当する税額を含む。）に達する

までの部分に相当する税額に限る。）について

は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間

（詐偽その他不正の行為により村民税を免れた法

人が法第321条の11第１項又は第３項の規定によ

る更正があるべきことを予知して提出した修正申

告書に係る村民税又は令第48条の16の２第３項に

規定する村民税にあっては、第１号に掲げる期間

に限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から

控除する。 

(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額

の納付があった日（その日が当該申告に係る村民

税の納期限より前である場合には、当該納期限）

の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期

間 

(2) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正

が、更正の請求に基づくもの（法人税に係る更正

によるものを除く。）である場合又は法人税に係

る更正（法人税に係る更正の請求に基づくものに

限る。）によるものである場合には、当該減額更

正の通知をした日の翌日から起算して１年を経過

する日）の翌日から当該修正申告書を提出した日

（法第321条の８第23項の規定の適用がある場合

において、当該修正申告書がその提出期限前に提

出されたときは、当該修正申告書の提出期限）ま

での期間 

８ 法人税法第74条第１項又は第144条の６第１項

の規定により法人税に係る申告書を提出する義務

に規定する申告書（以下この項において「修正申

告書」という。）の提出があったとき（当該修正

申告書に係る村民税について同条第１項、第２項

＿＿＿＿＿又は第31項に規定する申告書（以下こ

の項において「当初申告書」という。）が提出さ

れており、かつ、当該当初申告書の提出により納

付すべき税額を減少させる更正（これに類するも

のを含む。以下この項において「減額更正」とい

う。）があった後に、当該修正申告書が提出され

たときに限る。）は、当該修正申告書の提出によ

り納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額

（還付金の額に相当する税額を含む。）に達する

までの部分に相当する税額に限る。）について

は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間

（詐偽その他不正の行為により村民税を免れた法

人が法第321条の11第１項又は第３項の規定によ

る更正があるべきことを予知して提出した修正申

告書に係る村民税又は令第48条の16の２第３項に

規定する村民税にあっては、第１号に掲げる期間

に限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から

控除する。 

(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額

の納付があった日（その日が当該申告に係る村民

税の納期限より前である場合には、当該納期限）

の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期

間 

(2) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正

が、更正の請求に基づくもの（法人税に係る更正

によるものを除く。）である場合又は法人税に係

る更正（法人税に係る更正の請求に基づくものに

限る。）によるものである場合には、当該減額更

正の通知をした日の翌日から起算して１年を経過

する日）の翌日から当該修正申告書を提出した日

（法第321条の８第35項の規定の適用がある場合

において、当該修正申告書がその提出期限前に提

出されたときは、当該修正申告書の提出期限）ま

での期間 

８ 法人税法第74条第１項又は第144条の６第１項

の規定により法人税に係る申告書を提出する義務
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がある法人で同法第75条の２第１項（同法第144

条の８において準用する場合を含む。以下この項

及び第52条第１項において同じ。）の規定の適用

を受けているものについて、同法第75条の２第９

項（同法第144条の８において準用する場合を含

む。以下この項において同じ。）の規定の適用が

ある場合には、同法第75条の２第９項の規定の適

用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の

算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として

算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき

均等割額については、当該法人税額について同条

第１項の規定の適用がないものとみなして、第18

条の２の規定を適用することができる。 

９ 法人税法第81条の22第１項の規定により法人税

に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第

81条の24第１項の規定の適用を受けているもの

が、同条第４項の規定の適用を受ける場合には、

当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係

（同法第２条第12号の７の７に規定する連結完全

支配関係をいう。第50条第３項及び第52条第４項

において同じ。）がある連結子法人（同法第２条

第12号の７に規定する連結子法人をいう。第50条

第３項及び第52条第４項において同じ。）（連結

申告法人（同法第２条第16号に規定する連結申告

法人をいう。第52条第４項において同じ。）に限

る。）については、同法第81条の24第４項の規定

の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額（法

第321条の８第４項に規定する連結法人税額をい

う。以下この項及び第52条第４項において同

じ。）の課税標準の算定期間（当該法人の連結事

業年度に該当する期間に限る。第52条第４項にお

いて同じ。）に限り、当該連結法人税額に係る個

別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税

割額及びこれと併せて納付すべき均等割額につい

ては、当該連結法人税額について法人税法第81条

の24第１項の規定の適用がないものとみなして、

第18条の２の規定を適用することができる。 

10 法第321条の８第42項に規定する特定法人であ

る内国法人は、第１項の規定により、納税申告書

がある法人で同法第75条の２第１項（同法第144

条の８において準用する場合を含む。以下この項

及び第52条第１項において同じ。）の規定の適用

を受けているものについて、同法第75条の２第９

項（同法第144条の８において準用する場合を含

む。以下この項において同じ。）の規定の適用が

ある場合には、同法第75条の２第９項の規定の適

用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の

算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として

算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき

均等割額については、当該法人税額について同条

第１項の規定の適用がないものとみなして、第18

条の２の規定を適用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 法第321条の８第60項に規定する特定法人であ

る内国法人は、第１項の規定により、納税申告書
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により行うこととされている法人の村民税の申告

については、同項の規定にかかわらず、同条第42

項及び施行規則で定めるところにより、納税申告

書に記載すべきものとされている事項（次項及び

第12項において「申告書記載事項」という。）

を、法第762条第１号に規定する地方税関係手続

用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同

機構（第12項において「機構」という。）を経由

して行う方法により村長に提供することにより、

行わなければならない。 

11 前項の規定により行われた同項の申告について

は、申告書記載事項が記載された納税申告書によ

り行われたものとみなして、この条例又はこれに

基づく規則の規定を適用する。 

12 第10項の規定により行われた同項の申告は、申

告書記載事項が法第762条第１号の機構の使用に

係る電子計算機（入出力装置を含む。）に備えら

れたファイルへの記録がされた時に同項に規定す

る村長に到達したものとみなす。 

13 第10項の内国法人が、電気通信回線の故障、災

害その他の理由により地方税関係手続用電子情報

処理組織を使用することが困難であると認められ

る場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税

申告書を提出することができると認められる場合

において、同項の規定を適用しないで納税申告書

を提出することについて村長の承認を受けたとき

は、当該村長が指定する期間内に行う同項の申告

については、前３項の規定は、適用しない。法人

税法第75条の４第２項の申請書を同項に規定する

納税地の所轄税務署長に提出した第10項の内国法

人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務

署長の却下の処分を受けていない旨を記載した施

行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の

前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出

期限までに、村長に提出した場合における当該税

務署長が指定する期間内に行う同項の申告につい

ても、同様とする。 

14 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、

同項前段の規定の適用を受けることが必要となっ

により行うこととされている法人の村民税の申告

については、同項の規定にかかわらず、同条第60

項及び施行規則で定めるところにより、納税申告

書に記載すべきものとされている事項（次項及び

第12項において「申告書記載事項」という。）

を、法第762条第１号に規定する地方税関係手続

用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同

機構（第11項において「機構」という。）を経由

して行う方法により村長に提供することにより、

行わなければならない。 

10 前項の規定により行われた同項の申告について

は、申告書記載事項が記載された納税申告書によ

り行われたものとみなして、この条例又はこれに

基づく規則の規定を適用する。 

11 第９項の規定により行われた同項の申告は、申

告書記載事項が法第762条第１号の機構の使用に

係る電子計算機（入出力装置を含む。）に備えら

れたファイルへの記録がされた時に同項に規定す

る村長に到達したものとみなす。 

12 第９項の内国法人が、電気通信回線の故障、災

害その他の理由により地方税関係手続用電子情報

処理組織を使用することが困難であると認められ

る場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税

申告書を提出することができると認められる場合

において、同項の規定を適用しないで納税申告書

を提出することについて村長の承認を受けたとき

は、当該村長が指定する期間内に行う同項の申告

については、前３項の規定は、適用しない。法人

税法第75条の５第２項の申請書を同項に規定する

納税地の所轄税務署長に提出した第10項の内国法

人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務

署長の却下の処分を受けていない旨を記載した施

行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の

前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出

期限までに、村長に提出した場合における当該税

務署長が指定する期間内に行う同項の申告につい

ても、同様とする。 

13 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、

同項前段の規定の適用を受けることが必要となっ
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た事情、同項前段の規定による指定を受けようと

する期間その他施行規則で定める事項を記載した

申請書に施行規則で定める書類を添付して、当該

期間の開始の日の15日前までに、これを村長に提

出しなければならない。 

15 第13項の規定の適用を受けている内国法人は、

第10項の申告につき第13項の規定の適用を受ける

ことをやめようとするときは、その旨その他施行

規則で定める事項を記載した届出書を村長に提出

しなければならない。 

16 第13項前段の規定の適用を受けている内国法人

につき、法第321条の８第51項の処分又は前項の

届出書の提出があったときは、これらの処分又は

届出書の提出があった日の翌日以後の第13項前段

の期間内に行う第10項の申告については、第13項

前段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人

が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたとき

は、この限りでない。 

17 第13項後段の規定の適用を受けている内国法人

につき、第15項の届出書の提出又は法人税法第75

条の４第３項若しくは第６項（同法第81条の24の

３第２項において準用する場合を含む。）の処分

があったときは、これらの届出書の提出又は処分

があった日の翌日以後の第13項後段の期間内に行

う第10項の申告については、第13項後段の規定は

適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後

新たに同項後段の書類を提出したときは、この限

りでない。 

第49条（略） 

（法人の村民税に係る不足税額の納付の手続） 

第50条 法人の村民税の納税者は、法第321条の

12の規定に基づく納付の告知を受けた場合に

は、当該不足税額を当該通知書の指定する期限

までに、施行規則第22号の４様式による納付書

により納付しなければならない。 

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第

321条の８第１項、第２項、第４項又は第19項

た事情、同項前段の規定による指定を受けようと

する期間その他施行規則で定める事項を記載した

申請書に施行規則で定める書類を添付して、当該

期間の開始の日の15日前までに、これを村長に提

出しなければならない。 

14 第12項の規定の適用を受けている内国法人は、

第９項の申告につき第13項の規定の適用を受ける

ことをやめようとするときは、その旨その他施行

規則で定める事項を記載した届出書を村長に提出

しなければならない。 

15 第12項前段の規定の適用を受けている内国法人

につき、法第321条の８第69項の処分又は前項の

届出書の提出があったときは、これらの処分又は

届出書の提出があった日の翌日以後の第13項前段

の期間内に行う第９項の申告については、第13項

前段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人

が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたとき

は、この限りでない。 

16 第12項後段の規定の適用を受けている内国法人

につき、第14項の届出書の提出又は法人税法第75

条の５第３項若しくは第６項＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の処分

があったときは、これらの届出書の提出又は処分

があった日の翌日以後の第13項後段の期間内に行

う第９項の申告については、第13項後段の規定は

適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後

新たに同項後段の書類を提出したときは、この限

りでない。 

第49条（略） 

（法人の村民税に係る不足税額の納付の手続） 

第50条 法人の村民税の納税者は、法第321条の

12の規定に基づく納付の告知を受けた場合に

は、当該不足税額を当該通知書の指定する期限

までに、施行規則第22号の４様式による納付書

により納付しなければならない。 

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第

321条の８第１項、第２項＿＿＿＿又は第31項
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の納期限（同条第23項の申告納付に係る法人税

割に係る不足税額がある場合には、同条第１

項、第２項又は第４項の納期限とし、納期限の

延長があった場合には、その延長された納期限

とする。第４項第１号において同じ。）の翌日

から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6

パーセント（前項の納期限までの期間又は当該

納期限の翌日から１月を経過する日までの期間

については、年7.3パーセント）の割合を乗じ

て計算した金額に相当する延滞金額を加算して

納付しなければならない。 

３ 前項の場合において、法第321条の11第１項

又は第３項の規定による更正の通知をした日

が、法第321条の８第１項、第２項、第４項又

は第19項に規定する申告書を提出した日（当該

申告書がその提出期限前に提出された場合に

は、当該申告書の提出期限）の翌日から１年を

経過する日後であるときは、詐偽その他不正の

行為により村民税を免れた場合を除き、当該１

年を経過する日の翌日から当該通知をした日

（法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人

税に係る更正若しくは決定がされたこと（同条

第２項又は第４項に規定する申告書を提出すべ

き法人が連結子法人の場合には、当該連結子法

人との間に連結完全支配関係がある連結親法人

（法人税法第２条第12号の６の７に規定する連

結親法人をいう。以下この項において同じ。）

若しくは連結完全支配関係があった連結親法人

が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人

税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項

第２号において同じ。）による更正に係るもの

にあっては、当該修正申告書を提出した日又は

国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした

の納期限（同条第35項の申告納付に係る法人税

割に係る不足税額がある場合には、同条第１項

＿＿＿＿＿又は第２項の納期限とし、納期限の

延長があった場合には、その延長された納期限

とする。第４項第１号において同じ。）の翌日

から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6

パーセント（前項の納期限までの期間又は当該

納期限の翌日から１月を経過する日までの期間

については、年7.3パーセント）の割合を乗じ

て計算した金額に相当する延滞金額を加算して

納付しなければならない。 

３ 前項の場合において、法第321条の11第１項

又は第３項の規定による更正の通知をした日

が、法第321条の８第１項、第２項＿＿＿＿又

は第31項に規定する申告書を提出した日（当該

申告書がその提出期限前に提出された場合に

は、当該申告書の提出期限）の翌日から１年を

経過する日後であるときは、詐偽その他不正の

行為により村民税を免れた場合を除き、当該１

年を経過する日の翌日から当該通知をした日

（法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人

税に係る更正若しくは決定がされたこと＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿による更正に係るもの

にあっては、当該修正申告書を提出した日又は

国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした
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日）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる

期間から控除する。 

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増

加させる更正（これに類するものを含む。以下

この項において「増額更正」という。）があっ

たとき（当該増額更正に係る村民税について法

第321条の８第１項、第２項、第４項又は第19

項に規定する申告書（以下この項において「当

初申告書」という。）が提出されており、か

つ、当該当初申告書の提出により納付すべき税

額を減少させる更正（これに類するものを含

む。以下この項において「減額更正」とい

う。）があった後に、当該増額更正があったと

きに限る。）は、当該増額更正により納付すべ

き税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の

額に相当する税額を含む。）に達するまでの部

分に相当する税額に限る。）については、前項

の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽そ

の他不正の行為により村民税を免れた法人につ

いてされた当該増額更正により納付すべき村民

税又は令第48条の15の５第４項に規定する村民

税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）

を延滞金の計算の基礎となる期間から控除す

る。 

(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき

税額の納付があった日（その日が当該申告に

係る村民税の納期限より前である場合には、

当該納期限）の翌日から当該減額更正の通知

をした日までの期間 

(2) 当該減額更正の通知をした日（当該減額

更正が、更正の請求に基づくもの（法人税に

係る更正によるものを除く。）である場合又

は法人税に係る更正（法人税に係る更正の請

日）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる

期間から控除する。 

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増

加させる更正（これに類するものを含む。以下

この項において「増額更正」という。）があっ

たとき（当該増額更正に係る村民税について法

第321条の８第１項、第２項＿＿＿＿又は第31

項に規定する申告書（以下この項において「当

初申告書」という。）が提出されており、か

つ、当該当初申告書の提出により納付すべき税

額を減少させる更正（これに類するものを含

む。以下この項において「減額更正」とい

う。）があった後に、当該増額更正があったと

きに限る。）は、当該増額更正により納付すべ

き税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の

額に相当する税額を含む。）に達するまでの部

分に相当する税額に限る。）については、前項

の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽そ

の他不正の行為により村民税を免れた法人につ

いてされた当該増額更正により納付すべき村民

税又は令第48条の15の４第４項に規定する村民

税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）

を延滞金の計算の基礎となる期間から控除す

る。 

(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき

税額の納付があった日（その日が当該申告に

係る村民税の納期限より前である場合には、

当該納期限）の翌日から当該減額更正の通知

をした日までの期間 

(2) 当該減額更正の通知をした日（当該減額

更正が、更正の請求に基づくもの（法人税に

係る更正によるものを除く。）である場合又

は法人税に係る更正（法人税に係る更正の請
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求に基づくものに限る。）によるものである

場合には、当該減額更正の通知をした日の翌

日から起算して１年を経過する日）の翌日か

ら当該増額更正の通知をした日（法人税に係

る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更

正若しくは決定がされたことによる更正に係

るものにあっては、当該修正申告書を提出し

た日又は国の税務官署が更正若しくは決定の

通知をした日）までの期間 

第51条（略） 

（法人の村民税に係る納期限の延長の場合の延

滞金） 

第52条 法人税法第74条第１項又は第144条の６

第１項の規定により法人税に係る申告書を提出

する義務がある法人で同法第75条の２第１項の

規定の適用を受けているものは、当該申告書に

係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用

に係るものの所得に対する法人税額を課税標準

として算定した法人税割額及びこれと併せて納

付すべき均等割額を納付する場合には、当該税

額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末

日の翌日以後２月を経過した日から同項の規定

により延長された当該申告書の提出期限までの

期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を

乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算

して納付しなければならない。 

２ 第48条第７項の規定は、前項の延滞金額につ

いて準用する。この場合において、同条第７項

中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間

（詐偽その他不正の行為により村民税を免れた

法人が法第321条の11第１項又は第３項の規定

による更正があるべきことを予知して提出した

修正申告書に係る村民税又は令第48条の16の２

求に基づくものに限る。）によるものである

場合には、当該減額更正の通知をした日の翌

日から起算して１年を経過する日）の翌日か

ら当該増額更正の通知をした日（法人税に係

る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更

正若しくは決定がされたことによる更正に係

るものにあっては、当該修正申告書を提出し

た日又は国の税務官署が更正若しくは決定の

通知をした日）までの期間 

第51条（略） 

（法人の村民税に係る納期限の延長の場合の延

滞金） 

第52条 法人税法第74条第１項又は第144条の６

第１項の規定により法人税に係る申告書を提出

する義務がある法人で同法第75条の２第１項の

規定の適用を受けているものは、当該申告書に

係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用

に係るものの所得に対する法人税額を課税標準

として算定した法人税割額及びこれと併せて納

付すべき均等割額を納付する場合には、当該税

額に、当該法人税額の課税標準の算定期間の末

日の翌日以後２月を経過した日から同項の規定

により延長された当該申告書の提出期限までの

期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を

乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算

して納付しなければならない。 

２ 第48条第７項の規定は、前項の延滞金額につ

いて準用する。この場合において、同条第７項

中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間

（詐偽その他不正の行為により村民税を免れた

法人が法第321条の11第１項又は第３項の規定

による更正があるべきことを予知して提出した

修正申告書に係る村民税又は令第48条の16の２
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第３項に規定する村民税にあっては、第１号に

掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当

初申告書の提出により納付すべき税額の納付が

あった日（その日が第52条第１項の法人税額の

課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経

過した日より前である場合には、同日）から第

52条第１項の申告書の提出期限までの期間」と

読み替えるものとする。 

３ 第50条第４項の規定は、第１項の延滞金額に

ついて準用する。この場合において、同条第４

項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期

間（詐偽その他不正の行為により村民税を免れ

た法人についてされた当該増額更正により納付

すべき村民税又は令第48条の15の５第４項に規

定する村民税にあっては、第１号に掲げる期間

に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の

提出により納付すべき税額の納付があった日

（その日が第52条第１項の法人税額の課税標準

の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日

より前である場合には、同日）から同条第１項

の申告書の提出期限までの期間」と読み替える

ものとする。 

４ 法人税法第81条の22第１項の規定により法人

税に係る申告書を提出する義務がある法人で同

法第81条の24第１項の規定の適用を受けている

もの及び当該法人との間に連結完全支配関係が

ある連結子法人（連結申告法人に限る。）は、

当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算

定期間でその適用に係るものの連結所得（同法

第２条第18号の４に規定する連結所得をい

う。）に対する連結法人税額に係る個別帰属法

人税額を課税標準として算定した法人税割額及

びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する

第３項に規定する村民税にあっては、第１号に

掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当

初申告書の提出により納付すべき税額の納付が

あった日（その日が第52条第１項の法人税額の

課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経

過した日より前である場合には、同日）から第

52条第１項の申告書の提出期限までの期間」と

読み替えるものとする。 

３ 第50条第４項の規定は、第１項の延滞金額に

ついて準用する。この場合において、同条第４

項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期

間（詐偽その他不正の行為により村民税を免れ

た法人についてされた当該増額更正により納付

すべき村民税又は令第48条の15の４第４項に規

定する村民税にあっては、第１号に掲げる期間

に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の

提出により納付すべき税額の納付があった日

（その日が第52条第１項の法人税額の課税標準

の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日

より前である場合には、同日）から同条第１項

の申告書の提出期限までの期間」と読み替える

ものとする。 
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場合には、当該税額に、当該連結法人税額の課

税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過

した日から同項の規定により延長された当該申

告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年

7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に

相当する延滞金額を加算して納付しなければな

らない。 

５ 第48条第７項の規定は、前項の延滞金額につ

いて準用する。この場合において、同条第７項

中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間

（詐偽その他不正の行為により村民税を免れた

法人が法第321条の11第１項又は第３項の規定

による更正があるべきことを予知して提出した

修正申告書に係る村民税又は令第48条の16の２

第３項に規定する村民税にあっては、第１号に

掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当

初申告書の提出により納付すべき税額の納付が

あった日（その日が第52条第４項の連結法人税

額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月

を経過した日より前である場合には、同日）か

ら第52条第４項の申告書の提出期限までの期

間」と読み替えるものとする。 

６ 第50条第４項の規定は、第４項の延滞金額に

ついて準用する。この場合において、同条第４

項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期

間（詐偽その他不正の行為により村民税を免れ

た法人についてされた当該増額更正により納付

すべき村民税又は令第48条の15の５第４項に規

定する村民税にあっては、第１号に掲げる期間

に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の

提出により納付すべき税額の納付があった日

（その日が第52条第４項の連結法人税額の課税

標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過し
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た日より前である場合には、同日）から同条第

４項の申告書の提出期限までの期間」と読み替

えるものとする。 

第53条から第53条の７まで（略） 

 

 

 

第53条から第53条の７まで（略） 

（特別徴収税額） （特別徴収税額） 

第53条の８ 第53条の７の規定により徴収すべき分

離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。 

第53条の８ 第53条の７の規定により徴収すべき分

離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。 

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次

条第１項の規定による申告書（以下本条、次条

第２項及び              第53条の10第１項に

おいて「退職所得申告書」という。）に、その

支払うべきことが確定した年において支払うべ

きことが確定した他の退職手当等で既に支払が

されたもの（次号及び次条第１項において「支

払済みの他の退職手当等」という。）がない旨

の記載がある場合 その支払う退職手当等の金

額について第53条の３及び第53条の４の規定を

適用して計算した税額 

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次

条第１項の規定による申告書（以下この条、次

条第２項及び第３項並びに第53条の10第１項に

おいて「退職所得申告書」という。）に、その

支払うべきことが確定した年において支払うべ

きことが確定した他の退職手当等で既に支払が

されたもの（次号及び次条第１項において「支

払済みの他の退職手当等」という。）がない旨

の記載がある場合 その支払う退職手当等の金

額について第53条の３及び第53条の４の規定を

適用して計算した税額 

(2) （略） (2) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（退職所得申告書） （退職所得申告書） 

第53条の９ （略） 第53条の９ （略） 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 第１項の退職手当等の支払を受ける者は、退職

所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の

支払をする者が令第48条の18において準用する令

第８条の２の２に規定する要件を満たす場合に

は、施行規則で定めるところにより、当該退職所

得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払

をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべ

き事項を電磁的方法により提供することができ

る。 

 

 

 

 

４ 前項の規定の適用がある場合における第２項の

規定の適用については、同項中「退職所得申告書

が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事

項を」と、「支払をする者に受理されたとき」と
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第53条の９から第81条の３まで（略） 

あるのは「支払をする者が提供を受けたとき」

と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた

時」とする。 

第53条の９から第81条の３まで（略） 

（環境性能割の税率） （環境性能割の税率） 

第81条の４ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車

に対して課する環境性能割の税率は、当該各号に

定める率とする。 

第81条の４ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車

に対して課する環境性能割の税率は、当該各号に

定める率とする。 

(1) 法第451条第１項（同条第４項          に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用を

受けるもの 100分の１ 

(1) 法第451条第１項（同条第４項又は第５項に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用を

受けるもの 100分の１ 

(2) 法第451条第２項（同条第４項          に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用を

受けるもの 100分の２ 

(2) 法第451条第２項（同条第４項又は第５項に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用を

受けるもの 100分の２ 

(3) （略） 

第81条の５から第140条の７まで（略） 

(3) （略） 

第81条の５から第140条の７まで（略） 

附 則 

第１条から第３条まで（略） 

（延滞金の割合等の特例） 

第３条の２ 当分の間、第19条、第43条第２項、

第48条第５項、第50条第２項、第53条の12第２

項、第72条第２項、第98条第５項、第101条第

２項、第139条第２項（第140条の７において準

用する場合を含む。）及び第140条第２項（第

140条の７において準用する場合を含む。）に

規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び

年7.3パーセントの割合は、これらの規定にか

かわらず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸

付割合（租税特別措置法第93条第２項に規定す

る平均貸付割合をいう。次項において同じ。）

に年１パーセントの割合を加算した割合をい

う。以下この項において同じ。）が年7.3パー

セントの割合に満たない場合には、その年中に

おいては、年14.6パーセントの割合にあっては

その年における延滞金特例基準割合に年7.3パ

附 則 

第１条から第３条まで（略） 

（延滞金の割合等の特例） 

第３条の２ 当分の間、第19条、第43条第２項、

第48条第５項、第50条第２項、第53条の12第２

項、第72条第２項、第98条第５項、第101条第

２項、第139条第２項（第140条の７において準

用する場合を含む。）及び第140条第２項（第

140条の７において準用する場合を含む。）に

規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び

年7.3パーセントの割合は、これらの規定にか

かわらず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸

付割合（租税特別措置法第93条第２項に規定す

る平均貸付割合をいう。次項において同じ。）

に年１パーセントの割合を加算した割合をい

う。以下この項において同じ。）が年7.3パー

セントの割合に満たない場合には、その年中に

おいては、年14.6パーセントの割合にあっては

その年における延滞金特例基準割合に年7.3パ
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ーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パ

ーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準

割合に年１パーセントの割合を加算した割合

（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合

を超える場合には、年7.3パーセントの割合）

とする。 

２ 当分の間、第52条第１項及び第４項に規定す

る延滞金の年7.3パーセントの割合は、これら

の規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年

0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3パ

ーセントの割合に満たない場合には、その年中

においては、その年における当該加算した割合

とする。 

（納期限の延長に係る延滞金の特例） 

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第

89号）第15条第１項（第１号に係る部分に限

る。）の規定により定められる商業手形の基準

割引率が年5.5パーセントを超えて定められる

日からその後年5.5パーセント以下に定められ

る日の前日までの期間（当該期間内に前条第２

項の規定により第52条第１項及び第４項に規定

する延滞金の割合を前条第２項に規定する加算

した割合とする年に含まれる期間がある場合に

は、当該期間を除く。以下この項において「特

例期間」という。）内（法人税法第75条の２第

１項（同法第144条の８において準用する場合

を含む。）の規定により延長された法第321条

の８第１項に規定する申告書の提出期限又は法

人税法第81条の24第１項の規定により延長され

た法第321条の８第４項に規定する申告書の提

出期限が当該年5.5パーセント以下に定められ

る日以後に到来することとなる村民税に係る申

告基準日が特例期間内に到来する場合における

ーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パ

ーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準

割合に年１パーセントの割合を加算した割合

（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合

を超える場合には、年7.3パーセントの割合）

とする。 

２ 当分の間、第52条第１項＿＿＿＿＿に規定す

る延滞金の年7.3パーセントの割合は、これら

の規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年

0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3パ

ーセントの割合に満たない場合には、その年中

においては、その年における当該加算した割合

とする。 

（納期限の延長に係る延滞金の特例） 

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第

89号）第15条第１項（第１号に係る部分に限

る。）の規定により定められる商業手形の基準

割引率が年5.5パーセントを超えて定められる

日からその後年5.5パーセント以下に定められ

る日の前日までの期間（当該期間内に前条第２

項の規定により第52条第１項＿＿＿＿＿に規定

する延滞金の割合を前条第２項に規定する加算

した割合とする年に含まれる期間がある場合に

は、当該期間を除く。以下この項において「特

例期間」という。）内（法人税法第75条の２第

１項（同法第144条の８において準用する場合

を含む。）の規定により延長された法第321条

の８第１項に規定する申告書の提出期限＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿が当該年5.5パーセント以下に定められ

る日以後に到来することとなる村民税に係る申

告基準日が特例期間内に到来する場合における
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当該村民税に係る第52条の規定による延滞金に

あっては、当該年5.5パーセントを超えて定め

られる日から当該延長された申告書の提出期限

までの期間内）は、特例期間内にその申告基準

日の到来する村民税に係る第52条第１項及び第

４項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割

合は、これらの規定及び前条第２項の規定にか

かわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該

申告基準日における当該商業手形の基準割引率

のうち年5.5パーセントの割合を超える部分の

割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数

を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割

合とを合計した割合（当該合計した割合が年

12.775パーセントの割合を超える場合には、年

12.775パーセントの割合）とする。 

２ 前項に規定する申告基準日とは、法人税額の

課税標準の算定期間又は法第321条の８第４項

に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間

の末日後２月を経過した日の前日（その日が民

法第142条に規定する休日、土曜日又は12月29

日、同月30日若しくは同月31日に該当するとき

は、これらの日の翌日）をいう。 

（公益法人等に係る村民税の課税の特例） 

第４条の２（略） 

当該村民税に係る第52条の規定による延滞金に

あっては、当該年5.5パーセントを超えて定め

られる日から当該延長された申告書の提出期限

までの期間内）は、特例期間内にその申告基準

日の到来する村民税に係る第52条第１項及び第

４項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割

合は、これらの規定及び前条第２項の規定にか

かわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該

申告基準日における当該商業手形の基準割引率

のうち年5.5パーセントの割合を超える部分の

割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数

を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割

合とを合計した割合（当該合計した割合が年

12.775パーセントの割合を超える場合には、年

12.775パーセントの割合）とする。 

２ 前項に規定する申告基準日とは、法人税額の

課税標準の算定期間＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

の末日後２月を経過した日の前日（その日が民

法第142条に規定する休日、土曜日又は12月29

日、同月30日若しくは同月31日に該当するとき

は、これらの日の翌日）をいう。 

（公益法人等に係る村民税の課税の特例） 

第４条の２（略） 

（個人の村民税の所得割の非課税の範囲等） （個人の村民税の所得割の非課税の範囲等） 

第５条 当分の間、村民税の所得割を課すべき者の

うち、その者の前年の所得について第33条の規定

により算定した総所得金額、退職所得金額及び山

林所得金額の合計額が、35万円にその者の同一生

計配偶者及び扶養親族                        

                                            

    の数に１を加えた数を乗じて得た金額に10万

円を加算した金額（その者が同一生計配偶者又は

扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を

第５条 当分の間、村民税の所得割を課すべき者の

うち、その者の前年の所得について第33条の規定

により算定した総所得金額、退職所得金額及び山

林所得金額の合計額が、35万円にその者の同一生

計配偶者及び扶養親族（年齢16歳未満の者及び控

除対象扶養親族に限る。以下この項において同

じ。）の数に１を加えた数を乗じて得た金額に10

万円を加算した金額（その者が同一生計配偶者又

は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円
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加算した金額）以下である者に対しては、第23条

第１項の規定にかかわらず、所得割（分離課税に

係る所得割を除く。）を課さない。 

を加算した金額）以下である者に対しては、第23

条第１項の規定にかかわらず、所得割（分離課税

に係る所得割を除く。）を課さない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医

療費控除の特例） 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医

療費控除の特例） 

第６条 平成30年度から令和４年度までの各年度分

の個人の村民税に限り、法附則第４条の４第３項

の規定に該当する場合における第34条の２の規定

による控除については、その者の選択により、同

条中「同条第１項」とあるのは「同条第１項（第

２号を除く。）」と、「まで」とあるのは「まで

並びに法附則第４条の４第３項の規定により読み

替えて適用される法第314条の２第１項（第２号

に係る部分に限る。）」として、同条の規定を適

用することができる。 

第７条から第10条まで（略） 

第６条 平成30年度から令和９年度までの各年度分

の個人の村民税に限り、法附則第４条の４第３項

の規定に該当する場合における第34条の２の規定

による控除については、その者の選択により、同

条中「同条第１項」とあるのは「同条第１項（第

２号を除く。）」と、「まで」とあるのは「まで

並びに法附則第４条の４第３項の規定により読み

替えて適用される法第314条の２第１項（第２号

に係る部分に限る。）」として、同条の規定を適

用することができる。 

第７条から第10条まで（略） 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割

合） 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割

合） 

第10条の２ （略） 第10条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法附則第15条第８項に規定する市町村の条例で

定める割合は４分の３とする。 

 

４ 法附則第15条第19項に規定する市町村の条例で

定める割合は５分の３ （都市再生特別措置法

（平成14年法律第22号）第２条第５項に規定する

特定都市再生緊急整備地域における法附則第15条

第19項に規定する市町村の条例で定める割合は５

分の３）とする。 

３ 法附則第15条第16項に規定する市町村の条例で

定める割合は５分の３ （都市再生特別措置法

（平成14年法律第22号）第２条第５項に規定する

特定都市再生緊急整備地域における法附則第15条

第16項に規定する市町村の条例で定める割合は５

分の３）とする。 

５ 法附則第15条第26項に規定する市町村の条例で

定める割合は２分の１とする。 

４ 法附則第15条第23項に規定する市町村の条例で

定める割合は２分の１とする。 

６ 法附則第15条第27項第１号に規定する市町村の

条例で定める割合は３分の２とする。 

５ 法附則第15条第24項第１号に規定する市町村の

条例で定める割合は３分の２とする。 

７ 法附則第15条第27項第２号に規定する市町村の

条例で定める割合は２分の１とする。 

６ 法附則第15条第24項第２号に規定する市町村の

条例で定める割合は２分の１とする。 

８ 法附則第15条第27項第３号に規定する市町村の

条例で定める割合は２分の１とする。 

７ 法附則第15条第24項第３号に規定する市町村の

条例で定める割合は２分の１とする。 

９ 法附則第15条第28項第１号に規定する市町村の ８ 法附則第15条第25項第１号に規定する市町村の
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条例で定める割合は３分の２とする。 条例で定める割合は３分の２とする。 

10 法附則第15条第28項第２号に規定する市町村の

条例で定める割合は２分の１とする。 

９ 法附則第15条第25項第２号に規定する市町村の

条例で定める割合は２分の１とする。 

11 法附則第15条第30項第１号イに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

10 法附則第15条第27項第１号イに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

12 法附則第15条第30項第１号ロに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

11 法附則第15条第27項第１号ロに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

13 法附則第15条第30項第１号ハに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

12 法附則第15条第27項第１号ハに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

14 法附則第15条第30項第１号ニに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

13 法附則第15条第27項第１号ニに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

15 法附則第15条第30項第２号イに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は４分の３とする。 

14 法附則第15条第27項第２号イに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は４分の３とする。 

16 法附則第15条第30項第２号ロに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は４分の３とする。 

15 法附則第15条第27項第２号ロに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は４分の３とする。 

17 法附則第15条第30項第２号ハに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は４分の３とする。 

16 法附則第15条第27項第２号ハに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は４分の３とする。 

18 法附則第15条第30項第３号イに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

17 法附則第15条第27項第３号イに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

19 法附則第15条第30項第３号ロに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

18 法附則第15条第27項第３号ロに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

20 法附則第15条第30項第３号ハに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

19 法附則第15条第27項第３号ハに規定する設備に

ついて同号に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

21 法附則第15条第34項に規定する市町村の条例で

定める割合は３分の２とする。 

20 法附則第15条第30項に規定する市町村の条例で

定める割合は３分の２とする。 

22 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で

定める割合は２分の１とする。 

21 法附則第15条第34項に規定する市町村の条例で

定める割合は２分の１とする。 
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23 法附則第15条第39項に規定する市町村の条例で

定める割合は３分の２とする。 

22 法附則第15条第35項に規定する市町村の条例で

定める割合は３分の２とする。 

24 法附則第15条第41項に規定する市町村の条例で

定める割合は０（生産性の向上に重点的に取り組

むべき業種として同意導入促進基本計画（生産性

向上特別措置法（平成30年法律第25号）第38条第

２項に規定する同意導入促進基本計画をいう。第

27項において同じ。）に定める業種に属する事業

の用に供する法附則第15条第41項に規定する機械

装置等にあっては、０）とする。 

 

25 法附則第15条第47項に規定する市町村の条例で

定める割合は３分の２とする。 

23 法附則第15条第42項に規定する市町村の条例で

定める割合は３分の２とする。 

 24 法附則第15条第46項に規定する市町村の条例で

定める割合は0とする。 

26 （略） 25 （略） 

27 法附則第64条に規定する市町村の条例で定める

割合は０（生産性の向上に重点的に取り組むべき

業種として同意導入促進基本計画              

                                            

                                      に定め

る業種に属する事業の用に供する同条        に

規定する家屋及び構築物にあっては、０）とす

る。 

26 法附則第64条に規定する市町村の条例で定める

割合は０（生産性の向上に重点的に取り組むべき

業種として同意導入促進基本計画（中小企業等経

営強化法（平成11年法律第18号）第50条第２項に

規定する同意導入促進基本計画をいう。）に定め

る業種に属する事業の用に供する法附則第64条に

規定する特例対象資産  にあっては、０）とす

る。 

（平成28年熊本地震に係る固定資産税の特例の適

用を受けようとする者がすべき申告等） 

（平成28年熊本地震に係る固定資産税の特例の適

用を受けようとする者がすべき申告等） 

第10条の４ （略） 第10条の４ （略） 

２ 法附則第16条の２第１項（同条第２項において

準用する場合を含む。）の規定の適用を受ける土

地に係る令和元年度分及び令和２年度分の固定資

産税については、第74条の規定は適用しない。 

２ 法附則第16条の２第１項（同条第２項において

準用する場合を含む。）の規定の適用を受ける土

地に係る令和３年度分及び令和４年度分の固定資

産税については、第74条の規定は適用しない。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

 （平成30年７月豪雨に係る固定資産税の特例の適

用を受けようとする者がすべき申告等） 

第10条の５ 法附則第16条の３第１項（同条第２項

において準用する場合を含む。）の規定の適用を

受けようとする者は、当該年度の初日の属する年

の１月31日（第54条第６項の規定により同項に規

定する仮換地等に係る同条第１項の所有者とみな
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された者が当該仮換地等について法附則第16条の

３第６項（同条第７項において準用する場合を含

む。）の規定により読み替えて適用される同条第

１項の規定の適用を受けようとする場合にあって

は、  月  日）までに次に掲げる事項を記載

した申告書を村長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有

しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）

並びに当該納税義務者が令附則第12条の５第１

項第３号から第５号まで又は第３項第３号から

第５号までに掲げる者である場合にあっては、

同条第１項第１号若しくは第２号又は第３項第

１号若しくは第２号に掲げる者との関係 

(2) 法附則第16条の３第１項に規定する被災住

宅用地の上に平成30年度に係る賦課期日におい

て存した家屋の所有者及び家屋番号 

(3) 当該年度に係る賦課期日において法附則第1

6条の３第１項（同条第２項において準用する

場合及び同条第６項（同条第７項において準用

する場合を含む。）の規定により読み替えて適

用される場合を含む。）の規定の適用を受けよ

うとする土地を法第349条の３の２第１項に規

定する家屋の敷地の用に供する土地として使用

することができない理由 

(4) その他村長が固定資産税の賦課徴収に関し

必要と認める事項 

２ 法附則第16条の３第１項（同条第２項において

準用する場合を含む。）の規定の適用を受ける土

地に係る令和３年度分及び令和４年度分の固定資

産税については、第74条の規定は適用しない。 

３ 法附則第16条の３第４項に規定する特定被災共

用土地（以下この項において「特定被災共用土

地」という。）に係る固定資産税額の按分の申出

は、同項に規定する特定被災共用土地納税義務者

（以下この項において「特定被災共用土地納税義

務者」という。）の代表者が毎年１月31日までに

次に掲げる事項を記載した申出書を村長に提出し

て行わなければならない。 
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(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号

又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しな

い者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び

地積並びにその用途 

(3) 特定被災共用土地に係る法附則第16条の３

第３項に規定する被災区分所有家屋の所在、家

屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途 

(4) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び

氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者

の当該特定被災共用土地に係る持分の割合 

(5) 法附則第16条の３第３項の規定により按分

する場合に用いられる割合に準じて定めた割合

及び当該割合の算定方法 

４ 法附則第16条の３第９項の規定により特定被災

共用土地とみなされた特定仮換地等（以下この項

において「特定仮換地等」という。）に係る固定

資産税額の按分の申出については、前項中「特定

被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換

地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」と

あるのは「特定仮換地等の」と、「特定被災共用

土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応する従

前の土地である特定被災共用土地に」とする。 

（土地に対して課する平成30年度から令和２年度

までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語

の意義） 

（土地に対して課する令和３年度から令和５年度

までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語

の意義） 

第11条 （略） 第11条 （略） 

（令和元年度又は令和２年度における土地の価格

の特例） 

（令和４年度又は令和５年度における土地の価格

の特例） 

第11条の２ 村の区域内の自然的及び社会的条件か

らみて類似の利用価値を有すると認められる地域

において地価が下落し、かつ、村長が土地の修正

前の価格（法附則第17条の２第１項に規定する修

正前の価格をいう。）を当該年度分の固定資産税

の課税標準とすることが固定資産税の課税上著し

く均衡を失すると認める場合における当該土地に

対して課する固定資産税の課税標準は、第61条の

規定にかかわらず、令和元年度分又は令和２年度

分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法

第11条の２ 村の区域内の自然的及び社会的条件か

らみて類似の利用価値を有すると認められる地域

において地価が下落し、かつ、村長が土地の修正

前の価格（法附則第17条の２第１項に規定する修

正前の価格をいう。）を当該年度分の固定資産税

の課税標準とすることが固定資産税の課税上著し

く均衡を失すると認める場合における当該土地に

対して課する固定資産税の課税標準は、第61条の

規定にかかわらず、令和４年度分又は令和５年度

分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法
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附則第17条の２第１項に規定する修正価格をい

う。）で土地課税台帳等に登録されたものとす

る。 

附則第17条の２第１項に規定する修正価格をい

う。）で土地課税台帳等に登録されたものとす

る。 

２ 法附則第17条の２第２項に規定する令和元年度

適用土地又は令和元年度類似適用土地であって、

令和２年度分の固定資産税について前項の規定の

適用を受けないこととなるものに対して課する同

年度分の固定資産税の課税標準は、第61条の規定

にかかわらず、修正された価格（法附則第17条の

２第２項に規定する修正された価格をいう。）で

土地課税台帳等に登録されたものとする。 

２ 法附則第17条の２第２項に規定する令和４年度

適用土地又は令和４年度類似適用土地であって、

令和５年度分の固定資産税について前項の規定の

適用を受けないこととなるものに対して課する同

年度分の固定資産税の課税標準は、第61条の規定

にかかわらず、修正された価格（法附則第17条の

２第２項に規定する修正された価格をいう。）で

土地課税台帳等に登録されたものとする。 

（宅地等に対して課する平成30年度から令和２年

度までの各年度分の固定資産税の特例） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年

度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第12条 宅地等に係る平成30年度から令和２年度ま

での各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に

係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の

当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資

産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当該

宅地等が当該年度分の固定資産税について法第34

9条の３の２の規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た

額。以下この条において同じ。）に100分の５を

乗じて得た額を加算した額                    

                                            

        （当該宅地等が当該年度分の固定資産税

について法第349条の３又は附則第15条から第15

条の３までの規定の適用を受ける宅地等であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合における

固定資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」

という。）を超える場合には、当該宅地等調整固

定資産税額とする。 

第12条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度ま

での各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に

係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の

当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資

産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当該

宅地等が当該年度分の固定資産税について法第34

9条の３の２の規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た

額。以下この条において同じ。）に100分の５を

乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の固定

資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税

標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定資産税

について法第349条の３又は附則第15条から第15

条の３までの規定の適用を受ける宅地等であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合における

固定資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」

という。）を超える場合には、当該宅地等調整固

定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成

30年度から令和２年度までの各年度分の宅地等調

整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額

が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき価格に10分の６を乗じて得

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和

４年度分及び令和５年度分          の宅地等調

整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額

が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき価格に10分の６を乗じて得
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た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第349条の３又は附則第15条から第15条

の３までの規定の適用を受ける商業地等であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る固定資産税額を超える場合には、同項の規定に

かかわらず、当該固定資産税額とする。 

た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第349条の３又は附則第15条から第15条

の３までの規定の適用を受ける商業地等であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る固定資産税額を超える場合には、同項の規定に

かかわらず、当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成

30年度から令和２年度までの各年度分の宅地等調

整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額

が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格に10分の２を乗じて得た

額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第349条の３又は附則第15条から第15条の３

までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき額とした場合における固定

資産税額に満たない場合には、同項の規定にかか

わらず、当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和

４年度分及び令和５年度分          の宅地等調

整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額

が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格に10分の２を乗じて得た

額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第349条の３又は附則第15条から第15条の３

までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき額とした場合における固定

資産税額に満たない場合には、同項の規定にかか

わらず、当該固定資産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が0.6以上0.7以下のものに係る平成30年度か

ら令和２年度までの各年度分の固定資産税の額

は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等の

当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資

産税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第349条の３又は附則第15

条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業

地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税

標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合における固

定資産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和３年度か

ら令和５年度までの各年度分の固定資産税の額

は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等の

当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資

産税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第349条の３又は附則第15

条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業

地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税

標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合における固

定資産税額とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が0.7を超えるものに係る平成30年度から令

和２年度までの各年度分の固定資産税の額は、第

１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が0.7を超えるものに係る令和３年度から令

和５年度までの各年度分の固定資産税の額は、第

１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格
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に10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第349条の３又は

附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受

ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額とする。 

に10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第349条の３又は

附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受

ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額とする。 

（農地に対して課する平成30年度から令和２年度

までの各年度分の固定資産税の特例） 

（農地に対して課する令和３年度から令和５年度

までの各年度分の固定資産税の特例） 

第13条 農地に係る平成30年度から令和２年度まで

の各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る

当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当

該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産

税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資

産税について法第349条の３又は附則第15条から

第15条の３までの規定の適用を受ける農地である

ときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額                          ）

に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる

負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担

調整率を乗じて得た額                        

                                            

    を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における固定資

産税額（以下「農地調整固定資産税額」とい

う。）を超える場合には、当該農地調整固定資産

税額とする。 

第13条 農地に係る令和３年度から令和５年度まで

の各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る

当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当

該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産

税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資

産税について法第349条の３又は附則第15条から

第15条の３までの規定の適用を受ける農地である

ときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額。以下この条において同じ。）

に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる

負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担

調整率を乗じて得た額（令和３年度分の固定資産

税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準

額）を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における固定資

産税額（以下「農地調整固定資産税額」とい

う。）を超える場合には、当該農地調整固定資産

税額とする。 

（略） （略） 

（特別土地保有税の課税の特例） （特別土地保有税の課税の特例） 

第15条 附則第12条第１項から第５項までの規定の

適用がある宅地等（附則第11条第２号に掲げる宅

地等をいうものとし、法第349条の３、第349条の

３の２又は附則第15条から第15条の３までの規定

の適用がある宅地等を除く。）に対して課する平

成30年度から令和２年度までの各年度分の特別土

地保有税については、第137条第１号及び第140条

の５中「当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資

産税に係る附則第12条第１項から第５項までに規

第15条 附則第12条第１項から第５項までの規定の

適用がある宅地等（附則第11条第２号に掲げる宅

地等をいうものとし、法第349条の３、第349条の

３の２又は附則第15条から第15条の３までの規定

の適用がある宅地等を除く。）に対して課する令

和３年度から令和５年度までの各年度分の特別土

地保有税については、第137条第１号及び第140条

の５中「当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資

産税に係る附則第12条第１項から第５項までに規
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定する課税標準となるべき額」とする。 定する課税標準となるべき額」とする。 

２ 法附則第11条の５第１項に規定する宅地評価土

地の取得のうち平成18年１月１日から令和３年３

月31日までの間にされたものに対して課する特別

土地保有税については、第137条第２号中「不動

産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは

「不動産取得税の課税標準となるべき価格（法附

則第11条の５第１項の規定の適用がないものとし

た場合における課税標準となるべき価格をい

う。）に２分の１を乗じて得た額」とし、「令第

54条の38第１項に規定する価格」とあるのは「令

第54条の38第１項に規定する価格（法附則第11条

の５第１項の規定の適用がないものとした場合に

おける価格をいう。）に２分の１を乗じて得た

額」とする。 

２ 法附則第11条の５第１項に規定する宅地評価土

地の取得のうち平成18年１月１日から令和６年３

月31日までの間にされたものに対して課する特別

土地保有税については、第137条第２号中「不動

産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは

「不動産取得税の課税標準となるべき価格（法附

則第11条の５第１項の規定の適用がないものとし

た場合における課税標準となるべき価格をい

う。）に２分の１を乗じて得た額」とし、「令第

54条の38第１項に規定する価格」とあるのは「令

第54条の38第１項に規定する価格（法附則第11条

の５第１項の規定の適用がないものとした場合に

おける価格をいう。）に２分の１を乗じて得た

額」とする。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第15条の２ 法第451条第１項第１号（同条第４項 

         において準用する場合を含む。）に掲

げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。

以下この条において同じ。）に対しては、当該３

輪以上の軽自動車の取得が令和元年10月１日から

令和３年３月31日までの間（附則第15条の６第３

項において「特定期間」という。）に行われたと

きに限り、第80条第１項の規定にかかわらず、軽

自動車税の環境性能割を課さない。 

第15条の２ 法第451条第１項第１号（同条第４項

又は第５項において準用する場合を含む。）に掲

げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。

以下この条において同じ。）に対しては、当該３

輪以上の軽自動車の取得が令和元年10月１日から

令和３年12月31日までの間（附則第15条の６第３

項において「特定期間」という。）に行われたと

きに限り、第80条第１項の規定にかかわらず、軽

自動車税の環境性能割を課さない。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第15条の２の２ （略） 第15条の２の２ （略） 

２ 都知事は、当分の間、前項の規定により行う軽

自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、３輪以

上の軽自動車が法第446条第１項（同条第２項   

       において準用する場合を含む。）又は法

第451条第１項若しくは第２項（これらの規定を

同条第４項          において準用する場合を含

む。）の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当

するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣

の認定等（法附則第29条の９第３項に規定する国

土交通大臣の認定等をいう。次項において同

２ 都知事は、当分の間、前項の規定により行う軽

自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、３輪以

上の軽自動車が法第446条第１項（同条第２項又

は第３項において準用する場合を含む。）又は法

第451条第１項若しくは第２項（これらの規定を

同条第４項又は第５項において準用する場合を含

む。）の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当

するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣

の認定等（法附則第29条の９第３項に規定する国

土交通大臣の認定等をいう。次項において同
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じ。）に基づき当該判断をするものとする。 じ。）に基づき当該判断をするものとする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第16条 法附則第30条第１項に規定する３輪以上の

軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第444

条第３項に規定する車両番号の指定（次項から第

５項までにおいて「初回車両番号指定」とい

う。）を受けた月から起算して14年を経過した月

の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割

に係る第82条の規定の適用については、当分の

間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

第16条 法附則第30条第１項に規定する３輪以上の

軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第444

条第３項に規定する車両番号の指定（次項から第

８項までにおいて「初回車両番号指定」とい

う。）を受けた月から起算して14年を経過した月

の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割

に係る第82条の規定の適用については、当分の

間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

（略） （略） 

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる

３輪以上の軽自動車に対する第82条の規定の適用

については、当該軽自動車が平成31年４月１日か

ら令和２年３月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種

別割に限り、当該軽自動車が令和２年４月１日か

ら令和３年３月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種

別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる

３輪以上の軽自動車に対する第82条の規定の適用

については                                  

                                            

                                            

          、当該軽自動車が令和２年４月１日か

ら令和３年３月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種

別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

（略） （略） 

３ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げる

法第446条第１項第３号に規定するガソリン軽自

動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽

自動車」という。）のうち３輪以上のものに対す

る第82条の規定の適用については、当該ガソリン

軽自動車が平成31年４月１日から令和２年３月31

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該

ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３

年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

３ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げる

法第446条第１項第３号に規定するガソリン軽自

動車（以下この条        において「ガソリン軽

自動車」という。）のうち３輪以上のものに対す

る第82条の規定の適用については              

                                            

                                            

                                      、当該

ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３

年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中
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欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

（略） （略） 

４ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げる

ガソリン軽自動車のうち３輪以上のもの（前項の

規定の適用を受けるものを除く。）に対する第82

条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動

車が平成31年４月１日から令和２年３月31日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２

年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリ

ン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月

31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

４ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げる

ガソリン軽自動車のうち３輪以上のもの（前項の

規定の適用を受けるものを除く。）に対する第82

条の規定の適用については                    

                                            

                                            

                                、当該ガソリ

ン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月

31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

（略） （略） 

５ （略） ５ （略） 

 ６ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる

３輪以上の軽自動車（自家用の乗用のものを除

く。）に対する第82条の規定の適用については、

当該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３

月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、

当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３

月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、

第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

 ７ 法附則第30条第７項の規定の適用を受ける３輪

以上のガソリン軽自動車（営業用の乗用のものに

限る。）に対する第82条の規定の適用について

は、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日か

ら令和４年３月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種

別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４

月１日から令和５年３月31日までの間に初回車両
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番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動

車税の種別割に限り、第３項の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 ８ 法附則第30条第８項の規定の適用を受ける３輪

以上のガソリン軽自動車（前項の規定の適用を受

けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。）

に対する第82条の規定の適用については、当該ガ

ソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年

３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限

り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日か

ら令和５年３月31日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種

別割に限り、第４項の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

右欄に掲げる字句とする。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第16条の２ 村長は、軽自動車税の種別割の賦課徴

収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第２項から

第５項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自

動車に該当するかどうかの判断をするときは、国

土交通大臣の認定等（法附則第30条の２第１項に

規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項にお

いて同じ。）に基づき当該判断をするものとす

る。 

第16条の２ 村長は、軽自動車税の種別割の賦課徴

収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第２項から

第８項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自

動車に該当するかどうかの判断をするときは、国

土交通大臣の認定等（法附則第30条の２第１項に

規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項にお

いて同じ。）に基づき当該判断をするものとす

る。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を

受けようとする者がすべき申告等） 

（東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を

受けようとする者がすべき申告等） 

第22条 （略） 第22条 （略） 

２ 法附則第56条第１項（同条第２項において準用

する場合を含む。）の規定の適用を受ける土地に

係る平成24年度から令和３年度までの各年度分の

固定資産税については、第74条の規定は適用しな

い。 

２ 法附則第56条第１項（同条第２項において準用

する場合を含む。）の規定の適用を受ける土地に

係る平成24年度から令和８年度までの各年度分の

固定資産税については、第74条の規定は適用しな

い。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（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） 

（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） 
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第26条 （略） 第26条 （略） 

 ２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新

型コロナウイルス感染症特例法第６条の２第１項

の規定の適用を受けた場合における附則第７条の

３の２第１項の規定の適用については、同項中

「令和15年度」とあるのは「令和17年度」と、

「令和３年」とあるのは「令和４年」とする。 

附則（令和３年条例第   ） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行し、令和３

年４月１日に遡及して適用する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。なお、利島村税条例の一部を改正する条例

（令和２年条例第21号）と改正箇所が重複する場

合は、本改正が優先する。 

(1) 第１条中利島村村税条例第34条の７第１項第

１号の改正規定及び同条例附則第６条の改正規定

並びに次条第１項の規定 令和４年１月１日 

(2) 第１条中利島村村税条例第24条第２項、第32

条第１号及び第36条の３の３第１項の改正規定並

びに同条例附則第５条第１項の改正規定並びに次

条第４項の規定 令和６年１月１日 

(3) 第１条中利島村村税条例附則第10条の２第27

項の改正規定（同項を同条第26項とする部分を除

く。）並びに附則第３条第４項及び第５項の規定

 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律

（令和３年法律第70号）附則第１条第２号に掲げ

る規定の施行の日 

(4) 第１条中利島村村税条例附則第10条の２第25

項を同条第23項とし、同項の次に１項を加える改

正規定（第24項に係る部分に限る。） 特定都市

河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令

和３年法律第31号）の施行の日 

（村民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の利島村村税条

例（以下「新条例」という。）第34条の７第１項

第１号の規定は、所得割の納税義務者がこの条例

の施行の日（以下この条及び附則第４条第１項に

おいて「施行日」という。）以後に支出する同号
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に規定する寄附金又は金銭について適用し、所得

割の納税義務者が施行日前に支出した第１条の規

定による改正前の利島村村税条例（次項及び第３

項において「旧条例」という。）第34条の７第１

項第１号に規定する寄附金又は金銭については、

なお従前の例による。 

２ 新条例第36条の３の２第４項の規定は、施行日

以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項

に規定する申告書に記載すべき事項の提供につい

て適用し、施行日前に行った旧条例第36条の３の

２第４項に規定する電磁的方法による同項に規定

する申告書に記載すべき事項の提供については、

なお従前の例による。 

３ 新条例第36条の３の３第４項の規定は、施行日

以後に行う新条例第36条の３の２第４項に規定す

る電磁的方法による新条例第36条の３の３第４項

に規定する申告書に記載すべき事項の提供につい

て適用し、施行日前に行った旧条例第36条の３の

２第４項に規定する電磁的方法による旧条例第36

条の３の３第４項に規定する申告書に記載すべき

事項の提供については、なお従前の例による。 

４ 新条例の規定中個人の村民税に関する部分は、

令和６年度以後の年度分の個人の村民税について

適用し、令和５年度分までの個人の村民税につい

ては、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規

定中固定資産税に関する部分は、令和３年度以後

の年度分の固定資産税について適用し、令和２年

度分までの固定資産税については、なお従前の例

による。 

２ 平成30年４月１日から令和３年３月31日までの

間に取得された地方税法等の一部を改正する法律

（令和３年法律第７号。第５項において「改正

法」という。）第１条の規定による改正前の地方

税法（昭和25年法律第226号。次項及び第４項に

おいて「旧法」という。）附則第15条第８項に規

定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産

税については、なお従前の例による。 

-76-



３ 生産性向上特別措置法（平成30年法律第25号）

の施行の日から令和３年３月31日までの期間（以

下この項において「適用期間」という。）内に旧

法附則第15条第41項に規定する中小事業者等（以

下この項において「中小事業者等」という。）が

取得（同条第41項に規定する取得をいう。以下こ

の項において同じ。）をした同条第41項に規定す

る機械装置等（以下この項において「機械装置

等」という。）（中小事業者等が、同条第41項に

規定するリース取引（以下この項において「リー

ス取引」という。）に係る契約により機械装置等

を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間

内に取得をした同条第41項に規定する先端設備等

に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取

引により引渡しを受けた場合における当該機械装

置等を含む。）に対して課する固定資産税につい

ては、なお従前の例による。 

４ 地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法

律第26号）の施行の日から令和３年３月31日まで

の期間（以下この項において「適用期間」とい

う。）内に旧法附則第64条に規定する中小事業者

等（以下この項において「中小事業者等」とい

う。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下

この項において同じ。）をした同条に規定する家

屋及び構築物（中小事業者等が、同条に規定する

リース取引（以下この項において「リース取引」

という。）に係る契約により家屋及び構築物を引

き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に

取得をした同条に規定する先端設備等に該当する

家屋及び構築物を、適用期間内にリース取引によ

り引渡しを受けた場合における当該家屋及び構築

物を含む。）に対して課する固定資産税について

は、なお従前の例による。 

５ 新条例附則第10条の２第26項の規定は、令和３

年４月１日以後に改正法第１条の規定による改正

後の地方税法附則第64条に規定する中小事業者等

（以下この項において「中小事業者等」とい

う。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下

この項において同じ。）をした同条に規定する特
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例対象資産（以下この項において「特例対象資

産」という。）（中小事業者等が、同条に規定す

るリース取引（以下この項において「リース取

引」という。）に係る契約により特例対象資産を

引き渡して使用させる事業を行う者が当該特例対

象資産のうち、機械及び装置、工具、器具及び備

品並びに同条に規定する建物附属設備にあっては

生産性向上特別措置法の施行の日以後、家屋及び

構築物にあっては地方税法等の一部を改正する法

律（令和２年法律第26号）の施行の日以後に取得

をした同条に規定する先端設備等に該当する特例

対象資産を、令和３年４月１日以後にリース取引

により引渡しを受けた場合における当該特例対象

資産を含む。）に対して課する附則第１条第３号

に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の１月

１日（当該施行の日が１月１日である場合には、

同日）を賦課期日とする年度以後の年度分の固定

資産税について適用する。この場合において、令

和３年４月１日から同号に掲げる規定の施行の日

の前日までの間に取得をした特例対象資産に対す

る新条例附則第10条の２第26項の規定の適用につ

いては、同項中「中小企業等経営強化法（平成11

年法律第18号）第50条第２項」とあるのは、「生

産性向上特別措置法（平成30年法律第25号）第38

条第２項」とする。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に

関する部分は、施行日以後に取得された３輪以上

の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性

能割について適用し、施行日前に取得された３輪

以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境

性能割については、なお従前の例による。 

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部

分は、令和３年度以後の年度分の軽自動車税の種

別割について適用し、令和２年度分までの軽自動

車税の種別割については、なお従前の例による。 
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議案第 ２７号 

 

 

利島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和３年 ９月１３日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 前 田 福 夫 

 

 

「提案理由」 

 人事院勧告に準じて、一般職の期末勤勉手当の支給割合の改定を行うほか、東京都や公

益財団法人島しょ振興公社、島しょ一部事務組合、他の市区町村等に派遣された場合に通

勤手当を支給できるようにするため。 

 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和３年 ９月  日 原案  決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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期末手当の引き下げ

期末手当を年間4.45月分から年間4.30月分に引き下げ
※人事院勧告のとおり
※コロナ禍による民間のボーナスの減少を反映

利島村から都や公社、島嶼一部事務組合、被災地等に派遣され、電
車通勤等になった場合に、
定期券等の費用を４月、10月に支給

利島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

通勤手当の新設
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条例第    号 

 

 

利島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

利島村職員の給与に関する条例（昭和51年利島村条例第14号）の一部を次のように改正

する。 

 

目次中「第22条」の次に「の２」を加える。 

 

第９条に次の１号を加える。 

(12) 通勤手当 

 第19条第２項中の「127.5」を「115」に、「107.5」を「95」に改める。 

 第19条第５項中の「127.5」を「115」に、「72.5」を「65」に、「107.5」を「95」に、

「62.5」を「50」に改める。 

第３章中第22条の次に次の１条を加える。 

（通勤手当） 

第22条の２ 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。 

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路（以下「交通機関等」という。）を利用してその

運賃又は料金（以下「運賃等」という。）を負担することを常例とする職員（通勤距

離が片道２キロメートル以上である者） 

(2) 通勤のため自転車その他交通の用具で村規則で定めるもの（以下「自転車等」とい

う。）を使用することを常例とする職員（通勤距離が片道２キロメートル以上である

もの） 

２ 前項各号に掲げる通勤手当の支給に関し必要な事項は、村規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第19条に規定する期末手当については、令

和３年12月１日から適用する。ただし、令和３年12月に支給する期末手当については、第

19条第２項及び第５項中の115を102.5と、95を82.5と読み替える。また、条例第22条の２

に規定する通勤手当については、令和３年４月１日に遡及して適用する。 
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利島村職員の給与に関する条例（昭和51年条例第14号）新旧対照表 

現行 改正後全文（案） 

目次 目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 給料（第３条―第８条） 第２章 給料（第３条―第８条） 

第３章 手当（第９条―第22条    ） 第３章 手当（第９条―第22条の２） 

第４章 雑則（第23条―第27条） 第４章 雑則（第23条―第27条） 

附則 附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、職員の給与に関する事項

を定めるものとする。 

（職員の定義） 

第２条 この条例において「職員」とは、地方

公務員法（昭和25年法律第261号）第３条第２項

に規定する一般職に属する職員をいう。 

第２章 給料 

（給料） 

第３条 職員には、正規の勤務時間における勤

務に対する報酬として給料を支給する。 

２ 給料には、第３章に規定する手当は含まな

いものとする。 

（給料表） 

第４条 給料表の種類は次のとおりとし、各給

料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定め

るところによる。 

（１） 行政職給料表（別表第１） 

ア 行政職給料表（１） 

イ 行政職給料表（２） 

（２） 医療職給料表（別表第２） 

ア 医療職給料表（１） 

イ 医療職給料表（２） 

 （職務の分類） 

第５条 職員の職務は、その複雑、困難及び責

任の度に基づき、これを給料表に定める職務の

級に分類するものとし、その分類の基準となる

べき標準的な職務の内容は、利島村規則で定め

る。 

２ 村長は、すべての職員の職を利島村規則に

従い、前条の給料表に掲げる職務の級のいずれ

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は、職員の給与に関する事項

を定めるものとする。 

（職員の定義） 

第２条 この条例において「職員」とは、地方

公務員法（昭和25年法律第261号）第３条第２項

に規定する一般職に属する職員をいう。 

第２章 給料 

（給料） 

第３条 職員には、正規の勤務時間における勤

務に対する報酬として給料を支給する。 

２ 給料には、第３章に規定する手当は含まな

いものとする。 

（給料表） 

第４条 給料表の種類は次のとおりとし、各給

料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定め

るところによる。 

（１） 行政職給料表（別表第１） 

ア 行政職給料表（１） 

イ 行政職給料表（２） 

（２） 医療職給料表（別表第２） 

ア 医療職給料表（１） 

イ 医療職給料表（２） 

 （職務の分類） 

第５条 職員の職務は、その複雑、困難及び責

任の度に基づき、これを給料表に定める職務の

級に分類するものとし、その分類の基準となる

べき標準的な職務の内容は、利島村規則で定め

る。 

２ 村長は、すべての職員の職を利島村規則に

従い、前条の給料表に掲げる職務の級のいずれ

-82-



かに格付し、同条の給料を支給しなければなら

ない。 

（等級別標準職務） 

第６条 前条第１項に規定する職務の級の分類

の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表

第３に定める等級別標準職務表に定めるとおり

とし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び

責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の

級に分類されるものとする。 

 (初任給及び昇格、昇給の基準) 

第７条 新たに職員となった場合並びに職員が

１つの職務の級から他の職務の級に移った場合

及び１つの職から同じ職務の級の初任給の基準

を異にする他の職に移った場合の給料の基準

は、利島村規則で定める。 

２ 職員を昇格（職員の職務の級をその上位の

級に変更することをいう。以下同じ。）させる

には、昇格させようとする職務の級に適すると

認められる場合に限るものとする。 

３ 職員の昇給は、利島村規則で定める日に、

同日前１年間におけるその者の勤務成績に応じ

て、行うものとする。 

４ 前項の規定により職員を昇給させる場合の

昇給の号級数は、同項に規定する期間の全部を

良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を４

号給とすることを標準として、利島村規則に従

い決定するものとする。 

５ 55歳を超える職員に関する前項の規定の適

用については、「４号給」とあるのは「昇給な

し」とする。 

６ 職員の昇給は、その属する職務の級におけ

る最高の号給を超えて行うことができない。 

７ 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなけれ

ばならない。 

８ 第２項から第４項までの規定の実施につい

て必要な基準は、利島村規則で定める。 

第７条の２ 地方公務員の育児休業等に関する

法律（平成３年法律第110号）第10条第３項の規

定による承認を受け、同条第１項に規定する育

児短時間勤務をしている職員（同法第17条の規

定による短時間勤務をしている職員を含む。以

かに格付し、同条の給料を支給しなければなら

ない。 

（等級別標準職務） 

第６条 前条第１項に規定する職務の級の分類

の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表

第３に定める等級別標準職務表に定めるとおり

とし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び

責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の

級に分類されるものとする。 

 (初任給及び昇格、昇給の基準) 

第７条 新たに職員となった場合並びに職員が

１つの職務の級から他の職務の級に移った場合

及び１つの職から同じ職務の級の初任給の基準

を異にする他の職に移った場合の給料の基準

は、利島村規則で定める。 

２ 職員を昇格（職員の職務の級をその上位の

級に変更することをいう。以下同じ。）させる

には、昇格させようとする職務の級に適すると

認められる場合に限るものとする。 

３ 職員の昇給は、利島村規則で定める日に、

同日前１年間におけるその者の勤務成績に応じ

て、行うものとする。 

４ 前項の規定により職員を昇給させる場合の

昇給の号級数は、同項に規定する期間の全部を

良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を４

号給とすることを標準として、利島村規則に従

い決定するものとする。 

５ 55歳を超える職員に関する前項の規定の適

用については、「４号給」とあるのは「昇給な

し」とする。 

６ 職員の昇給は、その属する職務の級におけ

る最高の号給を超えて行うことができない。 

７ 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなけれ

ばならない。 

８ 第２項から第４項までの規定の実施につい

て必要な基準は、利島村規則で定める。 

第７条の２ 地方公務員の育児休業等に関する

法律（平成３年法律第110号）第10条第３項の規

定による承認を受け、同条第１項に規定する育

児短時間勤務をしている職員（同法第17条の規

定による短時間勤務をしている職員を含む。以
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下「育児短時間勤務職員等」という。）の給料

月額は、第４条並びに前条第１項及び第４項の

規定にかかわらず、これらの規定による給料月

額に、利島村職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する条例（令和２年条例第２号。以下「勤務

時間条例」という。）第２条第２項の規定によ

り定められたその者の勤務時間を同条第１項に

規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た

額とする。 

第７条の３ 地方公務員法（昭和25年法律第261

号）第28条の４第１項、第28条の６第１項若し

くは第２項の規定により採用された職員（以下

「再任用職員」という。）の給料月額は、その

者に適用される給料表の再任用職員の項に掲げ

る給料月額のうち、その者の属する職務の級に

応じた額とする。 

２ 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28

条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占め

る職員（以下「再任用短時間勤務職員」とい

う。）の給料月額は同条第１項に規定にかかわ

らずこれらの規定による給料月額に、勤務時間

条例第２条第３項の規定により定められたその

者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間

で除して得た数を乗じて得た額とする。 

 （給料の支給） 

第８条 この条例に基づく給与は、現金で直接

職員に支払わなければならない。ただし、職員

から申出のある場合には、口座振替の方法によ

り支払うことができる。 

２ 給料は、月の１日から末日までを計算期間

として毎月20日に支給する。ただし、その日が

日曜日又は休日（国民の祝日に関する法律（昭

和23年法律第178号）に定める休日をいう。以下

本条において同じ。）若しくは土曜日であると

きは、その日前のその日に最も近い日曜日又は

休日若しくは土曜日でない日とする。 

３ 新たに職員となった者には、その日から給

料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動

を生じた者には、その日から新たに定められた

給料を支給する。ただし、離職した職員が即日

職員となった場合又は職員以外の地方公務員若

下「育児短時間勤務職員等」という。）の給料

月額は、第４条並びに前条第１項及び第４項の

規定にかかわらず、これらの規定による給料月

額に、利島村職員の勤務時間、休日、休暇等に

関する条例（令和２年条例第２号。以下「勤務

時間条例」という。）第２条第２項の規定によ

り定められたその者の勤務時間を同条第１項に

規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た

額とする。 

第７条の３ 地方公務員法（昭和25年法律第261

号）第28条の４第１項、第28条の６第１項若し

くは第２項の規定により採用された職員（以下

「再任用職員」という。）の給料月額は、その

者に適用される給料表の再任用職員の項に掲げ

る給料月額のうち、その者の属する職務の級に

応じた額とする。 

２ 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28

条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占め

る職員（以下「再任用短時間勤務職員」とい

う。）の給料月額は同条第１項に規定にかかわ

らずこれらの規定による給料月額に、勤務時間

条例第２条第３項の規定により定められたその

者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間

で除して得た数を乗じて得た額とする。 

 （給料の支給） 

第８条 この条例に基づく給与は、現金で直接

職員に支払わなければならない。ただし、職員

から申出のある場合には、口座振替の方法によ

り支払うことができる。 

２ 給料は、月の１日から末日までを計算期間

として毎月20日に支給する。ただし、その日が

日曜日又は休日（国民の祝日に関する法律（昭

和23年法律第178号）に定める休日をいう。以下

本条において同じ。）若しくは土曜日であると

きは、その日前のその日に最も近い日曜日又は

休日若しくは土曜日でない日とする。 

３ 新たに職員となった者には、その日から給

料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動

を生じた者には、その日から新たに定められた

給料を支給する。ただし、離職した職員が即日

職員となった場合又は職員以外の地方公務員若
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しくは国家公務員が退職の日に職員となった場

合は、その翌日から給料を支給する。 

４ 職員が退職し、又は死亡したときは、その

日まで給料を支給する。 

５ 前２項の規定により給料を支給する場合で

あって月の１日から支給するとき以外のとき又

は月の末日まで支給するとき以外は、その給料

額はその期間の現日数から勤務時間条例第４条

及び第５条の規定に基づく週休日の日数を差引

いた日数を基礎として日割りによって計算す

る。 

６ 前５項に定めるもののほか、給料の支給の

方法に関し必要な事項は、利島村規則で定め

る。 

第３章 手当 

（手当） 

しくは国家公務員が退職の日に職員となった場

合は、その翌日から給料を支給する。 

４ 職員が退職し、又は死亡したときは、その

日まで給料を支給する。 

５ 前２項の規定により給料を支給する場合で

あって月の１日から支給するとき以外のとき又

は月の末日まで支給するとき以外は、その給料

額はその期間の現日数から勤務時間条例第４条

及び第５条の規定に基づく週休日の日数を差引

いた日数を基礎として日割りによって計算す

る。 

６ 前５項に定めるもののほか、給料の支給の

方法に関し必要な事項は、利島村規則で定め

る。 

第３章 手当 

（手当） 

第９条 職員には、給料のほか、次に掲げる手

当を支給する。 

第９条 職員には、給料のほか、次に掲げる手

当を支給する。 

（１） 管理職手当 

（２） 扶養手当 

（３） 特殊勤務手当 

（４） 超過勤務手当 

（５） 休日給 

（６） 夜間勤務手当 

（７） 宿日直手当 

（８） 管理職員特別勤務手当 

（９） 期末手当 

（10） 勤勉手当 

（11） 住居手当 

（１） 管理職手当 

（２） 扶養手当 

（３） 特殊勤務手当 

（４） 超過勤務手当 

（５） 休日給 

（６） 夜間勤務手当 

（７） 宿日直手当 

（８） 管理職員特別勤務手当 

（９） 期末手当 

（10） 勤勉手当 

（11） 住居手当 

 （12） 通勤手当 

（管理職手当） 

第10条 管理又は監督の地位にある職員に対し

ては、その勤務の特殊性に基づき、管理職手当

を支給する。 

２ 管理職手当の額は、課長月額49,600円、主

幹月額46,300円とする。 

３ 第１項に規定する管理職手当の支給を受け

る職員には、超過勤務手当、休日給、夜間勤務

手当は支給しない。 

（扶養手当） 

第11条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての

（管理職手当） 

第10条 管理又は監督の地位にある職員に対し

ては、その勤務の特殊性に基づき、管理職手当

を支給する。 

２ 管理職手当の額は、課長月額49,600円、主

幹月額46,300円とする。 

３ 第１項に規定する管理職手当の支給を受け

る職員には、超過勤務手当、休日給、夜間勤務

手当は支給しない。 

（扶養手当） 

第11条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての
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職員に対して支給する。 

２ 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で

他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を

受けているものをいう。 

（１）配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。） 

（２）満22歳に達する日以後の最初の３月31日

までの間にある子 

（３）満22歳に達する日以後の最初の３月31日

までの間にある孫 

（４）満60歳以上の父母及び祖父母 

（５）満22歳に達する日以後の最初の３月31日

までの間にある弟妹 

（６）重度心身障害者 

３ 前項第１号に掲げる扶養手当の月額は、扶

養親族たる配偶者、父母等については１人につ

き6,500円、前項第２号に該当する扶養親族（以

下「扶養親族たる子」という。）については１

人につき10,000円とする。 

４ 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日

後の最初の４月１日から満22歳に達する日以後

の最初の３月31日までの間（以下「特定期間」

という。）にある子がいる場合における扶養手

当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円

に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗

じて得た額を同項の規定による額に加算した額

とする。 

第12条 新たに職員となった者に扶養親族があ

る場合又は職員に次の各号の１に該当する事実

が生じた場合においては、その職員は、直ちに

その旨を村長に届け出なければならない。 

（１）新たに扶養親族としての要件を具備する

に至った者がある場合 

（２）扶養親族としての要件を欠くに至った者

がある場合 

（３）削除 

（４）削除 

２ 扶養手当の支給は、新たに職員となった者

に扶養親族がある場合においてはその者の職員

となった日、職員に扶養親族で前項の規定によ

る届出に係るものがない場合においてその職員

職員に対して支給する。 

２ 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で

他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を

受けているものをいう。 

（１）配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係

と同様の事情にある者を含む。） 

（２）満22歳に達する日以後の最初の３月31日

までの間にある子 

（３）満22歳に達する日以後の最初の３月31日

までの間にある孫 

（４）満60歳以上の父母及び祖父母 

（５）満22歳に達する日以後の最初の３月31日

までの間にある弟妹 

（６）重度心身障害者 

３ 前項第１号に掲げる扶養手当の月額は、扶

養親族たる配偶者、父母等については１人につ

き6,500円、前項第２号に該当する扶養親族（以

下「扶養親族たる子」という。）については１

人につき10,000円とする。 

４ 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日

後の最初の４月１日から満22歳に達する日以後

の最初の３月31日までの間（以下「特定期間」

という。）にある子がいる場合における扶養手

当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円

に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗

じて得た額を同項の規定による額に加算した額

とする。 

第12条 新たに職員となった者に扶養親族があ

る場合又は職員に次の各号の１に該当する事実

が生じた場合においては、その職員は、直ちに

その旨を村長に届け出なければならない。 

（１）新たに扶養親族としての要件を具備する

に至った者がある場合 

（２）扶養親族としての要件を欠くに至った者

がある場合 

（３）削除 

（４）削除 

２ 扶養手当の支給は、新たに職員となった者

に扶養親族がある場合においてはその者の職員

となった日、職員に扶養親族で前項の規定によ

る届出に係るものがない場合においてその職員

-86-



に同項第１号に掲げる事実が生じたときはその

事実の生じた日の属する月の翌月（これらの日

が月の初日であるときは、その日の属する月）

から開始し、扶養手当を受けている職員が離職

し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者

が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けて

いる職員の扶養親族で同項の規定による届出に

係るものについて同項第２号に掲げる事実が生

じたときはその事実が生じた日の属する月（こ

れらの日が月の初日であるときは、その日の属

する月の前月）をもって終わる。ただし、扶養

手当の支給の開始については、同項の規定によ

る届出がこれに係る事実の生じた日から15日を

経過した後にされたときは、その届出を受理し

た日の属する月の翌月（その日が月の初日であ

るときは、その日の属する月）から行うものと

する。 

３ 扶養手当は、次の各号いずれかに掲げる事

実が生じた場合においては、その事実が生じた

日の属する月の翌月（その日が月の初日である

ときは、その日の属する月）からその支給額を

改定する。前項ただし書きの規定は、第１号に

掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支

給額の改定について準用する。 

（１）扶養手当を受けている職員に更に第１号

第１項に掲げる事実が生じた場合 

（２）扶養手当を受けている職員の扶養親族で

第１項の規定による届出に係るものの一部が扶

養親族たる要件を欠くに至った場合 

（３）職員の扶養親族たる子で第１項の規定に

よる届出に係るもののうち特定期間にある子で

なかった者が特定期間にある子となった場合 

（特殊勤務手当） 

第13条 特殊勤務手当は、著しく困難な勤務そ

の他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を

必要とし、かつ、勤務の特殊性を給料で考慮す

ることが適当でないと認められるものに従事す

る職員に対して支給する。 

２ 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の

範囲、額及び支給の方法は、別に条例で定め

る。 

に同項第１号に掲げる事実が生じたときはその

事実の生じた日の属する月の翌月（これらの日

が月の初日であるときは、その日の属する月）

から開始し、扶養手当を受けている職員が離職

し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者

が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けて

いる職員の扶養親族で同項の規定による届出に

係るものについて同項第２号に掲げる事実が生

じたときはその事実が生じた日の属する月（こ

れらの日が月の初日であるときは、その日の属

する月の前月）をもって終わる。ただし、扶養

手当の支給の開始については、同項の規定によ

る届出がこれに係る事実の生じた日から15日を

経過した後にされたときは、その届出を受理し

た日の属する月の翌月（その日が月の初日であ

るときは、その日の属する月）から行うものと

する。 

３ 扶養手当は、次の各号いずれかに掲げる事

実が生じた場合においては、その事実が生じた

日の属する月の翌月（その日が月の初日である

ときは、その日の属する月）からその支給額を

改定する。前項ただし書きの規定は、第１号に

掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支

給額の改定について準用する。 

（１）扶養手当を受けている職員に更に第１号

第１項に掲げる事実が生じた場合 

（２）扶養手当を受けている職員の扶養親族で

第１項の規定による届出に係るものの一部が扶

養親族たる要件を欠くに至った場合 

（３）職員の扶養親族たる子で第１項の規定に

よる届出に係るもののうち特定期間にある子で

なかった者が特定期間にある子となった場合 

（特殊勤務手当） 

第13条 特殊勤務手当は、著しく困難な勤務そ

の他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を

必要とし、かつ、勤務の特殊性を給料で考慮す

ることが適当でないと認められるものに従事す

る職員に対して支給する。 

２ 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の

範囲、額及び支給の方法は、別に条例で定め

る。 
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（超過勤務手当） 

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務すること

を命ぜられた職員には正規の勤務時間を超えて

勤務した全時間に対して勤務１時間につき第23

条に規定する勤務１時間当たりの給与額に正規

の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分

に応じてそれぞれ100分の125から100分の150ま

での範囲内で規則で定める割合（その勤務が午

後10時から翌日の午前５時までの間である場合

は、その割合に100分の25を加算した割合）を乗

じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

（１）正規の勤務時間が割り振られた日（次条

の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員

に休日給が支給されることとなる日を除く。）

における勤務 

（２）前号に掲げる勤務以外の勤務 

２ 前項に定めるもののほか、勤務時間条例第

２条の規定によりあらかじめ定められた１週間

の正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第４条

の規定により週休日とされた日に勤務時間条例

第５条の規定により正規の勤務時間を割り振ら

れた職員には、当該正規の勤務時間に相当する

時間について、勤務１時間につき、第23条に規

定する勤務１時間当たりの給与額に100分の25を

乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

３ 育児短時間勤務職員等が、正規の勤務時間

が割り振られた日（次条の規定により休日給が

支給されることとなる日を除く。）において、

正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その

勤務の時間とその勤務をした日における正規の

勤務時間との合計が７時間45分に達するまでの

間の勤務に対する第１項の規定の適用について

は、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に

掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125

から100分の150までの範囲内で規則で定める割

合」とあるのは、「100分の100」とする。 

４ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命

ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時

間が１箇月について60時間を超えた職員には、

その60時間を超えて勤務した全時間に対して、

前３項の規定にかかわらず、勤務１時間につ

（超過勤務手当） 

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務すること

を命ぜられた職員には正規の勤務時間を超えて

勤務した全時間に対して勤務１時間につき第23

条に規定する勤務１時間当たりの給与額に正規

の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分

に応じてそれぞれ100分の125から100分の150ま

での範囲内で規則で定める割合（その勤務が午

後10時から翌日の午前５時までの間である場合

は、その割合に100分の25を加算した割合）を乗

じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

（１）正規の勤務時間が割り振られた日（次条

の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員

に休日給が支給されることとなる日を除く。）

における勤務 

（２）前号に掲げる勤務以外の勤務 

２ 前項に定めるもののほか、勤務時間条例第

２条の規定によりあらかじめ定められた１週間

の正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第４条

の規定により週休日とされた日に勤務時間条例

第５条の規定により正規の勤務時間を割り振ら

れた職員には、当該正規の勤務時間に相当する

時間について、勤務１時間につき、第23条に規

定する勤務１時間当たりの給与額に100分の25を

乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。 

３ 育児短時間勤務職員等が、正規の勤務時間

が割り振られた日（次条の規定により休日給が

支給されることとなる日を除く。）において、

正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その

勤務の時間とその勤務をした日における正規の

勤務時間との合計が７時間45分に達するまでの

間の勤務に対する第１項の規定の適用について

は、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に

掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125

から100分の150までの範囲内で規則で定める割

合」とあるのは、「100分の100」とする。 

４ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命

ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時

間が１箇月について60時間を超えた職員には、

その60時間を超えて勤務した全時間に対して、

前３項の規定にかかわらず、勤務１時間につ
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き、第23条に規定する勤務１時間当たりの給与

額に100分の150（その勤務が午後10時から翌日

の午前５時までの間である場合は、100分の17

5）を乗じて得た額を超過勤務手当として支給す

る。 

５ 勤務時間条例第８条の６第１項に規定する

超勤代休時間を指定された場合において、当該

超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、

前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間

のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超

過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該

時間１時間につき、第23条に規定する勤務１時

間当たりの給与額に100分の150（その時間が午

後10時から翌日の午前５時までの間である場合

は、100分の175）から第１項に規定する規則で

定める割合（その時間が午後10時から翌日の午

前５時までの間である場合は、その割合に100分

の25を加算した割合）を減じた割合を乗じて得

た額の超過勤務手当を支給することを要しな

い。 

（休日給） 

第15条 休日の勤務として正規の勤務時間中に

勤務することを命じられた職員には、正規の勤

務時間中に勤務した全時間に対して、勤務１時

間につき第23条に規定する勤務１時間当たりの

給与額に100分の125から100分の150までの範囲

内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給

として支給する。ただし、勤務時間条例第11条

第１項の規定により任命権者が職員に休日の勤

務に替えて代休日を指定した場合には、休日給

は支給しない。 

（夜間勤務手当） 

第16条 正規の勤務時間として午後10時から午

前５時までの間に勤務することを命ぜられた職

員には、その間の勤務した全時間に対して、勤

務１時間につき第23条に規定する勤務１時間当

たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間

勤務手当として支給する。 

（宿日直手当） 

第17条 宿日直勤務の種類は、次の各号に定め

るとおりとし、宿日直勤務を命じられた職員に

き、第23条に規定する勤務１時間当たりの給与

額に100分の150（その勤務が午後10時から翌日

の午前５時までの間である場合は、100分の17

5）を乗じて得た額を超過勤務手当として支給す

る。 

５ 勤務時間条例第８条の６第１項に規定する

超勤代休時間を指定された場合において、当該

超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、

前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間

のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超

過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該

時間１時間につき、第23条に規定する勤務１時

間当たりの給与額に100分の150（その時間が午

後10時から翌日の午前５時までの間である場合

は、100分の175）から第１項に規定する規則で

定める割合（その時間が午後10時から翌日の午

前５時までの間である場合は、その割合に100分

の25を加算した割合）を減じた割合を乗じて得

た額の超過勤務手当を支給することを要しな

い。 

（休日給） 

第15条 休日の勤務として正規の勤務時間中に

勤務することを命じられた職員には、正規の勤

務時間中に勤務した全時間に対して、勤務１時

間につき第23条に規定する勤務１時間当たりの

給与額に100分の125から100分の150までの範囲

内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給

として支給する。ただし、勤務時間条例第11条

第１項の規定により任命権者が職員に休日の勤

務に替えて代休日を指定した場合には、休日給

は支給しない。 

（夜間勤務手当） 

第16条 正規の勤務時間として午後10時から午

前５時までの間に勤務することを命ぜられた職

員には、その間の勤務した全時間に対して、勤

務１時間につき第23条に規定する勤務１時間当

たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間

勤務手当として支給する。 

（宿日直手当） 

第17条 宿日直勤務の種類は、次の各号に定め

るとおりとし、宿日直勤務を命じられた職員に
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は、その勤務１回につき当該各号に掲げる額を

宿日直手当として支給する。 

（１）Ａ日直勤務 職員が勤務を要する日に、

正規の勤務時間及び当該勤務時間から引き続く

２時間を単位として行う、主として情報連絡に

対応するための勤務 1,500円 

（２）Ｂ日直勤務 職員が利島村の休日を定め

る条例（平成２年条例第12号）第１条第１項各

号に定める日に、職員の正規の勤務時間に相応

する勤務時間及び当該勤務時間から引き続く２

時間を単位として行う、主として情報連絡に対

応するための勤務 7,500円 

（３）宿直勤務 前２号に定める日直勤務時間

の直後の時間から翌日の職員の正規の勤務時間

（職員の正規の勤務時間に相応する場合を含

む。）の開始までの時間を単位として行う、主

として情報連絡に対応するための勤務 5,000円 

２ 年末年始の日（１月１日から同月３日まで

及び12月29日から31日までの日をいう。）及び

ゴールデンウィーク（４月29日から５月５日ま

での日をいう。）に前項第２号及び第３号に定

める勤務を命じられた職員には、各号に定める

額に2,000円を加算した額を当直手当として支給

する。 

３ 前２項の勤務は、第14条及び第15条の勤務

には含まれないものとする。 

（管理職員特別勤務手当） 

第18条 第10条第２項の規定に基づき管理職手

当を受ける職員が、臨時又は緊急の必要その他

の公務の運営の必要により勤務を要しない日

（勤務時間条例第４条に規定する日をいう。）

又は休日（次項において「週休日等」とい

う。）に勤務した場合は、当該職員には管理職

員特別勤務手当を支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、第10条第２項

の規定に基づき管理職手当を受ける職員が災害

への対処その他の臨時又は緊急の必要により週

休日等以外の日の午前０時から午前５時までの

間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務し

た場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手

当を支給する。 

は、その勤務１回につき当該各号に掲げる額を

宿日直手当として支給する。 

（１）Ａ日直勤務 職員が勤務を要する日に、

正規の勤務時間及び当該勤務時間から引き続く

２時間を単位として行う、主として情報連絡に

対応するための勤務 1,500円 

（２）Ｂ日直勤務 職員が利島村の休日を定め

る条例（平成２年条例第12号）第１条第１項各

号に定める日に、職員の正規の勤務時間に相応

する勤務時間及び当該勤務時間から引き続く２

時間を単位として行う、主として情報連絡に対

応するための勤務 7,500円 

（３）宿直勤務 前２号に定める日直勤務時間

の直後の時間から翌日の職員の正規の勤務時間

（職員の正規の勤務時間に相応する場合を含

む。）の開始までの時間を単位として行う、主

として情報連絡に対応するための勤務 5,000円 

２ 年末年始の日（１月１日から同月３日まで

及び12月29日から31日までの日をいう。）及び

ゴールデンウィーク（４月29日から５月５日ま

での日をいう。）に前項第２号及び第３号に定

める勤務を命じられた職員には、各号に定める

額に2,000円を加算した額を当直手当として支給

する。 

３ 前２項の勤務は、第14条及び第15条の勤務

には含まれないものとする。 

（管理職員特別勤務手当） 

第18条 第10条第２項の規定に基づき管理職手

当を受ける職員が、臨時又は緊急の必要その他

の公務の運営の必要により勤務を要しない日

（勤務時間条例第４条に規定する日をいう。）

又は休日（次項において「週休日等」とい

う。）に勤務した場合は、当該職員には管理職

員特別勤務手当を支給する。 

２ 前項に規定する場合のほか、第10条第２項

の規定に基づき管理職手当を受ける職員が災害

への対処その他の臨時又は緊急の必要により週

休日等以外の日の午前０時から午前５時までの

間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務し

た場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手

当を支給する。 
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３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

（１）管理職員特別勤務手当の額は、第１項の

規定による勤務１回につき、8,000円を超えない

範囲内において規則で定める額とする。ただ

し、同項の規定による勤務に従事する時間等を

考慮して規則で定める勤務にあっては、その額

に100分の150を乗じて得た額とする。 

（２）前項に規定する場合 同項の勤務１回に

つき、6,000円を超えない範囲内において規則で

定める額 

４ 前３項に定めるもののほか、管理職員特別

勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定

める。ただし、消防団員の出動に伴う勤務の場

合には、消防団員に支給する費用弁償額に準ず

る。 

（期末手当） 

第19条 期末手当は、６月１日及び12月１日

（以下この条から第21条の２までにおいて、こ

れらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在

職する職員（村規定で定める職員を除く。）に

対して、それぞれ基準日から起算して15日を超

えない範囲内において村長が定める日（第21条

および第21条の２においてこれらの日を「支給

日」という。）に支給する。これらの基準日前

１箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第1

6条第１号に該当して法第28条第４項の規定によ

り失職し、又は死亡した職員（村規定で定める

職員を除く。）についても同様とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在

（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職

し、又は死亡した日現在。以下次条第１項にお

いて同じ。）において職員が受けるべき給料及

び扶養手当の月額の合計額を期末手当基礎額と

し、その額に100分の127.5（一般職４級職員及

び一般職５級職員にあっては、100分の107.5）

を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期

間におけるその者の在職期間（育児休業の承認

にかかる期間が１箇月以内である場合は、在職

期間とする。以下この条において同じ。）の区

３ 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

（１）管理職員特別勤務手当の額は、第１項の

規定による勤務１回につき、8,000円を超えない

範囲内において規則で定める額とする。ただ

し、同項の規定による勤務に従事する時間等を

考慮して規則で定める勤務にあっては、その額

に100分の150を乗じて得た額とする。 

（２）前項に規定する場合 同項の勤務１回に

つき、6,000円を超えない範囲内において規則で

定める額 

４ 前３項に定めるもののほか、管理職員特別

勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定

める。ただし、消防団員の出動に伴う勤務の場

合には、消防団員に支給する費用弁償額に準ず

る。 

（期末手当） 

第19条 期末手当は、６月１日及び12月１日

（以下この条から第21条の２までにおいて、こ

れらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在

職する職員（村規定で定める職員を除く。）に

対して、それぞれ基準日から起算して15日を超

えない範囲内において村長が定める日（第21条

および第21条の２においてこれらの日を「支給

日」という。）に支給する。これらの基準日前

１箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第1

6条第１号に該当して法第28条第４項の規定によ

り失職し、又は死亡した職員（村規定で定める

職員を除く。）についても同様とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれその基準日現在

（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職

し、又は死亡した日現在。以下次条第１項にお

いて同じ。）において職員が受けるべき給料及

び扶養手当の月額の合計額を期末手当基礎額と

し、その額に100分の115（一般職４級職員及び

一般職５級職員にあっては、100分の95   ）

を乗じて得た額に、基準日以前６箇月以内の期

間におけるその者の在職期間（育児休業の承認

にかかる期間が１箇月以内である場合は、在職

期間とする。以下この条において同じ。）の区
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分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た

額とする。 

在職期間 割合 

基準日 ６月１日及び 12月１日 

６箇月 100 分の

100 

５箇月以上６箇月未満 100 分の

80 

３箇月以上５箇月未満 100 分の

60 

３箇月未満 100 分の

30 

３ 行政職給料表（１）の適用を受ける職員の

うち職務の級が２級以上である職員について、

同項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」と

あるのは「給料及び扶養手当の月額の合計額

に、給料の月額に職務段階等を考慮して村規則

で定める職員の区分に応じて100分の10を超えな

い範囲内で村規則で定める割合を乗じて得た額

を加算した額」とする。 

４ 前２項に規定するもののほか、期末手当の

支給に関し必要な事項は、利島村規則で定め

る。 

５ 再任用職員に対する第２項及び第３項の規

定の適用については、同項中「100分の127.5」

とあるのは「100分の72.5」と、「100分の107.

5」とあるのは「100分の62.5」とする。 

（勤勉手当） 

第20条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職す

る職員（村規定で定める職員を除く。）に対し

て、その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準

日から起算して15日を超えない範囲内において

村長が定める日に支給する。これらの基準日前

１箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第1

6条第１号に該当して法第28条第４項の規定によ

り失職し、又は死亡した職員（村規定で定める

職員を除く。）についても同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞれの

基準日現在において受けるべき給料の月額と

し、その額に任命権者が村規則で定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。この

場合において、その支給する勤勉手当の額の総

分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た

額とする。 

在職期間 割合 

基準日 ６月１日及び 12月１日 

６箇月 100 分の

100 

５箇月以上６箇月未満 100 分の

80 

３箇月以上５箇月未満 100 分の

60 

３箇月未満 100 分の

30 

３ 行政職給料表（１）の適用を受ける職員の

うち職務の級が２級以上である職員について、

同項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」と

あるのは「給料及び扶養手当の月額の合計額

に、給料の月額に職務段階等を考慮して村規則

で定める職員の区分に応じて100分の10を超えな

い範囲内で村規則で定める割合を乗じて得た額

を加算した額」とする。 

４ 前２項に規定するもののほか、期末手当の

支給に関し必要な事項は、利島村規則で定め

る。 

５ 再任用職員に対する第２項及び第３項の規

定の適用については、同項中「100分の115 」

とあるのは「100分の65 」と、「100分の95

 」とあるのは「100分の50 」とする。 

（勤勉手当） 

第20条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職す

る職員（村規定で定める職員を除く。）に対し

て、その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準

日から起算して15日を超えない範囲内において

村長が定める日に支給する。これらの基準日前

１箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第1

6条第１号に該当して法第28条第４項の規定によ

り失職し、又は死亡した職員（村規定で定める

職員を除く。）についても同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞれの

基準日現在において受けるべき給料の月額と

し、その額に任命権者が村規則で定める基準に

従って定める割合を乗じて得た額とする。この

場合において、その支給する勤勉手当の額の総
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額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じた率

を乗じて得た額の総額を超えてはならない。 

（１） 一般職（３級職員まで） 100分の95 

（２） 一般職（特定幹部職員） 100分の115 

（３） 再任用職員（３級職員まで） 100分の

52.5 

（４） 再任用職員（４級職員及び５級職員）

 100分の52.5 

３ 行政職給料表（１）の適用を受ける職員の

うち職務の級が２級以上である職員について、

同項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額

に、給料の月額に職務段階等を考慮して村規則

で定める職員の区分に応じて100分の10を超えな

い範囲内で村規則で定める割合を乗じて得た額

を加算した額」とする。 

（期末手当の不支給） 

第21条 次の各号のいずれかに該当する者に

は、第19条第１項の規定にかかわらず、当該各

号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者

にあっては、その支給を一時差し止めた期末手

当）は、支給しない。 

（１）基準日から当該基準日に対応する支給日

の前日までの間に地方公務員法第29条の規定に

よる懲戒免職の処分を受けた職員 

（２）基準日から当該基準日に対応する支給日

の前日までの間に地方公務員法第28条第４項の

規定により失職した職員（同法第16条第１号に

該当して失職した職員を除く。） 

（３）基準日前１箇月以内又は基準日から当該

基準日に対応する支給日の前日までの間に離職

した職員（前２号に掲げる者を除く。）で、そ

の離職した日から当該支給日の前日までの間に

禁固以上の刑に処せられたもの 

（４）次条第１項の規定により期末手当の支給

を一時差し止める処分を受けた者（当該処分を

取り消された者を除く。）で、その者の在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑

に処せられたもの 

（期末手当の一時差止め） 

第21条の２ 任命権者は、支給日に期末手当を

支給することとされていた職員で当該支給日の

額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じた率

を乗じて得た額の総額を超えてはならない。 

（１） 一般職（３級職員まで） 100分の95 

（２） 一般職（特定幹部職員） 100分の115 

（３） 再任用職員（３級職員まで） 100分の

52.5 

（４） 再任用職員（４級職員及び５級職員）

 100分の52.5 

３ 行政職給料表（１）の適用を受ける職員の

うち職務の級が２級以上である職員について、

同項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額

に、給料の月額に職務段階等を考慮して村規則

で定める職員の区分に応じて100分の10を超えな

い範囲内で村規則で定める割合を乗じて得た額

を加算した額」とする。 

（期末手当の不支給） 

第21条 次の各号のいずれかに該当する者に

は、第19条第１項の規定にかかわらず、当該各

号の基準日に係る期末手当（第４号に掲げる者

にあっては、その支給を一時差し止めた期末手

当）は、支給しない。 

（１）基準日から当該基準日に対応する支給日

の前日までの間に地方公務員法第29条の規定に

よる懲戒免職の処分を受けた職員 

（２）基準日から当該基準日に対応する支給日

の前日までの間に地方公務員法第28条第４項の

規定により失職した職員（同法第16条第１号に

該当して失職した職員を除く。） 

（３）基準日前１箇月以内又は基準日から当該

基準日に対応する支給日の前日までの間に離職

した職員（前２号に掲げる者を除く。）で、そ

の離職した日から当該支給日の前日までの間に

禁固以上の刑に処せられたもの 

（４）次条第１項の規定により期末手当の支給

を一時差し止める処分を受けた者（当該処分を

取り消された者を除く。）で、その者の在職期

間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑

に処せられたもの 

（期末手当の一時差止め） 

第21条の２ 任命権者は、支給日に期末手当を

支給することとされていた職員で当該支給日の
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前日までに離職した者が次の各号のいずれかに

該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差

し止めることができる。 

（１）離職した日から当該支給日の前日までの

間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事

件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯

罪について禁固以上の刑が定められているもの

に限り、刑事起訴法（昭和23年法律第131号）第

６編に規定する略式手続きによるものを除く。

第３項において同じ。）をされ、その判決が確

定していない場合 

（２）離職した日から当該支給日の前日までの

間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事

件に関して、その者が逮捕された場合又はその

者から徴収した事項若しくは調査により判明し

た事実に基づきその者に犯罪があると考えるに

至った場合であって、その者に対し期末手当を

支給することが、公務に対する村民の信頼を確

保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な

実施を維持する上で重大な支障を生ずると認め

るとき。 

２ 前項の規定による期末手当の支給を一時差

し止める処分（以下「一時差止処分」とい

う。）を行う場合には、その旨を書面で当該一

時差止処分を受けるべき者に通知しなければな

らない。 

３ 前項の規定により一時差止処分を行う旨の

通知をする場合において、当該一時差止処分を

受けるべき者の所在が知れないときは、通知を

すべき内容を利島村公告式条例（昭和51年条例

第７号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示

することをもって通知に代えることができる。

この場合においては、その告示した日から起算

して２週間を経過した日に、通知が当該一時差

止処分を受けるべき者に到達したものとみな

す。 

４ 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査

法（平成26年法律68号）第18条第１項本文に規

定する期間が経過した後においては、当該一時

差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差

止処分をした者に対し、その取消しを申し立て

前日までに離職した者が次の各号のいずれかに

該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差

し止めることができる。 

（１）離職した日から当該支給日の前日までの

間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事

件に関して、その者が起訴（当該起訴に係る犯

罪について禁固以上の刑が定められているもの

に限り、刑事起訴法（昭和23年法律第131号）第

６編に規定する略式手続きによるものを除く。

第３項において同じ。）をされ、その判決が確

定していない場合 

（２）離職した日から当該支給日の前日までの

間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事

件に関して、その者が逮捕された場合又はその

者から徴収した事項若しくは調査により判明し

た事実に基づきその者に犯罪があると考えるに

至った場合であって、その者に対し期末手当を

支給することが、公務に対する村民の信頼を確

保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な

実施を維持する上で重大な支障を生ずると認め

るとき。 

２ 前項の規定による期末手当の支給を一時差

し止める処分（以下「一時差止処分」とい

う。）を行う場合には、その旨を書面で当該一

時差止処分を受けるべき者に通知しなければな

らない。 

３ 前項の規定により一時差止処分を行う旨の

通知をする場合において、当該一時差止処分を

受けるべき者の所在が知れないときは、通知を

すべき内容を利島村公告式条例（昭和51年条例

第７号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示

することをもって通知に代えることができる。

この場合においては、その告示した日から起算

して２週間を経過した日に、通知が当該一時差

止処分を受けるべき者に到達したものとみな

す。 

４ 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査

法（平成26年法律68号）第18条第１項本文に規

定する期間が経過した後においては、当該一時

差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差

止処分をした者に対し、その取消しを申し立て
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ることができる。 

５ 任命権者は、一時差止処分について、次の

各号のいずれかに該当するに至った場合には、

速やかに当該一時差止処分を取り消さなければ

ならない。ただし、第３号に規定する場合にお

いて、一時差止処分を受けた者がその者の在職

期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕さ

れているときはその他これを取り消すことが一

時差止処分の目的に明らかに反すると認めると

きは、この限りではない。 

（１）一時差止処分を受けた者が当該一時差止

処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し

禁固以上の刑に処せられなかった場合 

（２）一時差止処分を受けた者について、当該

一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事

件につき公訴を提起しない処分があった場合 

（３）一時差止処分を受けた者がその者の在職

期間中の行為に係る刑事事件に関して起訴をさ

れることなく当該一時差止処分に係る期末手当

の基準日から起算して１年を経過した場合 

６ 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分

後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期

末手当の支給を差し止める必要がなくなったと

して当該一時差止処分を取り消すことを妨げる

ものではない。 

７ 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、

当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該

一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載

した説明書を交付しなければならない。 

８ 任命権者は、一時差止処分を行おうとする

場合は、あらかじめ村長に通知しなければなら

ない。一時差止処分を取り消した場合も、同様

とする。 

９ 前各項に規定するもののほか、第２項の書

面及び第７項の説明書の様式その他一時差止処

分に関し必要な事項は村規則で定める。 

（勤勉手当の不支給及び一時差止め） 

第21条の３ 第21条及び前条の規定は、第20条

の規定による勤勉手当の支給について準用す

る。この場合において、第21条中「第19条第１

項」とあるのは「第20条第１項」と、同条第１

ることができる。 

５ 任命権者は、一時差止処分について、次の

各号のいずれかに該当するに至った場合には、

速やかに当該一時差止処分を取り消さなければ

ならない。ただし、第３号に規定する場合にお

いて、一時差止処分を受けた者がその者の在職

期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕さ

れているときはその他これを取り消すことが一

時差止処分の目的に明らかに反すると認めると

きは、この限りではない。 

（１）一時差止処分を受けた者が当該一時差止

処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し

禁固以上の刑に処せられなかった場合 

（２）一時差止処分を受けた者について、当該

一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事

件につき公訴を提起しない処分があった場合 

（３）一時差止処分を受けた者がその者の在職

期間中の行為に係る刑事事件に関して起訴をさ

れることなく当該一時差止処分に係る期末手当

の基準日から起算して１年を経過した場合 

６ 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分

後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期

末手当の支給を差し止める必要がなくなったと

して当該一時差止処分を取り消すことを妨げる

ものではない。 

７ 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、

当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該

一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載

した説明書を交付しなければならない。 

８ 任命権者は、一時差止処分を行おうとする

場合は、あらかじめ村長に通知しなければなら

ない。一時差止処分を取り消した場合も、同様

とする。 

９ 前各項に規定するもののほか、第２項の書

面及び第７項の説明書の様式その他一時差止処

分に関し必要な事項は村規則で定める。 

（勤勉手当の不支給及び一時差止め） 

第21条の３ 第21条及び前条の規定は、第20条

の規定による勤勉手当の支給について準用す

る。この場合において、第21条中「第19条第１

項」とあるのは「第20条第１項」と、同条第１
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号中「基準日から」とあるのは「基準日（第19

条第１項に規定する基準日をいう。以下この条

において同じ。）から」と読み替えるものとす

る。 

（住居手当） 

第22条 住居手当は、自ら居住するため住宅

（貸間を含む。）を借り受け、月額16,000円を

超える家賃（使用料を含む。以下この条におい

て同じ。）を支払っている職員（利島村規則で

定める職員を除く。以下この条において同

じ。）に支給する。 

２ 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分

に応じて、当該各号の掲げる額（その額に100円

未満の端数を生じた時は、これを切り捨てた

額）に相当する額 

（１）月額 27,000円以下の家賃を支払ってい

る職員 家賃の月額から16,000円を控除した額 

（２）月額 27,000円を超える家賃を支払って

いる職員 家賃の月額から27,000円を控除した

額の２分の１（その控除した額が17,000円を超

えるときは、17,000円）を11,000円に加算した

額 

３ 前２項に規定するもののほか、住居手当の

支給に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 雑則 

号中「基準日から」とあるのは「基準日（第19

条第１項に規定する基準日をいう。以下この条

において同じ。）から」と読み替えるものとす

る。 

（住居手当） 

第22条 住居手当は、自ら居住するため住宅

（貸間を含む。）を借り受け、月額16,000円を

超える家賃（使用料を含む。以下この条におい

て同じ。）を支払っている職員（利島村規則で

定める職員を除く。以下この条において同

じ。）に支給する。 

２ 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分

に応じて、当該各号の掲げる額（その額に100円

未満の端数を生じた時は、これを切り捨てた

額）に相当する額 

（１）月額 27,000円以下の家賃を支払ってい

る職員 家賃の月額から16,000円を控除した額 

（２）月額 27,000円を超える家賃を支払って

いる職員 家賃の月額から27,000円を控除した

額の２分の１（その控除した額が17,000円を超

えるときは、17,000円）を11,000円に加算した

額 

３ 前２項に規定するもののほか、住居手当の

支給に関し必要な事項は、規則で定める。 

（通勤手当） 

第22条の２ 通勤手当は、次の各号に掲げる職

員に支給する。 

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路（以

下「交通機関等」という。）を利用してそ

の運賃又は料金（以下「運賃等」とい

う。）を負担することを常例とする職員

（通勤距離が片道２キロメートル以上であ

る者） 

(2) 通勤のため自転車その他交通の用具で

村規則で定めるもの（以下「自転車等」と

いう。）を使用することを常例とする職員

（通勤距離が片道２キロメートル以上であ

るもの） 

２ 前項各号に掲げる通勤手当の支給に関し必

要な事項は、村規則で定める。 

第４章 雑則 
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（勤務１時間当りの給与額の算出） 

第23条 第14条から第16条まで及び第24条に規

定する勤務１時間当たりの給与額は、給料の

月額に12を乗じ、１年間の勤務時間数で除し

て得た額とする。 

２ 前項の１年間の勤務時間数は、週の勤務時

間数38.75に年間の週数52を乗じて得た年間

総勤務時間数から１日の勤務時間数7.75に年

間の休日数を乗じて得た年間時間数を減じた

時間数をいう。 

（端数計算） 

第23条の２ 第14条から第16条までの規定によ

り勤務１時間につき支給する超過勤務手当、

休日給又は夜間勤務手当及び次条に規定する

勤務１時間当たりの給与額の額を算定する場

合において、当該額に50銭未満の端数を生じ

たときは、これを切り捨て、50銭以上１円未

満の端数を生じたときは、これを１円に切り

上げるものとする。 

（給与の減額） 

第24条 職員が勤務しないときは、その勤務し

ないことにつき特に承認があった場合を除く

ほか、その勤務１時間につき、前条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額を減額した給与

を支給する。 

（休職者等の給与） 

第25条 休職となった職員に対しては、休職の

期間中次の区分により給与を支給することが

できる。 

（１）地方公務員法第28条第２項第１号に掲げ

る事由に該当して休職されたときは、その休

職期間が満１年に達するまでは、これに給

料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100

分の80 

（２）地方公務員法第28条第２項第２号に掲げ

る事由に該当して休職されたときは、その休

職期間中、これに給料、扶養手当及び住居手

当のそれぞれ100分の60に相当する額以内の

額 

（３）職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり

地方公務員災害補償法（昭和42年法律第21

（勤務１時間当りの給与額の算出） 

第23条 第14条から第16条まで及び第24条に規

定する勤務１時間当たりの給与額は、給料の

月額に12を乗じ、１年間の勤務時間数で除し

て得た額とする。 

２ 前項の１年間の勤務時間数は、週の勤務時

間数38.75に年間の週数52を乗じて得た年間

総勤務時間数から１日の勤務時間数7.75に年

間の休日数を乗じて得た年間時間数を減じた

時間数をいう。 

（端数計算） 

第23条の２ 第14条から第16条までの規定によ

り勤務１時間につき支給する超過勤務手当、

休日給又は夜間勤務手当及び次条に規定する

勤務１時間当たりの給与額の額を算定する場

合において、当該額に50銭未満の端数を生じ

たときは、これを切り捨て、50銭以上１円未

満の端数を生じたときは、これを１円に切り

上げるものとする。 

（給与の減額） 

第24条 職員が勤務しないときは、その勤務し

ないことにつき特に承認があった場合を除く

ほか、その勤務１時間につき、前条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額を減額した給与

を支給する。 

（休職者等の給与） 

第25条 休職となった職員に対しては、休職の

期間中次の区分により給与を支給することが

できる。 

（１）地方公務員法第28条第２項第１号に掲げ

る事由に該当して休職されたときは、その休

職期間が満１年に達するまでは、これに給

料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100

分の80 

（２）地方公務員法第28条第２項第２号に掲げ

る事由に該当して休職されたときは、その休

職期間中、これに給料、扶養手当及び住居手

当のそれぞれ100分の60に相当する額以内の

額 

（３）職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり

地方公務員災害補償法（昭和42年法律第21
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号）の適用を受けて療養のため勤務しない期

間については第19条及び第20条の給与を除く

ほか、この条例に定める給与は支給しない。 

（４）職員が結核性疾患にかかり、休養したと

きは、次の給与を支給する。 

ア 別に定める条例によるところの普通休養期

間については、給料、扶養手当、住居手当及

び期末手当の100分の100 

イ 別に定める条例によるところの特別休養期

間の職員については、給料、扶養手当、住居

手当及び期末手当の100分の50 

（控除） 

第25条の２ 次に掲げるもので、職員が支払う

こととされている額に相当する金額は職員に

支給する給与から控除することができる。 

（１）東京都市町村職員共済組合の預金及び貸

付返還金 

（２）団体扱いに係る生命保険料及び損害保険

料 

（３）給食費 

（４）利島村職員住宅の使用料 

（適用除外） 

第26条 第11条、第12条及び第22条の規定は、

再任用職員には適用しない。 

（会計年度任用職員の給与） 

第26条の２ 地方公務員法第22条の２第１項に

規定する会計年度任用職員の給与について

は、この条例の規定にかかわらず、常勤の職

員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考

慮して、別に条例で定める。 

（委任） 

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、

利島村規則で定める。 

 

 

号）の適用を受けて療養のため勤務しない期

間については第19条及び第20条の給与を除く

ほか、この条例に定める給与は支給しない。 

（４）職員が結核性疾患にかかり、休養したと

きは、次の給与を支給する。 

ア 別に定める条例によるところの普通休養期

間については、給料、扶養手当、住居手当及

び期末手当の100分の100 

イ 別に定める条例によるところの特別休養期

間の職員については、給料、扶養手当、住居

手当及び期末手当の100分の50 

（控除） 

第25条の２ 次に掲げるもので、職員が支払う

こととされている額に相当する金額は職員に

支給する給与から控除することができる。 

（１）東京都市町村職員共済組合の預金及び貸

付返還金 

（２）団体扱いに係る生命保険料及び損害保険

料 

（３）給食費 

（４）利島村職員住宅の使用料 

（適用除外） 

第26条 第11条、第12条及び第22条の規定は、

再任用職員には適用しない。 

（会計年度任用職員の給与） 

第26条の２ 地方公務員法第22条の２第１項に

規定する会計年度任用職員の給与について

は、この条例の規定にかかわらず、常勤の職

員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考

慮して、別に条例で定める。 

（委任） 

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、

利島村規則で定める。 

 

附 則（令和３年条例第  号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の

第19条に規定する期末手当については、令和

３年12月１日から適用する。ただし、令和３

年12月に支給する期末手当については、第19

条第２項及び第５項中の115を102.5と、95を

82.5と読み替える。また、条例第22条の２に
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規定する通勤手当については、令和３年４月

１日に遡及して適用する。 
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（本頁は白紙です） 
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議案第 ２８号 

 

 

利島村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和３年 ９月１３日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 前 田 福 夫 

 

 

「提案理由」 

 ごみ回収業務に従事した職員に対し、手当の支給を行う必要があるため。 

 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和３年  月  日 原案  決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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利島村職員の特殊勤務手当に関する条例の改正の概要

ごみ回収について、当面の間直営体制で実施する必要があるため、以
下の業務に従事した職員に対し、本件業務に対する手当を措置する。

●算出の根拠
ごみ回収に係る特殊勤務手当が存在する他の地方公共団体の八王子市
（550円）、立川市（400円）、東京23区清掃一部事務組合（1,000円）を参考に。
●支給について
条例可決されれば、令和3年4月に遡及して支給

種類 業務内容 手当の金額

生ごみ
（月木）

生ごみの回収
生ごみ処理槽への投入
分解促進剤の管理投入

1日300円
（6月から9月の
夏季は500円）

可燃ごみ
（火金）

可燃ごみの回収 1日300円
（6月から9月の
夏季は500円）

焼却灰の除去 1日700円
（可燃ごみ回収
の300円に700
円を加算）

資源物
（水）

資源物の回収
資源物の分別
資源物の圧縮
資源物の島外への搬出

※資源物とは
プラスチック容器包装、ビン、缶、段ボー
ル等

1日300円
（6月から9月の
夏季は500円）

不燃ごみ
（月1回）

不燃物の分解・粉砕
不燃物の最終処分場への搬入
小型家電の分解
金属くずの島外搬出

1日300円
（6月から9月の
夏季は500円）
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条例第   号 

 

利島村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

利島村職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和51年利島村条例第18号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表に次のように加える。 

不快危険手当 ごみに関する業務に

従事した職員 

1日300円（6月1日から9月30日ま

での夏季は500円） 

他の手当と併給する

ことができる。 

焼却運転前の焼却灰

の除去に関する業務

に従事した職員 

1日700円 他の手当と併給する

ことができる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、令和３年４月１日に遡及して適用する。 
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利島村職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和51年条例第18号）新旧対照表（全文） 

現行 改正後（案） 

利島村職員の特殊勤務手当に関する条例 

昭和51年12月25日 

条例第18号 

（目的） 

第１条 この条例は、利島村職員の給与に関する

条例（昭和51年条例第14号）第12条第２項の規

定に基づき、特殊な勤務に従事する職員に対し

て支給する特殊勤務手当に関する事項を定める

ことを目的とする。 

（手当の種類、支給範囲及び支給額） 

第２条 手当の種類、支給範囲及び支給額は、別

表に定めるところによる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年条例17号） 

この条例は、令和２年８月１日に遡及して適用

する。 

 

 

 

 

別表（第２条関係） 

利島村職員の特殊勤務手当に関する条例 

昭和51年12月25日 

条例第18号 

（目的） 

第１条 この条例は、利島村職員の給与に関する

条例（昭和51年条例第14号）第12条第２項の規

定に基づき、特殊な勤務に従事する職員に対し

て支給する特殊勤務手当に関する事項を定める

ことを目的とする。 

（手当の種類、支給範囲及び支給額） 

第２条 手当の種類、支給範囲及び支給額は、別

表に定めるところによる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年条例17号） 

この条例は、令和２年８月１日に遡及して適用

する。 

附 則（令和３年条例  号） 

この条例は、公布の日から施行し、令和３年４

月１日に遡及して適用する。 

 

別表（第２条関係） 

手当名 対象者 手当額 摘要 

医務手

当 

診療所に勤務す

る医師 

給料に100分

の25を乗じて

得た額（その

額が150,000

円を超えると

きは150,000

円とする。） 

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

看護業

務手当 

診療所に勤務す

る看護師 

給料に100分

の20を乗じて

得た額（その

額が50,000円

を超えるとき

は50,000円と

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

手当名 対象者 手当額 摘要 

医務手

当 

診療所に勤務す

る医師 

給料に100分

の25を乗じて

得た額（その

額が150,000

円を超えると

きは150,000

円とする。） 

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

看護業

務手当 

診療所に勤務す

る看護師 

給料に100分

の20を乗じて

得た額（その

額が50,000円

を超えるとき

は50,000円と

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 
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する。） 

保健業

務手当 

村役場庁舎に勤

務する保健師 

給料に100分

の20を乗じて

得た額（その

額が50,000円

を超えるとき

は、50,000円

とする。） 

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

研究手

当 

診療所に勤務す

る医師 

給料に100分

の50を乗じて

得た額 

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

危険手

当 

診療所に勤務す

る医師 

給料に100分

の50を乗じて

得た額 

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

診療所に勤務す

る看護師 

月額2,000円 他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

防疫作

業手当 

新型コロナウィ

ルス感染症（新

型コロナウィル

ス感染症を指定

感染症として定

める等の政令

（令和2年政令

第11号）第1条

に規定するもの

をいう。）の患

者若しくはその

疑いのある者の

身体に接触して

又はこれらの者

に長時間にわた

り接して行う作

業その他村長が

これに準ずると

認める作業に従

1日4,000円 他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

する。） 

保健業

務手当 

村役場庁舎に勤

務する保健師 

給料に100分

の20を乗じて

得た額（その

額が50,000円

を超えるとき

は、50,000円

とする。） 

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

研究手

当 

診療所に勤務す

る医師 

給料に100分

の50を乗じて

得た額 

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

危険手

当 

診療所に勤務す

る医師 

給料に100分

の50を乗じて

得た額 

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

診療所に勤務す

る看護師 

月額2,000円 他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

防疫作

業手当 

新型コロナウィ

ルス感染症（新

型コロナウィル

ス感染症を指定

感染症として定

める等の政令

（令和2年政令

第11号）第1条

に規定するもの

をいう。）の患

者若しくはその

疑いのある者の

身体に接触して

又はこれらの者

に長時間にわた

り接して行う作

業その他村長が

これに準ずると

認める作業に従

1日4,000円 他の手当と

併給するこ

とができ

る。 
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事した者 
 

事した者 

不快危

険手当 

ごみに関する業

務に従事した職

員 

1日300円（6

月1日から9月

30日までの夏

季は1日500

円） 

他の手当と

併給するこ

とができ

る。 

焼却運転前の焼

却灰の除去に関

する業務に従事

した職員 

1日700円 他の手当と

併給するこ

とができ

る。 
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議案第 ２９号 

 

 

利島村職員定数条例の一部を改正する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和３年 ９月１３日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 前 田 福 夫 

 

 

「提案理由」 

 ごみ回収の直営実施や改正労働基準法への対応に伴い職員定数を増員する必要があるた

め。なお、平成 18年の地方自治法の改正により、会計管理者が特別職から一般職に改めら

れたことから一般職の職員定数として計上する。 

 

 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和３年 ９月  日 原案  決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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職員定数の見直し

常勤職員の組織定数を29名から34名に5名増員
※会計管理者を含む（平成18年の地方自治法改正で特別職から一般職に）
※採用については、令和4年度中の充足を目指す。

産業・環境課を
環境建設課（かんきょうけんせつか）
産業観光課（さんぎょうかんこうか）

の2課制化により管理スパン適正化
※農林水産・港湾管理の業務を移管。
※産業観光課は、勤労福祉館内にある本庁組織という位置付け

ごみ回収の安定実施と管理スパンの適正化

村民サービス向上

観光の推進

課 現定数 現員 新定数 備考

総務課 6 5 7（＋1） 業務内容変更なし

住民課 6 5 6 業務内容変更なし

├診療所 3 3 3

└保育園 4 3 4

産業・環境課 6 7 環境建設課 7（＋1） ごみ、水下道、土木、再エネ

└勤労福祉会館 1 1 産業観光課 3（＋2） 農林水産、勤福運営、港湾

会計管理室 2 2 会計管理課 2 業務内容変更なし

教育委員会事務局 1 1 2（＋1） 業務内容変更なし

合計 29 27 34（＋5）

勤労福祉会館の運営を行う産業観光課では、職員定数増員により、村民サービス
を向上を検討していく。当面は火水閉館のままだが、職員の充足状況をみて開館
日を増やすことを積極的に検討していく。

利島村の規模では観光協会設立は困難なことから、産業観光課を設置し、ポストコ
ロナを見据え、村役場直営で観光の推進を実施。勤労福祉会館は、観光案内所の
機能も兼ね備える。（補助金の兼ね合いもあり、公に観光案内所と称せるのは５年後）

職員定数の見直しと産業・環境課の組織再編等について
施行予定日

令和3年10月1日

産業・環境課の組織再編

メリット

ごみ回収の主管となる環境建設課は、業務分担の減少と職員定数を増員と同時に
行い、体制を強化。

デメリット（財政上の影響調査結果）

・ 東京都総務局行政部市町村課財政担当によれば、5名増員の
影響は6億6,447万円（令和2年度）に及ぶ市町村総合交付金のう
ちの数百万円程度と限定的。
・ 経常収支比率（低いほど財政力に余力あり）は数ポイント悪化
するが、市町村平均の93.6％（令和元年度）未満で収まる見込。
（令和２年度決算見込の村の経常収支比率は62.5％）

見直し後の各課の定数

ごみ回収の直営実施

改正労働基準法への対応（長時間労働の上限設定）

・ 平成31年4月1日から、改正労働基準法が施行となり、超過勤務
の上限が原則45時間に規制（原則月45時間、年360時間以内）。
＜参考＞令和2年度中にこの基準を超えた職員は９名。
○予算や議会等の他律的な比重の高い部署の職員は
・ 月100時間未満
・ 年720時間以内
・ 2～6か月平均80時間以内
・ 月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで
○大規模災害や重要法令立案等の特例業務は例外。
○特例業務により上限を超えた場合は、要因分析、検証必要。

背景

令和３年１月より村役場の直営でごみ回収を開始したが、負担大きく、
日中、産業・環境課の職員がつかまらない等の状況発生。一部委託
についても事業者に検討を依頼したが手をあげる業者なし。

業務の複雑化・困難化

・ 国や都から調査依頼や対応依頼の増加傾向は続いており、コロナ
対応もあり業務は複雑化・困難化の一途。

令和3年8月
利島村役場

業務範囲
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条例第   号 

 

 

利島村職員定数条例の一部を改正する条例 

 

利島村職員定数条例（平成14年利島村条例第4号）の一部を次のように改正する。 

 

第１条中「教育長及び会計管理者を除く。」を削る。 

第２条第１項中「28」を「34」に改める。 

第３条第２号中「教育委員会の職員 1人」を「教育委員会の職員 2人」に改める。 

 

 附則 

 本条例は、令和３年10月１日から施行する。 
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利島村職員定数条例（平成14年条例第４号）新旧対照表 

現行 改正後全文（案） 

○利島村職員定数条例 

平成14年3月18日 

条例第4号 

利島村職員定数条例(昭和51年条例第12

号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 利島村の一般職に属する職員(教育

長及び会計管理者を除く。以下「職員」と

いう。)の定数に関しては、この条例の定

めるところによる。 

(職員の定数) 

第2条 職員の定数は、28人とする。 

2 休職、育児休業、公務災害休業、結核

休業、併任及び国、他の地方公共団体にお

ける研修又は事務従事の場合は、これを定

数外とする。 

3 休職、育児休業、公務災害休業及び結

核休業の職員が復職した場合は、1年を限

り定数外とすることができる。 

(職員の充当等) 

第3条 村長は、地方自治法(昭和22年法律

第67号)第180条の3の規定により、議会、

教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会

及び監査委員と協議の上、前条に定める職

員定数のうちから当該機関につき、それぞ

れ次に定める定数の範囲内で当該機関の事

務を補助する職員に充て、又は当該機関の

事務を補助する職員と兼ねさせることがで

きるものとする。 

(1)議会の職員 1人(併任) 

(2)教育委員会の職員 1人 

(3)農業委員会の職員 1人(併任) 

(4)選挙管理委員会の職員 1人(併任) 

(5)監査委員の職員 1人(併任) 

附 則 

この条例は、平成14年4月1日から施行す

○利島村職員定数条例 

平成14年3月18日 

条例第4号 

利島村職員定数条例(昭和51年条例第12

号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 利島村の一般職に属する職員(＿＿

＿＿__________＿＿___＿以下「職員」と

いう。)の定数に関しては、この条例の定

めるところによる。 

(職員の定数) 

第2条 職員の定数は、34人とする。 

2 休職、育児休業、公務災害休業、結核

休業、併任及び国、他の地方公共団体にお

ける研修又は事務従事の場合は、これを定

数外とする。 

3 休職、育児休業、公務災害休業及び結

核休業の職員が復職した場合は、1年を限

り定数外とすることができる。 

(職員の充当等) 

第3条 村長は、地方自治法(昭和22年法律

第67号)第180条の3の規定により、議会、

教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会

及び監査委員と協議の上、前条に定める職

員定数のうちから当該機関につき、それぞ

れ次に定める定数の範囲内で当該機関の事

務を補助する職員に充て、又は当該機関の

事務を補助する職員と兼ねさせることがで

きるものとする。 

(1)議会の職員 1人(併任) 

(2)教育委員会の職員 2人 

(3)農業委員会の職員 1人(併任) 

(4)選挙管理委員会の職員 1人(併任) 

(5)監査委員の職員 1人(併任) 

附 則 

この条例は、平成14年4月1日から施行す
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る。 

附 則(平成19年条例第3号) 

この条例は、平成19年4月1日から施行す

る。 

る。 

附 則(平成19年条例第3号) 

この条例は、平成19年4月1日から施行す

る。 

附 則(令和3年条例第 号) 

この条例は、令和3年10月1日から施行す

る。 

 

-111-



（本頁は白紙です） 
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議案第 ３０号 

 

 

利島村の課に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和３年 ９月１３日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 前 田 福 夫 

 

 

「提案理由」 

 ごみ回収の実施や観光に係る執行体制の強化及び村民サービス向上のために、産業・環境

課の組織再編等を行う。 

 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和３年  月  日 原案  決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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職員定数の見直し

常勤職員の組織定数を29名から34名に5名増員
※会計管理者を含む（平成18年の地方自治法改正で特別職から一般職に）
※採用については、令和4年度中の充足を目指す。

産業・環境課を
環境建設課（かんきょうけんせつか）
産業観光課（さんぎょうかんこうか）

の2課制化により管理スパン適正化
※農林水産・港湾管理の業務を移管。
※産業観光課は、勤労福祉館内にある本庁組織という位置付け

ごみ回収の安定実施と管理スパンの適正化

村民サービス向上

観光の推進

課 現定数 現員 新定数 備考

総務課 6 5 7（＋1） 業務内容変更なし

住民課 6 5 6 業務内容変更なし

├診療所 3 3 3

└保育園 4 3 4

産業・環境課 6 7 環境建設課 7（＋1） ごみ、水下道、土木、再エネ

└勤労福祉会館 1 1 産業観光課 3（＋2） 農林水産、勤福運営、港湾

会計管理室 2 2 会計管理課 2 業務内容変更なし

教育委員会事務局 1 1 2（＋1） 業務内容変更なし

合計 29 27 34（＋5）

勤労福祉会館の運営を行う産業観光課では、職員定数増員により、村民サービス
を向上を検討していく。当面は火水閉館のままだが、職員の充足状況をみて開館
日を増やすことを積極的に検討していく。

利島村の規模では観光協会設立は困難なことから、産業観光課を設置し、ポストコ
ロナを見据え、村役場直営で観光の推進を実施。勤労福祉会館は、観光案内所の
機能も兼ね備える。（補助金の兼ね合いもあり、公に観光案内所と称せるのは５年後）

職員定数の見直しと産業・環境課の組織再編等について
施行予定日

令和3年10月1日

産業・環境課の組織再編

メリット

ごみ回収の主管となる環境建設課は、業務分担の減少と職員定数を増員と同時に
行い、体制を強化。

デメリット（財政上の影響調査結果）

・ 東京都総務局行政部市町村課財政担当によれば、5名増員の
影響は6億6,447万円（令和2年度）に及ぶ市町村総合交付金のう
ちの数百万円程度と限定的。
・ 経常収支比率（低いほど財政力に余力あり）は数ポイント悪化
するが、市町村平均の93.6％（令和元年度）未満で収まる見込。
（令和２年度決算見込の村の経常収支比率は62.5％）

見直し後の各課の定数

ごみ回収の直営実施

改正労働基準法への対応（長時間労働の上限設定）

・ 平成31年4月1日から、改正労働基準法が施行となり、超過勤務
の上限が原則45時間に規制（原則月45時間、年360時間以内）。
＜参考＞令和2年度中にこの基準を超えた職員は９名。
○予算や議会等の他律的な比重の高い部署の職員は
・ 月100時間未満
・ 年720時間以内
・ 2～6か月平均80時間以内
・ 月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで
○大規模災害や重要法令立案等の特例業務は例外。
○特例業務により上限を超えた場合は、要因分析、検証必要。

背景

令和３年１月より村役場の直営でごみ回収を開始したが、負担大きく、
日中、産業・環境課の職員がつかまらない等の状況発生。一部委託
についても事業者に検討を依頼したが手をあげる業者なし。

業務の複雑化・困難化

・ 国や都から調査依頼や対応依頼の増加傾向は続いており、コロナ
対応もあり業務は複雑化・困難化の一途。

令和3年8月
利島村役場

業務範囲

会計管理室を会計管理課に改めるのは、利島村会計管理者の職及び
補助組織の設置に関する規則(平成19年4月1日規則第2号)の改正によります
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条例第  号 

 

 

利島村の課に関する条例を改正する条例 

 

 

利島村の課に関する条例（昭和51年利島村条例第11号）の一部を次のように

改正する。 

 

本則中「産業・」を削り、「環境」の後に「建設」を加える。 

 「環境建設課」の次に「産業観光課」を加える。 

 

  附則に次を加える。 

 この条例は、令和３年１０月１日から施行する。 
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利島村の課に関する条例（昭和51年条例第11号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○利島村の課に関する条例 

昭和51年12月25日 

条例第11号 

 

(課の設置) 

利島村に次の課を置く。 

総務課 

住民課 

産業・環境＿＿課 

 

○利島村の課に関する条例 

昭和51年12月25日 

条例第11号 

 

(課の設置) 

利島村に次の課を置く。 

総務課 

住民課 

    環境建設課 

産業観光課 

附 則 

1 この条例は、昭和52年2月1日か

ら施行する。 

2 従前の利島村の係に関する条例

(昭和49年条例第6号)は、廃止す

る。 

附 則(昭和62年条例第2号) 

この条例は、昭和62年4月1日から

施行する。 

附 則(平成17年条例第1号) 

この条例は、平成17年4月1日から

施行する。 

附 則(平成18年条例第21号) 

この条例は、平成18年8月1日から

施行する。 

附 則(平成19年条例第1号) 

 

附 則 

1 この条例は、昭和52年2月1日か

ら施行する。 

2 従前の利島村の係に関する条例

(昭和49年条例第6号)は、廃止する。 

附 則(昭和62年条例第2号) 

この条例は、昭和62年4月1日から施

行する。 

附 則(平成17年条例第1号) 

この条例は、平成17年4月1日から施

行する。 

附 則(平成18年条例第21号) 

この条例は、平成18年8月1日から施

行する。 

附 則(平成19年条例第1号) 

この条例は、平成19年4月1日から施

行する。 

附 則(令和3年条例第 号) 

この条例は、令和3年10月1日から施

行する。 
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議案第 ３１号 

 

 

利島村内美化推進検討委員会条例の一部を改正する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和３年 ９月１３日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 前 田 福 夫 

 

 

「提案理由」 

  産業・環境課の組織改正に伴い、利島村内美化推進検討委員会の庶務を行う課が環境建

設課となったため。 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和３年 ９月  日 原案  決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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条例第   号 

 

 

利島村内美化推進検討委員会条例の一部を改正する条例 

 

利島村内美化推進検討委員会条例（平成26年利島村条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

 

 

 

第６条中「産業・」を削り、「環境」の次に「建設」を加える。 

 

附 則 

この条例は、令和３年10月１日から施行する。 
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利島村内美化推進検討委員会条例（平成26年条例第６号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

利島村内美化推進検討委員会条例 

平成２６年３月１４日 

条例第６号 

改正 令和２年１２月１１日条例第２２号 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１３８条の４第３項の規定により、本村の村内美化

推進等に関し、村長の諮問機関として利島村内美化

推進検討委員会（以下「委員会」という。）を置

く。 

２ 委員会は、村長の諮問に応じ必要な事項を調査

審議する。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員６人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱

し、又は任命する。 

（１） 村内に居住する有識者 

（２） 利島村職員 １人 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、１年とする。ただし、再任

を妨げない。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置

く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって決

める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があ

るとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、村長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席によって成立

し、議事は出席委員の過半数をもって決する。 

３ 委員会の会議の議長は、委員長がこれに当た

利島村内美化推進検討委員会条例 

平成２６年３月１４日 

条例第６号 

改正 令和２年１２月１１日条例第２２号 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１３８条の４第３項の規定により、本村の村内美化

推進等に関し、村長の諮問機関として利島村内美化

推進検討委員会（以下「委員会」という。）を置

く。 

２ 委員会は、村長の諮問に応じ必要な事項を調査

審議する。 

（組織） 

第２条 委員会は、委員６人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱

し、又は任命する。 

（１） 村内に居住する有識者 

（２） 利島村職員 １人 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、１年とする。ただし、再任

を妨げない。 

２ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置

く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって決

める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があ

るとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、村長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席によって成立

し、議事は出席委員の過半数をもって決する。 

３ 委員会の会議の議長は、委員長がこれに当た
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る。 

４ 委員会は、必要に応じ委員会以外の者から意見

を聴取することができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、産業・環境課が行う。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長

が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年条例第２２号） 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

る。 

４ 委員会は、必要に応じ委員会以外の者から意見

を聴取することができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、環境建設課が行う。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長

が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年条例第２２号） 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年条例第  号） 

この条例は、令和３年10月１日から施行する。 
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議案第 ３２号 

 

 

利島村椿油製油センター更新計画検討委員会条例を廃止する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和３年 ９月１３日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 前 田 福 夫 

 

 

「提案理由」 

 令和３年度中に、近代的・衛生的な新工場の生産ラインの設計を開始しており、建屋に

ついてもすでに検討が進んでおり、更新の方向が明確になったため。 

 なお、現時点で利島村椿油製油センター更新計画検討委員は任用していない。 

 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和３年 ９月   日 原案  決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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条例第   号 

 

利島村椿油製油センター更新計画検討委員会条例を廃止する条例 

 

利島村椿油製油センター更新計画検討委員会条例（平成26年利島村条例第５号）は、廃

止する。 

 

附則 

（施行期日） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 ３３号 

 

 

利島村奨学資金貸付条例の一部を改正する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和３年 ９月１３日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 前 田 福 夫 

 

 

「提案理由」 

 利島村から貸し付けを受けた奨学資金の償還（返還）の期間を日本育英会等の他の奨学金

を参考に、最長 10年から最長 20年に緩和するとともに、連帯保証人を保証人に緩和し、負

担軽減を図るとともに、利島村内で就職や婚姻を原因に居住したこと場合の償還金の免除

の要件を明確にした。 

 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和３年  月  日 原案  決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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高校や大学等に通うご子息にかかる経済的な負担の軽減のため、村独自の
奨学金（返済が必要です）があります。利島村にご子息が就職などでＵター
ンして居住した場合、返済が免除になる制度もあります。

奨学金の申し込み、ご不明な点がございましたら・・・
利島村教育委員会事務局 ☎04992-9-0331

奨学金の額

大学・短大・高専など月間5万円（返済が必要です）
高校など 月間4万円（返済が必要です）
⇒平成29年から5,000円アップしました

支給方法

２か月に１回、奨学金を指定いただいた口座にお振込みします。

申込みの要件

・ ご子息が利島村外の高等学校や大学などに在学中（進学見込）であること
・ 保護者が利島村に３年以上継続してお住まいであること
・ 原則として、島内に居住する保証人を立てられること。
⇒令和３年から条件の厳しい連帯保証人から保証人に緩和しました。

居住による免除

利島村の奨学金について

貸付終了後、貸付を受けた期間と同じ期間利島に居住した場合、
返済が全額免除になります。

返済方法

・ 貸付終了後、６か月後から返済が開始します。
・ 最大20年間で返済いただきます。
⇒令和３年より最大10年から最大20年に延長しました。

利息

無利子

（例）大学在学中、月間5万円、４年間貸し付けを受けた場合、Ｕターン後、４年間利島
村内で就労した場合、240万円が返済免除になります。
※２年間利島村内で就労した場合は、4年間のうちの2年分120万円が返済免除になります。
※すでに償還いただいた奨学金は、返還できません。償還開始後に、Ｕターンされた場合は、その時
点で一度償還を停止し、居住予定期間等と併せて再度償還計画を再提出いただきます。

免除金額
貸付を受けた月数

利島にＵターン後居住した月数
借りた金額×＝

令和3年度版
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条例第   号 

 

 

利島村奨学資金貸付条例の一部を改正する条例 

 

利島村奨学資金貸付条例（平成４年利島村条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 

第１条中「する保護者が扶養する」を「者の」に改め、「かつ、」を削り、「者」の次

に「（以下「学生」という。）」を加える。 

 

第２条中「学資金の貸付けを受けることができる者」を「学生」に改め、同条第１号中

「貸付対象者は、」を削り、「保護者」を「者」に、「る子弟である」を「ている」に改

める。 

 

第４条中「者は」を「場合」に改め、「、」の次に「学生の監護者は」を加える。 

 

第５条の見出し中「連帯」を削り、同条第１項各号列記以外の部分中「者は」を「場

合」に改め、「、」の次に「学生の監護者は」を、「要件を」の次に「全て」を加え、

「連帯」を削り、同条第２項中「各号」及び「連帯」を削る。 

 

第６条中「学資金の貸付けを受けている者」を「学生」に改める。 

 

第７条第１項中「10」を「20」に改め、同条第２項中「学資金の貸付けを受けた者が」

を「学生又はその監護者が」に、「、貸し付た」を「、貸し付けた」に改める。 

 

第８条第２項中「学資金の貸付けを受けた者」を「学生の監護者」に改める。 

 

第９条第１項中「学資金の貸付けを受けた者」を「学生又はその監護者」に改め、同条

第２項中「学資金の貸付けを受けた者が」を「学生は」に、「、」を「貸付期間終了

後、」に、「償還期間である10年以内の期間のうち」を「貸付けを受けた期間と同期間」

に、「にはその期間村長は、」を「、」に改め、「償還金の」の次に「全額を」を加え、

「ることができる」を「る」に改め、同条に次の１項を加える。 
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３ 前項の居住期間が貸付期間に満たない場合、償還金を貸付期間の月数（１月未満の期

間は１月に切上げ）で除して、居住期間の月数を乗じた金額（１円未満切捨て）を免除

する。この一部免除を行う場合は、償還方法について村長と協議を行う。 

 

 附則に次を加える。 

附則（令和３年条例第  号） 

 この条例は、公布の日から施行し、公布日時点で償還金の償還を行っている者にも遡及

して適用する。 
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利島村奨学資金貸付条例（平成４年条例第９号）新旧対照表 

現行全文 改正後全文 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、本村に住所を有するす

る保護者が扶養する子弟で、学校教育法

（昭和22年法律第26号）第１条に規定する

大学、高等専門学校若しくは高等学校又は

同法第124条に規定する専修学校に在学

し、かつ、経済的理由により修学困難な者

                        に対して修学

に必要な学資金（以下「学資金」という。）

を貸し付け、もって社会に貢献する有用な

人材の育成を図ることを目的とする。 

第１条 この条例は、本村に住所を有する者

の                子弟で、学校教育法

（昭和22年法律第26号）第１条に規定する

大学、高等専門学校若しくは高等学校又は

同法第124条に規定する専修学校に在学

し、      経済的理由により修学困難な者

（以下「学生」という。）に対して修学に

必要な学資金（以下「学資金」という。）

を貸し付け、もって社会に貢献する有用な

人材の育成を図ることを目的とする。 

（貸付けの資格） （貸付けの資格） 

第２条 学資金の貸付けを受けることがで

きる者は、次の要件を備えていなければな

らない。 

第２条 学生                           

     は、次の要件を備えていなければな

らない。 

(1) 貸付対象者は、貸付けの日の３年前

から引き続き本村に住所を有する保護者

に扶養される子弟であること。 

(1)               貸付けの日の３年前

から引き続き本村に住所を有する者    

に扶養されている      こと。 

(2) 付けを受ける当初は、大学の第1学年

又は高等専門学校、高等学校若しくは専

修学校の第1学年であること。ただし、第

2学年以上の学年に在学中に学資金の貸

付けを必要とする特別の事情が発生した

場合であって村長が認めたときはこの限

りでない。 

(貸付金額) 

第３条 学資金の貸付金額は、在学する学校

の修学期間中、次の各号の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に掲げる額を限度額としその

範囲内で村長が定める。 

(1) 大学(高等専門学校等これと同程度の

学校)月額 50,000円 

(2) 高等学校又は専修学校高等科 月額 

40,000円 

(2) 貸付けを受ける当初は、大学の第1学

年又は高等専門学校、高等学校若しくは

専修学校の第1学年であること。ただし、

第2学年以上の学年に在学中に学資金の

貸付けを必要とする特別の事情が発生し

た場合であって村長が認めたときはこの

限りでない。 

(貸付金額) 

第３条 学資金の貸付金額は、在学する学校

の修学期間中、次の各号の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に掲げる額を限度額としその

範囲内で村長が定める。 

(1) 大学(高等専門学校等これと同程度の

学校)月額 50,000円 

(2) 高等学校又は専修学校高等科 月額 

40,000円 

（貸付けの申請） （貸付けの申請） 
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第４条 学資金の貸付けを受けようとする

者は、              貸付申請書を村長に

提出しなければならない。 

第４条 学資金の貸付けを受けようとする

場合、学生の監護者は貸付申請書を村長に

提出しなければならない。 

（連帯保証人） （    保証人） 

第５条 学資金の貸付けを受けようとする

者は、              次の各号の要件を  

  備えた連帯保証人１名をたてなければ

ならない。 

第５条 学資金の貸付けを受けようとする

場合、学生の監護者は次の各号の要件を全

て備えた    保証人１名をたてなければ

ならない。 

 (1) 貸付けの日の3年前から本村内に住

所を有すること。 

 (2) 一定の職業をもち又は独立の生計

を営んでいること。 

 (3) この学資金につき、他に保証してい

ないこと。 

(1) 貸付けの日の3年前から本村内に

住所を有すること。 

 (2) 一定の職業をもち又は独立の生計

を営んでいること。 

 (3) この学資金につき、他に保証して

いないこと。 

２ 前項各号の規定にかかわらず、村長が保

証能力があると認めた場合は、その者を連

帯保証人とすることができる。 

２ 前項＿＿の規定にかかわらず、村長が保

証能力があると認めた場合は、その者を＿

＿保証人とすることができる。 

（貸付けの停止） （貸付けの停止） 

第６条 村長は、学資金の貸付けを受けてい

る者が、次の各号のいずれかに該当する場

合は、学資金の貸付けを停止することがで

きる。 

第６条 村長は、学生                    

    が、次の各号のいずれかに該当する場

合は、学資金の貸付けを停止することがで

きる。 

 (1) 学資金の貸付けを受ける必要がな

くなったとき。 

 (2) 貸付けの目的を達成する見込みが

ないと認められたとき。 

(1) 学資金の貸付けを受ける必要がなく

なったとき。 

 (2) 貸付けの目的を達成する見込みが

ないと認められたとき。 

（償還方法） （償還方法） 

第７条 学資金は、貸付期間終了の日の属す

る月の翌日から起算し、６月を経過した

後、10年以内の期間において年賦、半年賦

又は月賦で村長の定めるところに従い、毎

年度の償還額は当該年度の出納閉鎖期ま

でに納付しなければならない。前条の規定

により、貸付けを停止した場合の学資金の

償還についても同じとする。 

第７条 学資金は、貸付期間終了の日の属す

る月の翌日から起算し、６月を経過した

後、20年以内の期間において年賦、半年賦

又は月賦で村長の定めるところに従い、毎

年度の償還額は当該年度の出納閉鎖期ま

でに納付しなければならない。前条の規定

により、貸付けを停止した場合の学資金の

償還についても同じとする。 

２ 前項の規定にかかわらず村長は、学資金

の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、貸し付た  学資金の

２ 前項の規定にかかわらず村長は、学生又

はその監護者が      、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、貸し付けた学資金の
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全部又は一部について繰上償還を命ずる

ことができる。 

全部又は一部について繰上償還を命ずる

ことができる。 

 (1) 学資金の貸付けを目的以外に使用

したとき。 

 (2) 偽りの申請その他の不正手段によ

って、貸付けを受けたとき。 

 (3) 償還金の支払を怠ったとき。 

(1) 学資金の貸付けを目的以外に使用

したとき。 

 (2) 偽りの申請その他の不正手段によ

って、貸付けを受けたとき。 

 (3) 償還金の支払を怠ったとき。 

（利息・違約金） （利息・違約金） 

第８条 学資金の貸付けは、無利子とする。 第８条 学資金の貸付けは、無利子とする。 

２ 学資金の貸付けを受けた者が貸付金を

償還期日までに、支払わなかった場合にお

いて、正当な事由がないと認められるとき

は、年14.6パーセントの割合をもって、償

還期日の翌日から支払の日までの日数に

よって計算した違約金を徴収する。 

２ 学生又は学生の監護者     が貸付金を

償還期日までに、支払わなかった場合にお

いて、正当な事由がないと認められるとき

は、年14.6パーセントの割合をもって、償

還期日の翌日から支払の日までの日数に

よって計算した違約金を徴収する。 

（償還の方法の変更又は減免） （償還の方法の変更又は減免） 

第９条 学資金の貸付けを受けた者が災害

その他特別の事由により、その償還が困難

と認められるときは、村長は償還方法を変

更し、又は償還金の全部又は一部を免除す

ることができる。 

第９条 学生又はその監護者      が災害

その他特別の事由により、その償還が困難

と認められるときは、村長は償還方法を変

更し、又は償還金の全部又は一部を免除す

ることができる。 

２ 学資金の貸付けを受けた者が、        

      償還期間である10年以内の期間の

うち、本村の振興発展の目的をもって就

業、就職、結婚その他により本村に居住し

た場合にはその期間村長は、償還金の    

  免除をすることができる。 

２ 学生は                    貸付期間

終了後、貸付けを受けた期間と同期間    

    、本村の振興発展の目的をもって就

業、就職、結婚その他により本村に居住し

た場合、                   償還金の全

額を免除をする            。 

 

 

 

 

 

 

 

（委任） 

第１０条 この条例の施行について必要な

事項は、村長が定める。 

 

３ 前項の居住期間が貸付期間に満たない

場合、償還金を貸付期間の月数で除して、

居住期間（１月未満の期間は１月に切上

げ）の月数を乗じた金額（１円未満切捨て）

を免除する。この一部免除を行う場合は、

償還方法について村長と協議を行うこと

とする。 

（委任） 

第１０条 この条例の施行について必要な

事項は、村長が定める。 
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附 則 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成

５年４月１日から適用する。 

２ この条例施行の日、既に在学中の者は第

２条第２号の規定にかかわらず、第２学年以

上に在学中の者でも学資金の貸付けを受け

ることができる。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行し、平成

５年４月１日から適用する。 

２ この条例施行の日、既に在学中の者は第

２条第２号の規定にかかわらず、第２学年

以上に在学中の者でも学資金の貸付けを

受けることができる。 

附 則（令和３年条例第  号） 

この条例は、公布の日から施行し、公布日

時点で償還金の償還を行っている者にも

遡及して適用する。 
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議案第 ３４号 

 

 

利島村奨学資金貸付基金条例の一部を改正する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和３年 ９月１３日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 前 田 福 夫 

 

 

「提案理由」 

 利島村から貸し付けを受けた奨学資金の償還（返還）の期間を、最長 10年から最長 20年

に緩和したことや、令和３年度末で利島中学校を卒業する中学生が９名在籍しており、相当

の資金需要が見込まれるため、基金の金額を積み増す。 

 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和３年  月  日 原案  決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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条例第   号 

 

 

利島村奨学資金貸付基金条例の一部を改正する条例 

 

 

利島村奨学資金貸付基金条例（平成13年利島村条例第14号）の一部を次のように改正す

る。 

 

第２条中「3,000万円」を「5,000万円」に改める。 

 

 附則に次を加える。 

附則（令和３年条例第  号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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利島村奨学資金貸付基金条例（平成13年条例第４号）新旧対照表 

現行全文 改正後全文 

平成13年３月15日条例第４号 

（設置） 

第１条 奨学資金の貸付けに関する事務を

円滑かつ効率的に行うため、利島村奨学資金

貸付基金（以下「基金」という。）を設置す

る。 

（基金の額） 

第２条 基金の総額は、3,000万円とする。 

（奨学資金の貸付及び運用等） 

第３条 奨学資金の貸付け及び運用方法等

は、利島村奨学資金貸付条例（平成４年条例

第９号）の定めるところによる。 

（委任） 

第４条 この条例に定めるものを除くほか、

基金の管理について必要な事項は、村長が別

に定める。 

附 則 

この条例は、平成13年４月１日から施行す

る。 

附 則（平成29年条例第12号） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行す

る。 

（基金の積替え） 

第２条 この条例の施行日前に利島村公共

的経済団体経営基盤安定化資金貸付基金条

例に積み立てた1,000万円は、利島村奨学資

金貸付基金条例に積み替えるものとする。 

平成13年３月15日条例第４号 

（設置） 

第１条 奨学資金の貸付けに関する事務を

円滑かつ効率的に行うため、利島村奨学資金

貸付基金（以下「基金」という。）を設置す

る。 

（基金の額） 

第２条 基金の総額は、5,000万円とする。 

（奨学資金の貸付及び運用等） 

第３条 奨学資金の貸付け及び運用方法等

は、利島村奨学資金貸付条例（平成４年条例

第９号）の定めるところによる。 

（委任） 

第４条 この条例に定めるものを除くほか、

基金の管理について必要な事項は、村長が別

に定める。 

附 則 

この条例は、平成13年４月１日から施行す

る。 

附 則（平成29年条例第12号） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行す

る。 

（基金の積替え） 

第２条 この条例の施行日前に利島村公共

的経済団体経営基盤安定化資金貸付基金条

例に積み立てた1,000万円は、利島村奨学資

金貸付基金条例に積み替えるものとする。 

附 則（令和３年条例第  号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

  

 

 

 

 

-133-



 

（この頁は白紙です） 
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議案第 ３５号 

 

利島村営住宅条例の一部を改正する条例 

 

 上記議案を提出する。 

 

  令和 ３年 ９月１３日 

 

     提出者      東京都利島村長     前 田 福 夫 

 

 「提案理由」 

住宅に困窮する低所得者の方の入居手続きにかかる負担を低減するため、入居の際に

求めている連帯保証人の規定を見直す。 

 

 

議決第   号 

 

  令和 ３年 ９月  日     原案   決 

 

              東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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利島村営住宅条例の一部を改正する条例の概要

公営住宅に関する保証人に関する規定を見直しました。
入居者と同等の義務を負う連帯保証人から一般の保証人に緩和するとともに、高齢化等を踏まえ、所定の
要件を満たせば保証人を要しないようにすることもできるようにしました。

1 連帯保証人から一般の保証人に

法律上は、村から家賃の請求を受けた時
に「まず、最初に入居者に請求して」とい
うこともできない。
（「催告の抗弁権がない」といいます）

法律上は、強制執行（差押え）を受けるこ
とになった場合にも、「まず入居者の財産
を調べて」ということもできない。
（「検索の抗弁権がない」といいます）

２ 特定の要件を満たせば保証人不要に

１ 身寄りのない一人暮らしの高齢者が増加しており、低所得
者のセーフティネットである公営住宅であるにも関わらず、保
証人の確保できず、入居できないケースが全国的に増加。

２ 民法改正で、保証人が負う金額の上
限額の設定が義務付けられ（家賃の12
か月分）、金額が具体的になることで保
証人を避けるケースが全国的に増加。

入居者が

○ 家賃６か月分を保証金として
預ければ無条件で保証人不要に

または
○ 十分努力したにもかかわらず
保証人が見つからない場合には、
保証人を免除

できるように見直しました。
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条例第   号 

 

利島村営住宅条例の一部を改正する条例 

 

 

利島村営住宅条例（平成10年利島村条例第10号）の一部を次のように改正する。 

 

第11条第１項第１号中「連帯」を削り、同条中第４項を第５項とし、第３項を第４項と

し、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項第１号の請書に保

証人の連署を求めないことができる。 

（１）入居時における６月分の使用料に相当する金額を納付した者 

（２）特別の事情があると認める者 

 第18条に次の１項を加える。 

６ 第１項の規定にかかわらず、第11条第２項第２号の規定により保証人の連署を徴さ

ない場合、村長は、入居者から入居時における６月分の使用料に相当する金額を保証金

として徴収する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、公布日時点ですでに提出されている連帯保証人に

よる連署については、保証人として読み替える。 
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利島村営住宅条例（平成10年条例第10号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○利島村営住宅条例 

平成10年３月20日 

条例第10号 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条の２） 

第２章 村営住宅の管理（第４条―第34条） 

第３章 補則（第35条―第38条） 

附則 

利島村村営住宅条例（昭和52年条例第11号）の

全部を改正する。 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 公営住宅法（昭和26年法律第193号。以

下「法」という。）に基づく利島村営住宅の設

置及び管理について必要な事項は、法及び地方

自治法（昭和22年法律第67号）並びにこれに基

づく命令の定めるところによるほか、この条例

の定めるところによる。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 村営住宅 村が建設、買取り又は借上げ

を行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸する

ための住宅及びその附帯施設で、法の規定に

よる国の補助に係るものをいう。 

(2) 収入 公営住宅法施行令（昭和26年政令

第240号。以下「令」という。）第１条第３

号に規定する収入をいう。 

（村営住宅の設置） 

○利島村営住宅条例 

平成10年３月20日 

条例第10号 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条の２） 

第２章 村営住宅の管理（第４条―第34条） 

第３章 補則（第35条―第38条） 

附則 

利島村村営住宅条例（昭和52年条例第11号）の

全部を改正する。 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 公営住宅法（昭和26年法律第193号。以

下「法」という。）に基づく利島村営住宅の設

置及び管理について必要な事項は、法及び地方

自治法（昭和22年法律第67号）並びにこれに基

づく命令の定めるところによるほか、この条例

の定めるところによる。 

（用語の定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 村営住宅 村が建設、買取り又は借上げ

を行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸する

ための住宅及びその附帯施設で、法の規定に

よる国の補助に係るものをいう。 

(2) 収入 公営住宅法施行令（昭和26年政令

第240号。以下「令」という。）第１条第３

号に規定する収入をいう。 

（村営住宅の設置） 
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第３条 村に村営住宅を設置する。 

２ 村営住宅の名称及び位置並びに戸数は、別表

に定めるとおりとする。 

（整備基準） 

第３条の２ 法第５条第１項及び第２条に規定す

る整備基準については、公営住宅等整備基準

（平成10年建設省令第８号）第２条から第16条

を準用する。この場合において、公営住宅等整

備基準第２条中「公営住宅等」とあるのは、

「村営住宅及び共同施設（以下「村営住宅等」

という。）」と、第３条から第５条までの規定

中「公営住宅等」とあるのは「村営住宅等」

と、第９条及び第11条中「公営住宅」とあるの

は「村営住宅」とそれぞれ読み替えるものとす

る。 

第２章 村営住宅の管理 

（入居者の公募の方法） 

第４条 入居者の公募の方法は、村長が定める。 

（公募の例外） 

第５条 村長は、次の各号のいずれかに掲げる事

由に該当する者に対しては、公募を行わないで

村営住宅に入居させることができる。 

(1) 災害による住宅の滅失 

(2) 不良住宅の撤去 

(3) 現に村営住宅に入居している者（以下こ

の号において「既存入居者」という。）の同

居者の人数に増減があったこと、又は既存入

居者若しくは同居者が加齢、病気等によって

日常生活に身体の機能上の制限を受ける者と

なったことにより、村長が入居者を募集しよ

うとしている村営住宅に当該既存入居者が入

居することが適切であること。 

(4) 村営住宅の入居者が相互に入れ替わるこ

第３条 村に村営住宅を設置する。 

２ 村営住宅の名称及び位置並びに戸数は、別表

に定めるとおりとする。 

（整備基準） 

第３条の２ 法第５条第１項及び第２条に規定す

る整備基準については、公営住宅等整備基準

（平成10年建設省令第８号）第２条から第16条

を準用する。この場合において、公営住宅等整

備基準第２条中「公営住宅等」とあるのは、

「村営住宅及び共同施設（以下「村営住宅等」

という。）」と、第３条から第５条までの規定

中「公営住宅等」とあるのは「村営住宅等」

と、第９条及び第11条中「公営住宅」とあるの

は「村営住宅」とそれぞれ読み替えるものとす

る。 

第２章 村営住宅の管理 

（入居者の公募の方法） 

第４条 入居者の公募の方法は、村長が定める。 

（公募の例外） 

第５条 村長は、次の各号のいずれかに掲げる事

由に該当する者に対しては、公募を行わないで

村営住宅に入居させることができる。 

(1) 災害による住宅の滅失 

(2) 不良住宅の撤去 

(3) 現に村営住宅に入居している者（以下こ

の号において「既存入居者」という。）の同

居者の人数に増減があったこと、又は既存入

居者若しくは同居者が加齢、病気等によって

日常生活に身体の機能上の制限を受ける者と

なったことにより、村長が入居者を募集しよ

うとしている村営住宅に当該既存入居者が入

居することが適切であること。 

(4) 村営住宅の入居者が相互に入れ替わるこ
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とが双方の利益になること。 

（入居者の資格） 

第６条 村営住宅を使用することのできる者（第

４号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又

は同居しようとする親族（婚姻の届出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他

婚姻の予約者を含む。以下この条において同

じ。）を含む。）は、申込みをした日におい

て、次に掲げる条件を具備しているものでなけ

ればならない。 

(1) 利島村内に居住していること。 

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかで

あること。 

(3) 収入が、ア、イ又はウに掲げる場合に応

じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を超

えないこと。 

ア 入居者の特に居住の安定を図る必要があ

るものとして第４項に定める場合 

259,000円 

イ 村営住宅が、法第８条第１項若しくは第

３項若しくは激甚災害に対処するための特

別の財政援助等に関する法律（昭和37年法

律第150号）第22条第１項の規定による国

の補助に係るもの又は法第８条第１項各号

のいずれかに該当する場合において村が災

害により滅失した住宅に居住した低所得者

に転貸するために借り上げるものである場

合 214,000円（当該災害の発生の日から

３年を経過した後は、158,000円） 

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 

158,000円 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第77号）第２条第６

とが双方の利益になること。 

（入居者の資格） 

第６条 村営住宅を使用することのできる者（第

４号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又

は同居しようとする親族（婚姻の届出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他

婚姻の予約者を含む。以下この条において同

じ。）を含む。）は、申込みをした日におい

て、次に掲げる条件を具備しているものでなけ

ればならない。 

(1) 利島村内に居住していること。 

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかで

あること。 

(3) 収入が、ア、イ又はウに掲げる場合に応

じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を超

えないこと。 

ア 入居者の特に居住の安定を図る必要があ

るものとして第４項に定める場合 

259,000円 

イ 村営住宅が、法第８条第１項若しくは第

３項若しくは激甚災害に対処するための特

別の財政援助等に関する法律（昭和37年法

律第150号）第22条第１項の規定による国

の補助に係るもの又は法第８条第１項各号

のいずれかに該当する場合において村が災

害により滅失した住宅に居住した低所得者

に転貸するために借り上げるものである場

合 214,000円（当該災害の発生の日から

３年を経過した後は、158,000円） 

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 

158,000円 

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第77号）第２条第６
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号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」と

いう。）でないこと。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者（身体上又

は精神上著しい障害があるため常時介護を必要

とする者で村営住宅への入居がその者の実情に

照らし適切でないと認められるものを除く。）

にあっては、前項第１号の規定にかかわらず、

現に同居し、又は同居しようとする親族がある

ことを要しない。 

(1) 障害者基本法（昭和45年法律第84号）第

２条第１号に規定する障害者で、その障害の

程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞ

れ次に定める障害の程度である場合 

ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則

（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の

１級から４級までのいずれかに該当する程

度 

イ 精神障害（知的障害を除く。以下同

じ。） 精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律施行令（昭和25年政令第155号）

第６条第３項に規定する１級又は２級に該

当する程度 

ウ 知的障害者 イに規定する精神障害の程

度に相当する程度 

(2) 戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168

号）第２条第１項に規定する戦傷病者でその

障害の程度が恩給法（大正12年法律第48号）

別表第１号ノ２の特別項症から第６項症まで

又は別表第１号ノ３の第１款症の者 

(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法

律（平成６年法律第117号）第11条第１項の

規定による厚生労働大臣の認定を受けている

者 

号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」と

いう。）でないこと。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者（身体上又

は精神上著しい障害があるため常時介護を必要

とする者で村営住宅への入居がその者の実情に

照らし適切でないと認められるものを除く。）

にあっては、前項第１号の規定にかかわらず、

現に同居し、又は同居しようとする親族がある

ことを要しない。 

(1) 障害者基本法（昭和45年法律第84号）第

２条第１号に規定する障害者で、その障害の

程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞ

れ次に定める障害の程度である場合 

ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則

（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の

１級から４級までのいずれかに該当する程

度 

イ 精神障害（知的障害を除く。以下同

じ。） 精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律施行令（昭和25年政令第155号）

第６条第３項に規定する１級又は２級に該

当する程度 

ウ 知的障害者 イに規定する精神障害の程

度に相当する程度 

(2) 戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168

号）第２条第１項に規定する戦傷病者でその

障害の程度が恩給法（大正12年法律第48号）

別表第１号ノ２の特別項症から第６項症まで

又は別表第１号ノ３の第１款症の者 

(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法

律（平成６年法律第117号）第11条第１項の

規定による厚生労働大臣の認定を受けている

者 
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(4) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第６

条第１項に規定する被保護者 

(5) 海外からの引揚者で日本に引き揚げた日

から起算して５年を経過していないもの 

(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償

金の支援等に関する法律（平成13年法律第63

号）第２条に規定するハンセン病療養所入居

者等 

(7) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律（平成13年法律第31号。以

下この号において「配偶者暴力防止等法」と

いう。）第１条第２項に規定する被害者でア

又はイのいずれかに該当するもの 

ア 配偶者暴力防止法等法第３条第３項の規

定による一時保護又は配偶者暴力防止等法

第５条の規定による保護が終了した日から

起算して５年を経過していない者 

イ 配偶者暴力防止等法第10条第１項の規定

により裁判所がした命令の申立てを行った

者で当該命令がその効力を生じた日から起

算して５年を経過していないもの 

３ 前２項に定めるもののほか、村長は、供給す

る住宅の戸数が著しく少ない場合その他特に必

要があると認める場合は、入居者の資格につい

て制限を加えることができる。 

４ 第１項第３号アに掲げる場合は、使用者又は

同居者が次の各号のいずれかに該当する場合と

する。 

(1) 第１項第１号、第２号、第３号、第５

号、第６号又は第７号に掲げる者である場合 

(2) 使用者が60歳以上の者であり、かつ、同

居者のいずれもが18歳未満又は60歳以上の者

である場合 

(4) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第６

条第１項に規定する被保護者 

(5) 海外からの引揚者で日本に引き揚げた日

から起算して５年を経過していないもの 

(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償

金の支援等に関する法律（平成13年法律第63

号）第２条に規定するハンセン病療養所入居

者等 

(7) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律（平成13年法律第31号。以

下この号において「配偶者暴力防止等法」と

いう。）第１条第２項に規定する被害者でア

又はイのいずれかに該当するもの 

ア 配偶者暴力防止法等法第３条第３項の規

定による一時保護又は配偶者暴力防止等法

第５条の規定による保護が終了した日から

起算して５年を経過していない者 

イ 配偶者暴力防止等法第10条第１項の規定

により裁判所がした命令の申立てを行った

者で当該命令がその効力を生じた日から起

算して５年を経過していないもの 

３ 前２項に定めるもののほか、村長は、供給す

る住宅の戸数が著しく少ない場合その他特に必

要があると認める場合は、入居者の資格につい

て制限を加えることができる。 

４ 第１項第３号アに掲げる場合は、使用者又は

同居者が次の各号のいずれかに該当する場合と

する。 

(1) 第１項第１号、第２号、第３号、第５

号、第６号又は第７号に掲げる者である場合 

(2) 使用者が60歳以上の者であり、かつ、同

居者のいずれもが18歳未満又は60歳以上の者

である場合 
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(3) 使用者に、現に同居し扶養している18歳

未満の者がある場合 

（入居者の資格の特例） 

第７条 被災市街地復興特別措置法（平成７年法

律第14号）第21条に規定する住宅被災市町村の

区域において同法第５条第１項第１号の被災に

より滅失した住宅に居住していた者並びに当該

住宅被災市町村の区域内において実施される都

市計画法（昭和43年法律第100号）第４条第15

項に規定する都市計画事業並びに被災市街地復

興特別措置法施行規則（平成７年建設省令第２

号）第18条に規定する市街地の整備改善及び住

宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要

となった者については、当該災害の発生した日

から起算して３年を経過する日までの間は、前

条第１項第２号に掲げる条件を具備する者を同

項第１号、第３号に掲げる条件を具備するもの

とみなす。 

２ 村営住宅の借上げに係る契約の終了又は村営

住宅の用途の廃止により当該村営住宅の明渡し

をしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他

の村営住宅の使用の申込みをした場合において

は、その者は、前条第１項第２号及び第３号に

掲げる条件を具備する者とみなす。 

３ 前条第１項第３号イに掲げる村営住宅の入居

者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、

当該発生の日から３年間は、当該災害により住

宅を失ったものでなければならない。 

（入居の申込み及び決定） 

第８条 前２条に規定する入居者資格のある者で

村営住宅に入居しようとする者は、村長の定め

るところにより入居の申込みをしなければなら

ない。 

(3) 使用者に、現に同居し扶養している18歳

未満の者がある場合 

（入居者の資格の特例） 

第７条 被災市街地復興特別措置法（平成７年法

律第14号）第21条に規定する住宅被災市町村の

区域において同法第５条第１項第１号の被災に

より滅失した住宅に居住していた者並びに当該

住宅被災市町村の区域内において実施される都

市計画法（昭和43年法律第100号）第４条第15

項に規定する都市計画事業並びに被災市街地復

興特別措置法施行規則（平成７年建設省令第２

号）第18条に規定する市街地の整備改善及び住

宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要

となった者については、当該災害の発生した日

から起算して３年を経過する日までの間は、前

条第１項第２号に掲げる条件を具備する者を同

項第１号、第３号に掲げる条件を具備するもの

とみなす。 

２ 村営住宅の借上げに係る契約の終了又は村営

住宅の用途の廃止により当該村営住宅の明渡し

をしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他

の村営住宅の使用の申込みをした場合において

は、その者は、前条第１項第２号及び第３号に

掲げる条件を具備する者とみなす。 

３ 前条第１項第３号イに掲げる村営住宅の入居

者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、

当該発生の日から３年間は、当該災害により住

宅を失ったものでなければならない。 

（入居の申込み及び決定） 

第８条 前２条に規定する入居者資格のある者で

村営住宅に入居しようとする者は、村長の定め

るところにより入居の申込みをしなければなら

ない。 
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２ 村長は、前項の規定により入居の申込みをし

た者を村営住宅の入居者として決定し、その旨

を当該入居者として決定した者（以下「入居決

定者」という。）に対し通知するものとする。 

３ 村長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決

定したときは、当該入居決定者に対し、当該村

営住宅の借上げの期間の満了時に当該村営住宅

を明け渡さなければならない旨を通知しなけれ

ばならない。 

（入居者の選考） 

第９条 村長は、村営住宅の入居申込者の数が使

用されるべき村営住宅の戸数を超える場合にお

いては、次の各号のいずれかに該当する者のう

ちから抽選により入居者を決定する。 

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、

又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態に

ある住宅に居住している者 

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上不便を

受けている者又は住宅がないため親族と同居

することができない者 

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成

の関係から衛生上又は風教上不適当な居住状

態にある者 

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、

適当な立退き先がないため困窮している者

（自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を

除く。） 

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠

隔の地に居住しなければならない者 

(6) 収入に比して著しく過重な家賃の支払を

しなければならない者 

(7) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に

困窮していることが明らかな者 

２ 村長は、前項の規定により入居の申込みをし

た者を村営住宅の入居者として決定し、その旨

を当該入居者として決定した者（以下「入居決

定者」という。）に対し通知するものとする。 

３ 村長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決

定したときは、当該入居決定者に対し、当該村

営住宅の借上げの期間の満了時に当該村営住宅

を明け渡さなければならない旨を通知しなけれ

ばならない。 

（入居者の選考） 

第９条 村長は、村営住宅の入居申込者の数が使

用されるべき村営住宅の戸数を超える場合にお

いては、次の各号のいずれかに該当する者のう

ちから抽選により入居者を決定する。 

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、

又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態に

ある住宅に居住している者 

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上不便を

受けている者又は住宅がないため親族と同居

することができない者 

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成

の関係から衛生上又は風教上不適当な居住状

態にある者 

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、

適当な立退き先がないため困窮している者

（自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を

除く。） 

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠

隔の地に居住しなければならない者 

(6) 収入に比して著しく過重な家賃の支払を

しなければならない者 

(7) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に

困窮していることが明らかな者 
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２ 村長は、前項の抽選によりがたい実情がある

と認めたときは、入居申込者の一部について別

途の抽選により又は抽選によらないで入居者を

決定することができる。 

（入居補欠者） 

第10条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を

選考する場合において入居決定者のほかに補欠

として入居順位を定めることができる。 

２ 村長は、入居決定者が村営住宅に入居しない

ときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位

に従い入居者を決定しなければならない。 

（入居手続） 

第11条 村営住宅の入居決定者は、遅滞なく次の

各号に掲げる手続をしなければならない。 

(1) 村長の定める資格を有する連帯保証人の

連署する請書を提出すること。 

(2) 第18条の規定による保証金を納付するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

２ 村長は、村営住宅の入居決定者が第１項の手

続をしないときは、村営住宅の入居の決定を取

り消すことができる。 

３ 村長は、村営住宅の入居決定者が第１項の手

続をしたときは、当該入居決定者に対して速や

かに村営住宅の入居可能日を通知しなければな

らない。 

４ 村営住宅の入居決定者は、前項により通知さ

れた入居可能日から15日以内に入居しなければ

２ 村長は、前項の抽選によりがたい実情がある

と認めたときは、入居申込者の一部について別

途の抽選により又は抽選によらないで入居者を

決定することができる。 

（入居補欠者） 

第10条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を

選考する場合において入居決定者のほかに補欠

として入居順位を定めることができる。 

２ 村長は、入居決定者が村営住宅に入居しない

ときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位

に従い入居者を決定しなければならない。 

（入居手続） 

第11条 村営住宅の入居決定者は、遅滞なく次の

各号に掲げる手続をしなければならない。 

(1) 村長の定める資格を有する＿＿保証人の

連署する請書を提出すること。 

(2) 第18条の規定による保証金を納付するこ

と。 

２ 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当

する場合には、前項第１号の請書に保証人の連

署を求めないことができる。 

（１）入居時における６月分の使用料に相当する

保証金を納付した者 

（２）特別の事情があると認める者 

３ 村長は、村営住宅の入居決定者が第１項の手

続をしないときは、村営住宅の入居の決定を取

り消すことができる。 

４ 村長は、村営住宅の入居決定者が第１項の手

続をしたときは、当該入居決定者に対して速や

かに村営住宅の入居可能日を通知しなければな

らない。 

５ 村営住宅の入居決定者は、前項により通知さ

れた入居可能日から15日以内に入居しなければ
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ならない。ただし、特に村長の承認を受けたと

きは、この限りでない。 

（同居の承認） 

第12条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅への

入居の際に同居した親族以外の者を同居させよ

うとするときは、公営住宅法施行規則（昭和26

年建設省令第19号）第11条で定めるところによ

り、村長の承認を得なければならない。 

２ 村長は、前項の新たに同居させようとする入

居の際の同居者以外の者が暴力団員であるとき

は、同項の許可をしてはならない。 

（入居の承認） 

第13条 村営住宅の入居者が死亡し、又は退去し

た場合において、その死亡時、又は退去時に当

該入居者と同居していた者が引き続き当該村営

住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同

居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で

定めるところにより、村長の承認を得なければ

ならない。 

（使用料の決定） 

第14条 村営住宅の毎月の使用料は、毎年度、次

条第３項の規定により認定された収入（同条第

４項の規定により更正された場合には、その更

正後の収入。第26条において同じ。）に基づき

近傍同種の住宅の家賃（第３項の規定により定

められたものをいう。以下同じ。）以下で令第

２条に規定する方法により算出した額とする。

ただし、入居者からの収入の申告がない場合に

おいて、第31条第１項の規定による請求を行っ

たにもかかわらず、村営住宅の入居者がその請

求に応じないときは、当該村営住宅の使用料は

近傍同種の住宅の家賃とする。 

２ 令第２条第１項第４号に規定する事業主体の

ならない。ただし、特に村長の承認を受けたと

きは、この限りでない。 

（同居の承認） 

第12条 村営住宅の入居者は、当該村営住宅への

入居の際に同居した親族以外の者を同居させよ

うとするときは、公営住宅法施行規則（昭和26

年建設省令第19号）第11条で定めるところによ

り、村長の承認を得なければならない。 

２ 村長は、前項の新たに同居させようとする入

居の際の同居者以外の者が暴力団員であるとき

は、同項の許可をしてはならない。 

（入居の承認） 

第13条 村営住宅の入居者が死亡し、又は退去し

た場合において、その死亡時、又は退去時に当

該入居者と同居していた者が引き続き当該村営

住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同

居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で

定めるところにより、村長の承認を得なければ

ならない。 

（使用料の決定） 

第14条 村営住宅の毎月の使用料は、毎年度、次

条第３項の規定により認定された収入（同条第

４項の規定により更正された場合には、その更

正後の収入。第26条において同じ。）に基づき

近傍同種の住宅の家賃（第３項の規定により定

められたものをいう。以下同じ。）以下で令第

２条に規定する方法により算出した額とする。

ただし、入居者からの収入の申告がない場合に

おいて、第31条第１項の規定による請求を行っ

たにもかかわらず、村営住宅の入居者がその請

求に応じないときは、当該村営住宅の使用料は

近傍同種の住宅の家賃とする。 

２ 令第２条第１項第４号に規定する事業主体の
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定める数値は、村長が別に定めるものとする。 

３ 第１項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、

令第３条に規定する方法により算出した額とす

る。 

（収入の申告等） 

第15条 入居者は、毎年度、村長に対し収入を申

告しなければならない。 

２ 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施

行規則第７条に規定する方法によるものとす

る。 

３ 村長は、第１項の規定による収入の申告に基

づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通

知するものとする。 

４ 入居者は、前項の認定に対し、村長の定める

ところにより意見を述べることができる。この

場合において村長は、意見の内容を審査し、当

該意見に理由があると認めるときは当該認定を

更正するものとする。 

（使用料の減免又は徴収猶予） 

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合に

は、村長は使用料を減免し、又は使用料の徴収

を猶予することができる。 

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額で

あるとき。 

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損

害を受けたとき。 

(3) 入居者又は同居者が、失職、疾病その他

の事由により著しく生活困難の状態にあると

き。 

(4) 入居者又は同居者の責めに帰すべき事由

によらないで引き続き10日以上村営住宅の全

部又は一部を使用することができないとき。 

(5) その他前各号に準ずる特別の事情がある

定める数値は、村長が別に定めるものとする。 

３ 第１項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、

令第３条に規定する方法により算出した額とす

る。 

（収入の申告等） 

第15条 入居者は、毎年度、村長に対し収入を申

告しなければならない。 

２ 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施

行規則第７条に規定する方法によるものとす

る。 

３ 村長は、第１項の規定による収入の申告に基

づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通

知するものとする。 

４ 入居者は、前項の認定に対し、村長の定める

ところにより意見を述べることができる。この

場合において村長は、意見の内容を審査し、当

該意見に理由があると認めるときは当該認定を

更正するものとする。 

（使用料の減免又は徴収猶予） 

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合に

は、村長は使用料を減免し、又は使用料の徴収

を猶予することができる。 

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額で

あるとき。 

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損

害を受けたとき。 

(3) 入居者又は同居者が、失職、疾病その他

の事由により著しく生活困難の状態にあると

き。 

(4) 入居者又は同居者の責めに帰すべき事由

によらないで引き続き10日以上村営住宅の全

部又は一部を使用することができないとき。 

(5) その他前各号に準ずる特別の事情がある
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とき。 

２ 前項の使用料の減免の割合及び減免の期間

は、村長が実情を参酌して定めるものとする。 

３ 第１項の使用料の徴収の猶予期間は、６月を

超えることはできない。 

（使用料の納付） 

第17条 村長は、入居者から第11条第４項の入居

可能日から当該入居者が村営住宅を明け渡した

日（第29条第１項の規定による明渡しの期限と

して指定した日の前日又は明け渡した日のいず

れか早い日、第34条第１項による明渡しの請求

のあったときは明渡しの請求のあった日）まで

の間、使用料を徴収する。 

２ 入居者は、毎月末（月の途中で明け渡した場

合は明け渡した日）までに、その月分の使用料

を納付しなければならない。 

３ 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅

を明け渡した場合において、その月の使用期間

が１月に満たないときは、その月の使用料は日

割計算による。 

４ 入居者が第33条に規定する手続を経ないで住

宅を立ち退いたときは、第１項の規定にかかわ

らず、村長が明渡しの日を認定し、その日まで

の使用料を徴収する。 

（保証金） 

第18条 村長は、入居者から入居時における２月

分の使用料に相当する金額を保証金として徴収

する。 

２ 前項に規定する保証金は、入居者が住宅を明

け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の

使用料又は損害賠償金があるときは、保証金の

うちからこれを控除する。 

３ 保証金の額が未納の使用料又は損害賠償金と

とき。 

２ 前項の使用料の減免の割合及び減免の期間

は、村長が実情を参酌して定めるものとする。 

３ 第１項の使用料の徴収の猶予期間は、６月を

超えることはできない。 

（使用料の納付） 

第17条 村長は、入居者から第11条第４項の入居

可能日から当該入居者が村営住宅を明け渡した

日（第29条第１項の規定による明渡しの期限と

して指定した日の前日又は明け渡した日のいず

れか早い日、第34条第１項による明渡しの請求

のあったときは明渡しの請求のあった日）まで

の間、使用料を徴収する。 

２ 入居者は、毎月末（月の途中で明け渡した場

合は明け渡した日）までに、その月分の使用料

を納付しなければならない。 

３ 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅

を明け渡した場合において、その月の使用期間

が１月に満たないときは、その月の使用料は日

割計算による。 

４ 入居者が第33条に規定する手続を経ないで住

宅を立ち退いたときは、第１項の規定にかかわ

らず、村長が明渡しの日を認定し、その日まで

の使用料を徴収する。 

（保証金） 

第18条 村長は、入居者から入居時における２月

分の使用料に相当する金額を保証金として徴収

する。 

２ 前項に規定する保証金は、入居者が住宅を明

け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の

使用料又は損害賠償金があるときは、保証金の

うちからこれを控除する。 

３ 保証金の額が未納の使用料又は損害賠償金と
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を償うに足らない場合は、入居者は直ちにその

不足額を納付しなければならない。 

４ 村長は、第16条第１項各号のいずれかに掲げ

る特別の事情がある場合においては、保証金の

減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し

て、村長が定めるところにより当該保証金の減

免又は徴収の猶予をすることができる。 

５ 保証金には、利子をつけない。 

 

 

 

 

 

（入居者の費用負担） 

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担

とする。 

(1) 法第15条に規定する場合を除き修繕に要

する費用 

(2) 電気、ガス及び水道の使用料 

(3) 汚物及び塵芥の処理に要する費用 

(4) 給水施設、し尿浄化施設及び汚水処理施

設の使用及び維持に要する費用 

(5) 前各号のほか、村長の指定する費用 

２ 村長は、前項第１号又は第４号の費用のう

ち、入居者に負担させることが適当でないと認

めたものについて、その一部又は全部を入居者

に負担させないことができる。 

（共益費） 

第20条 村長は、前条第１項各号の費用のうち、

入居者の共通の利益を図るため、特に必要と認

めるものを共益費として徴収する。 

２ 入居者は、毎月末日までにその分の共益費を

使用料とともに納付しなければならない。 

を償うに足らない場合は、入居者は直ちにその

不足額を納付しなければならない。 

４ 村長は、第16条第１項各号のいずれかに掲げ

る特別の事情がある場合においては、保証金の

減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し

て、村長が定めるところにより当該保証金の減

免又は徴収の猶予をすることができる。 

５ 保証金には、利子をつけない。 

６ 第１項の規定にかかわらず、第11条第２項第

２号の規定により保証人の連署を徴さない場

合、村長は、入居者から入居時における６月分

の使用料に相当する金額を保証金として徴収す

る。 

（入居者の費用負担） 

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担

とする。 

(1) 法第15条に規定する場合を除き修繕に要

する費用 

(2) 電気、ガス及び水道の使用料 

(3) 汚物及び塵芥の処理に要する費用 

(4) 給水施設、し尿浄化施設及び汚水処理施

設の使用及び維持に要する費用 

(5) 前各号のほか、村長の指定する費用 

２ 村長は、前項第１号又は第４号の費用のう

ち、入居者に負担させることが適当でないと認

めたものについて、その一部又は全部を入居者

に負担させないことができる。 

（共益費） 

第20条 村長は、前条第１項各号の費用のうち、

入居者の共通の利益を図るため、特に必要と認

めるものを共益費として徴収する。 

２ 入居者は、毎月末日までにその分の共益費を

使用料とともに納付しなければならない。 
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３ 前２項に定めるもののほか、共益費の徴収に

ついては、第17条の規定を準用する。 

（入居者の保管義務等） 

第21条 入居者は、村営住宅の使用について必要

な注意を払い、正常な状態において維持しなけ

ればならない。 

２ 入居者の責めに帰すべき事由により、村営住

宅を滅失し、又は棄損したときは、入居者はこ

れを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償

しなければならない。 

（迷惑行為の禁止） 

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に

迷惑を及ぼす行為をしてはならない。 

（長期未使用の禁止） 

第23条 入居者は、村営住宅を引き続き15日以上

使用しないときは、あらかじめ村長に届け出な

ければならない。 

（転貸の禁止） 

第24条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又

はその入居の権利を他の者に譲渡してはならな

い。 

（模様替え及び増築等の禁止） 

第25条 入居者は、村営住宅を模様替えし、又は

増築してはならない。ただし、原状回復又は撤

去が容易である場合において、村長の承認を得

たときは、この限りでない。 

２ 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者

が当該村営住宅を明け渡すときは、入居者の費

用で原状回復又は撤去を行うことを条件とする

ものとする。 

３ 第１項の承認を得ずに村営住宅を模様替え

し、又は増築したときには、入居者は、自己の

費用で原状回復又は撤去を行わなければならな

３ 前２項に定めるもののほか、共益費の徴収に

ついては、第17条の規定を準用する。 

（入居者の保管義務等） 

第21条 入居者は、村営住宅の使用について必要

な注意を払い、正常な状態において維持しなけ

ればならない。 

２ 入居者の責めに帰すべき事由により、村営住

宅を滅失し、又は棄損したときは、入居者はこ

れを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償

しなければならない。 

（迷惑行為の禁止） 

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に

迷惑を及ぼす行為をしてはならない。 

（長期未使用の禁止） 

第23条 入居者は、村営住宅を引き続き15日以上

使用しないときは、あらかじめ村長に届け出な

ければならない。 

（転貸の禁止） 

第24条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又

はその入居の権利を他の者に譲渡してはならな

い。 

（模様替え及び増築等の禁止） 

第25条 入居者は、村営住宅を模様替えし、又は

増築してはならない。ただし、原状回復又は撤

去が容易である場合において、村長の承認を得

たときは、この限りでない。 

２ 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者

が当該村営住宅を明け渡すときは、入居者の費

用で原状回復又は撤去を行うことを条件とする

ものとする。 

３ 第１項の承認を得ずに村営住宅を模様替え

し、又は増築したときには、入居者は、自己の

費用で原状回復又は撤去を行わなければならな
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い。 

（収入超過者に関する認定） 

第26条 村長は、毎年度、第15条第３項の規定に

より認定した入居者の収入の額が第６条第１項

第３号に定める場合に応じてその金額を超え、

かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き３年以

上入居しているときは、当該入居者を収入超過

者として認定し、その旨を通知する。 

２ 村長は、第15条第３項の規定により認定した

入居者の収入の額が最近２年間引き続き令第９

条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が

村営住宅に引き続き５年以上入居している場合

にあっては、当該入居者を高額所得者として認

定し、その旨を通知する。 

３ 入居者は、前２項の認定に対し、村長の定め

るところにより意見を述べることができる。こ

の場合においては、村長は意見の内容を審査し

必要があれば当該認定を更正する。 

（収入超過者の明渡し努力義務） 

第27条 収入超過者は、当該村営住宅を明け渡す

よう努めなければならない。 

（収入超過者に対する使用料） 

第28条 第26条第１項の規定により、収入超過者

として認定された入居者は、第14条第１項の規

定にかかわらず、当該認定に係る期間（当該入

居者が期間中に村営住宅を明け渡した場合にあ

っては当該認定の効力が生じる日から当該明渡

しの日までの間）、毎月、次項に規定する方法

により算出した額を使用料として支払わなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定による使用料の算出は、近傍同種

の住宅の使用料以下で、令第８条第２項の規定

による。 

い。 

（収入超過者に関する認定） 

第26条 村長は、毎年度、第15条第３項の規定に

より認定した入居者の収入の額が第６条第１項

第３号に定める場合に応じてその金額を超え、

かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き３年以

上入居しているときは、当該入居者を収入超過

者として認定し、その旨を通知する。 

２ 村長は、第15条第３項の規定により認定した

入居者の収入の額が最近２年間引き続き令第９

条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が

村営住宅に引き続き５年以上入居している場合

にあっては、当該入居者を高額所得者として認

定し、その旨を通知する。 

３ 入居者は、前２項の認定に対し、村長の定め

るところにより意見を述べることができる。こ

の場合においては、村長は意見の内容を審査し

必要があれば当該認定を更正する。 

（収入超過者の明渡し努力義務） 

第27条 収入超過者は、当該村営住宅を明け渡す

よう努めなければならない。 

（収入超過者に対する使用料） 

第28条 第26条第１項の規定により、収入超過者

として認定された入居者は、第14条第１項の規

定にかかわらず、当該認定に係る期間（当該入

居者が期間中に村営住宅を明け渡した場合にあ

っては当該認定の効力が生じる日から当該明渡

しの日までの間）、毎月、次項に規定する方法

により算出した額を使用料として支払わなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定による使用料の算出は、近傍同種

の住宅の使用料以下で、令第８条第２項の規定

による。 
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３ 第16条及び第17条の規定は、第１項の使用料

について準用する。 

（高額所得者に対する明渡請求） 

第29条 村長は、高額所得者に対し、期限を定め

て、当該村営住宅の明渡しを請求するものとす

る。 

２ 前項の期限は、同項の規定による請求をする

日の翌日から起算して、12月を経過した日以後

の日でなければならない。 

３ 第１項の規定による村営住宅の明渡しの請求

を受けた高額所得者は、前項の期限が到来した

ときは、速やかに当該村営住宅を明け渡さなけ

ればならない。 

４ 村長は、村営住宅の明渡請求を受けた者が次

の各号のいずれかに該当する場合には、その者

から申出により、明渡しの期限を延長すること

ができる。 

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっている

とき。 

(2) 入居者又は同居者が災害により損害を受

けたとき。 

(3) 前２号の他特別の事情があるとき。 

５ 前項各号の場合において、特に村長が必要と

認めたときは、明渡しの請求を取り消すことが

できる。 

（高額所得者に対する使用料） 

第30条 第26条第２項の規定により、高額所得者

として認定された入居者は第14条第１項及び第

28条第１項の規定にかかわらず、当該認定に係

る期間（当該入居者が期間中に村営住宅を明け

渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じ

る日から当該明渡しの日までの間）、毎月、近

傍同種の住宅の家賃を支払わなければならな

３ 第16条及び第17条の規定は、第１項の使用料

について準用する。 

（高額所得者に対する明渡請求） 

第29条 村長は、高額所得者に対し、期限を定め

て、当該村営住宅の明渡しを請求するものとす

る。 

２ 前項の期限は、同項の規定による請求をする

日の翌日から起算して、12月を経過した日以後

の日でなければならない。 

３ 第１項の規定による村営住宅の明渡しの請求

を受けた高額所得者は、前項の期限が到来した

ときは、速やかに当該村営住宅を明け渡さなけ

ればならない。 

４ 村長は、村営住宅の明渡請求を受けた者が次

の各号のいずれかに該当する場合には、その者

から申出により、明渡しの期限を延長すること

ができる。 

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっている

とき。 

(2) 入居者又は同居者が災害により損害を受

けたとき。 

(3) 前２号の他特別の事情があるとき。 

５ 前項各号の場合において、特に村長が必要と

認めたときは、明渡しの請求を取り消すことが

できる。 

（高額所得者に対する使用料） 

第30条 第26条第２項の規定により、高額所得者

として認定された入居者は第14条第１項及び第

28条第１項の規定にかかわらず、当該認定に係

る期間（当該入居者が期間中に村営住宅を明け

渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じ

る日から当該明渡しの日までの間）、毎月、近

傍同種の住宅の家賃を支払わなければならな
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い。 

２ 第16条及び第17条の規定は、第１項の使用料

について準用する。 

（収入状況の報告の請求等） 

第31条 村長は、第14条第１項、第28条第１項若

しくは前条第１項の規定による使用料の決定、

第16条（第28条第３項又は前条第２項において

準用する場合を含む。）の規定による使用料若

しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条

第４項の規定による保証金の減免若しくは徴収

の猶予、第29条第１項の規定による明渡しの請

求等による村営住宅への入居の措置に関し必要

があると認めたときは、入居者の収入の状況に

ついて、当該入居者若しくはその雇主、その取

引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署

に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を

記録させることを求めることができる。 

２ 村長又は当該職員は、前項の規定によりその

職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用しては

ならない。 

（村営住宅の用途廃止による他の村営住宅への

入居の際の使用料の特例） 

第32条 村長は、法第44条第３項の規定による村

営住宅の用途廃止による村営住宅の除却に伴い

当該村営住宅の入居者を他の村営住宅に入居さ

せる場合において、新たに入居する村営住宅の

使用料が従前の村営住宅の最終の使用料を超え

ることとなり、当該入居者の居住の安定を図る

ため必要があると認めるときは第14条第１項、

第28条第１項又は第30条第１項の規定にかかわ

らず、令第12条で定めるところにより当該入居

者の使用料を減額するものとする。 

（住宅の返還） 

い。 

２ 第16条及び第17条の規定は、第１項の使用料

について準用する。 

（収入状況の報告の請求等） 

第31条 村長は、第14条第１項、第28条第１項若

しくは前条第１項の規定による使用料の決定、

第16条（第28条第３項又は前条第２項において

準用する場合を含む。）の規定による使用料若

しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条

第４項の規定による保証金の減免若しくは徴収

の猶予、第29条第１項の規定による明渡しの請

求等による村営住宅への入居の措置に関し必要

があると認めたときは、入居者の収入の状況に

ついて、当該入居者若しくはその雇主、その取

引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署

に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を

記録させることを求めることができる。 

２ 村長又は当該職員は、前項の規定によりその

職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用しては

ならない。 

（村営住宅の用途廃止による他の村営住宅への

入居の際の使用料の特例） 

第32条 村長は、法第44条第３項の規定による村

営住宅の用途廃止による村営住宅の除却に伴い

当該村営住宅の入居者を他の村営住宅に入居さ

せる場合において、新たに入居する村営住宅の

使用料が従前の村営住宅の最終の使用料を超え

ることとなり、当該入居者の居住の安定を図る

ため必要があると認めるときは第14条第１項、

第28条第１項又は第30条第１項の規定にかかわ

らず、令第12条で定めるところにより当該入居

者の使用料を減額するものとする。 

（住宅の返還） 
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第33条 入居者は、村営住宅を明け渡そうとする

ときは、５日前までに村長に届け出て、当該住

宅の検査を受けなければならない。 

（住宅の明渡請求） 

第34条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに

該当する場合は、当該入居者に対し、当該村営

住宅の明渡しを請求することができる。 

(1) 不正行為により入居したとき。 

(2) 正当な事由がなく使用料を３月以上滞納

したとき。 

(3) 正当な事由によらないで15日以上村営住

宅を使用しないとき。 

(4) 当該村営住宅を故意に棄損したとき。 

(5) この条例又はこれに基づく村長の指示に

違反したとき。 

(6) 前各号のほか、村長が村営住宅の管理上

必要があると認めたとき。 

２ 前項の規定により村営住宅の明渡しの請求を

受けた入居者は、速やかに当該村営住宅を明け

渡さなければならない。この場合入居者は、損

害賠償その他の請求をすることができない。 

３ 第１項第１号に該当する行為が当該入居者の

責めに帰すべき事由による場合には、当該入居

者の住宅明渡しの日までの使用料を納付する義

務を免れることができない。 

第３章 補則 

（住宅の立入検査） 

第35条 村長は、村営住宅の管理上必要があると

認めたときは、村長の指定した者に村営住宅の

検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示を

させることができる。 

２ 前項の検査において、現に使用している村営

住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該村営

第33条 入居者は、村営住宅を明け渡そうとする

ときは、５日前までに村長に届け出て、当該住

宅の検査を受けなければならない。 

（住宅の明渡請求） 

第34条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに

該当する場合は、当該入居者に対し、当該村営

住宅の明渡しを請求することができる。 

(1) 不正行為により入居したとき。 

(2) 正当な事由がなく使用料を３月以上滞納

したとき。 

(3) 正当な事由によらないで15日以上村営住

宅を使用しないとき。 

(4) 当該村営住宅を故意に棄損したとき。 

(5) この条例又はこれに基づく村長の指示に

違反したとき。 

(6) 前各号のほか、村長が村営住宅の管理上

必要があると認めたとき。 

２ 前項の規定により村営住宅の明渡しの請求を

受けた入居者は、速やかに当該村営住宅を明け

渡さなければならない。この場合入居者は、損

害賠償その他の請求をすることができない。 

３ 第１項第１号に該当する行為が当該入居者の

責めに帰すべき事由による場合には、当該入居

者の住宅明渡しの日までの使用料を納付する義

務を免れることができない。 

第３章 補則 

（住宅の立入検査） 

第35条 村長は、村営住宅の管理上必要があると

認めたときは、村長の指定した者に村営住宅の

検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示を

させることができる。 

２ 前項の検査において、現に使用している村営

住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該村営
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住宅の入居者の承諾を得なければならない。 

３ 前項の規定による検査に当たる者は、その身

分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった

ときは、これを提示しなければならない。 

（管理人の設置） 

第36条 村長は、村営住宅の管理に関する事務を

補佐させるため、住宅管理人を置くことができ

る。 

（罰則） 

第37条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為

により、使用料の減額又は免除を受けたとき

は、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金

額以下の過料を科する。 

（その他の必要な事項） 

第38条 この条例の施行に必要な事項は、村長が

別に定める。 

附 則 

この条例は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則（平成11年条例第６号） 

この条例は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年条例第14号） 

この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成13年条例第９号） 

この条例は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年条例第４号） 

この条例は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年条例第９号） 

この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年条例第９号） 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年条例第６号） 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年条例第11号） 

住宅の入居者の承諾を得なければならない。 

３ 前項の規定による検査に当たる者は、その身

分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった

ときは、これを提示しなければならない。 

（管理人の設置） 

第36条 村長は、村営住宅の管理に関する事務を

補佐させるため、住宅管理人を置くことができ

る。 

（罰則） 

第37条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為

により、使用料の減額又は免除を受けたとき

は、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金

額以下の過料を科する。 

（その他の必要な事項） 

第38条 この条例の施行に必要な事項は、村長が

別に定める。 

附 則 

この条例は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則（平成11年条例第６号） 

この条例は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年条例第14号） 

この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成13年条例第９号） 

この条例は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年条例第４号） 

この条例は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年条例第９号） 

この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年条例第９号） 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年条例第６号） 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年条例第11号） 
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この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成29年条例第９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

別表（第３条関係） 

住宅の名称 位置 建設年度 戸数 

西山住宅 利島村1601番地 昭和52年

度 

4 

西山第二住宅

1号棟 

同 1567番地 平成9年

度 

4 

同 2号棟 同 1567番地 平成10年

度 

4 

同 3号棟 同 1567番地 平成11年

度 

4 

西山第三住宅 同 1577番地 平成15年

度 

4 

見上山第二住

宅 

同 1565番地 平成7年

度 

4 

東山第一住宅 同 251番地 平成16年

度 

4 

 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成29年条例第９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

  附 則（令和３年条例第  号） 

この条例は、公布の日から施行し、公布日時点

ですでに提出されている連帯保証人による連署に

ついては、保証人として読み替える。 

別表（第３条関係） 

住宅の名称 位置 建設年度 戸数 

西山住宅 利島村1601番地 昭和52年

度 

4 

西山第二住宅

1号棟 

同 1567番地 平成9年

度 

4 

同 2号棟 同 1567番地 平成10年

度 

4 

同 3号棟 同 1567番地 平成11年

度 

4 

西山第三住宅 同 1577番地 平成15年

度 

4 

見上山第二住

宅 

同 1565番地 平成7年

度 

4 

東山第一住宅 同 251番地 平成16年

度 

4 

 

  

 

-156-



議案第  ３６号  

 

 

利島村介護保険条例の一部を改正する条例  

 

 

上記議案を提出する。  

 

 

令和３年９月１３日  

 

 

提出者   利島村長  前  田   福  夫  

 

「提案理由」   

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第１号被保険

者を、介護保険料の減免により支援するほか、介護保険法の一部改正に

伴う所要の改正を行うものである。  

 

 

 

 

 

議決第   号  

 

 

令和３年９月   日      原案    決  

 

 

東京都利島村議会議長   寺  田   優  
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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免 

 
介護保険料 

減免対象者 （１）主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症で死亡か重い傷病を負った世帯の方 

（２）新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等（事業、給与、不動産、山林に限る）

の減少が見込まれ、下記のアとイのいずれにも当てはまる世帯の方 

ア 主たる生計維持者の事業収入等（保険金等で補償された額を除く）が前年の収入額の 70％以下に減ったこと。 

イ 減少する見込みの事業収入等以外の前年所得の合計が 400万円以下であること。 

減免額 上記（１）の場合 全額 

  （２）の場合 

減少する見込みの収入に基づき計算した保険料に下記の減免割合を適用した額 

前年の合計所得 減免割合 

200万円以下 10割 

200万円超 8割 

廃業・失業 10割 
 

申請期限 令和 4年 3月 31日（水） 

必要書類 申請には、主たる生計維持者の用件により次の書類が必要です。 

【死亡の場合】・・・死亡診断書、死体検案書または、死亡診断書に準ずる医師による証明書 

【重篤な傷病を負った場合】・・・医師の診断書 

【事業等を廃止した場合】・・・事業廃止届等、事実確認ができる書類 

【失業した場合】・・・用保険被保険者離職票等、失業したことがわかる書類 

【事業収入等が見込まれる場合】・・・給与明細、帳簿等の写し等、収入の減少がわかる書類 

問合せ 住民課（☏9-0013） 
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条例第  号 

 

利島村介護保険条例の一部を改正する条例 

 

利島村介護保険条例(平成 20年利島村条例第 6号)の一部を次のように改正する。 

 

第 8条第 1項中第 13号を第 14号とし、第 12号を第 13号とし、第 11号の次に次の 1

号を加える。 

(12) 高額医療合算介護サービス費の支給 

 

第 9 条第 1 項中第 11 号を第 12 号とし、第 10 号を第 11 号とし、第 9 号の次に次の 1

号を加える。 

(10) 高額医療合算介護予防サービス費の支給 

 

附則に次の見出し及び３項を加える。 

(施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和３年４月１日に遡及して適用する。 

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保

険料の減免)  

２ 令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月 31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあ

っては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められて

いる保険料(第 1 号被保険者の資格を取得した日から 14 日以内に法第 12 条第 1 項

の規定による届出が行われなかったため令和 3年 4月 1日以降に納期限が定められ

ている保険料であって、当該届出が第 1 号被保険者の資格を取得した日から 14 日

以内に行われていたならば同年 2月 1日前に納期限が定められるべきものを除く。)

の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、本則第 19 条第 1 項に規

定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。 

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律（平成 10 年法律第 114 号）第 6 条第 7 項第 3 号に規定する新型コ

ロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第 1号被保険者の属

する世帯の生計を主として維持する者（以下「主たる生計維持者」という。）が

死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。 

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動

産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の

減少が見込まれ、次のア及びイに該当すること。 

ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等に

より補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該

事業収入等の額の 10分の 3以上であること。 

イ 主たる生計維持者の合計所得金額（令第 22 条の 2 第 1 項に規定する合計所

得金額をいう。）のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外
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の前年の所得の合計額が 400万円以下であること。 

３ 前項の場合における本則第 19 条第 2 項の規定の適用については、同項中「提出

しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、村長は、こ

れにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」と

する。 
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利島村介護保険条例（平成20年条例第６号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（保険給付） （保険給付） 

第８条 村は、法第18条第１号に規定する保険給

付として、次に掲げる事業を行う。 

第８条 村は、法第18条第１号に規定する保険給付

として、次に掲げる事業を行う。 

(1)～(11) （略） (1)～(11) （略） 

 (12) 高額医療合算介護サービス費の支給 

(12) （略） (13) （略） 

(13) （略） (14) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

（予防給付） （予防給付） 

第９条 村は、法第18条第２号に規定する予防給

付として、次の各号に掲げる保険給付を行う。 

第９条 村は、法第18条第２号に規定する予防給付

として、次の各号に掲げる保険給付を行う。 

(1)～(9) （略） (1)～(9) （略） 

 (10) 高額医療合算介護予防サービス費の支給 

(10) （略） (11) （略） 

(11) （略） (12) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 
 

附 則（令和３年条例第   号） 

 (施行期日) 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和３年４

月１日に遡及して適用する。 

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少

が見込まれる場合等における保険料の減免)  

２ 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納

期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年

金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定

められている保険料(第1号被保険者の資格を取得

した日から14日以内に法第12条第1項の規定による

届出が行われなかったため令和3年4月1日以降に納

期限が定められている保険料であって、当該届出

が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内

に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定

められるべきものを除く。)の減免については、次

の各号のいずれかに該当する者は、本則第19条第1

項に規定する保険料の減免の要件を満たすものと

して、同項の規定を適用する。 
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(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10

年法律第114号）第6条第7項第3号に規定する新型

コロナウイルス感染症をいう。次号において同

じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計

を主として維持する者（以下「主たる生計維持

者」という。）が死亡し、又は重篤な傷病を負っ

たこと。 

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主た

る生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入

又は給与収入(以下この号において「事業収入等」

という。)の減少が見込まれ、次のア及びイに該当

すること。 

ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減

少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金

額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の

当該事業収入等の額の10分の3以上であること。 

イ 主たる生計維持者の合計所得金額（令第22条の2

第1項に規定する合計所得金額をいう。）のうち、

減少することが見込まれる事業収入等に係る所得

以外の前年の所得の合計額が400万円以下であるこ

と。 

３ 前項の場合における本則第19条第2項の規定の適

用については、同項中「提出しなければならな

い」とあるのは、「提出しなければならない。た

だし、村長は、これにより難い事情があると認め

るときは、別に申請期限を定めることができる」

とする。 
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議案第 ３７号 

 

 

利島村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和３年 ９月１３日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 前 田 福 夫 

 

 

「提案理由」 

 指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令に伴い、

所要の改正を行うものである。 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和３年 ９月  日 原案  決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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利島村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の概要

サービス 基準
指定サービス事業所 指定基準を満たし、市町村より指定を受けた事業所
基準該当サービス事業所 指定事業所が少ない、または、いないため、利用者のニーズに応えられ

ないので、指定基準を満たしていなくても、指定事業者と同じ水準のサー
ビスをできる事業所に市町村の判断で基準該当事業所として、保険給付
の対象となる。

利島村社会福祉協議会で運営して
いる事業所
＝離島等相当サービス事業所

上記の事業所もない対象地域で、市町村の判断で保険給付の対象とし
て、利用者のニーズに応えられる事業者。

今回の条例改正で影響を受けるサービス事業所

この条例は、利島村で民間事業者などが新たに居宅介護支援事業所（ケアマネ事業所）を運
営する場合の指定（公的サービスとして認めること）基準を定めたものであり、既存の利島村社
会福祉協議会が運営している事業所は、離島等相当サービスで運営しており、条例改正による
影響はありません。

①感染症対策の強化
介護サービス事業者に、感染症の発生及び蔓延などに関する取組の徹底を求める。（該当する条文 第23条の2）
②業務継続に向けた取組の強化
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築できるように、計画等の策

定、研修の実施、訓練の実施等を義務付ける。（該当する条文 第9条の2）
③ハラスメント対策の強化
ハラスメント対策を強化するように求める。（該当する条文 第9条第4項）
④会議や多職種連携におけるＩＣＴの活用
各種会議等について、感染予防や多職種連携の促進の観点からの見直し。（該当する条文 第20条第8号など）
⑤利用者への説明・同意等に係る見直し
利用者の利便性向上や事業者の負担軽減の観点から、ケアプランや重要事項説明書等に係る利用者等への説明・同意等の

うち、書面で行うものについて、電磁的記録による対応を原則認める。（該当する条文 第33条）
⑥記録の保存等に係る見直し
事業者における諸記録の保存・交付等について、原則として電磁的な対応を認める。（該当する条文 第33条）
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条例第   号 

 

利島村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

 

利島村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例（平成30年利島

村条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 

目次中「第４章 基準該当居宅介護支援に関する基準（第32条）」を 

「 第４章 基準該当居宅介護支援に関する基準（第32条） 

第５章 雑則（第33条） 」 に改める。 

第３条に次の２項を加える。 

５ 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体

制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければ

ならない。 

６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118

条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効

に行うよう努めなければならない。 

第５条第２項中「主任介護支援専門員」の次に「（以下この項において「主任介護支援

専門員」という。）」を、「ならない。」の次に「ただし、主任介護支 援専門員の確保が

著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員（主任介

護支援専門員を除く。）を前項に規定する管理者とすることができる。」を加える。 

第８条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。 

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項 

第９条に次の１項を加える。 

４ 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、

職場において 行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上

必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が 害されることを

防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

第９条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第９条の２ 指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者
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に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するため の、及び非常時の体制で早

期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講じ なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知す

るとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて

業務継続計画の変更を行うものとする。 

第10条第２項中「こと」の次に「、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作

成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福 祉用具貸与及び地

域密着型通所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付け

られた居宅サービス計画の数が占める割 合、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所

において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに

同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供された

ものが占める割合」を加える。 

第20条第５号の次に次の１号を加える。 

(5)の2 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法によ

り、利用者について、その有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のそ

の置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者

が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しな

ければならない。 

第20条第８号中「会議」の次に「（テレビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレ

ビ電話装置等」 という。）を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又

はその家族（以下この号において「利用者等」という。）が参加する 場合にあっては、

テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）」を加

え、同条第17号の２の次に次の１号を加える。 

(17)の3 介護支援専門員は、その勤務する指定居宅介護支援事業所において作成され

た居宅サ ービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス

費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特 例地域密着型介護サ

ービス費（以下この号において「サービス費」という。）の総額が法第43条第２項に規

定する居宅介護サービス費等 区分支給限度基準額に占める割合及び訪問介護に係る居

宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が厚生労働大臣が定める基 準に該
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当する場合であって、かつ、区市町村からの求めがあった場合には、当該指定居宅介護

支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当 性を検討し、当該居宅サービス計画に訪

問介護が必要な理由等を記載するとともに、当該居宅サービス計画を区市町村に届け出

なければならない。 

第23条の次に次の１条を加える。 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

第23条の２ 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所において感染症

が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を

おおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知

徹底を図ること。 

(2) 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指

針を整備すること。 

(3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及

びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 

第24条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定居宅介

護支援事業 所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることによ

り、同項の規定による掲示に代えることができる。 

第29条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第29条の２ 指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次

に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催すると

ともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図 ること。 

(2) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のた

めの研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 
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本則に次の１章を加える。 

第５章 雑則 

（電磁的記録） 

第33条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保

存その他 これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文

書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識すること

ができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行

うことが規定されている又は想定されるも の（第９条（第32条において準用する場合

を含む。）及び第15条第27号（第32条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定

するものを除く。）については、書面に代えて、当該書 面に係る電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録

であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことが

できる。 

２ 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、交付、説明、

同意、承諾 その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例の

規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交

付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その

他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。 

附則第２条中「３」を「９」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、交付、説明、

同意、承諾 その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例の

規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交

付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その

他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。 

 

 附則に次の見出しと２条を加える。 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第20条第17号の２の

次に1号を加える改正規定は、令和３年10月１日から施行する。 

（管理者に係る経過措置） 

第２条 令和９年３月31日までの間は、第５条第２項の規定にかかわらず、介護支援
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専門員（介護保険法施行規則第140条の66第１号イ(3)に規定する主任介護支援専門員を

除く。）を第５条第１項に規定する管理者とすることができる。 
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利島村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例（平成30年利島村条例第９号） 

現行 改正後（案） 

目次 目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 人員に関する基準（第４条・第５条） 第２章 人員に関する基準（第４条・第５条） 

第３章 運営に関する基準（第６条―第31条） 第３章 運営に関する基準（第６条―第31条） 

第４章 基準該当居宅介護支援に関する基準（第

32条） 

第４章 基準該当居宅介護支援に関する基準（第

32条） 

 第５章 雑則（第33条） 

附則 附則 

（基本方針） （基本方針） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

 ５ 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁

護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行

うとともに、その従業者に対し、研修を実施する

等の措置を講じなければならない。 

 ６ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援

を提供するに当たっては、法第118条の２第１項

に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報

を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければ

ならない。 

（管理者） （管理者） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 管理者は、介護保険法施行規則（平成11年厚生

省令第36号）第140条66第１号イ(3)に規定する主

任介護支援専門員                            

                        でなければならない。

                                            

                                            

                                            

                                            

  

２ 管理者は、介護保険法施行規則（平成11年厚生

省令第36号）第140条66第１号イ(3)に規定する主

任介護支援専門員（以下この項において「主任介

護支援専門員」という。）でなければならない。

ただし、主任介護支 援専門員の確保が著しく困

難である等やむを得ない理由がある場合について

は、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除

く。）を前項に規定する管理者とすることができ

る。 

３ （略） ３ （略） 

（運営規程） （運営規程） 

第８条 指定居宅介護支援事業者は、各指定居宅介 第８条 指定居宅介護支援事業者は、各指定居宅介
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護支援事業所において、次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する規程（以下「運営規

程」という。）を定めなければならない。 

護支援事業所において、次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する規程（以下「運営規

程」という。）を定めなければならない。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

 (6) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(6) （略） (7) （略） 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 ４ 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介

護支援の提供を確保する観点から、職場において

 行われる性的な言動又は優越的な関係を背景と

した言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超

えたものにより介護支援専門員の就業環境が 害

されることを防止するための方針の明確化等の必

要な措置を講じなければならない。 

 （業務継続計画の策定等） 

第９条の２ 指定居宅介護支援事業者は、感染症や

非常災害の発生時において、利用者に対する指定

居宅介護支援の提供を継続的に実施するため 

の、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた

めの計画（以下「業務継続計画」という。）を策

定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じ

 なければならない。 

２ 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に

対し、業務継続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければな

らない。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続

計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画

の変更を行うものとする。 

（内容及び手続の説明及び同意） （内容及び手続の説明及び同意） 

第10条 （略） 第10条 （略） 

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援

の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス

計画が第３条に規定する基本方針及び利用者の希

望に基づき作成されるものであり、利用者は複数

の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求め

２ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援

の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス

計画が第３条に規定する基本方針及び利用者の希

望に基づき作成されるものであり、利用者は複数

の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求め
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ることができること                          

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                               等につき説明

を行い、理解を得なければならない。 

ることができること、前６月間に当該指定居宅介

護支援事業所において作成された居宅サービス計

画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福 祉用

具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項にお

いて「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付

けられた居宅サービス計画の数が占める割 合、

前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において

作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪

問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サー

ビス事業者又は指定地域密着型サービ ス事業者

によって提供されたものが占める割合等につき説

明を行い、理解を得なければならない。 

３～６ （略） ３～６ （略） 

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針） （指定居宅介護支援の具体的取扱方針） 

第20条 指定居宅介護支援の具体的な取扱いは、第

３条に規定する基本方針及び前条に規定する基本

取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなけ

ればならない。 

第20条 指定居宅介護支援の具体的な取扱いは、第

３条に規定する基本方針及び前条に規定する基本

取扱方針に基づき、次に掲げるところによらなけ

ればならない。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

 (5)の2 介護支援専門員は、居宅サービス計画の

作成に当たっては、適切な方法により、利用者

について、その有する能力、既に提供を受けて

いる指定居宅サービス等のその置かれている環

境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点

を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営

むことができるように支援する上で解決すべき

課題を把握しなければならない。 

(6)・(7) （略） (6)・(7) （略） 

(8) 介護支援専門員は、サービス担当者会議

（利用者及びその家族の参加を原則とし、居宅

サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サー

ビス等の担当者（以下「担当者」という。）を

招集して行う会議                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

(8) 介護支援専門員は、サービス担当者会議

（利用者及びその家族の参加を原則とし、居宅

サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サー

ビス等の担当者（以下「担当者」という。）を

招集して行う会議（テレビ電話装置その他の情

報通信機器（以下「テレビ電話装置等」 とい

う。）を活用して行うことができるものとす

る。ただし、利用者又はその家族（以下この号

において「利用者等」という。）が参加する 

場合にあっては、テレビ電話装置等の活用につ
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をいう。以下同じ。）の開催により、利用者の

状況等に関する情報を担当者と共有するととも

に、当該居宅サービス計画の原案の内容につい

て、担当者の専門的な見地からの意見を求める

こと。ただし、利用者（末期の悪性腫瘍の患者

に限る。）の心身の状況等により、主治の医師

又は歯科医師（以下この条において「主治の医

師等」という。）の意見を勘案して必要と認め

る場合その他のやむを得ない理由がある場合

は、担当者に対する照会等により意見を求める

ことができる。 

いて当該利用者等の同意を得なければならな

い。）をいう。以下同じ。）の開催により、利

用者の状況等に関する情報を担当者と共有する

とともに、当該居宅サービス計画の原案の内容

について、担当者の専門的な見地からの意見を

求めること。ただし、利用者（末期の悪性腫瘍

の患者に限る。）の心身の状況等により、主治

の医師又は歯科医師（以下この条において「主

治の医師等」という。）の意見を勘案して必要

と認める場合その他のやむを得ない理由がある

場合は、担当者に対する照会等により意見を求

めることができる。 

(9)～(17)の2 （略） (9)～(17)の2 （略） 

 (17)の3 介護支援専門員は、その勤務する指定

居宅介護支援事業所において作成された居宅サ

 ービス計画に位置付けられた指定居宅サービ

ス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護

サービス費、地域密着型介護サービス費及び特

 例地域密着型介護サービス費（以下この号に

おいて「サービス費」という。）の総額が法第

43条第２項に規定する居宅介護サービス費等 

区分支給限度基準額に占める割合及び訪問介護

に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額

に占める割合が厚生労働大臣が定める基 準に

該当する場合であって、かつ、区市町村からの

求めがあった場合には、当該指定居宅介護支援

事業所の居宅サービス計画の利用の妥当 性を

検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必

要な理由等を記載するとともに、当該居宅サー

ビス計画を区市町村に届け出なければならな

い。 

(18)～(26) （略） (18)～(26) （略） 

 （感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

第23条の２ 指定居宅介護支援事業者は、当該指定

居宅介護支援事業所において感染症が発生し、又

はまん延しないように、次に掲げる措置を講じな

ければならない。 

(1) 当該指定居宅介護支援事業所における感染

症の予防及びまん延の防止のための対策を検討
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する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）をおおむね６月に

１回以上開催するとともに、その結果につい

て、介護支援専門員に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定居宅介護支援事業所における感染

症の予防及びまん延の防止のための指針を整備

すること。 

(3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介

護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延

の防止のための研修及び訓練を定期的に実施す

ること。 

（掲示） （掲示） 

第24条 （略） 第24条 （略） 

 ２ 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する事

項を記載した書面を当該指定居宅介護支援事業 

所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自

由に閲覧させることにより、同項の規定による掲

示に代えることができる。 

 （虐待の防止） 

第29条の２ 指定居宅介護支援事業者は、虐待の発

生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置

を講じなければならない。 

(1) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待

の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものと

する。）を定期的に開催するとともに、その結

果について、介護支援専門員に周知徹底を図 

ること。 

(2) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待

の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介

護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修

を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げる措置を適切に実施するため

の担当者を置くこと。 

 第５章 雑則 

（電磁的記録） 

第33条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護

支援の提供に当たる者は、作成、保存その他 こ
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れらに類するもののうち、この条例の規定におい

て書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、

副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙その他

の有体物をいう。以下この条において同じ。）で

行うことが規定されている又は想定されるも の

（第９条（第32条において準用する場合を含

む。）及び第15条第27号（第32条において準用す

る場合を含む。）並びに次項に規定するものを除

く。）については、書面に代えて、当該書 面に

係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。）により行うこ

とができる。 

２ 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援

の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾 

その他これらに類するもの（以下「交付等」とい

う。）のうち、この条例の規定において書面で行

うことが規定されている又は想定されるものにつ

いては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面

に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法

その他人の知覚によって認識することができない

方法をいう。）によることができる。 

 附 則（令和３年条例第   号） 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和３年４月１日から施行す

る。ただし、第20条第17号の２の次に1号を加える

改正規定は、令和３年10月１日から施行する。 

（管理者に係る経過措置） 

 第２条 令和９年３月31日までの間は、第５条第２

項の規定にかかわらず、介護支援専門員（介護保

険法施行規則第140条の66第１号イ(3)に規定する

主任介護支援専門員を除く。）を第５条第１項に

規定する管理者とすることができる。 
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（本頁は白紙です） 
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議案第 ３８号 

 

 

利島村住宅建設基金条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和３年 ９月１３日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 前 田 福 夫 

 

 

「提案理由」 

 利島村が所有する株式会社ＴＯＳＨＩＭＡの株式を同社に売却した代金を原資として、

村営住宅・村役場職員合築住宅の資金に充当するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４１条第１項の規定に基づき、利島村住宅建設基金を設置する。 

 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和３年 ９月  日 原案   決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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（株）TOSHIMAが東海汽船・神新汽船と直接代理店契約を締結。
村は定期航路の運営に不足する運営費を補助する形に改める。

現
在

株式会社TOSHIMAの運営の見直し等について
施行予定日
令和4年4月1日

（見直しその１）委託から補助へ

これまでの実績を東海汽船が評価

☆受託金額より多い金額で委託するのは「微妙」

○ 村が代理店の場合、東海汽船や神新汽船から受託した金額より
多い金額で（株）TOSHIMAに再委託を行っており、利島に係る離島航
路事業を維持するためであると思われるがあまり望ましい取引形態で
はない。価格交渉も一度は試みるべき。
○ 「公益上必要がある場合」（地方自治法２３２条の２）であれば、財
政支援をすることは可能であり、委託ではなく不足する運営費を補助
する形に改めた方が望ましい。利益剰余金の問題も解決できる。

背景

○ 離島航路の運営をこれまで7年間にわたって安定継続。
○ こうした実績を評価いただき、東海汽船、神新汽船とも、（株）
TOSHIMAと直接代理店契約を結んで問題ない旨の回答あり。

☆第３セクター改革の推進

○ 第３セクターについては、国（総務省）も経営の安定が見込めれば出資の
引き下げや民営化を推奨。
○ 特定の個人でなく、会社自身が株を自社株として購入すれば、議決権がな
いため、村が実質的なオーナーであることは変わらず、株主総会で引き続き今
までと同様の支配権を行使できる。

令和3年8月
利島村役場

☆原資による節税
○ 出資金を1,040万円から1,000万円まで減資すれば法人住民税均等割（赤字
でも黒字でも必ずかかる）が18万円から7万円に減らせて節税効果大きい。

☆印は銀座プライム法律事務所本多弁護士への法律相談結果

利島村役場（代理店）

（委託）
約7,500万円

㈱TOSHIMA

精算作業
請求作業

人や貨物の
実績に応じた
代理店収入
約3,000万円

利島村役場

（補助）
不足する運営費
約4,500万円

㈱TOSHIMA（代理店）

精算作業
請求作業

人や貨物の
実績に応じた
代理店収入
約3,000万円

見
直
し
後

※4月に概算で補助金を支出し、3月に実績で精算するため、定期航路事業におい
ては、これまでの委託契約で発生していた利益剰余金の問題は発生しない。
※これまで村が行っていた精算や請求作業の業務負担が解消する。
※人や貨物を多く運んだ分、収入が上がるためインセンティブにつながる。

※売却代金は、法律相談を行った弁護士が所定の
計算方法で算出したもの
※売却代金は基金化し、村営職員併設住宅建設に
活用。

（見直しその２）出資の見直し

現在の村役場が所有する株式の約75％を35,107,341円で（株）
TOSHIMAに売却（自社株として購入）。会社法の規定により村が
実質オーナーであることは変わらず。売却代金は村政で活用。

現
在

見
直
し
後

利島村役場

利島村役場 ㈱TOSHIMA

株式の約75％（158株）を約3,511万円で村から買取り。
特定の個人でなく、会社自身が株を所有（自社株）

100％（208株）全てが村役場所有

自社株には議決権がないため、村が実質的なオーナ
ーのまま（会社法308条第2項）

村の持ち株
は50株

（約25％）に

※さらに資本金を1,040万円から1,000万円に減資し、節税を実施。
（イメージ）
1階が職員住宅、2階が村
営一般住宅のような造り
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職員住宅・村営一般住宅合築住宅のイメージ

利島村住宅建設基金条例の概要

村が所有していた株式会社ＴＯＳＨＩＭＡの株式の約75％を、同社に
35,107,341円で売却。

売却代金は、村の喫緊の課題である住宅不足に活用。
住宅は、職員住宅と村営一般住宅の合築住宅を予定。
ただし、令和３年度中には完成が難しいことから、基金化し、令和４年
度中の完成を目指す。

・ 全部で６部屋～10部屋を予定（多くが単身用の予定）
・ １階は職員住宅、２階は村営一般住宅
・ ２階の一般住宅は、村内事業者に分譲（売却）も検討
・ 防音や断熱性に配慮
・ 新たな木造素材のＣＬＴ（直交集成板）の活用を検討（短納期・頑丈）

2階は村営一般住宅

1階は職員住宅

ＣＬＴ（直交集成材）の特徴

・ひき材を繊維方向が層毎に直角に交わる
ように張り合わせた木質パネル建材
・反りが少なく極めて丈夫、建材そのものが
柱や梁として機能
・施工も容易 -179-



条例第   号 

 

利島村住宅建設基金条例 

 

（設置） 

第１条 利島村が所有する株式会社ＴＯＳＨＩＭＡの株式を同社に売却した代金を原資と

して、村営住宅・村役場職員合築住宅の資金に充当するため、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４１条第１項の規定に基づき、利島村住宅建設基金（以下「基金」

という。）を設置する。 

（積立額） 

第２条 基金として積み立てる額は、予算で定める。 

（運用益金の処理） 

第３条 基金の運用から生ずる収益は、利島村一般会計歳入歳出予算に計上して、この基

金に編入するものとする。 

（処分） 

第４条 基金は、第１条の目的を達成するため、事業の対象として認められた事業につ

き、その全部又は一部を処分することが出来る。 

（委任） 

第５条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

（失効等） 

第２条 この条例は、第１条の目的を達成するための事業の実施に係る精算の終了する日

限り、その効力を失う。 
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議案第 ３９号 

 

 

利島村議会議員及び利島村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和３年 ９月１３日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 前 田 福 夫 

 

 

「提案理由」 

 公職選挙法の一部改正に伴い、町村議会議員及び町村長における選挙運動用自動車の

使用料、選挙運動用ビラの作成費用及び選挙運動用のポスターの作成費用が条例制定によ

り選挙公営の対象となったため、立候補に係る環境改善を目的とする条例を新たに制定し

た。 

 

 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和３年 ９月  日 原案  決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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利島村議会議員及び利島村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の概要

公職選挙法の改正により、選挙運動費用の一部を村が負担することができるようになりました（このことを「公費負担」といい、公費
負担する仕組みを「選挙公営制度」といいます）。
候補者の負担を減らし、候補者間の選挙運動の機会均等を図ることで、より多くの人の立候補意欲を高め、立候補しやすい環境
整備を目指すため、これまで都道府県と市を対象としていた選挙公営制度を町村にも同様に拡大するとともに、選挙公営の対象拡
大に伴う措置として供託金制度が導入されました。
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310,500円＋525円6銭×
3（ポスター掲示場数）＝312,076円
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1 

 

条例第  号 

 

   利島村議会議員及び利島村長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、公職選挙法（昭和 25年法律第 100号。以下「法」という。）第 141条

第８項、第 142 条第 11 項及び第 143 条第 15 項の規定に基づき、利島村議会議員及び利

島村長の選挙における法第 141 条第１項の自動車（以下「選挙運動用自動車」という。）

の使用、法第 142条第１項第７号のビラ（以下「選挙運動用ビラ」という。）の作成及び

法第 143条第１項第５号のポスター（以下「選挙運動用ポスター」という。）の作成の公

費負担に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （選挙運動用自動車の使用の公費負担） 

第２条 利島村議会議員及び利島村長の選挙における候補者（以下「候補者」という。）は、

64,500円に、その者につき法第 86条の４第１項、第２項、第５項、第６項又は第８項の

規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日（法第 100 条第４項の規

定により投票を行わないこととなった場合には、同条第５項の規定による告示の日。第４

条第２号イにおいて同じ。）までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用自動車

を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第 93条第１項（同

条第２項において準用する場合を含む。）の規定により村に帰属することとならない場合

に限る。 

 （選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出） 

第３条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）

第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者（以下「一般乗用旅

客自動車運送事業者」という。）その他の者（次条第２号に規定する契約を締結する場合

には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を

業として行う者以外の者を除く。）との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契

約を締結し、利島村選挙管理委員会（以下「委員会」という。）が定めるところにより、

その旨を委員会に届け出なければならない。 

 （選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続） 

第４条 村は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の契約に基づき当

該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者（以下「一般乗用旅客自

動車運送事業者等」という。）に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当

該各号に定める金額を、第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般

乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者

等に対し支払う。 

 （１） 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約（以下「一般運送契約」
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2 

 

という。）である場合 当該選挙運動用自動車（同一の日において一般運送契約により

２台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか

１台の選挙運動用自動車に限る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用さ

れた各日についてその使用に対し支払うべき金額（当該金額が 64,500円を超える場合

には、64,500円）の合計金額 

 （２） 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額 

  ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入契約である場合 当該選挙運動用自動車（同

一の日において選挙運動用自動車の借入契約により２台以上の選挙運動用自動車が

使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか１台の選挙運動用自動車に限

る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用

に対し支払うべき金額（当該金額が 15,800円を超える場合には、15,800円）の合計

金額 

  イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に

基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金（当該選挙運動用自動車（これに

代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。）が既に前条の規定による届出に係

る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,560円に当該候補者につき法

第 86条の４第１項、第２項、第５項、第６項又は第８項の規定による候補者の届出

のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額に達するまでの

部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請

に基づき、委員会が確認したものに限る。） 

  ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙

運動用自動車の運転手（同一の日において２人以上の選挙運動用自動車の運転手が

雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか１人の運転手に限る。）のそれ

ぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し

支払うべき報酬の額（当該報酬の額が 12,500円を超える場合には、12,500円）の合

計金額 

 （契約の指定） 

第５条 前条の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条第１号

に定める契約と同条第２号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日

については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定

める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定を適用する。 

 （選挙運動用ビラの作成の公費負担） 

第６条 候補者は、第８条に規定する１枚当たりの作成単価の限度額に選挙運動用ビラの

作成枚数（当該作成枚数が選挙の区分に応じ法第 142 条第１項第７号に定める枚数を超

える場合には、同号に定める枚数）を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料
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で作成することができる。この場合においては、第２条ただし書の規定を準用する。 

 （選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出） 

第７条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間におい

て選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨

を委員会に届け出なければならない。 

 （選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続） 

第８条 村は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の契約に基づき当

該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基

づき作成された選挙運動用ビラの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が７円 51銭を超

える場合には、７円 51銭）に当該選挙運動用ビラの作成枚数（当該候補者を通じて、選

挙の区分に応じ法第 142条第１項第７号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、

委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに

限る。）を乗じて得た金額（１円未満の端数がある場合には、その端数は、１円とする。）

を、第６条後段において準用する第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、

当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し

支払う。 

 （選挙運動用ポスターの作成の公費負担） 

第９条 候補者は、第 11条に規定する１枚当たりの作成単価の限度額に選挙運動用ポスタ

ーの作成枚数（当該作成枚数が当該選挙のポスター掲示場の数に相当する数を超える場

合には、当該相当する数）を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作

成することができる。この場合においては、第２条ただし書の規定を準用する。 

 （選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出） 

第 10条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間に

おいて選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところによ

り、その旨を委員会に届け出なければならない。 

 （選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続） 

第 11条 村は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の契約に基づき当

該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約

に基づき作成された選挙運動用ポスターの１枚当たりの作成単価（当該作成単価が 525円

６銭に当該選挙のポスター掲示場の数を乗じて得た金額に 310,500 円を加えた金額を当

該選挙のポスター掲示場の数で除して得た金額（１円未満の端数がある場合には、その端

数は、１円とする。）を超える場合には、当該除して得た金額）に当該選挙運動用ポスタ

ーの作成枚数（当該候補者を通じて、当該選挙のポスター掲示場の数に相当する数の範囲

内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づ

き、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金額を、第９条後段において準用する

第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする
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者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。 

 （委任） 

第 12条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用

する。 
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議案第 ４０号 

 

 

利島村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例 

 

 

 上記議案を提出する。 

 

 

   令和３年９月１３日 

 

 

               提出者 東京都利島村長 前 田 福 夫 

 

 

「提案理由」 

 公職選挙法の一部改正に伴い、町村議会議員及び長の選挙における選挙運動用ポスタ

ーの作成費が公費負担の対象となり、ポスター掲示場の設置箇所数が公費負担の上限金額

の算定基礎となることから、条例を新たに制定した。 

 

 

 

 

議決第   号 

 

 

   令和３年 ９月  日 原案  決 

 

 

                 東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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（公職選挙法）
第144条の2第8項
・・・市町村の議会の議員及び長の選挙については、市町村は…条例の定めるところにより、第143条第1項第5号のポスターの掲
示場を設けることができる。
第143条第1項第5号
・・・選挙運動のために使用するポスター

利島村の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例の概要

公費負担解禁

村議会議員選挙、村長選挙で以下について
公費負担が始まります。 ポスター作製費の公費負担が解禁されるこ

とから、条例制定により、ポスターの掲示場
も使えるようにします。
場所は現在の場所（3か所）です。

①ポスター作製

②選挙用自動車の利用 ③ビラの作成・配布-190-



 

条例第   号 

 

 

利島村の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例 

 

 （設置） 

第１条 利島村選挙管理委員会（以下「委員会」という。）は、利島村の議会議員及び長の

選挙において、公職選挙法（昭和 25年法律第 100号。以下「法」という。）第 144条の２

第８項の規定に基づき、法第 143 条第１項第５号に規定するポスターの掲示場を設置す

る。 

 （総数の減少） 

第２条 委員会は、地勢、交通等の事情により、法第 144条の２第９項本文の規定により算

定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項た

だし書の規定により、その総数を減ずることができる。 

 （掲示） 

第３条 利島村の議会議員及び長の選挙の候補者は、第１条の規定により設置された掲示

場に、選挙の期日の告示の日から選挙の当日までの間、法第 143条第１項第５号のポスタ

ー１枚を掲示することができる。 

 （設置しない場合） 

第４条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第１条の

掲示場は設けないことができる。 

 （委任） 

第５条 この条例に規定するもののほか、第１条の掲示場におけるポスターの掲示の順序

その他ポスター掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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報告第 ２号 

議案第４１号 

 

 

 

令和２年度度東京都利島村各会計決算認定について 

    

 

 

 上記議案を提出する。 

  

 

 

  令和３年９月  日 

 

 

                    東京都利島村長 前 田 福 夫 

 

 

  「提案理由」 

  地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和２年度東京都利島村各会計歳入歳出

決算を監査委員の報告書を付けて、議会の認定に付す必要があるため。 

  

  

 

 議決第   号 

 認定第   号 

 

 

  令和３年９月  日  原案  決 

 

 

                  東京都利島村議会議長 寺 田  優  

 

 

 

13
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年 歳入総額 歳出総額

度 前年度増減率 前年度増減率

2 1,592,685,175 1,487,531,826 105,153,349

31 1,317,363,958 1,263,801,698 53,562,260

2 72,095,020 66,535,191 5,559,829

31 69,953,234 64,571,377 5,381,857

2 79,161,295 72,499,066 6,662,229

31 65,918,367 64,877,757 1,040,610

2 237,091,606 236,751,750 339,856

31 260,565,522 255,870,177 4,695,345

2 46,820,479 43,375,707 3,444,772

31 44,064,851 43,095,775 969,076

2 55,440,271 51,501,426 3,938,845

31 52,032,159 51,323,704 708,455

2 7,559,887 6,817,724 742,163

31 7,949,750 7,911,580 38,170

2 2,090,853,733 1,965,012,690 125,841,043

31 1,817,847,841 1,751,452,068 66,395,773

令和２年度　　決算額

(単位：　円 ,　　％）

会　計　名 歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額

一般会計 20.90 17.70

国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 3.06 3.04

国民健康保険事業特別会計（直診勘定） 20.09 11.75

簡易水道事業特別会計 △ 9.01 △ 7.47

合併処理浄化槽事業特別会計 6.25 0.65

介護保険事業特別会計（事業勘定） 6.55 0.35

後期高齢者医療事業特別会計 △ 4.90 △ 13.83

合計（単純合計） 15.02 12.19
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利島村の決算の概要 

（令和２年度） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料中の頁番号は別冊の決算書の頁番号を意味します。 
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１ 決算の概要 

 歳入は、15億 9,269万円（前年度は 13億 1,736万円で 2億 7,533万円、20.9％増） 

歳出は、14億 8,753万円（前年度は 12億 6,380万円で 2億 2,373万円、17.7％増） 

継続費や繰越明許費などの翌年度に繰り越すべき事業の財源はなく、歳入から歳出を引

いた 1億 515万円が実質的な剰余金となります。 

２ 歳入の状況 

（単位：万円） 

 

[村税] 

令和２年度は、前年比 5.1％の増加となりました（2頁）。 

 

[譲与税・交付金] 

令和２年度は、前年比△13.9％の減少となりました（2頁）。 

 

[地方交付税] 

令和２年度は、村債の増加による交付税措置が増えたため、前年比 7.1％の増加となりま

した。（2頁）。 

 

[国庫支出金] 

令和２年度は、新型コロナウイルスに関連し、定額給付金や二度にわたる地方創生臨時

交付金が交付されたため、前年比 1,649.5％と大幅な増加となりました（4頁）。 

 

[都支出金] 

令和２年度は、労働費の勤労福祉会館運営費補助金等の減額のため、前年比△0.4％と小

幅な減少となりました（5頁）。 

 

[村債]  

 令和２年度は、辺地債の IP告知端末と緊急防災・減災事業債の防災行政無線デジタル化

のため、前年比 979.98％と大幅な増加となりました（7頁）。 
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３ 歳出の状況 

（単位：万円） 

 

[総務費] 

 令和２年度は、＋１億 802万円（前年比＋31.0%）となりました（47頁）。 

公共施設管理計画見直し・個別施設管理計画策定支援業務 2,475万円が皆増となったほ

か例規集システム管理経費として 1,105万円を要しました（49頁）。 

 一方、村内情報通信基盤網整備の工事経費が IP告知システム整備に 3,229万円と Wi-Fi

スポット整備に 233万円を要しました（55頁）。定住促進空き家活用事業に 503万円を、

地域おこし協力隊人件費に 765万円を要し、新たにオリンピック・パラリンピック機運醸

成事業として 198万円を要しました（57頁）。 

 不用額は 1,665万円（47頁）で、予算額に対して 3.4％となっています。 

 

[民生費]  

 令和２年度は、＋2,851万円（前年比＋18.4％）となりました（72頁）。 

特別定額給付金（一人 10万円給付）の給付費用として、3,153万円皆増し（77頁）、平

成 31年度に整備した入浴介護装置の整備工事費 906万円が皆減となったことが、主要な要

因です。 

 不用額は 819万円（73頁）で、予算額に対して 5.2％となっています。 

 

[衛生費]  

 令和２年度は、＋1,732万円（前年比＋10.1％）となりました（88頁）。 

増加の要因は、新型コロナウイルス感染症療養者一時退避施設整備工事（利島村テンポ

ラリーハウス＜略称＞新コロハウス）に 1,850万円皆増（93頁）したほか、診療所の電子

カルテシステムの導入に伴う診療所会計繰出金の 1,371万円増加（95頁）しました。 
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減少の要因は、清掃センターの修繕工事 988万円と備品購入費 629万円（H31年度生ごみ

処理槽購入、R02年度プラスチック圧縮機購入）がそれぞれ減少となっているほか、簡水

事業繰出金は、簡水会計での修繕工事費の減に伴い 1,378万円の減となっています。（97

頁） 

 不用額は 445万円（89頁）で、予算額に対して 2.3％となっています。 

 

[労働費]  

 令和２年度は、＋17万円（前年比＋0.5％）となりました（101頁）。 

 工事請負費については、施設の老朽化に伴い、多目的室の空調更新と電気高圧ケーブル

交換を実施しましたが前年度より 251万円減額しました（103頁）。 

不用額は 118万円（101頁）で、予算額に対して 3.4％となっています。 

 

[農林水産業費]  

 令和２年度は、△1億 3,000万円（前年比△72.0％）となりました（105頁）。 

 主に、H31年度に実施した製油センターでの充填整備導入費用及び椿苗木生産施設整備

費用の減、台風被害倒木撤去費用の皆減に伴う椿更新事業の減、林道宮沢線整備事業の

減、漁業振興施設整備補助金（・たかべ選別機）の皆減による減少があげられます。 

 一方、製油センター管理費用が椿実収穫量増加により、243万円から 327万円（109頁）

の 84万円の増、モノラック管理費用が 1,189万円から 1,420万円（111頁）に 231万円増

加しました。 

 不用額は 600万円（105頁）で、予算額に対して 10.6％となっています。 

 発生要因としては、椿実の収穫量が増えたことによる農協の手数料増に伴う製油センタ

ー管理運営事業補助金が 198万円減少したほか（111頁）、新型コロナウイルス感染症対策

のため、椿害虫駆除を職員で実施したことにより 196万円減少（113頁）、林道宮沢線改良

事業が 129万円減少（115ページ）したことが挙げられます。 

  

[商工費]  

 令和２年度は、＋120万円（前年比＋2.6％）となりました（117頁）。 

 公園施設除草等委託料が 135万円減額（117頁）、親水レクリエーション施設の消耗品

費・修繕費で 122万円の増額、老朽化に伴う一部扉工事や台風被害での補修委託工事で

633万円増額しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で盆踊りが中止となったた

め、盆踊り補助金 100万円、負担金も 33万円減額となりました。 

また、離島交通受託事業では備品購入費が皆減となりました。 

 不用額は 571万円（117頁）で、予算額に対して 4.2％となっています。 

 

[土木費]  

 令和２年度は、△639万円（前年比△15.9％）となりました（127頁）。 

 道路管理費用として、前年度と比較し村道枝除伐委託料が 227万円、維持工事費用が前

年度より 557万円（129頁）、村営住宅長寿命化計画の計画策定経費 394万円が皆減（131

頁）となっています。 
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 不用額は 154万円（41頁）で、予算額に対して 15.5％となっています。 

発生要因としては、村道枝除伐委託が想定を下回ったことにより 235万円減少したほ

か、道路維持作業委託費用が 130万円減少、工事が 112万円減少（129頁）、村営住宅の修

繕費用が想定を下回ったことによる 74万円減少（131頁）したことが挙げられます。 

 

[消防費]  

 令和２年度は、＋1億 4,954万円（前年比＋779.1％）となりました（133頁）。 

 防災行政無線更新事業等の業務委託費 1億 3,750万円を新たに要しました（137頁）。 

 不用額は 2,047万円（133頁）で、予算額に対して 10.4％となっています。 

 不用額の発生要因としては、防災行政無線更新事業の工事差金です。 

 

[教育費]  

 令和２年度は、＋2,485万円（前年比＋26.0％）となりました（139頁）。       

 情報機器整備事業費（ＧＩＧＡスクール構想整備費）として、都補助金、地方創生臨時

交付金等を活用し、2,331万円(145頁)を支出したほか、また東京都指定史跡大石山遺跡の

保存整備費（測量設計委託料、設計監理委託料、工事費）として 1,540万円(156頁)の支

出を行いました。 

不用額は 971万円（139頁）で、予算額に対して 7.5％となっています。         

 学校施設長寿命化計画策定業業務として、383万円計上していましたが、翌年度の令和

３年度に実施することになりました。 

また、新型コロナ感染症の影響により、中学校体育連盟の大会（四島体育大会）やオリ

ンピック・パラリンピック学校連携観戦の中止、体育協会加盟団体の活動自粛等により、

不用額が生じました。 

 

[災害復旧費]  

 令和２年度は、△1,730万円（前年比△55.7％）と大幅な減少となりました（157頁）。 

 令和元年台風 15号の影響で損壊した村内施設の修繕のため、新たに 1,376万円を要しま

した（157頁） 

 不用額は 286万円（41頁）で、予算額に対して 17.2％となっています。 

 不用額の発生要因としては、施設復旧工事の差金が発生した為です。 
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４ 特別会計の決算状況 

（単位：万円） 

 

※特別会計・・・特定の目的のための会計で保険料等特定の収入があり、一般会計から切り離して、そ

の収入・支出を経理する会計のことです。利島村に６つの特別会計があります。 

 

[国民健康保険事業特別会計（事業勘定）]  

＜歳入＞ 

 令和２年度は 7,210万円で、前年度＋214万円(前年比＋3.1％）となりました。 

主な要因として、被保険者の社保加入及びコロナ減免による保険税の 100万円減、システ

ム改修に伴う国庫補助金 264万円増、収納率向上等による調整交付金 409万円増、前年度

繰越金の 475万円減となっています。 

＜歳出＞ 

令和２年度は 6,654万円で、前年度＋196万円(前年比＋3.0％)となりました。 

主な要因として、システム改修費 198万円増、コロナ禍による受診控えによる保険給付費

163万円減、基金積立金 134万円増があります。 

 

[国民健康保険事業特別会計（直診勘定）]  

＜歳入＞ 

令和２年度は 7,916万円で、前年度＋1,324万円(前年比＋20.1％）となりました。 

主な要因として、診療控えによる診療収入 154万円減、設備補助の皆減による都補助金

167万円減、電子カルテ導入などに伴う繰入金 1,651万円増があります。 

＜歳出＞ 

 令和２年度は 7,250万円で、前年度＋762万円(前年比＋11.7％)となりました。 

主な要因として、職員退職に伴う派遣看護師確保のための経費 182万円増、電子カルテ導

入やエアコン入替経費 1,129万円増、診療控えによる医療用消耗品等 581万円減がありま
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す。 

[簡易水道事業特別会計]  

＜歳入＞ 

 令和２年度は 2億 3,709万円で、前年度△2,347万円(前年比△9.0％）となりました。 

 前年度に比べ浄水場更新工事の都補助金の 1,250万円、村債の 120万円、一般会計繰入

金の 1,378万円の減少となっています。 

＜歳出＞ 

令和２年度は、2億 3,675万円で、前年度△1,912万円(前年比△7.5％)となりました。 

前年度に比べ浄水場施設修繕工事 942万円（13ページ）、浄水場の更新工事のため 528

万円（15頁）の減少となっています。 

 

[合併処理浄化槽事業特別会計]  

＜歳入＞ 

 令和２年度は 4,682万円で、前年度＋276万円 (前年比＋6.3％）となりました。 

地方公営企業法適化基本方針策定業務委託の皆増による一般会計繰入金の 238万円の増

加が原因です。 

＜歳出＞ 

令和２年度は 4,334万円で、前年度＋28万円 (前年比＋0.6％)となりました。 

地方公営企業法適化基本方針策定業務委託の 286万円（13頁）が皆増となっています。 

 

[介護保険事業特別会計（事業勘定）]  

＜歳入＞ 

令和２年度は 5,544万円で、前年度＋341万円(前年比＋6.6％）となりました。 

主な要因は、介護給付費国庫負担金などの過剰交付による 191万円増、基金取崩による繰

入金の 123万円増などとなっています。 

＜歳出＞ 

令和２年度は 5,150万円で、前年度＋18万円(前年比＋0.3％)となりました。 

主な要因は、制度改正に伴うシステム改修費 214万円増、サービス利用者減によるサービ

ス給付費 153万円減や予防サービス費 27万円減、支払基金への返還金の 29万円減となっ

ています。 

 

[後期高齢者事業特別会計]  

＜歳入＞ 

令和２年度は 756万円で、前年度△39万円(前年比△4.9％）となりました。 

主な要因は、コロナ減免等による保険料の 49万円減などとなっています。 

＜歳出＞ 

令和２年度は 682万円で、前年度△109万円(前年比△13.8％)となりました。 

主な要因は、システム改修による 71万円増、広域連合への療養給付負担金など 146万円

減、広域連合への前年度分の返還金が 30万円減となっています。 
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５ 主な財政指標 

 地方公共団体の財政力を同一の尺度で図る財政力指数（基準財政収入額を基準財政需要

額で除して得た数字の過去３年間の平均値で、数値が大きいほど財政力が強いことを表し

ます）は、0.145で、0.001ポイント改善しました。 

 財政構造の弾力性を判断する経常収支比率（人件費・扶助費・公債費などの経常経費

に、経常一般財源がどれだけ充当されたかを示す指数。低いほど財政に余裕があり、高い

ほど硬直化した状態を表します。）は、62.5で、17.8ポイント改善し、財政の硬直化が一

時的に回避されていることを表しています。 

（単位：％） 

 

 

６ 村民一人当たりの決算額 

令和２年度決算を住民基本台帳 R3.3.1現在の 312人の人口で除した場合の村民一人当た

りの決算額は次の通りです。（ ）内は前年度です。 

（１）村税    158,087円（ 144,816円） 

（２）地方交付税 1,184,173円（1,064,932円） 

（３）国庫支出金  589,856円（  34,436円） 

（４）都支出金 2,392,113円（2,312,122円） 

（５）その他    780,531円（ 373,903円） 

（６）合計      5,104,760円（4,053,428円） 
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７ 基金の状況 

 村の貯金にあたる基金残高は 15億 5,626万円（12 億 7,126 万円）で、前年に比べ 2 億

8,500 万円増加しました。新たに新型コロナウイルス感染症対策特別交付金基金（残高 1,027 万

円）を設置しました。老朽化が進み、将来的に改修や建て替えが必要になる庁舎建設費用のた

めの基金残高は 2億 676万円になりました。 

（単位：万円） 
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８ 村債の状況 

 村の借金にあたる地方債の残高は 7億 3,572万円で、前年に比べ 8,372 万円増加しました。 

（単位：万円） 
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令和２年度決算概要調書

１　実質収支明細

歳入総額 歳出総額 差引額
翌年度へ繰越
すべき財源

実質収支

一　　般　　会　　計 1,592,685,175 1,487,531,826 105,153,349 - 105,153,349

国民健康保険事業勘定特別会計 72,095,020 66,535,191 5,559,829 - 5,559,829

国民健康保険直診勘定特別会計 79,161,295 72,499,066 6,662,229 - 6,662,229

簡易水道事業特別会計 237,091,606 236,751,750 339,856 - 339,856

合併処理浄化槽事業特別会計 46,820,479 43,375,707 3,444,772 - 3,444,772

介護保険事業勘定特別会計 55,440,271 51,501,426 3,938,845 - 3,938,845

後期高齢者医療事業会計 7,559,887 6,817,724 742,163 - 742,163

２　収支の状況

（1）　歳　　入

令和２年度 平成31年度 令和２年度 平成31年度 令和２年度 平成31年度

一　　般　　会　　計 1,592,685,175 1,317,363,958 275,321,217 △ 349,994,001 20.9 △ 21.0

国民健康保険事業勘定特別会計 72,095,020 69,953,234 2,141,786 △ 6,401,886 3.1 △ 8.4

国民健康保険直診勘定特別会計 79,161,295 65,918,367 13,242,928 △ 6,617,711 20.1 △ 9.1

簡易水道事業特別会計 237,091,606 260,565,522 △ 23,473,916 97,767,625 △ 9.0 60.1

合併処理浄化槽事業特別会計 46,820,479 44,064,851 2,755,628 15,823,614 6.3 56.0

介護保険事業勘定特別会計 55,440,271 52,032,159 3,408,112 1,177,580 6.6 2.3

後期高齢者医療事業会計 7,559,887 7,949,750 △ 389,863 △ 1,304,527 △ 4.9 △ 14.1

（単位：円　　％）

　 対前年度増減率

会　　　　計　　　　名

　

会　　　　計　　　　名

対前年度増減額
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（2）　歳　　出

令和２年度 平成31年度 令和２年度 平成31年度 令和２年度 平成31年度

一　　般　　会　　計 1,487,531,826 1,263,801,698 223,730,128 △ 343,545,817 17.7 △ 21.4

国民健康保険事業勘定特別会計 66,535,191 64,571,377 1,963,814 △ 1,647,347 3.0 △ 2.5

国民健康保険直診勘定特別会計 72,499,066 64,877,757 7,621,309 △ 5,844,906 11.7 △ 8.3

簡易水道事業特別会計 236,751,750 255,870,177 △ 19,118,427 93,288,215 △ 7.5 57.4

合併処理浄化槽事業特別会計 43,375,707 43,095,775 279,932 15,492,189 0.6 56.1

介護保険事業勘定特別会計 51,501,426 51,323,704 177,722 1,876,443 0.3 3.8
後期高齢者医療事業会計 6,817,724 7,911,580 △ 1,093,856 △ 1,177,207 △ 13.8 △ 13.0

(単位：円） ４　償還金残高明細

令和２年度基金残高 (単位：円）

財政調整基金 874,173,740    令和２年度末未償還元金残高

減債基金 145,271,111 一    般    会    計

簡易水道事業減債基金 37,701,915 簡易水道事業特別会計

80,703,293 合併処理浄化槽事業特別会計

93,658,416

介護保険給付費準備基金 16,885,232

合併処理浄化槽事業減債基金 4,927,935 令和２年度決算（一般会計）の特徴点

災害復旧資金貸付金基金 20,243,769 別紙のとおり

土地開発基金 39,742,176

奨学資金貸付基金 12,085,000

11,522,041

206,760,959

838,000

10,274,000
0

1,554,787,587
※奨学資金貸付基金については、貸付債権が17,615,000あり、総額29,700,000となる。公共的経済団体経営基盤安定化資金貸付基金につい
ては、貸付債権が20,000,000あり、総額31,522,041となる。土地開発基金については、土地所有分が5,180,986あり、総額44,923,162となる。

55,025,121

対前年度増減率

148,987,997

対前年度増減額

３　基金残高明細書　　　

（単位：円　　％）

会　　　　計　　　　名

735,724,247

公共的経済団体経営基盤安定化資金貸付基金

531,711,129

　

基　　　金　　　名

合　　     　　　計

庁舎建設基金

新型コロナウイルス感染症対策基金

災害復旧特別交付金積立基金

森林環境譲与税基金

合              計

国民健康保険給付費等財政調整基金

　

会       計      名

国民健康保険直営診療所財政調整基金
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別紙
【決算の概況】　決算規模は前年度と比較し、歳入が20.9%、歳出が17.7%の増となっている。これは、令和２年度に村内情報通信基盤網整備事
業、浄水場施設更新事業といった村の財政規模から見た際大型となる普通建設事業が実施されたためと、新型コロナウイルス感染症対策とし
て防災備蓄倉庫を２棟設置、感染者一時避難施設を建設した事による。

【歳入の状況】　全体で275,321[千円]の増となっているが、これは普通建設事業の増および新型コロナウイルス感染症対策に係る交付金によ
る。普通交付税は+24,308[千円]（償還金増による基準財政需要額の増）、国庫支出金では172,878[千円]（離島活性化交付金+83,392[千円]、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金+49,565[千円]、特定額給付金+30,800[千円]）、地方債は+79,277[千円]（防災行政無線更
新事業、簡易水道更新事業）、都支出金は△2,843[千円]となっている。

【歳出の状況】 全体で223,730[千円]の増となっている。人件費について、会計年度任用職員制度開始に伴い3.7％増、　物件費はシステム調達
委託等の増により10.1%増、補助費等は新型コロナウイルス感染症対策に係る補助等により20.1％増、普通建設事業は防災行政無線更新事
業、IP告知端末整備事業、大石山遺跡保存整備工事、新型コロナウイルス感染症対策一時療養施設工事等により63.2%増、繰出金は簡易水
道事業会計で浄水場施設の更新工事等により2.7%増となった。

-216-



令和2年度末基金残高の状況

A B C D E F G H I J K L      （単位：円）

基　　　　金　　　　名
令和2年5月31日残高

A

令和2年度積立額

（利息額）B

令和2年度積立額

（利息額以外）C

令和2年度償還

額

D

令和2年度貸付

額又は土地保有

額　E

令和2年度前貸付

額又は土地保有額

F

令和2年度取崩

額　G

令和3年3月31日残高

H=A+B+C+D-E-G

令和3年3月31日

E項目込残高

I=E+F+H

令和3年

(4-5月分）

積立額 J

令和3年 (4-5月分）

取崩又は一時流用

K

令和3年5月31日残高

 L=H+J-K

1 財政調整基金 844,889,504 84,236 29,200,000 874,173,740 874,173,740 874,173,740

2 減債基金 95,131,867 76,745 50,062,499 145,271,111 145,271,111 145,271,111

3 土地開発基金 39,730,115 12,061 39,742,176 39,742,176 39,742,176

4 奨学資金貸付基金 11,737,000 1,948,000 1,600,000 12,085,000 13,685,000 12,085,000

5 災害復旧資金貸付基金 20,235,743 8,026 20,243,769 20,243,769 20,243,769

6 公共的経済団体運営安定化資金貸付基金 11,407,871 14,170 100,000 20,000,000 20,000,000 11,522,041 31,522,041 11,522,041

7 国民健康保険給付費等財政調整基金 80,684,074 19,219 80,703,293 80,703,293 1,344,781 82,048,074

8 国民健康保診療所財政調整基金 93,623,080 35,336 93,658,416 93,658,416 93,658,416

9 簡易水道減債等基金 35,187,734 16,181 2,498,000 37,701,915 37,701,915 37,701,915

10 合併処理浄化槽事業減債等基金 4,443,632 303 484,000 4,927,935 4,927,935 4,927,935

11 介護保険給付費準備基金 17,835,149 14,187 264,142 1,228,246 16,885,232 16,885,232 16,885,232

12 庁舎建設基金 110,740,883 20,076 96,000,000 206,760,959 206,760,959 206,760,959

13 森林環境譲与税基金 268,000 0 570,000 838,000 838,000 838,000

14 災害復興特別交付金積立基金 5,565,000 0 5,565,000 0 0 0

15 新型コロナウイルス感染症対策特別交付金基金 0 10,274,000 10,274,000 10,274,000 10,274,000

計 1,371,479,652 300,540 189,452,641 21,948,000 21,600,000 0 6,793,246 1,554,787,587 1,576,387,587 1,344,781 0 1,556,132,368

1,576,387,587

定期・定額預金額  (令和3年3月31日現在) （単位：円）

基　　　　金　　　　名 基金現在高 定期・定額貯金高 普通預金高 備　　　　考 【備考】     土地又は貸付金額（令和3年3月31日残）

1 財政調整基金 874,173,740 291,269,246 582,904,494 現金 土地又は貸付金

2 減債基金 145,271,111 94,698,155 50,572,956 \39,742,176- \5,180,986-

3 土地開発基金 39,742,176 39,106,198 635,978 ・公共的経済団体運営安定安定化資金貸付基金 \11,522,041- \20,000,000-

4 奨学資金貸付基金 12,085,000 0 12,085,000 ・奨学資金貸付基金 \12,085,000- \17,615,000-

5 災害復旧資金貸付基金 20,243,769 20,070,784 172,985

6 公共的経済団体運営安定化資金貸付基金 11,522,041 11,130,298 391,743

7 国民健康保険給付費等財政調整基金 80,703,293 80,145,763 557,530

8 国民健康保険直営診療所財政調整基金 93,658,416 90,282,176 3,376,240

9 簡易水道減債等基金 37,701,915 35,136,475 2,565,440

10 合併処理浄化槽事業減債等基金 4,927,935 4,400,928 527,007

11 介護保険給付費準備基金 16,885,232 17,830,315 -945,083

12 庁舎建設基金 206,760,959 156,760,959 50,000,000

13 森林環境譲与税基金 838,000 553,000 285,000

14 災害復興特別交付金積立基金 0 0 0

15 新型コロナウィルス感染症緊急対策 10,274,000 0 10,274,000

計 1,554,787,587 841,384,297 713,403,290

基　　金　　名

・土地開発基金
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令和２年度　投資及び出資金の状況

出資又は出捐団体 金　額 出資 出捐 摘　要

1 農林水産関係 1,830,000

（公財）東京都農林水産振興財団 580,000 ○ 証券保管

東京都漁業信用基金協会 1,250,000 ○ 証券保管

2 観光交通関係 18,110,000

伊豆諸島開発株式会社 3,610,000 ○ 証券一部のみ保管

(証券電子化に伴い)

1,110,000分のみ有

神新汽船株式会社 14,500,000 ○ 証券一部のみ保管

(証券電子化に伴い)

1,000,000分のみ有

3 その他 252,947,000

（公財）東京都島しょ振興公社 242,400,000 ○

（株）ＴＯＳＨＩＭＡ 10,400,000 ○

暴力団追放促進都民センター 107,000 ○

地方公共団体金融機構 40,000 ○

272,887,000

貸付債権の状況

貸付債権の種類 金　額

1 農林水産関係 20,000,000

経営基盤安定化資金貸付金 20,000,000 短期貸付

2 教育関係 17,615,000

奨学資金貸付金（定額運用基金分） 17,615,000

37,615,000

令和3年3月31日現在

内　容

合　　計

内　容

合　　計
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令和２年度収入未済額の状況

款 項 目 節
令和3年6月1日現在

未収入額

令和2年度

不納欠損額

令和2年度

調定分滞納残高

平成31年度

調定分滞納残高

平成30年度

調定分滞納残高

平成29年度

調定分滞納残高

平成28年度

調定分滞納残高

平成27年度

調定分滞納残高
備　　　考

村民税 個人分 滞納繰越分 230,823 0 197,579 0 0 0 0 33,244

H27発生した77,900円のうち

H31に299円を収入

R2に44,357円を収入

R2新たに発生した197,579円

固定資産税 固定資産税 滞納繰越分 0 0 0 0 0 0 0 0
H29発生した12,800円を収入によ

り滞納解消

230,823 0 197,579 0 0 0 0 33,244

診療収入 外来収入
一部負担金

収入
現年度分 0 0 0 0 0 0 0 0

H31発生した8,540円を収入により

滞納解消

0 0 0 0 0 0 0 0

合　　　　　　　　　計 230,823 0 197,579 0 0 0 0 33,244

会計

一

般

会

計

小計

村税

国

保

健

康

保

険

事

業

勘

定

直

診

事

業 小計
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千円

千円

（単位：千円）

国庫支出金 都支出金 地方債 その他

①社会福祉費 106,876 4,389 60,310 0 144

②老人福祉費 25,583 193 16,847 0 11

③児童福祉費 50,943 2,778 28,178 0 562

小　計 183,402 7,360 105,335 0 717

衛生費 ④保健衛生費 65,329 842 18,303 0 509

248,731 8,202 123,638 0 1,226

①社会福祉費では、社会福祉協議会補助、自立支援給付事業、国民健康保険事業繰出金等の事業を実施しています。

③児童福祉費では、子ども医療費助成事業、児童手当・児童扶養手当、保育経費等の事業を実施しています。

④保健衛生費では、各種健診事業、予防接種事業、母子保健事業等の事業を実施しています。

②老人福祉費では、老人保護措置経費、介護保険事業繰出金、後期高齢者医療会計繰出金等の事業を実施しています。

うち地方消費税交付金
（社会保障財源化分）

7,740

7,740

0

7,740

民生費

令和２年度
決算額

目的別

合　　計 115,665

45,675

　　　　一般財源

69,990

19,425

42,033

8,532

区分
特定財源

財源内訳

令和２年度利島村一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）が
充てられた社会保障施策に要する経費について

　平成26年4月1日より消費税（国・地方）が5％から8％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、
その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。
　令和２年度利島村一般会計決算における社会保障施策関連経費への充当状況については、次のとおりとなります。

【歳出】地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策に要する経費

【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分）交付決定額 7,740

248,731
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１．健全化判断比率 （単位：％）

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

令和２年度決算 - - 4.9 -
早期健全化基準 ( 15.00 ) ( 20.00 ) ( 25.0 ) ( 350.0 )
財政再生基準 ( 20.00 ) ( 30.00 ) ( 35.0 )

２．資本不足比率 （単位：％）

令和２年度決算

-

-

特別会計の名称

合併処理浄化槽事業特別会計

実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び将来負担比率が算定されない場合は、
「－」で記載されます。

健全化判断比率及び資本不足比率

資本不足がない（資金不足比率が算定されない）場合は、「－」で記載されます。

備　 考

令第17条第3号の規定により事業の規模を算定

令第17条第3号の規定により事業の規模を算定

簡易水道事業特別会計
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令和２年度償還金一覧

借入年度事業区分 借入額 利率 借入先 31年度末未償還元金 ９月償還元金 ９月償還利子 ３月償還元金 ３月償還利子 令和2年度元利償還金合計 令和2年度末未償還元金

13 臨時財政対策債 18,400,000 1.4→0.6 財政融資資金 2,324,261 578,457 6,973 580,192 5,238 1,170,860 1,165,612
14 臨時財政対策債 38,500,000 0.7→0.4 財政融資資金 7,057,250 1,170,341 14,115 1,172,682 11,774 2,368,912 4,714,227
15 臨時財政対策債 41,400,000 1.4→0.4 財政融資資金 10,335,572 1,282,930 20,671 1,285,496 18,105 2,607,202 7,767,146
16 臨時財政対策債 31,000,000 1.2→0.2 郵貯資金 9,544,303 950,143 9,545 951,093 8,595 1,919,376 7,643,067
17 臨時財政対策債 24,000,000 2.0→0.1 郵貯資金 9,071,470 753,879 4,536 754,256 4,159 1,516,830 7,563,335
18 臨時財政対策債 22,000,000 1.7→0.01 財政融資資金 9,591,557 684,889 479 684,923 445 1,370,736 8,221,745
19 臨時財政対策債 20,000,000 1.5→0.03 財政融資資金 9,900,715 618,563 495 618,594 464 1,238,116 8,663,558
20 臨時財政対策債 18,500,000 1.4→0.01 財政融資資金 10,268,996 570,257 514 570,286 485 1,141,542 9,128,453
21 臨時財政対策債 29,000,000 1.3→0.03 財政融資資金 17,826,725 891,210 267 891,223 254 1,782,954 16,044,292
22 臨時財政対策債 32,500,000 1.2→0.04 財政融資資金 21,776,099 928,893 130,657 934,467 124,083 2,118,100 19,912,739
23 臨時財政対策債 24,000,000 0.80 財政融資資金 17,276,069 687,274 69,105 690,023 66,356 1,512,758 15,898,772
24 臨時財政対策債 20,000,000 0.60 財政融資資金 15,475,698 573,199 46,427 574,919 44,707 1,239,252 14,327,580
25 臨時財政対策債 17,000,000 0.60 財政融資資金 14,124,415 484,309 42,373 485,762 40,920 1,053,364 13,154,344
26 臨時財政対策債 16,396,000 1.00 財政融資資金 14,538,518 467,276 36,347 468,445 35,178 1,007,246 13,602,797
27 臨時財政対策債 16,911,000 0.10 財政融資資金 15,924,171 493,784 7,962 494,031 7,715 1,003,492 14,936,356
28 臨時財政対策債 13,078,000 0.02 財政融資資金 13,078,000 384,014 1,307 384,051 1,270 770,642 12,309,935
29 臨時財政対策債 13,280,000 0.03 財政融資資金 13,280,000 1,992 1,992 3,984 13,280,000
30 臨時財政対策債 12,441,000 0.01 財政融資資金 12,441,000 0 12,441,000
31 臨時財政対策債 9,009,000 0.01 財政融資資金 9,009,000 240 360 600 9,009,000
2 臨時財政対策債 9,000,000 財政融資資金 0 9,000,000

臨時財政対策債計 232,843,819 11,519,418 394,005 11,540,443 372,100 23,825,966 218,783,958
29 緊防(場外離着陸場) 32,700,000 0.60 地方公共団体金融機構 31,095,863 803,272 31,096 804,075 30,293 1,668,736 29,488,516

緊急防災減災事業債計 31,095,863 803,272 31,096 804,075 30,293 1,668,736 29,488,516
29 一廃処理事業（し尿・補助裏） 24,400,000 0.09 財政融資資金 22,667,318 866,926 10,200 867,316 9,810 1,754,252 20,933,076
30 一廃処理事業（し尿・補助裏） 100,000,000 0.06 財政融資資金 93,361,292 3,320,847 28,009 3,321,844 27,012 6,697,712 86,718,601

一廃処理事業（補助裏）計 124,400,000 116,028,610 4,187,773 38,209 4,189,160 36,822 8,451,964 107,651,677
一廃処理事業計 124,400,000 116,028,610 4,187,773 38,209 4,189,160 36,822 8,451,964 107,651,677
7 義務教育施設整備事業（中） 25,000,000 3.40 財政融資資金 1,582,589 784,625 26,904 797,964 13,565 1,623,058 0

義務教育施設整備事業計 1,582,589 784,625 26,904 797,964 13,565 1,623,058 0
29 辺地（通信インフラ） 11,000,000 0.01 財政融資資金 9,778,267 610,913 488 610,943 458 1,222,802 8,556,411
30 辺地（通信インフラ） 73,400,000 0.01 財政融資資金 73,400,000 4,076,045 3,670 4,076,249 3,466 8,159,430 65,247,706

辺地債計 84,400,000 83,178,267 4,686,958 4,158 4,687,192 3,924 9,382,232 73,804,11711 村営住宅 30,000,000 1.00 振興基金 0 0 0
14 村営住宅用地造成 17,000,000 0.55 振興基金 6,420,400 787,228 35,312 822,540 5,633,172
15 村営住宅 30,000,000 0.90 振興基金 12,991,177 1,392,275 116,921 1,509,196 11,598,902
16 村営住宅 22,000,000 0.85 振興基金 6,802,319 1,337,532 57,819 1,395,351 5,464,787

振興基金計 26,213,896 0 0 3,517,035 210,052 3,727,087 22,696,861
一般会計合計 490,943,044 21,982,046 494,372 25,535,869 666,756 48,679,043 452,425,129

0
9 簡易水道事業 50,000,000 2.00 財政融資資金 18,774,656 1,087,890 187,747 1,098,769 176,868 2,551,274 16,587,997
30 辺地（簡水） 15,400,000 0.004 財政融資資金 15,400,000 308 308 616 15,400,000
30 簡易水道事業 15,400,000 0.40 財政融資資金 15,400,000 30,800 30,800 61,600 15,400,000
31 辺地（簡水） 25,700,000 0.005 財政融資資金 25,700,000 429 642 1,071 25,700,000
31 簡易水道事業 25,700,000 0.30 財政融資資金 25,700,000 25,770 38,550 64,320 25,700,000

簡易水道事業計 100,974,656 1,087,890 245,054 1,098,769 247,168 2,678,881 98,787,997
0 0 0

8 個別排水処理施設整備 7,000,000 2.60 財政融資資金 2,433,865 159,631 31,641 161,707 29,565 382,544 2,112,527
9 個別排水処理施設整備 24,000,000 2.00 財政融資資金 9,011,835 522,187 90,119 527,409 84,897 1,224,612 7,962,239
10 個別排水処理施設整備 36,000,000 1.70 財政融資資金 14,743,591 761,495 125,320 767,967 118,848 1,773,630 13,214,129
11 個別排水処理施設整備 31,000,000 2.00 財政融資資金 14,272,130 648,173 142,722 654,655 136,240 1,581,790 12,969,302
12 個別排水処理施設整備 16,900,000 1.60 財政融資資金 8,269,405 345,272 66,155 348,034 63,393 822,854 7,576,099
13 個別排水処理施設整備 16,000,000 2.10 財政融資資金 8,720,581 321,390 91,566 324,764 88,192 825,912 8,074,427
12 個別排水処理施設整備 8,100,000 1.40 公営企業金融公庫 3,482,057 182,192 24,374 183,467 23,099 413,132 3,116,398

浄化槽事業計 60,933,464 2,940,340 571,897 2,968,003 544,234 7,024,474 55,025,121
臨時措置分
8 個別排水処理施設整備 7,000,000 2.60 財政融資資金 0
9 個別排水処理施設整備 24,000,000 2.00 財政融資資金 174,062 30,039 175,802 28,298 408,201
10 個別排水処理施設整備 36,000,000 1.70 財政融資資金 274,984 45,254 277,321 42,917 640,476
11 個別排水処理施設整備 31,000,000 2.00 財政融資資金 225,815 49,722 228,073 47,464 551,074

浄化槽事業計 0 674,861 125,015 681,196 118,679 1,599,751 0
臨時措置以外分
8 個別排水処理施設整備 7,000,000 2.60 財政融資資金 159,631 31,641 161,707 29,565 382,544
9 個別排水処理施設整備 24,000,000 2.00 財政融資資金 348,125 60,080 351,607 56,599 816,411
10 個別排水処理施設整備 36,000,000 1.70 財政融資資金 486,511 80,066 490,646 75,931 1,133,154
11 個別排水処理施設整備 31,000,000 2.00 財政融資資金 422,358 93,000 426,582 88,776 1,030,716

浄化槽事業計 0 1,416,625 264,787 1,430,542 250,871 3,362,825 0
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報告第 ３号 

 

  株式会社ＴＯＳＨＩＭＡ令和３年度事業計画並びに令和２年度事業にかかる 

  決算について 

 

 地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、株式会社ＴＯＳＨＩＭＡの令和３年度

事業計画並びに令和２年度事業にかかる決算についてこれを報告する。 

 

 

  令和 ３年 ９月１３日 

 

 

             提出者   東京都利島村長  前 田 福 夫 
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令和３年度事業計画 

１ 令和３年度の事業計画 

昨年度に引き続き、乗客の方が安心・安全に就航できるように定期航路運営業務のさら

なる安定化と就航率の向上を目指していく。 

（１）人材確保 

   従業員の欠員状況が深刻化しており、あらゆる手段を講じて早期の現場作業員の確

保を図るとともに、従業員の定着のために労働環境や福利厚生の向上を図る。 

（２）事業の多角化 

   定期航路運営業務の他、村の賑わい造り（観光関連etc…） 

（３）社宅、本社事務所整備 

   村営住宅の他、社宅を整備することにより採用をスムーズに実施する。 

   また、事業多角化の際、船客待合所では実施困難な業務を本社機能がある事務所を

整備することで実施していく。 

（４）資格取得の推進 

   昨年度は感染症対策で思うような資格取得を勧められなかったため、今期は計画的

に進められるように取り組む。 

(５)情報公開の推進 

   会社ホームページを作成する。また、定期船の運航案内等はIP告知端末や専用ダイ

ヤルを活用していく。また、SNS等の活用も実施する。 

 

２ 令和３年度当期予算について（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）（※税抜） 

売上高 金額 

【売上高】 

売上高 

売上高合計 

 

70,000,000 

 

 

 

70,000,000 

【売上原価・販売費及び一般管理費】   

 人件費 58,000,000  

 減価償却費 1,000,000  

 手数料 2,000,000  

 社宅 750,000  

 その他経費 6,000,000  

売上原価・販売費及び一般管理費合計 67,750,000 67,750,000 

【営業利益】   営業利益金額  2,250,000 
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３ 当社のミッションについて 

利島で生きる---- 

島を支える人材育成と、次代を担う事業推進。 

利島での生活は船を着けることが絶対の基本と考えてい

る。物の流れも船、人の流れも船である。 

島の玄関口を担う業務を主軸として各々が利島を支える

為、次代の為に日々業務に励んでいる。都会にいても利島

にいても１日２４時間は変わりないので、限りある時間を

有効活用して社員一人ひとりが働く中で「利島で生きる」

ことを実践していく。 
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（本頁は白紙です） 

-234-



議案第４２号  

 

 

令和３年度東京都利島村一般会計補正予算＜第２号＞ 

 

 

令和３年度東京都利島村一般会計補正予算＜第２号＞は、次に定めるところによる。 

 

 

〔歳入歳出予算の補正〕 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ １６３，１９９ 千円を増額し、 

    歳入歳出の総額を １,６７７,２６３ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当区分ごとの金額並びに 

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算の補正」による。 

 

 

 

 

 

 

令和３年 ９月１３日 

 

                  提出者 東京都利島村長   前 田   福 夫 

 

議決第   号 

 

令和３年 ９月  日     原案  決 

 

 

                      東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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（本頁は白紙です） 
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令和３年度一般会計補正予算＜第２号＞の概要 

 

1 概要 

歳入では、再エネ関連の補助金について、国や都から直接補助金が支払われるわけではな

く、国や都の関係団体から支払われることになったため、歳入科目の修正を行った。 

また、株式会社ＴＯＳＨＩＭＡに、村が所有する株の約75％を同社に売却する代金収入と

して3,511万円を計上したほか、前年度からの繰越金として1億515万円を計上した。 

歳出では、庁舎建設基金に5,500万円を積み、村営住宅職員住宅併設住宅の建設に向けた

新たな基金（住宅建設基金）を設立し、この基金に株の売却代金3,511万円を積んだ。 

その他、老朽化が進む清掃センターに代わる新たな焼却施設の建設に向けた基本計画の策

定に向けて1,793万円を計上した。 

その他人件費の実態にあわせた補正（いわゆる新陳代謝）を行った。 

※（○頁）は、議案書の頁番号を表している。 

 

2 一般会計補正予算 

（１）予算規模 

 

  補正前の額：1,514,064千円 補正額：163,199千円  計： 1,677,263千円  

 

歳 入 の 補 正 歳 出 の 補 正 

村税 

地方譲与税 

利子割交付金 

配当割交付金 

株式等譲渡所得割交付金 

法人事業税交付金 

地方消費税交付金 

環境性能割交付金 

地方特例交付金 

地方交付税 

使用料及び手数料 

国庫支出金 

都支出金 

財産収入 

寄付金 

基金繰入金 

繰越金 

諸収入 

村債 

3,052 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△66,497 

△21,088 

35,108 

 

25,564 

105,152 

121,357 

 

議会費 

総務費 

民生費 

衛生費 

労働費 

農林水産業費 

商工費 

土木費 

消防費 

教育費 

災害復旧費 

予備費 

 

120,744 

924 

27,517 

△3,483 

10,299 

2,888 

2,716 

 

1,594 
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（２）補正予算の事業（主要なもの） 

① 個人情報保護法及び地方公務員法改正対応支援業務（総務費・総務課） 3,245千円（253頁上段） 

【内容】 

現在、村役場は、個人情報保護条例の規定により、個人情報の保護を行っているが、個

人情報保護法に改正に伴い、地方自治体も個人情報保護法の適用を受けるようになるほ

か、個人情報保護ファイル簿などを新たに整備する必要がある。 

また、令和４年度から地方公務員の定年が段階的に引上げされることに伴い、当村も各

種制度を改正する必要がある（２年ごとに１歳引き上げ65歳定年に、60歳で役職定年）。 

これらに伴う各種制度改正のための支援を民間事業者に委託する。 

② 再生可能エネルギー整備事業発注者支援業務（総務費・産業・環境課） 1,540千円（253頁下段） 

【内容】 

再エネに係るコンサルティング等の支援業務について、再見積を依頼したところ、見込

額を上回ったため。 

③ 廃棄物処分（総務費・総務課）769 千円（255頁下段） 

④ 業務環境改善のための備品購入（総務費・総務課）750 千円（255頁下段） 

【内容】 

庁舎の美化をはかるために不要物を島外搬出するための費用を計上したほか、会議室等

がＷＥＢ会議等で使用できないことが増えたことへの対策や、業務状況にあわせてレイア

ウトを自由に変更して効率的に業務できるようにするためのフリーアドレス化（大きな机

で座席を固定せずに勤務できる体制）を進めることとした。 

⑤ 庁舎建設基金への積立（総務費・総務課）55,000 千円（257頁上段） 

【内容】 

 将来的な庁舎の建て替えのために、5,500万円を基金に積んだ。 

⑥ 住宅建設基金への積立（総務費・総務課）35,108 千円（257 頁上段） 

【内容】 

 株式会社ＴＯＳＨＩＭＡに売却した株式の売却代金

3,510万8千円を、村営住宅職員住宅併設住宅の建設に充

てるために基金化した。 

⑦ 奨学資金貸付基金への積立（総務費・教育委員会）20,000 千円（257頁上段） 

【内容】 

返済期間を10年間から20年間に緩和したことや、令和3年度に9名の中学校卒業生が見込

まれることから、2,000万円を基金に積んで対応する。 

⑧ 村長選挙経費（総務費・総務課）625 千円（259頁中段） 

【内容】 

公職選挙法の改正により、村長選挙の公費負担部分が増したため、費用を追加計上し

た。 

⑨ キャッシュレス化推進（民生費・住民課）4,000 千円（259頁下段） 

【内容】 

コロナ対策のため、接触の機会をより削減するため、村内の希望者する事業者にクレジ

ットカードやＩＣカード、ＱＲコードによる決済ができるための機械を無償で提供するほ
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か、導入初年度の決済手数料（3.24％程度）も村が負担する。 

事業者にとっては、コロナへのリスクを低減させることができるほか、ついで買い、も

う一品買いも期待でき、売り上げの拡大につながる。 

また、村民向けに、ＱＲコードで買い物をした場合、20％のポイント還元を実施し、キ

ャッシュレス化推進と共に村内経済の活性化を図る。 

⑩ 新型コロナワクチン接種（衛生費・住民課）2,265 千円（263頁下段） 

【内容】 

新型コロナウイルスワクチン接種の診療所への業務委託について、科目変更及び増額を

行った。（定期予防接種事業△1,284千円） 

⑪ ごみ回収の安全確保（衛生費・産業・環境課）240千円（265頁中下段） 

【内容】 

ごみ回収について、当面の間直営体制で実施せざるを得ないため、職員が混入した金属

片等での負傷による破傷風を予防するため、従事する職員に破傷風ワクチンを接種し、安

全確保を図る。 

⑫ ごみ回収の特殊勤務手当の新設（衛生費・産業・環境課）1,099 千円（265頁下段） 

【内容】 

ごみ回収について、当面の間直営体制で実施せざるを得ないため、生ごみ、可燃ごみ、

資源物の分別、不燃物の処理に従事した職員に対し、1日300円の特殊勤務手当を新たに措

置する（６月から９月までの夏季については、200円を加算する）。 

また、焼却場で焼却灰の除去に従事した職員には１日700円の特殊勤務手当を措置す

る。 

⑬ 焼却施設基本計画策定業務委託（衛生費・産業・環境課）17,930 千円（265頁下段） 

【内容】 

老朽化が進む清掃センターに代わる新たな焼却施設の建設に向けた基本計画について 

民間コンサルタントに計画策定を依頼する。令和３年１月からの新たな分別の実績等を踏

まえ、利島に最適な施設規模やレイアウト計画を策定する。 

⑭ 椿産業体験施設等整備（農業費・産業・環境課）9,750 千円（269頁中段） 

【内容】 

都から島しょ農協の新設分割した団体に対して、山村離島施設整備振興補助金の活用依

頼があり、利島農協で検討した結果、利島農協が事業主体となり空き家を活用した体験型

施設の整備を行う。 

本補助事業は、都から農協への直接補助ができないため、村を通した間接補助となる。

そのため、歳入歳出ともに9,750千円を補正する。 

⑮ 境界測量委託（土木費・産業・環境課）1,500 千円（273頁上段） 

【内容】 

  村道新地山線イ号において、道路上等に民地があることから、測量を実施し、境界や権

利者の確定につなげていく。 

⑯ パン焼き機の購入（教育費・教育委員会）1,210 千円（273頁下段） 

【内容】 

  給食室のパン焼き機が老朽化で故障したため、新たな機械を購入する。 
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村税１ 46,043 3,052 49,095

２固定資産税 20,190 3,052 23,242

国庫支出金１４ 85,701 △66,497 19,204

１国庫負担金 6,584 1,208 7,792

２国庫補助金 77,958 △67,705 10,253

都支出金１５ 652,626 △21,088 631,538

２都補助金 640,157 △22,537 617,620

３都委託金 8,002 1,449 9,451

財産収入１６ 3,921 35,108 39,029

２財産売払収入 1 35,108 35,109

繰入金１８ 304,748 △13,885 290,863

１基金繰入金 304,748 △13,885 290,863

繰越金１９ 1 105,152 105,153

１繰越金 1 105,152 105,153

諸収入２０ 47,495 121,357 168,852

４雑入 18,317 121,357 139,674

歳　　　　入　　　　合　　　　計 1,514,064 163,199 1,677,263

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

-1-
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総務費２ 482,319 120,744 603,063

１総務管理費 449,429 117,448 566,877

２徴税費 13,840 1,091 14,931

３戸籍住民基本台帳費 12,306 16 12,322

５監査委員費 622 115 737

６選挙費 5,451 2,074 7,525

民生費３ 162,939 924 163,863

１社会福祉費 85,561 5,827 91,388

２老人福祉費 31,279 △4,613 26,666

３児童福祉費 46,099 △290 45,809

衛生費４ 263,720 27,517 291,237

１保健衛生費 40,180 2,720 42,900

２清掃費 65,067 18,361 83,428

３上下水道費 158,473 6,436 164,909

労働費５ 20,980 △3,483 17,497

１労働費 20,980 △3,483 17,497

農林水産業費６ 156,143 10,299 166,442

１農業費 68,606 10,299 78,905

商工費７ 132,788 2,888 135,676

２離島交通受託事業費 110,760 2,888 113,648

土木費８ 48,471 2,716 51,187

１土木管理費 9,379 △568 8,811

２道路橋りょう費 18,622 1,500 20,122

４港湾費 9,145 1,784 10,929

教育費１０ 117,692 1,594 119,286

１教育総務費 21,428 698 22,126

２小学校費 48,027 1,210 49,237

４保健体育費 25,838 △1,074 24,764

５社会教育費 16,018 760 16,778

歳　　　　出　　　　合　　　　計 1,514,064 163,199 1,677,263

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

-2-

-241-



村税 46,043１

地方譲与税 2,146２

利子割交付金 67３

配当割交付金 340４

株式等譲渡所得割交付金 283５

法人事業税交付金 64６

地方消費税交付金 7,587７

環境性能割交付金 318９

地方特例交付金 1１０

地方交付税 328,948１１

使用料及び手数料 21,875１３

国庫支出金 85,701１４

都支出金 652,626１５

財産収入 3,921１６

寄付金 900１７

繰入金 304,748１８

繰越金 1１９

諸収入 47,495２０

村債 11,000２１

1,514,064歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額

-3-

-242-



3,052 49,095

0 2,146

0 67

0 340

0 283

0 64

0 7,587

0 318

0 1

0 328,948

0 21,875

△66,497 19,204

△21,088 631,538

35,108 39,029

0 900

△13,885 290,863

105,152 105,153

121,357 168,852

0 11,000

163,199 1,677,263

（単位：千円）

補正額 計

-4-

-243-



１議会費 19,351 0 19,351

２総務費 482,319 120,744 603,063

３民生費 162,939 924 163,863

４衛生費 263,720 27,517 291,237

５労働費 20,980 △3,483 17,497

６農林水産業費 156,143 10,299 166,442

７商工費 132,788 2,888 135,676

８土木費 48,471 2,716 51,187

９消防費 27,790 0 27,790

１０教育費 117,692 1,594 119,286

１２公債費 58,867 0 58,867

１４予備費 23,004 0 23,004

歳　　　　出　　　　合　　　　計 1,514,064 163,199 1,677,263

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計

-5-

-244-



109,395116,400△105,051

△1,5502,474

25,6601,857

△3,343△140

5499,750

2,943△55

2,716

1,381213

137,751116,345△90,897

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）

-6-

-245-



村税1 46,043 3,052 49,095

固定資産税2 20,190 3,052 23,242

固定資産税1 18,777 3,052 21,829

国庫支出金14 85,701 △66,497 19,204

国庫負担金1 6,584 1,208 7,792

衛生費国庫負担金2 1,283 1,208 2,491

国庫補助金2 77,958 △67,705 10,253

総務費国庫補助金1 75,044 △71,000 4,044

衛生費国庫補助金3 842 3,295 4,137

都支出金15 652,626 △21,088 631,538

都補助金2 640,157 △22,537 617,620

総務費都補助金1 522,470 △35,500 486,970

民生費都補助金2 20,119 3,000 23,119

農林水産業費都補助金5 67,318 9,750 77,068

教育費都補助金9 12,525 213 12,738

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １ 村税

-7-01-02-01 固定資産税

-246-



①現年課税分1現年課税分 3,052                     3,052

①新型コロナウィルスワクチン接種費用負担金1保健衛生費 1,208                     1,208
負担金

⑭自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業1総務費補助 △71,000                  △71,000
金

②新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業国庫1保健衛生費 3,295                     3,295
　補助金補助金

③区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助1総務費補助 △35,500                  △35,500
　金金

③東京都生活応援事業補助金1社会福祉費 3,000                     3,000
補助金

②東京都山村・離島振興施設整備事業補助金1農業費補助 9,750                     9,750
・山村・離島施設整備事業　椿産業等体験施設整備(事金
　業主体:農協)

⑤放課後子ども教室推進事業費1教育費補助 213                       213
金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

-8- 一般会計

-247-



都委託金3 8,002 1,449 9,451

総務費都委託金1 3,329 1,449 4,778

財産収入16 3,921 35,108 39,029

財産売払収入2 1 35,108 35,109

株式売却収入4 0 35,108 35,108

繰入金18 304,748 △13,885 290,863

基金繰入金1 304,748 △13,885 290,863

基金繰入金1 304,748 △13,885 290,863

繰越金19 1 105,152 105,153

繰越金1 1 105,152 105,153

繰越金1 1 105,152 105,153

諸収入20 47,495 121,357 168,852

雑入4 18,317 121,357 139,674

雑入1 18,317 121,357 139,674

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １５ 都支出金

-9-15-03-01 総務費都委託金

-248-



①衆議院議員選挙費委託金3選挙費委託 1,449                     1,449
金

①株式会社TOSHIMA株売却収入1株式売却収 35,108                    35,108
入

①財政調整基金繰入金1財政調整基 △13,885                  △13,885
金繰入金

①前年度繰越金（純繰越金）1繰越金 105,152                   105,152

51二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金1雑入 121,357                    80,900
58区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助                   35,500
　金
71社会福祉協議会補助金返還金                       237
・令和2年度返還金238,742円
・科目存置分
72老人会補助金返還金                       △1
・不用額
75高齢者在宅サービスセンター運営補助金返還金                    4,721

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

-10- 一般会計

-249-



計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ２０ 諸収入

-11-20-04-01 雑入

-250-



・令和2年度返還金4,721,459円

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

-12- 一般会計

-251-



116,400△105,0512総務費 482,319 120,744 603,063

116,400△106,500総務管理費1 449,429 117,448 566,877

1一般管理費 81,241 3,453 84,694

116,400△106,5002企画広報費 290,259 △3,079 287,180
国庫支出金 諸収入

△71,000 116,400
都支出金

△35,500

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

-13-02-01-01 一般管理費

-252-



109,395

107,548

3,453 3職員手当等 208                 208　１村長・副村長・一般職の人件費

                208　　３職員手当等

                208　　　管理職員特別勤務手当
12委　託　料 3,245 　　　　管理職員特別勤務手当

              3,245　７一般管理事務費

              3,245　１２委　託　料

              3,245　　　業務委託料
　　　　個人情報保護法及び地方公務員法改正対応支
　　　　援業務

△12,979 1報　　　酬 △2,566             △2,659　２企画広報一般職の人件費

            △1,514　　２給　　　料

            △1,514　　　一般職給料
2給　　　料 △1,514 　　　　一般職給料

              △601　　３職員手当等

              △601　　　期末勤勉手当
3職員手当等 △830 　　　　期末勤勉手当

              △544　　４共　済　費

              △544　　　共済組合費負担金
4共　済　費 △898 　　　　共済組合負担金

                194　３企画広報事務費

                194　１１役　務　費
11役　務　費 194                 194　　　通信運搬費

　　　　通信運搬費

                995　４庁内ＬＡＮ・ＬＧＷＡＮ等管理経費
12委　託　料 2,535                 995　１２委　託　料

                995　　　業務委託料

                681　　　　PC追加購入端末再設定委託

                314　　　　クラウドPBX初期設定作業委託

              1,540　６再生可能エネルギー利用事業

              1,540　１２委　託　料

              1,540　　　業務委託料
　　　　再生可能エネルギー設備整備事業発注者支援
　　　　業務

            △1,527１３地域おこし協力隊人件費

            △1,078　　１報　　　酬

            △1,078　　　会計年度任用職員の報酬
　　　　地域おこし協力隊報酬

              △229　　３職員手当等

              △229　　　期末勤勉手当
　　　　地域おこし協力隊期末手当

              △220　　４共　済　費

              △220　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-14- 一般会計

-253-



3会計管理費 15,508 3,213 18,721

4財産管理費 60,430 3,753 64,183

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

-15-02-01-02 企画広報費

-254-



            △1,622１９集落支援員人件費

            △1,488　　１報　　　酬

            △1,488　　　会計年度任用職員の報酬
　　　　集落支援員報酬

              △134　　４共　済　費

              △134　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料（集落支援員）

3,213 2給　　　料 597               3,213　１会計管理一般職の人件費

                597　　２給　　　料

                597　　　一般職給料
3職員手当等 2,151 　　　　一般職給料

              2,151　　３職員手当等

                931　　　期末勤勉手当
4共　済　費 465 　　　　期末勤勉手当

                431　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

                199　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                590　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                465　　４共　済　費

                465　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

3,753 1報　　　酬 1,270                 152　２財産管理一般職の人件費

                152　　３職員手当等

                152　　　宿日直手当
3職員手当等 152 　　　　宿日直手当

              2,387　３財産管理経費

                373　１０需　用　費
4共　済　費 △56                 373　　　消耗品費

　　　　消耗品費

                495　１１役　務　費
10需　用　費 373                 495　　　通信運搬費

　　　　通信運搬費

                769　１２委　託　料
11役　務　費 495                 769　　　業務委託料

　　　　廃棄物処分委託料

                750　１７備品購入費
12委　託　料 769                 750　　　備品購入費

　　　　業務環境改善の為の備品購入

              1,214　５財産管理会計年度任用職員の人件費
17備品購入費 750               1,270　　１報　　　酬

              1,270　　　会計年度任用職員の報酬
　　　　財産管理会計年度任用職員の報酬

               △56　　４共　済　費

               △56　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-16- 一般会計

-255-



5基金費 891 110,108 110,999

徴税費2 13,840 1,091 14,931

1徴税費 13,840 1,091 14,931

戸籍住民基本台帳費3 12,306 16 12,322

1戸籍住民基本台帳 12,306 16 12,322
費

監査委員費5 622 115 737

1監査委員費 622 115 737

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

-17-02-01-05 基金費

-256-



110,108 24積　立　金 90,108              90,108　１基金積立金

             90,108　２４積　立　金

             90,108　　　基金積立金
27繰　出　金 20,000              55,000　　　　庁舎建設基金積立金

             35,108　　　　住宅建設基金

             20,000　２基金繰出金

             20,000　２７繰　出　金

             20,000　　　基金繰出金
　　　　奨学資金貸付基金繰出金

1,091

1,091 2給　　　料 178               1,091　５徴税一般職の人件費

                178　　２給　　　料

                178　　　一般職給料
3職員手当等 764 　　　　一般職給料

                764　　３職員手当等

                101　　　期末勤勉手当
4共　済　費 149 　　　　期末勤勉手当

                109　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

                385　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                143　　　住居手当
　　　　住居手当

                 26　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                149　　４共　済　費

                149　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合費負担金

16

1618負担金補助 16                  16　２戸籍住民基本台帳費負担金
及び交付金                  16　１８負担金補助及び交付金

                 16　　　交付金
　　　　通知カード・個人番号カード関連事務の委任
　　　　に係る交付金

115

115 1報　　　酬 115                 115　１監査経費

                115　　１報　　　酬

                115　　　委員報酬
　　　　監査委員報酬

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-18- 一般会計

-257-



1,449選挙費6 5,451 2,074 7,525

1,4493衆議院議員選挙費 1,387 1,449 2,836
都支出金

1,449

7村長選挙費 2,122 625 2,747

2,4743民生費 162,939 924 163,863

3,000社会福祉費1 85,561 5,827 91,388

3,0001社会福祉総務費 73,551 4,495 78,046
都支出金

3,000

2国民年金費 7,614 1,332 8,946

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ２ 総務費

-19-02-06-03 衆議院議員選挙費

-258-



625

10需　用　費 345               1,449　１衆議院議員選挙経費

                345　１０需　用　費

                345　　　消耗品費
11役　務　費 295 　　　　消耗品費（衆議院議員選挙）

                295　１１役　務　費

                295　　　通信運搬費
17備品購入費 809 　　　　通信運搬費（衆議院議員選挙）

                809　１７備品購入費

                809　　　備品購入費
　　　　選挙業務備品購入

62518負担金補助 625                 625　１村長選挙経費
及び交付金                 625　１８負担金補助及び交付金

                625　　　負担金
　　　　その他負担金

△1,550

2,827

1,495 2給　　　料 13                 212　５社会福祉総務一般職の人件費

                 13　　２給　　　料

                 13　　　一般職給料
3職員手当等 199 　　　　一般職給料

                199　　３職員手当等

                  5　　　期末勤勉手当
18負担金補助 4,000 　　　　期末勤勉手当

及び交付金                   2　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                192　　　管理職員特別勤務手当
27繰　出　金 283 　　　　管理職員特別勤務手当

                283１６国民健康保険事業勘定会計繰出金

                283　２７繰　出　金

                283　　　特別会計繰出金
　　　　国民健康保険事業勘定会計繰出金

              4,000１９社会福祉総務費負担金

              4,000　１８負担金補助及び交付金

              2,000　　　負担金
　　　　キャッシュレス化推進事業手数料負担

              2,000　　　交付金
　　　　キャッシュレス化推進事業ポイント還元

1,332 2給　　　料 21               1,332　１国民年金一般職の人件費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-20- 一般会計

-259-



△526老人福祉費2 31,279 △4,613 26,666

△5261老人福祉費 31,279 △4,613 26,666
都支出金

△526

児童福祉費3 46,099 △290 45,809

2児童福祉施設費 40,797 △290 40,507

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 民生費

-21-03-01-02 国民年金費

-260-



3職員手当等 1,187                  21　　２給　　　料

                 21　　　一般職給料
　　　　一般職給料

4共　済　費 124               1,187　　３職員手当等

               △58　　　扶養手当
　　　　扶養手当

                  8　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

                710　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

                524　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                  3　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                124　　４共　済　費

                124　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

△4,087

△4,087 27繰　出　金 △4,613             △4,087　６介護保険事業勘定会計繰出金

            △4,087　２７繰　出　金

            △4,087　　　特別会計繰出金
　　　　介護保険事業勘定会計繰出金

              △526　８後期高齢者医療事業会計繰出金

              △526　２７繰　出　金

              △526　　　特別会計繰出金
　　　　後期高齢者医療事業会計繰出金

△290

△290 1報　　　酬 1,676             △3,248　１児童福祉一般職の人件費

            △1,235　　２給　　　料

            △1,235　　　一般職給料
2給　　　料 △1,235 　　　　一般職給料

            △1,447　　３職員手当等

              △591　　　期末勤勉手当
3職員手当等 △1,281 　　　　期末勤勉手当

              △539　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

4共　済　費 △345               △317　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

              △566　　４共　済　費
10需　用　費 750               △566　　　共済組合費負担金

　　　　共済組合負担金

              2,063　２児童福祉会計年度任用職員の人件費
11役　務　費 145               1,676　　１報　　　酬

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-22- 一般会計

-261-



1,8574衛生費 263,720 27,517 291,237

1,857保健衛生費1 40,180 2,720 42,900

1,8571保健衛生費 26,253 2,720 28,973
国庫支出金

1,857

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 民生費

-23-03-03-02 児童福祉施設費

-262-



              1,676　　　会計年度任用職員の報酬
　　　　保育士・給食調理員報酬

                166　　３職員手当等

                166　　　期末勤勉手当
　　　　会計年度任用職員期末手当（児福）

                221　　４共　済　費

                221　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料

                895　３児童施設管理経費

                750　１０需　用　費

                750　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                145　１１役　務　費

                145　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

25,660

863

863 2給　　　料 91                 764　１保健衛生一般職の人件費

                 91　　２給　　　料

                 91　　　一般職給料
3職員手当等 520 　　　　一般職給料

                520　　３職員手当等

                 72　　　期末勤勉手当
4共　済　費 153 　　　　期末勤勉手当

                149　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

7報　償　費 100                 295　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                  4　　　退職手当組合負担金
10需　用　費 875 　　　　退職手当組合負担金

                153　　４共　済　費

                153　　　共済組合費負担金
12委　託　料 981 　　　　共済組合負担金

                100　４発達心理等招聘事業

                100　　７報　償　費

                 40　　　謝礼金
　　　　発達心理等招聘報償費（謝礼金）

                 60　　　その他報償費
　　　　発達心理等招聘報償費（旅費相当額）

            △1,284　６定期・任意予防接種事業

            △1,284　１２委　託　料

            △1,284　　　業務委託料
　　　　新型コロナウィルスワクチン接種委託料

              3,140１７新型コロナウィルスワクチン接種事業

                875　１０需　用　費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-24- 一般会計

-263-



清掃費2 65,067 18,361 83,428

1ごみ処理費 65,067 431 65,498

2ごみ処理施設整備 0 17,930 17,930
費

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ４ 衛生費

-25-04-01-01 保健衛生費

-264-



                875　　　消耗品費
　　　　新型コロナウィルス接種事業消耗品費

              2,265　１２委　託　料

              2,265　　　業務委託料
　　　　新型コロナウィルスワクチン接種委託料

18,361

431 2給　　　料 △1,451               1,459　１清掃センター管理経費

                 10　　７報　償　費

                 10　　　謝礼金
3職員手当等 554 　　　　ごみ処理補助者への謝礼金

                299　　８旅　　　費

                299　　　旅費
4共　済　費 △517                 101　　　　普通管外旅費

                198　　　　研修旅費

                 55　１１役　務　費
7報　償　費 10                  55　　　通信運搬費

　　　　通信運搬費

              1,095　１４工事請負費
8旅　　　費 299               1,095　　　工事請負費

　　　　清掃センター設備修繕工事

                240　３ごみ処理経費

                240　１１役　務　費
11役　務　費 295                 240　　　手数料

　　　　破傷風ワクチン予防接種手数料

                146　４ごみ処理費負担金
14工事請負費 1,095                 146　１８負担金補助及び交付金

                146　　　負担金
　　　　研修負担金

18負担金補助 146             △1,414　５ごみ処理一般職の人件費
及び交付金             △1,451　　２給　　　料

            △1,451　　　一般職給料
　　　　一般職給料（ごみ処理）

                554　　３職員手当等

              △545　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当（ごみ処理）

              1,099　　　ごみ手当
　　　　ごみ手当（ごみ処理）

              △517　　４共　済　費

              △517　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金（ごみ処理）

17,930 12委　託　料 17,930              17,930　１ごみ処理施設整備事業

             17,930　１２委　託　料

             17,930　　　業務委託料
　　　　焼却施設基本計画策定業務委託

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-26- 一般会計

-265-



上下水道費3 158,473 6,436 164,909

1簡易水道事業費 109,064 1,988 111,052

2合併処理浄化槽事 49,409 4,448 53,857
業費

△1405労働費 20,980 △3,483 17,497

△140労働費1 20,980 △3,483 17,497

△1401勤労福祉会館費 20,980 △3,483 17,497
都支出金

△140

9,7506農林水産業費 156,143 10,299 166,442

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ４ 衛生費

-27-04-03-01 簡易水道事業費

-266-



6,436

1,988 27繰　出　金 1,988               1,988　１簡易水道事業会計繰出金

              1,988　２７繰　出　金

              1,988　　　特別会計繰出金
　　　　簡易水道事業会計繰出金

4,448 27繰　出　金 4,448               4,448　１合併処理浄化槽事業会計繰出金

              4,448　２７繰　出　金

              4,448　　　特別会計繰出金
　　　　合併処理浄化槽事業会計繰出金

△3,343

△3,343

△3,343 1報　　　酬 △839             △3,108　１勤労福祉会館一般職の人件費

            △1,028　　２給　　　料

            △1,028　　　一般職給料
2給　　　料 △1,028 　　　　一般職給料

            △1,697　　３職員手当等

            △1,075　　　期末勤勉手当
3職員手当等 △1,697 　　　　期末勤勉手当

              △654　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

4共　済　費 △398                  32　　　管理職員特別勤務手当
　　　　管理職員特別勤務手当

              △383　　４共　済　費
11役　務　費 479               △383　　　共済組合費負担金

　　　　共済組合負担金

                479　２勤労福祉会館管理経費

                479　１１役　務　費

                479　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

              △854　４勤労福祉会館会計年度任用職員の人件費

              △839　　１報　　　酬

              △839　　　付加報酬
　　　　付加報酬

               △15　　４共　済　費

               △15　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　勤労福祉会館会計年度任用職員の雇用保険料
　　　　・健康保険料

549

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-28- 一般会計

-267-



9,750農業費1 68,606 10,299 78,905

2農業総務費 8,267 549 8,816

9,7503農業振興費 31,892 9,750 41,642
都支出金

9,750

△557商工費 132,788 2,888 135,676

△55離島交通受託事業費2 110,760 2,888 113,648

△551離島交通受託事業 110,760 2,888 113,648
諸収入費

△55

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ６ 農林水産業費

-29-06-01-02 農業総務費

-268-



549

549 2給　　　料 25                 549　１農業総務一般職の人件費

                 25　　２給　　　料

                 25　　　一般職給料
3職員手当等 377 　　　　一般職給料

                377　　３職員手当等

                 15　　　期末勤勉手当
4共　済　費 147 　　　　期末勤勉手当

                421　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

               △62　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                  3　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                147　　４共　済　費

                147　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

18負担金補助 9,750               9,750１０農業振興費補助金
及び交付金               9,750　１８負担金補助及び交付金

              9,750　　　補助金
　　　　椿産業体験等施設整備補助金

2,943

2,943

2,943 1報　　　酬 △349               △335　１離島交通会計年度任用職員の人件費

              △349　　１報　　　酬

              △349　　　会計年度任用職員の報酬
　　　　離島交通会計年度任用職員の報酬

2給　　　料 51                  14　　４共　済　費

                 14　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料

3職員手当等 514                 223　２離島交通一般職の人件費

                 51　　２給　　　料

                 51　　　一般職給料
4共　済　費 △328 　　　　一般職給料

                514　　３職員手当等

                556　　　管理職手当
13使用料及び 3,000 　　　　管理職手当

賃借料                 300　　　扶養手当
　　　　扶養手当

                 88　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-30- 一般会計

-269-



8土木費 48,471 2,716 51,187

土木管理費1 9,379 △568 8,811

1土木総務費 9,379 △568 8,811

道路橋りょう費2 18,622 1,500 20,122

1道路維持費 13,612 1,500 15,112

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ７ 商工費

-31-07-02-01 離島交通受託事業費

-270-



                140　　　児童手当
　　　　児童手当

            △1,190　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

                187　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                336　　　住居手当
　　　　住居手当

                  8　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                 89　　　通勤手当
　　　　通勤手当

              △342　　４共　済　費

              △342　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

              3,000　３定期航路等運営受託事業

              3,000　１３使用料及び賃借料

              3,000　　　使用料及び賃借料
　　　　定期航路等運営受託事業機材賃借料

2,716

△568

△568 2給　　　料 △425               △568　１土木総務一般職の人件費

              △425　　２給　　　料

              △425　　　一般職給料
3職員手当等 △279 　　　　一般職給料

              △279　　３職員手当等

               △78　　　扶養手当
4共　済　費 136 　　　　扶養手当

              △187　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

               △62　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                 48　　　管理職員特別勤務手当
　　　　管理職員特別勤務手当

                136　　４共　済　費

                136　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

1,500

1,500 12委　託　料 1,500               1,500　１道路管理経費

              1,500　１２委　託　料

              1,500　　　業務委託料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-32- 一般会計

-271-



港湾費4 9,145 1,784 10,929

1港湾管理費 9,145 1,784 10,929

21310教育費 117,692 1,594 119,286

教育総務費1 21,428 698 22,126

2事務局費 18,422 698 19,120

小学校費2 48,027 1,210 49,237

1学校管理費 45,147 1,210 46,357

保健体育費4 25,838 △1,074 24,764

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ８ 土木費

-33-08-02-01 道路維持費

-272-



　　　　境界測量委託業務

1,784

1,784 2給　　　料 18               1,784　１港湾管理一般職の人件費

                 18　　２給　　　料

                 18　　　一般職給料
3職員手当等 1,736 　　　　一般職給料

              1,736　　３職員手当等

                  7　　　期末勤勉手当
4共　済　費 30 　　　　期末勤勉手当

              1,036　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

                691　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                  2　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                 30　　４共　済　費

                 30　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

1,381

698

698 3職員手当等 656                 698　１教育長、一般職の人件費

                656　　３職員手当等

                556　　　時間外勤務手当
4共　済　費 42 　　　　時間外勤務手当

                100　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                 42　　４共　済　費

                 42　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

1,210

1,210 17備品購入費 1,210               1,210　１学校管理経費

              1,210　１７備品購入費

              1,210　　　備品購入費
　　　　備品購入費

△1,074

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-34- 一般会計

-273-



2学校給食費 15,294 △1,074 14,220

213社会教育費5 16,018 760 16,778

2133放課後子ども教室 2,215 469 2,684
都支出金対策費

213

4学童保育費 5,963 291 6,254

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 １０ 教育費

-35-10-04-02 学校給食費

-274-



△1,074 1報　　　酬 △1,068             △1,074　１学校給食会計年度任用職員の人件費

            △1,068　　１報　　　酬

            △1,068　　　会計年度任用職員の報酬
4共　済　費 △6 　　　　学校給食調理員報酬

                △6　　４共　済　費

                △6　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料

547

256 7報　償　費 469                 469　１放課後子ども教室運営

                469　　７報　償　費

                469　　　謝礼金
　　　　教育活動推進員謝礼

291 1報　　　酬 361                 291　１学童保育会計年度任用職員の人件費

                361　　１報　　　酬

                185　　　会計年度任用職員の報酬
4共　済　費 △70 　　　　学童保育会計年度任用職員の報酬

                176　　　付加報酬
　　　　付加報酬

               △70　　４共　済　費

               △70　　　労災・雇用・健康保険料
　　　　労災・雇用・健康保険料

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-36- 一般会計

-275-



2．一　般　職　　(1)　総　括　

区         分
備考

補  正  後
47

補  正  前
49

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

2．一　般　職　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区         分 備考

補  正  後 21

補  正  前 22

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

2．一　般　職　　イ　会計年度任用職員

区         分 備考

補  正  後
26

補  正  前
27

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 退職手当 通　　　勤 管理職員

組合負担金 - 手　　　当 -
特別勤務手当

-

宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

-

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 Δ63

-

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

140

退職手当 通　　　勤 管理職員

組合負担金 Δ395 手　　　当 89
特別勤務手当

480

42,927 - 6,310 49,237 6,341

（単位：千円）

宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 152 手　　　当 1,099 手　　　　当

479

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 1,683 手　　　当 2,319 手　　　　当 Δ1,772

164 手　　　　当

139,328 25,050 164,378

- △ 4,659 4,994 335 △ 1,106 △ 771

職員数
(人)

管　理　職 扶　　　養

△ 266 △ 1,844

- 75,148 64,180

△ 1,515 - △ 63 △ 1,578

55,578

44,442 - 6,373 50,815 6,607 57,422

住　　　　居

手　　　当 556 手　　　当

手　　　　当 140

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 1,683

△ 1,515

手　　　当 2,319 手　　　　当

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計

- 70,489 69,174 139,663 23,944 163,607

報　　酬 給　　料
職員手
当等

計

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料
職員手
当等

計 共済費 合計
職員数

(人)

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計職員数
(人) 報　　酬 給　　料

職員手
当等

計

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

70,489 75,484 188,900 30,285

一 般 職 員
１人当り給
与 費 の 状
況

区　　分 １人当り給与費

補正後 4,019

補正前 3,880

Δ1,835

宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 152 手　　　当 1,099

退職手当 通　　　勤 管理職員

480組合負担金 Δ395 手　　　当 89
特別勤務手当

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

△ 2

44,442

479

△ 4,659 4,931 △ 1,243 △ 1,372 △ 2,615

手　　　当 556 手　　　当 164 手　　　　当

42,927 219,185

75,148 70,553 190,143 31,657 221,800(27)

(26)

-3７-
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（本頁は白紙です） 
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（本頁は白紙です） 
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議案第４３号  

 

 

令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算＜第１号＞ 

 

 

令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算＜第１号＞は、

次に定めるところによる。 

 

〔歳入歳出予算の補正〕 

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ ３，３０８ 千円を増額し、歳入歳出 

予算の総額を ７８,９２６ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 

 

令和３年 ９月１３日 

 

                 提出者 東京都利島村長  前 田 福 夫 

 

議決第   号 

 

令和３年 ９月  日    原案  決 

 

 

                     東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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都支出金７ 60,073 13 60,086

１都補助金 60,073 13 60,086

繰入金１１ 8,577 △2,263 6,314

１他会計繰入金 6,031 283 6,314

２基金繰入金 2,546 △2,546 0

繰越金１２ 1 5,558 5,559

１繰越金 1 5,558 5,559

歳　　　　入　　　　合　　　　計 75,618 3,308 78,926

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

-1-

-280-



総務費１ 10,455 283 10,738

１総務管理費 10,434 283 10,717

国民健康保険事業費納３ 11,485 0 11,485

付金 １医療給付費分 7,192 0 7,192

保健事業費６ 920 0 920

１特定健康診査等事業費 920 0 920

基金積立金７ 82 2,140 2,222

１基金積立金 82 2,140 2,222

諸支出金８ 23,103 885 23,988

１償還金及び還付加算金 1,003 885 1,888

歳　　　　出　　　　合　　　　計 75,618 3,308 78,926

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

-2-

-281-



国民健康保険税 6,882１

都支出金 60,073７

財産収入 81９

繰入金 8,577１１

繰越金 1１２

諸収入 4１３

75,618歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額

-3-
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0 6,882

13 60,086

0 81

△2,263 6,314

5,558 5,559

0 4

3,308 78,926

（単位：千円）

補正額 計

-4-

-283-



１総務費 10,455 283 10,738

２保険給付費 28,073 0 28,073

３国民健康保険事業費納付金 11,485 0 11,485

６保健事業費 920 0 920

７基金積立金 82 2,140 2,222

８諸支出金 23,103 885 23,988

９予備費 1,500 0 1,500

歳　　　　出　　　　合　　　　計 75,618 3,308 78,926

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計

-5-

-284-



2,546△2,263

1△1

△1313

2,140

885

5,559△2,26413

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）

-6-

-285-



都支出金7 60,073 13 60,086

都補助金1 60,073 13 60,086

保険給付費等交付金1 59,301 13 59,314

繰入金11 8,577 △2,263 6,314

他会計繰入金1 6,031 283 6,314

一般会計繰入金1 6,031 283 6,314

基金繰入金2 2,546 △2,546 0

国民健康保険給付費等1 2,546 △2,546 0
財政調整基金繰入金

繰越金12 1 5,558 5,559

繰越金1 1 5,558 5,559

繰越金1 1 5,558 5,559

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ７ 都支出金

-7-07-01-01 保険給付費等交付金

-286-



④特定健康診査等負担金2特別交付金 13                        13

①職員給与費等繰入金3職員給与費 283                       283
等繰入金

①国民健康保険給付費等財政調整基金繰入金1国民健康保 △2,546                   △2,546
険給付費等
財政調整基
金繰入金

①前年度繰越金1前年度繰越 5,558                     5,558
金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

-8- 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
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△2,2631総務費 10,455 283 10,738

△2,263総務管理費1 10,434 283 10,717

△2,2631一般管理費 10,423 283 10,706
その他

△2,263

△13国民健康保険事業費納付 11,485 0 11,485
金

△1医療給付費分1 7,192 0 7,192

△11一般被保険者医療 7,192 0 7,192
繰越金給付費分

△1

136保健事業費 920 0 920

13特定健康診査等事業費1 920 0 920

131特定健康診査等事 920 0 920
都支出金業費

13

7基金積立金 82 2,140 2,222

基金積立金1 82 2,140 2,222

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 総務費

-9-01-01-01 一般管理費

-288-



2,546

2,546

2,546 2給　　　料 64                 283　１国民健康保険一般職の人件費

                 64　　２給　　　料

                 64　　　一般職給料
3職員手当等 151 　　　　一般職給料

                151　　３職員手当等

                 53　　　期末勤勉手当
4共　済　費 68 　　　　期末勤勉手当

                 18　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

                 71　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                  9　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                 68　　４共　済　費

                 68　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

1

1

1

△13

△13

△13

2,140

2,140

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-10- 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
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1国民健康保険給付 82 2,140 2,222
費等財政調整基金

8諸支出金 23,103 885 23,988

償還金及び還付加算金1 1,003 885 1,888

5保険給付費等交付 1,000 885 1,885
金償還金

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ７ 基金積立金

-11-07-01-01 国民健康保険給付費等財政調整基金

-290-



2,140 24積　立　金 2,140               2,140　１積立金

              2,140　２４積　立　金

              2,140　　　基金積立金
　　　　国民健康保険給付費等財政調整基金積立金

885

885

885 22償還金利子 885                 885　１保険給付費等交付金償還金
及び割引料                 885　２２償還金利子及び割引料

                885　　　償還金
　　　　保険給付費等交付金償還金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-12- 国民健康保険事業特別会計（事業勘定）
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2．一　般　職　　(1)　総　括　

区         分 備考

補  正  後
1

補  正  前
1

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

2．一　般　職　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区         分 備考

補  正  後 1

補  正  前 1

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

2．一　般　職　　イ　会計年度任用職員

区         分 備考

補  正  後 -

補  正  前 -
比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

-

-

-

64 151 215 68 283

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

- 5,004

2,492 1,525 4,017 704 4,721

職員数
(人)

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

一 般 職 員
１人当り給
与 費 の 状
況

区　　分 １人当り給与費

補正後 4,232

補正前 4,017

53
宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 -
退職手当

組合負担金 9

共済費 合計報　　酬 給　　料 職員手当等 計

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

2,556 1,676 4,232 772

-

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計

- 2,556 1,676 4,232 772 5,004

報　　酬 給　　料 職員手当等 計

手　　　　当 -

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 18 手　　　当 71 手　　　　当

職員数
(人)

管　理　職 扶　　　養

-

- 2,492 1,525

- - -

-

- - - - - -

住　　　　居

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

4,017 704 4,721

- 64 151 215 68 283

-

53
宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

時間外勤務 休日勤務

-
退職手当

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

期末・勤勉

手　　　　当 18 手　　　当 71 手　　　　当

-
時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -
退職手当

組合負担金 -

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

- - - - -

（単位：千円）

組合負担金 9

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料 職員手当等 計 共済費 合計
職員数

(人)

( )

( )

-１３-
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議案第４４号  

 

 

令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算＜第１号＞ 

 

 

令和３年度東京都利島村国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算＜第１号＞は、

次に定めるところによる。 

 

〔歳入歳出予算の補正〕 

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ ６，６６１ 千円を増額し、歳入歳出 

予算の総額を ７８,７１６ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 

 

令和３年 ９月１３日 

 

                 提出者 東京都利島村長  前 田 福 夫 

 

議決第   号 

 

令和３年 ９月  日    原案  決 

 

 

                     東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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繰越金７ 1 6,661 6,662

１繰越金 1 6,661 6,662

歳　　　　入　　　　合　　　　計 72,055 6,661 78,716

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

-1-

-294-



総務費１ 60,518 6,661 67,179

１施設管理費 60,518 6,661 67,179

歳　　　　出　　　　合　　　　計 72,055 6,661 78,716

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

-2-

-295-



診療収入 16,876１

都支出金 16,990３

使用料及び手数料 103４

財産収入 36５

繰入金 35,752６

繰越金 1７

諸収入 2,297８

72,055歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額

-3-

-296-



0 16,876

0 16,990

0 103

0 36

0 35,752

6,661 6,662

0 2,297

6,661 78,716

（単位：千円）

補正額 計

-4-

-297-



１総務費 60,518 6,661 67,179

２医業費 11,087 0 11,087

４予備費 450 0 450

歳　　　　出　　　　合　　　　計 72,055 6,661 78,716

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計

-5-

-298-



6,661

6,661

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）

-6-

-299-



繰越金7 1 6,661 6,662

繰越金1 1 6,661 6,662

繰越金1 1 6,661 6,662

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ７ 繰越金

-7-07-01-01 繰越金

-300-



①前年度繰越金1前年度繰越 6,661                     6,661
金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

-8- 国民健康保険事業特別会計（直診勘定）

-301-



1総務費 60,518 6,661 67,179

施設管理費1 60,518 6,661 67,179

1一般管理費 50,424 2,407 52,831

3国民健康保険財政 36 4,254 4,290
調整基金

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 総務費

-9-01-01-01 一般管理費

-302-



6,661

6,661

2,407 1報　　　酬 67               2,243　１診療所一般職の人件費

              △596　　２給　　　料

              △596　　　一般職給料
2給　　　料 △596 　　　　一般職給料

              3,298　　３職員手当等

              △544　　　期末勤勉手当
3職員手当等 3,298 　　　　期末勤勉手当

              2,845　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

4共　済　費 △459               1,031　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

              △250　　　看護業務手当
11役　務　費 97 　　　　看護業務手当

               △10　　　危険手当
　　　　危険手当

                136　　　地域手当
　　　　地域手当

                157　　　特地手当
　　　　特地手当

               △67　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

              △459　　４共　済　費

              △459　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

                 67　２診療所会計年度任用職員の人件費

                 67　　１報　　　酬

                 67　　　付加報酬
　　　　診療所会計年度任用職員の付加報酬

                 97　３診療所管理経費

                 97　１１役　務　費

                 97　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

4,254 24積　立　金 4,254               4,254　１積立金

              4,254　２４積　立　金

              4,254　　　基金積立金
　　　　国民健康保険直営診療所財政調整基金積立金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-10- 国民健康保険事業特別会計（直診勘定）

-303-



2．一　般　職　　(1)　総　括　

区         分 備考

補  正  後
5

補  正  前
5

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

  

2．一　般　職　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区         分 備考

補  正  後 3

補  正  前 3

比　　　較

  

職員手当等

の   

内　　　　訳

  

  

2．一　般　職　　イ　会計年度任用職員

区         分 備考

補  正  後 2

補  正  前 2
比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

  

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

-

2,695

1,031

△ 596 3,298 2,769 △ 459 2,310

手　　　当 - 手　　　当 2,845 手　　　　当

2,762 32,532

9,983 13,038 25,716 4,506 30,222

職員数
(人)

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

一 般 職 員
１人当り給
与 費 の 状
況

区　　分 １人当り給与費

補正後 5,697

補正前 5,143

136
初任給調整 特　　　地 特殊勤務

手　　　当 - 手　　　当 157
危　　　険 退職手当

組合負担金 Δ10 組合負担金 Δ67

共済費 合計報　　酬 給　　料 職員手当等 計

扶　　　養 時間外勤務 休日勤務

9,387 16,336 28,485 4,047

67

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計

- 9,387 15,874 25,261 3,644 28,905

報　　酬 給　　料 職員手当等 計

手　　　　当 Δ250

期末・勤勉 児　　　　童 地　　　域

手　　　　当 Δ544 手　　　当 - 手　　　　当

職員数
(人)

扶　　　養 時間外勤務

- 67

- 9,983 12,576

- 67 - - 67

3,627

2,695 - 462 3,157 403 3,560

休日勤務

手　　　当 - 手　　　当 2,845 手　　　　当

22,559 4,103 26,662

- △ 596 3,298 2,702 △ 459 2,243

1,031

136
初任給調整 特　　　地 特殊勤務

期末・勤勉 児　　　　童

Δ250
危　　　険 退職手当

手　　　当 - 手　　　当 157 手　　　　当

地　　　域

手　　　　当 Δ544 手　　　当 - 手　　　　当

-
期末・勤勉 児　　　　童 地　　　域

手　　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

初任給調整 特　　　地 特殊勤務

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -
危　　　険 退職手当

手　　　当 - 組合負担金 -

組合負担金 Δ67

扶　　　養 時間外勤務 休日勤務

2,762 - 462 3,224 403

（単位：千円）

手　　　当 Δ10

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料 職員手当等 計 共済費 合計
職員数

(人)

(2)

(2)

(2)

(2)

-１１-

-304-



議案第４５号  

 

 

令和３年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算＜第１号＞ 

 

 

令和３年度東京都利島村簡易水道事業特別会計補正予算＜第１号＞は、次に定めるとこ

ろによる。 

 

〔歳入歳出予算の補正〕 

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ ２，３２７ 千円を増額し、歳入歳出 

予算の総額を ２１８,２５４ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 

 

令和３年 ９月１３日 

 

                 提出者 東京都利島村長  前 田 福 夫 

 

議決第   号 

 

令和３年 ９月  日    原案  決 

 

 

                     東京都利島村議会議長  寺 田  優 

-305-



繰入金５ 109,064 1,988 111,052

１一般会計繰入金 109,064 1,988 111,052

繰越金６ 1 339 340

１繰越金 1 339 340

歳　　　　入　　　　合　　　　計 215,927 2,327 218,254

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

-1-

-306-



施設費１ 209,771 2,327 212,098

１施設管理費 66,694 2,327 69,021

歳　　　　出　　　　合　　　　計 215,927 2,327 218,254

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

-2-

-307-



使用料及び手数料 9,001１

都支出金 97,844３

財産収入 17４

繰入金 109,064５

繰越金 1６

215,927歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額

-3-

-308-



0 9,001

0 97,844

0 17

1,988 111,052

339 340

2,327 218,254

（単位：千円）

補正額 計

-4-

-309-



１施設費 209,771 2,327 212,098

２公債費 5,656 0 5,656

３予備費 500 0 500

歳　　　　出　　　　合　　　　計 215,927 2,327 218,254

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計

-5-

-310-



3391,988

3391,988

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）

-6-

-311-



繰入金5 109,064 1,988 111,052

一般会計繰入金1 109,064 1,988 111,052

一般会計繰入金1 109,064 1,988 111,052

繰越金6 1 339 340

繰越金1 1 339 340

繰越金1 1 339 340

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ５ 繰入金

-7-05-01-01 一般会計繰入金

-312-



①一般会計繰入金1一般会計繰 1,988                     1,988
入金

①前年度繰越金1前年度繰越 339                       339
金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

-8- 簡易水道事業特別会計

-313-



1,9881施設費 209,771 2,327 212,098

1,988施設管理費1 66,694 2,327 69,021

1,8881総務費 37,410 2,227 39,637
その他

1,888

1003施設管理費 29,267 100 29,367
その他

100

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 施設費

-9-01-01-01 総務費

-314-



339

339

339 2給　　　料 957               2,227　１簡易水道一般職の人件費

                957　　２給　　　料

                957　　　一般職給料
3職員手当等 762 　　　　一般職給料

                762　　３職員手当等

                446　　　期末勤勉手当
4共　済　費 508 　　　　期末勤勉手当

                596　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

              △419　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                139　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

                508　　４共　済　費

                508　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

11役　務　費 100                 100　１簡易水道施設管理経費

                100　１１役　務　費

                100　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-10- 簡易水道事業特別会計

-315-



2．一　般　職　　(1)　総　括　

区         分 備考

補  正  後
2

補  正  前
2

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

2．一　般　職　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区         分 備考

補  正  後 2

補  正  前 2

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

2．一　般　職　　イ　会計年度任用職員

区         分 備考

補  正  後 -

補  正  前 -
比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

-

-

-

957 762 1,719 508 2,227

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

- 18,433

5,921 8,083 14,004 2,202 16,206

職員数
(人)

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

一 般 職 員
１人当り給
与 費 の 状
況

区　　分 １人当り給与費

補正後 7,862

補正前 7,002

446
宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 -
退職手当

組合負担金 139

共済費 合計報　　酬 給　　料 職員手当等 計

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

6,878 8,845 15,723 2,710

-

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計

- 6,878 8,845 15,723 2,710 18,433

報　　酬 給　　料 職員手当等 計

手　　　　当 -

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 596 手　　　当 Δ419 手　　　　当

職員数
(人)

管　理　職 扶　　　養

- -

- 5,921 8,083

- - - - -

-

- - - - - -

住　　　　居

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

14,004 2,202 16,206

- - 957 762 1,719 508 2,227

-

446
宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

時間外勤務 休日勤務

-
退職手当

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

期末・勤勉

手　　　　当 596 手　　　当 Δ419 手　　　　当

-
時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -
退職手当

組合負担金 -

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

- - - - -

（単位：千円）

組合負担金 139

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料 職員手当等 計 共済費 合計
職員数

(人)

( )

( )

-１１-

-316-



議案第４６号  

 

 

令和３年度東京都利島村合併処理浄化槽事業特別会計補正予算＜第１号＞ 

 

 

令和３年度東京都利島村合併処理浄化槽事業特別会計補正予算＜第１号＞は、次に定め

るところによる。 

 

〔歳入歳出予算の補正〕 

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ ７，９６９ 千円を増額し、歳入歳出 

予算の総額を ６２,９７９ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 

 

令和３年 ９月１３日 

 

                 提出者 東京都利島村長  前 田 福 夫 

 

議決第   号 

 

令和３年 ９月  日    原案  決 

 

 

                     東京都利島村議会議長  寺 田  優 

-317-



分担金及び負担金１ 0 78 78

１分担金 0 78 78

繰入金５ 49,409 4,448 53,857

１一般会計繰入金 49,409 4,448 53,857

繰越金６ 1 3,443 3,444

１繰越金 1 3,443 3,444

歳　　　　入　　　　合　　　　計 55,010 7,969 62,979

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

-1-

-318-



施設費１ 47,468 7,969 55,437

１施設管理費 47,468 3,969 51,437

２施設整備費 0 4,000 4,000

歳　　　　出　　　　合　　　　計 55,010 7,969 62,979

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

-2-

-319-



分担金及び負担金 0１

使用料及び手数料 5,599２

繰入金 49,409５

繰越金 1６

財産収入 1７

55,010歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額

-3-

-320-



78 78

0 5,599

4,448 53,857

3,443 3,444

0 1

7,969 62,979

（単位：千円）

補正額 計

-4-

-321-



１施設費 47,468 7,969 55,437

２公債費 7,026 0 7,026

３予備費 516 0 516

歳　　　　出　　　　合　　　　計 55,010 7,969 62,979

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計

-5-

-322-



3,4434,526

3,4434,526

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）

-6-

-323-



分担金及び負担金1 0 78 78

分担金1 0 78 78

浄化槽分担金1 0 78 78

繰入金5 49,409 4,448 53,857

一般会計繰入金1 49,409 4,448 53,857

一般会計繰入金1 49,409 4,448 53,857

繰越金6 1 3,443 3,444

繰越金1 1 3,443 3,444

繰越金1 1 3,443 3,444

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １ 分担金及び負担金

-7-01-01-01 浄化槽分担金

-324-



①浄化槽分担金1浄化槽分担 78                        78
金

①一般会計繰入金1一般会計繰 4,448                     4,448
入金

①前年度繰越金1前年度繰越 3,443                     3,443
金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

-8- 合併処理浄化槽事業特別会計

-325-



4,5261施設費 47,468 7,969 55,437

526施設管理費1 47,468 3,969 51,437

5261施設管理費 47,467 1,493 48,960
その他

526

2合併処理浄化槽事 1 2,476 2,477
業減債等基金費

4,000施設整備費2 0 4,000 4,000

4,0001施設整備費 0 4,000 4,000
分担金・負
担金・寄付

78
その他

3,922

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 施設費

-9-01-01-01 施設管理費

-326-



3,443

3,443

967 2給　　　料 185                 967　１合併処理浄化槽一般職の人件費

                185　　２給　　　料

                185　　　一般職給料
3職員手当等 600 　　　　一般職給料

                600　　３職員手当等

                100　　　期末勤勉手当
4共　済　費 182 　　　　期末勤勉手当

                391　　　時間外勤務手当
　　　　時間外勤務手当

10需　用　費 414                  82　　　休日勤務手当
　　　　休日勤務手当

                 27　　　退職手当組合負担金
11役　務　費 112 　　　　退職手当組合負担金

                182　　４共　済　費

                182　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

                 14　２合併処理浄化槽管理経費

                 14　１１役　務　費

                 14　　　手数料
　　　　浄化槽法定検査料

                512　３汚泥再生処理センター管理経費

                414　１０需　用　費

                414　　　消耗品費
　　　　消耗品費

                 98　１１役　務　費

                 98　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

2,476 24積　立　金 2,476               2,476　１積立金

              2,476　２４積　立　金

              2,476　　　基金積立金
　　　　合併処理浄化槽事業減債等基金積立金

14工事請負費 4,000               4,000　１合併処理浄化槽整備事業

              4,000　１４工事請負費

              4,000　　　工事請負費
　　　　合併処理浄化槽整備工事

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-10- 合併処理浄化槽事業特別会計

-327-



2．一　般　職　　(1)　総　括　

区         分 備考

補  正  後
1

補  正  前
1

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

2．一　般　職　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区         分 備考

補  正  後 1

補  正  前 1

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

2．一　般　職　　イ　会計年度任用職員

区         分 備考

補  正  後 -

補  正  前 -
比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

-

-

-

185 600 785 182 967

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

- 6,790

2,609 2,355 4,964 859 5,823

職員数
(人)

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

一 般 職 員
１人当り給
与 費 の 状
況

区　　分 １人当り給与費

補正後 5,749

補正前 4,964

100
宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 -
退職手当

組合負担金 27

共済費 合計報　　酬 給　　料 職員手当等 計

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

2,794 2,955 5,749 1,041

-

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計

- 2,794 2,955 5,749 1,041 6,790

報　　酬 給　　料 職員手当等 計

手　　　　当 -

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 391 手　　　当 82 手　　　　当

職員数
(人)

管　理　職 扶　　　養

- -

- 2,609 2,355

- - - - -

-

- - - - - -

住　　　　居

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

4,964 859 5,823

- - 185 600 785 182 967

-

100
宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

時間外勤務 休日勤務

-
退職手当

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

期末・勤勉

手　　　　当 391 手　　　当 82 手　　　　当

-
時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -
退職手当

組合負担金 -

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

- - - - -

（単位：千円）

組合負担金 27

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料 職員手当等 計 共済費 合計
職員数

(人)

( )

( )

-１１-

-328-



議案第４７号  

 

 

令和３年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）補正予算＜第１号＞ 

 

 

令和３年度東京都利島村介護保険事業特別会計（事業勘定）補正予算＜第１号＞は、次

に定めるところによる。 

 

〔歳入歳出予算の補正〕 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ １５５ 千円を減額し、歳入歳出 

予算の総額を ５６,６９９ 千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 

 

令和３年 ９月１３日 

 

                 提出者 東京都利島村長  前 田 福 夫 

 

議決第   号 

 

令和３年 ９月  日    原案  決 

 

 

                     東京都利島村議会議長  寺 田  優 

-329-



国庫支出金２ 10,128 △2 10,126

１国庫負担金 6,047 △1 6,046

２国庫補助金 4,081 △1 4,080

支払基金交付金３ 9,637 △2 9,635

１支払基金交付金 9,637 △2 9,635

都支出金４ 6,570 △2 6,568

１都負担金 5,409 △1 5,408

３都補助金 1,161 △1 1,160

繰入金６ 22,892 △4,087 18,805

１一般会計繰入金 21,449 △4,087 17,362

繰越金７ 1 3,938 3,939

１繰越金 1 3,938 3,939

歳　　　　入　　　　合　　　　計 56,854 △155 56,699

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

-1-

-330-



総務費１ 15,079 △4,087 10,992

１総務管理費 14,946 △4,087 10,859

基金積立金５ 15 890 905

１基金積立金 15 890 905

諸支出金６ 1 3,048 3,049

１償還金 1 3,048 3,049

予備費７ 300 △6 294

１予備費 300 △6 294

歳　　　　出　　　　合　　　　計 56,854 △155 56,699

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

-2-

-331-



保険料 7,611１

国庫支出金 10,128２

支払基金交付金 9,637３

都支出金 6,570４

財産収入 15５

繰入金 22,892６

繰越金 1７

56,854歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額

-3-

-332-



0 7,611

△2 10,126

△2 9,635

△2 6,568

0 15

△4,087 18,805

3,938 3,939

△155 56,699

（単位：千円）

補正額 計

-4-

-333-



１総務費 15,079 △4,087 10,992

２保険給付費 35,268 0 35,268

４地域支援事業費 6,191 0 6,191

５基金積立金 15 890 905

６諸支出金 1 3,048 3,049

７予備費 300 △6 294

歳　　　　出　　　　合　　　　計 56,854 △155 56,699

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計

-4-

-334-



△4,087

890

3,048

△2△4

3,938△4,089△4

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）

-5-

-335-



国庫支出金2 10,128 △2 10,126

国庫負担金1 6,047 △1 6,046

介護給付費負担金1 6,047 △1 6,046

国庫補助金2 4,081 △1 4,080

地域支援事業交付金2 2,322 △1 2,321

支払基金交付金3 9,637 △2 9,635

支払基金交付金1 9,637 △2 9,635

介護給付費交付金1 9,519 △1 9,518

地域支援事業支援交付2 118 △1 117
金

都支出金4 6,570 △2 6,568

都負担金1 5,409 △1 5,408

介護給付費負担金1 5,409 △1 5,408

都補助金3 1,161 △1 1,160

地域支援事業交付金1 1,161 △1 1,160

繰入金6 22,892 △4,087 18,805

一般会計繰入金1 21,449 △4,087 17,362

その他一般会計繰入金4 15,372 △4,087 11,285

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ２ 国庫支出金

-5-02-01-01 介護給付費負担金

-336-



①過年度分介護給付費負担金（国庫）2過年度分 △1                       △1

①過年度分2過年度分 △1                       △1

①過年度分介護給付費交付金2過年度分 △1                       △1

①過年度分地域支援事業支援交付金2過年度分 △1                       △1

①過年度分介護給付費負担金2過年度分 △1                       △1

①過年度分2過年度分 △1                       △1

①職員給与費等繰入金1職員給与費 △4,087                   △4,087
等繰入金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

-6- 介護保険事業特別会計（事業勘定）

-337-



繰越金7 1 3,938 3,939

繰越金1 1 3,938 3,939

繰越金1 1 3,938 3,939

計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ７ 繰越金

-7-07-01-01 繰越金

-338-



①前年度繰越金1繰越金 3,938                     3,938

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

-8- 介護保険事業特別会計（事業勘定）

-339-



△4,0871総務費 15,079 △4,087 10,992

△4,087総務管理費1 14,946 △4,087 10,859

△4,0871一般管理費 14,945 △4,087 10,858
その他

△4,087

5基金積立金 15 890 905

基金積立金1 15 890 905

1介護保険給付費準 15 890 905
備基金積立金

6諸支出金 1 3,048 3,049

償還金1 1 3,048 3,049

1償還金 1 3,048 3,049

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 １ 総務費

-9-01-01-01 一般管理費

-340-



2給　　　料 △1,726             △4,087　１介護保険一般職の人件費

            △1,726　　２給　　　料

            △1,726　　　一般職給料
3職員手当等 △1,654 　　　　一般職給料

            △1,654　　３職員手当等

              △240　　　扶養手当
4共　済　費 △707 　　　　扶養手当

            △1,023　　　期末勤勉手当
　　　　期末勤勉手当

              △140　　　児童手当
　　　　児童手当

              △251　　　退職手当組合負担金
　　　　退職手当組合負担金

              △707　　４共　済　費

              △707　　　共済組合費負担金
　　　　共済組合負担金

890

890

890 24積　立　金 890                 890　１積立金

                890　２４積　立　金

                890　　　基金積立金
　　　　介護保険給付費準備基金積立金

3,048

3,048

3,048 22償還金利子 3,048               3,048　１償還金
及び割引料               3,048　２２償還金利子及び割引料

              3,048　　　償還金

              2,269　　　　過年度介護給付費国庫負担金返還金

                 68　　　　過年度地域支援事業国庫交付金返還金

                 40　　　　過年度地域支援事業都交付金返還金

                443　　　　過年度社会保険診療報酬支払基金介護給付費
　　　　交付金返還金

                228　　　　過年度介護給付費都負担金返還金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-10- 介護保険事業特別会計（事業勘定）

-341-



△2△47予備費 300 △6 294

△2△4予備費1 300 △6 294

△2△41予備費 300 △6 294
国庫支出金 その他

△2 △2
都支出金

△2

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

科　　　　目

款 項 目

款 ７ 予備費

-11-07-01-01 予備費

-342-



                △6　１予備費

                △6　２９予　備　費

                △6　　　予備費
　　　　予備費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-12- 介護保険事業特別会計（事業勘定）

-343-



2．一　般　職　　(1)　総　括　

区         分 備考

補  正  後
1

補  正  前
1

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

2．一　般　職　　ア　会計年度任用職員以外の職員

区         分 備考

補  正  後 1

補  正  前 1

比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

2．一　般　職　　イ　会計年度任用職員

区         分 備考

補  正  後 -

補  正  前 -
比　　　較

  

職員手当等

の    

内　　　　訳

  

 

補　正　予　算　給　与　費　明　細　書

-

-

-

△ 1,726 △ 1,654 △ 3,380 △ 707 △ 4,087

手　　　当 - 手　　　当 Δ240 手　　　　当

- 3,042

3,382 2,672 6,054 1,075 7,129

職員数
(人)

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

一 般 職 員
１人当り給
与 費 の 状
況

区　　分 １人当り給与費

補正後 2,674

補正前 6,054

Δ1,023
宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 -
退職手当

組合負担金 Δ251

共済費 合計報　　酬 給　　料 職員手当等 計

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

1,656 1,018 2,674 368

-

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費

共済費 合計

- 1,656 1,018 2,674 368 3,042

報　　酬 給　　料 職員手当等 計

手　　　　当 Δ140

時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

職員数
(人)

管　理　職 扶　　　養

- -

- 3,382 2,672

- - - - -

-

- - - - - -

住　　　　居

手　　　当 - 手　　　当 Δ240 手　　　　当

6,054 1,075 7,129

- - △ 1,726 △ 1,654 △ 3,380 △ 707 △ 4,087

-

Δ1,023
宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

時間外勤務 休日勤務

Δ140
退職手当

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

期末・勤勉

手　　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

-
時間外勤務 休日勤務 期末・勤勉

手　　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当

宿  日  直 特殊勤務 児　　　　童

手　　　当 - 手　　　当 - 手　　　　当 -
退職手当

組合負担金 -

管　理　職 扶　　　養 住　　　　居

- - - - -

（単位：千円）

組合負担金 Δ251

給　　　　　与　　　　　費

報　　酬 給　　料 職員手当等 計 共済費 合計
職員数

(人)

( )

( )

-１3-

-344-



議案第４８号  

 

 

令和３年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計補正予算＜第１号＞ 

 

 

令和３年度東京都利島村後期高齢者医療事業特別会計補正予算＜第１号＞は、次に定め

るところによる。 

 

〔歳入歳出予算の補正〕 

第１条 歳入歳出予算の総額に増減は無いものとする。 

２  歳入歳出予算の補正の〔款〕・〔項〕の区分及び該当区分ごとの金額並びに 

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 

 

令和３年 ９月１３日 

 

                 提出者 東京都利島村長  前 田 福 夫 

 

議決第   号 

 

令和３年 ９月  日    原案  決 

 

 

                     東京都利島村議会議長  寺 田  優 

-345-



後期高齢者医療保険料１ 2,244 △215 2,029

１後期高齢者医療保険料 2,244 △215 2,029

繰入金３ 6,263 △526 5,737

１他会計繰入金 6,263 △526 5,737

繰越金４ 1 741 742

１繰越金 1 741 742

歳　　　　入　　　　合　　　　計 8,914 0 8,914

第　１　表　歳入歳出予算
１　歳 入

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

-1-

-346-



広域連合納付金３ 6,447 0 6,447

１広域連合納付金 6,447 0 6,447

歳　　　　出　　　　合　　　　計 8,914 0 8,914

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計

-2-

-347-



後期高齢者医療保険料 2,244１

繰入金 6,263３

繰越金 1４

諸収入 406５

8,914歳　　　　入　　　　合　　　　計

　　　　　　　歳入歳出予算事項別明細書
１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額

-3-

-348-



△215 2,029

△526 5,737

741 742

0 406

0 8,914

（単位：千円）

補正額 計

-4-

-349-



１総務費 1,716 0 1,716

２葬祭費 250 0 250

３広域連合納付金 6,447 0 6,447

４保険事業費 250 0 250

５諸支出金 1 0 1

６予備費 250 0 250

歳　　　　出　　　　合　　　　計 8,914 0 8,914

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計

-5-

-350-



526△526

526△526

一　　般　　財　　源そ　　の　　他地　　方　　債国都支出金
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

補　正　額　の　財　源　内　訳
（単位：千円）

-6-

-351-



後期高齢者医療保険料1 2,244 △215 2,029

後期高齢者医療保険料1 2,244 △215 2,029

後期高齢者医療保険料1 2,244 △215 2,029

繰入金3 6,263 △526 5,737

他会計繰入金1 6,263 △526 5,737

一般会計繰入金1 6,263 △526 5,737

繰越金4 1 741 742

繰越金1 1 741 742

繰越金1 1 741 742

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １ 後期高齢者医療保険料

-7-01-01-01 後期高齢者医療保険料

-352-



①現年度分後期高齢者医療保険料1現年度分 △215                     △215

①一般会計繰入金1一般会計繰 △526                     △526
入金

①前年度繰越金1繰越金 741                       741

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

-8- 後期高齢者医療事業特別会計
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△5263広域連合納付金 6,447 0 6,447

△526広域連合納付金1 6,447 0 6,447

△5261広域連合分賦金 6,447 0 6,447
その他

△526

特 　　定 　　財 　　源
そ の 他地 方 債国都支出金

補　正　額　の　財　源
補　正　額補正前の額 計

３　歳　出

科　　　　目

款 項 目

款 ３ 広域連合納付金

-9-03-01-01 広域連合分賦金
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526

526

526

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

-10- 後期高齢者医療事業特別会計
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（本頁は白紙です） 
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議案第 ４９号 

 

簡易水道井戸掘削工事請負契約について 

 

 利島村契約事務規則第８条から第３２条までの規定により、令和２年９月４日に一般競

争競争入札に付したものの入札不調となり、随意契約となった「簡易水道井戸掘削工事請

負契約」について、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第９６条第１項第

５号の規定に基づく、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 契約の目的   簡易水道井戸掘削工事請負契約 

 

２ 契約の方法   随意契約 

 

３ 契 約 金 額   ￥117,480,000－（消費税 10%込） 

 

４ 契約の相手   東京都豊島区南池袋１丁目１１番２２号 

          株式会社クリタス 

          代表取締役  鎌田 裕久 

 

令和３年９月１３日提出 

 

                 東京都利島村長 前 田 福 夫 

 

 

「 提案理由 」 

 地方自治法第９６条第１項第５項の規定に基づく、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求める必要がある。 

 

議決第   号 

 

     令和３年９月   日 原案  決 

                   

                   東京都利島村議会議長 寺 田  優 
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（本頁は白紙です） 
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