
令和４年第２回（６月）利島村議会定例会付議案件 

 

行政報告 

一般質問 

議案第３７号 専決処分の承認について 

報告第 ３号 令和３年度利島村繰越明許費繰越計算書＜一般会計＞について 

報告第 ４号 令和３年度利島村繰越明許費繰越計算書＜簡易水道事業特別会計＞について 

議案第３８号 令和４年度東京都利島村一般会計補正予算＜第１号＞ 

議案第３９号 令和４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４０号 令和４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＞ 
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（本頁は白紙です） 
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令和４年第２回（６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３７号 専決処分の承認について 

日程 ４ 報告第 ３号 令和３年度利島村繰越明許費繰越計算書＜一般会計＞について 

日程 ５ 報告第 ４号 令和３年度利島村繰越明許費繰越計算書＜簡易水道事業特別会計＞について 

日程 ６ 議案第３８号 令和４年度東京都利島村一般会計補正予算＜第１号＞ 

日程 ７ 議案第３９号 令和４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 ８ 議案第４０号 令和４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＞ 
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（本頁は白紙です） 
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行政報告 

 

 

 この報告は、令和４年第１回定例議会終了の日（令和４年３月 14 日）の翌日か

ら令和４年第２回定例議会予定日（令和４年６月 16 日）の３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  村長 

 

１ 住宅建設事業に関して 

 第 1 回定例会において私の説明では、「時間的メリット・財政負担の観点から住

宅のリース契約によって単身用住宅を今年度目途に整備する」説明をしました。そ

の後、庁内でプロジェクトチームを編成し年度内整備に向けて検討を進めて参りま

したが、様々な課題があり、スケジュール的にも年度内の整備が難しいとの判断に

至りました。課題解決に向け、引き続き検討は進めるものの、島内の住宅逼迫状況

に変わりはなく、別場所にて住宅を早急に整備する方法も検討を開始しました。３

月議会での説明と異なった事に対し、議会や住民の方々にはお詫びを申し上げます。

引き続き、年度内の整備を目指し、最後まで粘り強く、島内住宅不足問題の解決に

向けて努力して参りたいと考えています。 

 

２ 総合計画について 

 現在、利島村第四次総合計画（後期）策定に向けて、庁内で検討を進めていると

ころであります。６月中に全住民に対するアンケートを実施し、その結果をもとに

「総合開発審議会」にて審議して頂きたいと考えています。住民の方々にはアンケ

ートにご協力いただき、島づくりに参加して頂きたいと考えております。 

 

３ 村長と話そうの会について 

 ５月２０日（金）、５月２７日（金）※予定、６月３日（金）※予定に「村長と

話そうの会」を開催しました。当初は今年の１月に開催する予定でありましたが、

感染症予防の観点から見送っていましたが、当日は様々な意見交換ができました。

今回は、世代を分けての開催でありましたが、今後は新たな区分けでの開催を検討

して参ります。 
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行政報告 

 

報告者  副村長（総務課長事務取扱） 

 

１．地方交付税の交付について 

 令和４年３月２２日付で令和３年度特別交付税（３月交付分）61,490千円が交

付された。これにより、令和３年度特別交付税（12月交付分）2,986千円とあわ

せた令和３年度特別交付税総額は 64,476千円となった。 

なお、普通交付税については 390,589千円を交付されており、令和３年度地方

交付税総額は 455,065千円となった。 

 

（参考：地方交付税とは） 

地方交付税とは、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一

定の行政サービスを提供することを目的とし、地方の固有財源として、地方公共団体に対

して交付されるもの。普通交付税と特別交付税の２種類がある。 

普通交付税 財源不足団体に対し交付 

特別交付税 普通交付税で捕捉されない特別の財政需要に対し交付 

 

（参考：過去５年間の地方交付税の推移）

 

 

２．陸上自衛隊による離島慣熟訓練の実施 

令和 4年５月１９日の午前８時３５分頃および午後６時３５分頃の２回、 

陸上自衛隊による離島慣熟訓練が実施された。 

 今回は、CH-47（１８,９００kg）通称チヌークを使用した訓練で、当日は陸上 

自衛隊からの要望で半径１００ｍ以内の立ち入りを禁止かつ交通規制を行った 

訓練となった。 

 また、懸案事項であった夜間の設置型照明については、午前中の訓練時にヘリ 

のダウンウォッシュに耐えられ事が確認でき夜間訓練も無事に実施する事がで 

きた。 

住民の皆様のご協力のおかげで、利島村では初となるチヌーク離着陸訓練を無 

事に実施する事ができ、感謝申し上げる。 
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行政報告 

 

報告者  住民課長 

 

 

１ 言語聴覚士（ＳＴ）による講演と専門診療（耳鼻咽喉科）について 

 令和４年５月 18 日（水）に言語聴覚士による「加齢性難聴と認知症について」

の講演を行った主に高齢者の方９名の参加があった。また、専門診療で来島してい

た耳鼻咽喉科の専門医による補聴器の導入の説明があった。 

専門医からは、補聴器を正しく使用するには、一定期間（約１か月程度）の装着

を続ける必要や調整を行う必要があるとのことであった。 

 今後、どのような支援を行っていけるかを検討していく。 

 

 

２ 新型コロナウイルスワクチン追加接種（４回目）について 

 ４回目のワクチン接種は令和４年６月中に実施する予定である。対象者は 60 歳

以上の高齢者と基礎疾患等のある方である。広報等で周知していく。 

 今後、対象者が拡大する場合には、東京都と相談しながら、ワクチンの供給を受

け早期に実施していく。 

 

 

３ 理学療法士（ＰＴ）の受入れについて 

 ６月１日より利島村社会福祉協議会（地域包括支援センター）に平成医療福祉グ

ループ（世田谷記念病院）から理学療法士１名が１年間派遣されることとなった。

１年を通じ専門職が在中するため、高齢者をはじめとした村民全体の健康の増進に

つながるよう関係機関等と連携していく。 

 これに先立ち、平成医療福祉グループの代表が５月 20日（１泊２日）で来島し、

村長と会談した。これを機会として、グループとしても協力できることは協力して

いきたいとのことであった。 
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行政報告 

 

報告者  環境建設課長 

 

１ 「電柱のない島」の先行的整備について 

 東京都が令和４年１月に策定した「東京都島しょ地域無電柱化整備計画」をすす

めるため、都が「「電柱のない島」の先行的整備」を実施することとなり、利島村

が実施対象の区域として選ばれました。 

 都道については東京都が事業主体となり無電柱化を進めますが、村道については

利島村が事業主体となり、国及び東京都より補助金を受け、また東京都より技術支

援を受け、無電柱化事業を進めていくことになります。 

 今年度、村道において、無電柱化計画の策定をおこない、策定後は台風の通過等

においても浄水場や清掃センターへの送電・通信を継続できるよう村道堂山線（遊

歩道）の予備設計（基本設計）を行います。 

 

（東京都島しょ地域無電柱化地域計画（令和４年１月）より抜粋） 
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２ 集落環境清掃・美化の日の実施について 

 令和４年６月４日（土曜日）、集落環境の一斉清掃を実施しました。 

 参加いただいた方々に感謝申し上げます。 

 

 

３ 浄水場脱塩設備井戸ポンプ増設工事について 

令和３年度の繰越明許となった浄水場脱塩設備井戸ポンプ増設工事についてに

ついて、現在掘削作業を行うための追加作業費用の算定・協議、及び東京都の簡易

水道補助金の追加要望を行っています。 

 ５月の降雨で一旦貯水池の貯水量は回復したものの、掘削作業中はその振動等か

ら取水される原水に影響が出る恐れがあることから井戸ポンプからの取水を停止

することになります。 

 そのため、皆様におかれましては、改めて無理のない範囲での節水を続けていた

だきますよう、ご協力をお願いします。 

 なお、工事の再開は６月20日を予定しております。 
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行政報告 

 

報告者  産業観光課 主幹 

 

１ 椿害虫薬剤散布について 

 令和４年４月21日（木曜日）、第１回目のエダシャク類生息密度調査を実施した。 

昨年度の調査時に比べると数値は低く傾向であったが、島内に広く確認されたた

め、昨年度と同様の80haについて、薬剤散布を行った。 

 散布は、利島ふぁーむ株式会社へ委託し、４月27日（水曜日）から５月11日（水

曜日）までの間、散布を行った。 

 ５月３１日（水曜日）に散布後の生息密度調査を行う予定で、結果については生

産者を中心に別途報告を行う。 

 

２ ヨコヤマヒメカミキリの調査について 

 令和４年４月11日(月曜日)、東京都農林総合研究センター、東京都大島支庁、法

政大学の協力のもと、椿の枝をかみ切るとされるヨコヤマヒメカミキリの衝突式誘

引トラップの島内３箇所の設置と落枝調査を実施した。今後、定点観測を続けヨコ

ヤマヒメカミキリの生態等の調査を行い、椿への影響や対策方法について協議を進

めていく。 

 

３ 東京愛らんどシャトル定期便運賃助成について 

 東京愛らんどシャトルの搭乗率向上、路線維持を目的に、定期便運賃助成を令和

４年６月１日(水曜日)から開始する。対象者は、利島村に住民登録されており、村

が発行する東京都離島住民航空運賃割引カードを提示する方が対象となる。助成区

間は、利島‐大島間の61便と62便の２便となる。申請は、62便の場合は、搭乗手続

き後に申請書の記入、61便の場合は、利島に到着し、荷物の受け渡しが完了した後

に申請書に記入をしてもらう。 

 

４ ラフテレーン・クレーンの利用状況について 

令和４年３月から５月まで間、ラフテレーン・クレーンの貸出実績は２日。 

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４年３月は８日、令

４月は７日、５月は７日(仮)、計２２日となっている。 
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令和４年第２回定例議会 一般質問 

前田 清 

 

 

 

1.役場が宅地購入に際し農地（椿林）も一括で購入された理由 

この度、住宅建設用地として購入した村内の宅地について、農地（椿林）も合わせて購入

したと聞いていますが、その理由についてお伺いしたいと思います。椿林地については放置

状態となっており、椿が主産業とうたっている行政として、有効活用（誰かに耕作を依頼す

る等）を図る考えは無いのでしょうか？既に多数の椿林地が耕作放棄状態となっていて、現

状に行政が追随する行為は見逃す訳には行きません。行政の見解をお聞かせください。 

 

 

2.村内ガードレールの錆対策について 

ガードレールへの塗装が他所で実施されているのかどうかは承知しておりませんが、村

内の一部の箇所では錆が酷く、止金具が抜け落ちる程の腐食で、鉄板が浮いている所もあり

ます。現状、ガードレールとしての機能に問題は無い様に見受けられますが、景観の観点か

らは見苦しいと思います。村道新地山線のガードレールを交換する案が以前に発表されま

したが、そのタイミングに合わせて補修は考えられないでしょうか？子供達に絵を描かせ

る等、村を挙げてのイベントはいかがでしょうか？ 

 

 

3.拡大利島会（親睦会）の実施について 

東京（近県含む）では、在京者の親睦を図る意味合いから、年に１回の親睦会が開かれて

います。声かけは利島出身者及び利島と関わりの有った人達など多岐に亘り、毎回 50～70

人程の参加が有り、多いに盛り上がっております。老若男女が集い、利島をキーワードに絆

の結束に役立っていると思われます。そこで、利島でも村内の親睦会的な交流会を開けない

でしょうか？カフェも出来た事ですし、開催支援金として年間 15～20 万円も援助いただけ

れば、年 3～４回開催するのに充分と思います。若い Ù ターン者＆Ⅰターン者の交流は、

島を活性化させて行く上でも必要な事の様に思えます。情報交換の場としての位置付けで、

実施の方向で検討願えないでしょうか？地域振興の要として、若者（意欲の有る人なら年齢

問わず）の発想力・実行力に期待し、利島のコミュニティを再生・経済振興を実現できたら

と思います。 

 

11/107



4.前回議会の一般質問の追加について 

前回議会にて、新産業の創生について発言させて頂きましたが、言いたかったのは一つの

事業ではなく事業の副業化であります。島根県の隠岐諸島（海士町）で試みられている制度

で、国の支援制度（給与の半額支援で地域おこし協力隊制度とは別制度）も有り、椿産業の

再生にも役立つものが作れるかも知れません。 

全国各地の島々でも様々な試みが試行されていますが、一朝一夕で成功されている訳で

はありません。3～5 年のスパンで考えて実施されるもので、正にこの期間を考えれば、椿

産業の従事者の減少と同期するもので、椿産業の再生にも多いに期待されるべき、事業を考

えれば良いと思います。 

例えば以下との複合化等は？ ＝既存事業（椿産業）に新たな要素を加える 

遺産としての椿林が有る訳ですから、これを活用した観光客の呼び込み①オーナー制②

椿実拾い体験＆拾った実の油絞り③椿山の観光化（文化財化）等々→島全体が潤う 

現状、高齢になって椿事業を手放す事例を耳にしますが、後継者を含めて新たな担い手を個

人が探すのは個人ベースでは無理と思います。椿だけで食って行けないのは既に既成の事

実であり、主産業の再生を図って行く方策としては、思い切った行政の支援と施策の転換が

必要なのではないでしょうか？ 

 

以上 
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２ ０ ２ ２ 年 ６ 月 １ ６ 日 

日本共産党  利島村議会 

議  員  笹  岡   寿  一   

第２回  定例村議会   一般質問通告書  

質問に先立って 

阿部翔太朗氏に於かれましては、副村長に就任されました事に謝意と歓迎のご

挨拶を申し上げます。早速ながら後にお願いを申し上げることにしています。  

現村政下に於いても、依然として住民の要望は実現が厳しい状況にあります。 

私は、前議会の一般会計予算案の反対意見の中でも述べましたが、村営住宅と

して、３億５千万円を超える不動産会社からの賃借料や、㈱ＴＯＳＨＩＭＡへの住宅

建設資金の積立金３００万円、事務所建設資金の積立金１００万円、業者からの重

機のリース料１,２００万円の財政負担には、補助金は付きません。  

可能性が有るとすれば、「都の総合交付金くらいか」と考えます。  

交付は将来継続して受けられる保障はあるのか、疑問視しています。  

この他、ゴミ処理や他団体へ派遣する為の職員の増員に対する人件費や細かい

事で言えば、顧問弁護士の常設費等には、補助金は付きません。 

今更、何が故に年額４０万円も払って常設の顧問弁護士が必要なのか理解でき

ません。それ程までにしなければ、職員の職務能力が信頼できず不安ですか。  

個別事案で必要とされた時の依頼で間に合う事ではありませんか。  

住宅建設に関して言えば、国の制度を活用して公営住宅を建設した場合には

補助金があります。一部起債を起こしても、将来の償還額に際して地方交付税から

の充当支援が得られます。公営住宅建設では建築費だけで済みますが、不動産

業者からの賃借では建築費の他に、業者は数千万円の利益を見込みます。 

更に、後に述べる㈱ＴＯＳＨＩＭＡの取締役に対する退職金積立金等も含めると、

これら一連の施策に要する毎年の負担額は、新たに採用する職員の人件費を除

いて、５千万円を優に超える金額が将来に及んで、毎年補助金なしの経常経費と

して一般会計予算を拘束します。 

「如何に村長の政策」とは言え、一般財源を湯水のように注ぎ込んでいく思いが

します。これら一連の施策から生じる差金の一部を運用するだけで、この間住民か

ら切実に要望されている事案の殆どは実現が充分かなえられます。  

住民要求の実現を図る事にも尽力されるよう期待しています。  

コロナ対策  

コロナ・オミクロン株の感染者数が減少傾向にある中、島しょでは急激に増加して

います。幸いにして、本村の現状は１名に留まっていますが、油断は出来ません。  

全住民が無償で PCR 検査を受けられるよう求めます。 

島外診療の際の旅費助成  

私は、日本共産党の島しょ議員団、都議団と協力して、島しょ住民の命と健康を
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守るために都が支援助成するよう、引き続き助成措置を要望していきます。  

村長、議長に於かれては、「町村会、町村議長会が共同して、東京都が旅費実

費の５０％を回数制限なく支援助成されるよう、東京都、並びに都議会各会派に要

請されることをお願いしたい」と思っています。議長、村長の答弁を求めます。 

村に於かれては、東京都から支援助成が受けられるまでは、村が住民の命と健

康を守る為に、交通事情による３日間迄の延泊を含めて、５万円を限度額として実

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３０％の助成をするよう求めます。村長の答弁を求めます。         

椿産業  

村長は、「放置林の整備計画はない」と言います。再三指摘してきているように、

放置林の中には数年放置されて雑木林になっている所もあります。  

計画文書には、「椿油産業は、本村の歴史的基幹産業」と云った文言が謳われ

ていますが、如何に素晴らしい計画が出来たとしても、椿林が藪では椿油産業は

振興しません。今や「放置林先祖の汗が藪の中」です。早急に放置林の整備を図

るよう求めます。また、センサーによる椿実選別機の導入計画に関して「コスト負担

は何処になるか」といった不安の声も聞かれています。  

何れにしても、新工場建設計画については、一部の関係者に委ねるのではなく、

住民参加型を求める声があることを認識されて対応策を求めます。  

併せて、前議会でも各議員から指摘されていた、モノラック線路沿いの草刈り管

理の実施を求めます。 

ゴミ処理と圃場の規制解除  

議会は先般、新潟県粟島浦村のゴミ処理事情について視察調査をしています。  

私の視察報告は、議会閉会後発行予定の「あしたば」に掲載します。  

粟島浦村では、家電製品、家具、自転車等の粗大廃棄物は、事業者の事業用

であっても、個人と区別なく、村が一括扱いで島外へ搬出処理しています。 

前議会で、事業者の事業用家電製品等の粗大廃棄物を村が一括扱いで搬出

処理する事について、「検討する」と述べていました。結果について伺います。  

住民の中には、圃場の規制解除、段ボール紙の改修日が雨の場合の回収や生

ゴミ処理では、３基目のコンポストも「年内で満杯になるのではないか」と心配する声

もあります。果たして、想定通り最初のコンポストが空になる見込みでしょうか。 

その他「職員による回収では、連休中は回収しない」といった問題も指摘されて

います。焼却場を含め、ゴミ処理に関する基本的な対応策について、住民懇談会

を重点的に開催することを求める多くの人たちの声があります。対処を求めます。 

㈱ＴＯＳＨＩＭＡ取締役の退職金積み立て  

㈱ＴＯＳＩＭＡの運営については、「議会に相談する」と言っていましたが、何の話

もないまま進めています。村が、㈱ＴＯＳＨＩＭＡの取締役の退職積立金として、今
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年度、４００万円を予算計上し、以後毎年１００万円を一般財源から積み立てる施

策を知った住民の中には、「今後２０数年その職にあれば、３千万円近い金額にな

り、村職員の退職金よりも相当高いのではないのか」とか、「特定の企業の役員にだ

け、そんな待遇をするのは異常で理解できない。何か特殊な関係でもあるのか」と

云った批判がある一方で、中には「当人は、そんな退職金の制度は求めては居な

いと思う。一生懸命働いているのに世間から、そんな目で見られるのは不本意だろ

うし可哀そうだ。村長は、そうした事情を考慮すべきだ」と云う指摘もあります。 

この施策では、「将来に及んで半永久的な債務負担行為を設定する」という事は

不可能ですから「制度的な補償は成立しない」と云う問題点があります。 

取締役の退職金については、中小企業経営者退職金制度、或いは小規模企

業共済制度などの何らかの活用を検討されたら如何ですか。 

製本化した議事録の配布  

村長は、議員経験者であり、熟知していると思いますが、議事録は議員にとって、

「在っても、無くても良い」と云った物ではなく、必要不可欠な文書です。 

特に、現村政にあっては、「言った」「言わない」が大きな問題となってきている状

況にあって、議事録は質問するにも不可欠です。  

現状では、議所録の電子化は「時期尚早」と考えます。 

速やかに製本を配付するよう求めます。 

行政体制  

行政体制に関する質問は「人事権とは異なる案件」と認識しています。  

副村長が総務課長、及び議会事務局長他を兼職し、住民課長が社協の事務

局長を兼職と云うのは、村政史上事例を見ない理解し難い行政体制です。  

副村長は言うまでもなく、「村長直近の補佐役であると同時に、行政全体を掌握

して職員の指揮監督に努める要職者」と認識しています。 

住民課長が社協の事務局長と云う、社協の要職を兼職するのも「当人にとっても

厳しいでしょうし、行政、社協双方ともに、不行届きが生じはしないか」と懸念してい

ます。教育長の空席も放置できません。こうした状況下にあって、村内では行政事

務の遅れも話題となっていて、今や行政機構が混乱状況にある印象があります。 

冒頭申し上げました副村長にお願いしたいことは、勤務された職歴からして、企

画財政業務には精通されていると思いますが、実務指導に留まらず、本村のように

職員研修が困難な自治体にあっては、職員が公務員としての普段の心構えを持っ

て行政執行に臨まれる指導援助と、人材育成にご尽力を期待しています。 

しかし、その反面内心では“総務課長”と云う中枢の実務責任者との兼職では

「それは厳しいのかな」と気掛かりはあります。  

私は日頃から、小さな自治体に於ける、少人数職員による行政執行の効率化を

図る上で重要なことは、職員たちが日常的に住民の人心を掌握すると同時に、職
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場に於いて自由闊達に発言できる環境が何より大事な事と考えています。 

これにより縦割り組織の弱点を克服して、縦横断的に連携した効率的な行政運

営が可能となる思いがしています。 

職員が住民の人心を掌握するには、何よりも公私問わず、日常普段から住民と

自由に接触して対話できる生活環境の構築が重要と考えています。 

かつて、私が「副村長は『職員が、住民宅を私的に訪問することを禁じている』と

云う話がある」と議会質問したことに前副村長は、「その事実はない」と答弁していま

した。ところが、その直後職員から「副村長から『住民宅への私的な訪問は控えるよ

うに』と言われていたのは事実だ。議員が議会質問した直後、副村長から改めて

『住民宅を私的に訪問する時は、二人以上で行くように』と云う指示があった」と言

います。私は、職員に対するこうした統制は職員を信頼しきれない特定の幹部が、

自己の日頃の言動に世間から批判が出るのを恐れるが余りの自己保身策にすぎ

ず、村政運営にあっては「百害あって一利なし」と考えます。  

職員が、一般的に議員や首長の政策や政治姿勢について意見を述べることは、

地方公務員法３６条の「公務員の政治活動の禁止」条項には抵触しない」と考えて

います。むしろ奨励されて良い事ではないでしょうか。村長の所見を伺います。  

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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行政報告に対する質問 

２０２２年６月１６日 

笹 岡  寿 一 

住宅建設事業 

予算編成を前にして、計画に当たって如何なる調査をしたのか伺います。 

プロジェクトチームを編成したのは、何時ですか。 

「様々の課題」の内容、及び「年度内整備が難しいと判断した」と云う根拠の具体

的な説明を求めます。「別場所での建設を検討」とは、何を考えての事ですか。 

 

言語聴覚士による講演と耳鼻咽喉科診療 

先月の言語聴覚士の話は、好評の声が聞かれています。 

「今後、どのような支援を行っていけるか検討する」と云う事ですので、認定補聴

器技能者の支援が必要とされる間、毎月受けられるよう求めます。 

補聴器購入の助成対象者が「非課税」の所得制限は撤廃されましたでしょうか。 

補聴器の購入費用として、当面 15 万円を限度額として、30％の支援助成をされる

よう制度の設置を求めます。これにより都の助成率 50％との合計 80％が助成される

ことになります。但し、都の助成額は当然の事、都が決定します。 

初年度 10 名の方から 15 万円以上の機種購入の助成申請を受けたとしても、村の

負担額は 45 万円程です。それも、毎年の事ではありません。 

しかも、皆さん必ずしも 15 万円以上の機種を購入するとは限りません。 

当該事業の支援策を検討するに当たって、先進的に実施されている都内の足立区、

板橋区、豊島区の実態調査をされては如何でしょうか。「参考になる」と思います。 

 

東京愛らんどシャトル定期便運賃助成 

実施が遅くなった理由を伺います。 

島民証以外の、運転免許証、健康保険証等の提示でも割引適用が受けられるよう改

善を求めます。東海汽船は運転免許証の提示でも割引適用が受けられています。 

従来から要望してきているチャーター便の搭乗賃についても、通常搭乗料金の

50％の助成をするよう制度の実施を求めます。 
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令和 4年第 2回（6月）定例議会一般質問通告書 

令和 4年６月１６日 

利島村議会議長 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．ごみ焼却場建設に係る住民説明会の実施について 

 早期の稼働に向け、現在草案を東京都に提出中であり、その解答にかかる期間の目安もわからないとの

説明がありました。目標稼働時期があっての計画なのですから、大まかにいつまでに何ができていないと

いけないという利島村としてのタイムテーブルがあるはずです。事業計画のうち、タイムテーブルのみで

もお示しください。 

また、本計画に対する住民の関心は高く、村山村長の所信表明にあった住民の声を聴くという村政に対

する姿勢と相まって、行政がどういった方針でいるのか聞かせてほしいという要望があります。以前、執

行部の回答では、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止を理由に住民説明会の実施は見送られてきまし

た。しかし、先に行われたリサイクルフェスティバルは、まん延防止等重点措置中（３/７～３/２１）で

あっても開催されました。そこには社会活動、住民のつながりを止めない、絶やさないという思いや、努

力工夫があったのだと思います。このようにコロナ禍だから開催できないというのではなく、この状況下

で開催できる方策を模索していくことが必要ではないでしょうか。村山村長は住民説明会についてどの

ように考え、開催時期についてお答えください。 

 

２．今後の新型コロナウイルス感染症対策について 

① 国では６０歳以上を対象として４回目の接種の実施を計画していますが、それを受けて利島村で

は現段階でどのような摂取計画をお考えでしょうか。 

② コロナ禍及び緊急事態宣言等の発令により、昨今自粛を求められ制限を受けるものがあります。利

島村においても議会の傍聴人数の制限又は傍聴の中止、住民との対話会・説明会等の制限、中止をせ

ざるを得ない状況下にありました。しかしながら、まん延防止等重点措置が発令され、議会の傍聴も

中止されている最中にリサイクルフェスティバルが開催されました。今や社会・経済を動かしつつ、

安全に留意して進めていかなくてはならない世情となっていることから、開催を否定するものでは

ありません。ですが、住民からの関心度も高いごみ処理場建設に関する説明会はコロナ禍を理由に先

延ばしとなっています。行政側の基準があまりにも理解できるものではありません。一概に感染症対

策を理由に制限を設けることが妥当という時世ではなくなっているのではないでしょうか。対策を

講じた上で様々な事柄を正常に近いものに近付けていくことが求められているのではないでしょう

か。指針についてご説明ください。 

 

３．株式会社 TOSHIMAについて 

 定期航路運営事業に係る支出内容について質問します。 

 ① リース料の内、ラフテレーン・クレーンの４月、５月のリース料金について説明ください。 

 ② 広告料（IP 告知、広報としま、デジタルサイネージ等）における広報ごとの４月、５月の広報内

19/107



容、回数、請求金額についてご説明ください。 

 ③営業所建設積立金、社宅建設積立金を計上しているが、提出された計画内容を説明してください。 

 

４．島外医療機関通院交通費等支援事業費補助金制度等について 

今後、各種補助金を精査し、総合的に判断していくとし、本支援事業については対象者や補助金額に

ついて制度の見直しを今年度検討するとありましたが、見直さなければならない理由及び他の補助金制

度についても見直す予定があるのならばご説明ください。 

 

５．ドライアイス製造について 

 村内で亡くなった方がおられた場合、現在は島外から個人でドライアイスを搬入しております。その輸

送手段は漁船を所有しておられる方に頼らざるを得ない状況です。年間にこうした理由でドライアイス

が必要となる件数は多くはないでしょうが、何とか備える手段はないものでしょうか。行政の皆様にもお

知恵お力を貸していただき、実現に向けて行動していただけないものでしょうか。よろしくお願いいたし

ます。 

 以前、保冷剤を使用してはというお考えをいただきました。それに対して、住民より「一度使用した保

冷剤の保管場所はどこを想定して役場は提案しているのか、それに、洗うといっても使いまわしは心情的

に受け付けられない。氷を使うにしても、水が出てしまい、島外に連れていく際に手間になるし、ご遺体

も濡れてしまう。最大の理由としては時化等により島外に搬送できない日が続いた場合、保冷剤や氷では

温度的にご遺体を保っておけない。」というご意見でありました。このような意見を受けてのお考えを伺

います。 

 

６．ジンガ沢ストックヤードについて 

 これまで利用条件の緩和等を要望してまいりましたが、人員不足、そして利用者のモラルの低さを主た

る理由として実現には至っておりません。しかし、利島の基幹産業である椿山の整備から出る枝や下草等

の処理に際して圃場を利用させてほしいという住民の声があります。そこで、監視カメラの設置した上で

全日開放ということはできないでしょうか。ご検討をお願いします。 

 

７．停電時の対応について 

① 前議会にて、停電時のヘリポートの運営について質問させていただきました。その際、東邦航空と

相談するとの答弁がありました。相談の結果及びそれを受けての具体策を説明してください。 

② 以前、災害時に避難所における電力確保に電気自動車を使用する計画があったかと思います。ヘリ

ポートの電力供給もままならないもので避難所の電源として利用ができるものなのでしょうか。村

としてはどの程度の範囲まで利用を想定しているのかご説明ください。 

③ 停電時に防災無線放送が受ける影響についてご説明ください。 

８．東京愛らんどシャトル定期便に対する運賃助成について 

先の議会において運賃助成制度を導入する旨答弁がありました。早急に対応するとありましたが、事業

の開始が６月となった経緯についてお答えください。 
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令和 4 年６月１６日 

井口 保 

 

 

令和 4 年第二回定例議会一般質問 

 

 

 

１．村営住宅補修は？ 

  何年か前に住宅補修について質問したところ、長寿命化補修をしていくとの答弁が有

りましたが、その後修理等はなされていませんが、いつ頃を予定していますか。 

 

２．水道事業について 

  ２本目のボーリングをする予定でいると思いますが、いつ頃始めるのか質問します。 

 

３．補聴器について 

  ５月に耳鼻科の専門診療の先生が見えられましたが、本村では難聴の方が多くいるみ

たいですとの説明を聞きました。９～１０月頃に補聴器専門の方に来て頂いてはいか

がですかという話をしていました。本村では検討して貰えないかと思いますがいかが

でしょうか。 

 

４．農業用具等の助成について 

  利島農協を通じて農業用補助金について３月議会でお願いをしましたが、その後の経

過の説明を願います。 

 

以上 
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（本頁は白紙です） 
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報告第 ２号 

議案第３７号 

 

 

専決処分の承認を求める件について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により別紙のとおり専

決処分したので、同条第３項の規定により報告する。 

 

 

記 

 

 「処分事項」 

 

  利島村村税条例の一部を改正する条例 

 

 

   令和 ４年 ６月１６日 

 

              提出者 東京都利島村長    村 山  将 人 

 

 

議決第   号 

承認第   号 

 

   令和 ４年 ６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） 

24/107



専 決 処 分 書 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下記のとおり

専決処分する。 

 

 

記 

 

「処分事項」 

 

  利島村村税条例の一部を改正する条例 

 

 

  

  令和 ４年 ６月１６日 

 

 

                    東京都利島村長  村 山  将 人 

 

 

 「処分理由」 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）が令和４年３月３１日に公

布された。 

  同法を受け、利島村村税条例の一部を改正する条例を改正し、令和４年４月１日に施

行する必要があるため。 
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（本頁は白紙です） 
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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

◎ 扶養親族等申告書における記載事項の追加（第３６条の２）

市町村が個人住民税の配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の適用を
判定する際の配偶者及び扶養親族等の合計所得金額については、給与支
払報告書・公的年金等支払報告書・確定申告書等の課税資料により把握し
ていますが、これらの課税資料に記載されている合計所得は所得税法上の
合計所得であり、分離課税される退職所得を含んでいる可能性があり、退職
所得を含まないとされる地方税法上の合計所得金額と差異がありました。今
回の改正により配偶者等が退職所得を有する場合、給与所得者が給与支払
者へ提出する扶養親族等申告書にその旨を記載することを明記することによ
り、市町村が配偶者控除等の判定に必要な情報を確実に把握できるように
措置されました。

◎ 上場株式等の配当及び譲渡所得に係る課税方式の一致
（第３３条、第３４条の９、附則第１６条の３）

上場株式等の配当及び譲渡所得について、現行制度においては、所得税は総合課税又
は申告分離課税を選択し（譲渡所得は申告分離課税のみ）、個人住民税は申告不要を選
択することが可能でしたが、金融所得課税は、所得税と個人住民税が一体として設計され
たことを踏まえ、所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択することを不可能と
し、課税方式を一致させ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

◎ 固定資産税に係る登記所から市町村への通知事項の拡大に伴う所要の措置
（第１８条の４、第７３条の２、第７３条の３）

登記所から市町村に所有権移転等の登記情報が通知される際に、登記に記載されている者がDV被害者等である場合、通
知事項に「住所に代わる事項（DV被害者等の親族・知人の住所や、支援団体の住所等を想定）」が記載される。これに伴い、
市町村が固定資産税の証明書を発行する際にも、登記住所ではなく「住所に代わる事項」を記載します。

◎ 住宅ローン控除期間の延長（附則第７条の３の２）

所得税における住宅ローン控除の適用期限が令和３年１２月３１日から４年延長されることに伴い、
個人住民税についても引き続き、所得税から控除しきれなかった額を控除限度額の範囲内において
控除します。なお、控除限度額については、消費税平準化対策が終了したことから、所得税の課税
総所得金額等の７％（最高１３.６５万円）から５％（最高９.７５万円）に引き下げられます。

◎ 省エネ改修を行った既存住宅に係る税額の減額措置の拡充及び縮減並び
に適用期限の延長（附則第１０条の３）

現行の制度において、平成２０年１月１日以前から所在する住宅について、令和４年３月３１日
までに、省エネ改修工事のうち、工事費用５０万円超の断熱改修工事を行った場合、翌年分の
固定資産税額が１年間、１２０㎡相当分について３分の１減額されます。今回の改正により、平
成２６年４月１日以前から所在する住宅に拡充し、工事要件を断熱改修工事費用が６０万円超
又は断熱改修工事に係る費用が５０万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率
給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて６０万円に変更します。
また、適用期限を２年間延長します。
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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） 

（納税証明書の交付手数料） （納税証明書の交付手数料） 

第18条の４ 法第20条の10の納税証明書の交付                      

                                                              

   手数料は、利島村事務手数料条例（昭和51年条例第15号）の規定に

より徴収する。ただし、道路運送車両法第97条の２に規定する証明書

については手数料を徴しない。 

第18条の４ 法第20条の10の納税証明書の交付（法第382条の４に規定す

る当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）

の手数料は、利島村事務手数料条例（昭和51年条例第15号）の規定に

より徴収する。ただし、道路運送車両法第97条の２に規定する証明書

については手数料を徴しない。 

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 

第33条 （略） 第33条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月１日

の属する年度分の特定配当等申告書（村民税の納税通知書が送達され

る時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において

同じ。）に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則

に定める事項の記載があるとき（特定配当等申告書にその記載がない

ことについてやむを得ない理由があると村長が認めるときを含む。）

は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。ただ

し、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出

された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を

勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると村長が認め

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第36条の３第１項に規定する

確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規

則に定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金

額については、適用しない。 
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るときは、この限りでない。 

(1) 第36条の２第１項の規定による申告書 

(2) 第36条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前号

に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確

定申告書に限る。） 

５ （略） ５ （略） 

６ 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌

年の４月１日の属する年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書（村民

税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書を

いう。以下この項において同じ。）に特定株式等譲渡所得金額に係る

所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があると

き（特定株式等譲渡所得金額申告書にその記載がないことについてや

むを得ない理由があると村長が認めるときを含む。）は、当該特定株

式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。ただし、

第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書がいずれも提出され

た場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案

して、この項の規定を適用しないことが適当であると村長が認めると

きは、この限りでない。 

(1) 第36条の２第１項の規定による申告書 

(2) 第36条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前号

に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確

定申告書に限る。） 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第36条の３第１項に規定する

確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項

その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲

渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。 
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（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～エ （略） ア～エ （略） 

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。） 

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                                                

                                                          

                                                          

                                  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～コ （略） カ～コ （略） 

(2) （略） (2) （略） 

２ （略） ２ （略） 
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（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第34条の９ 所得割の納税義務者が、第33条第４項に規定する特定配当

等申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となっ

た特定配当等の額について法第２章第１節第５款の規定により配当割

額を課された場合又は同条第６項に規定する特定株式等譲渡所得金額

申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の

基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同節第６款の規定によ

り株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株

式等譲渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、第34条の３及び前

３条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

第34条の９ 所得割の納税義務者が、第33条第４項に規定する確定申告

書      に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となっ

た特定配当等の額について法第２章第１節第５款の規定により配当割

額を課された場合又は同条第６項に規定する確定申告書            

      に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の

基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同節第６款の規定によ

り株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株

式等譲渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、第34条の３及び前

３条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除す

ることができなかった金額があるときは、当該控除することができな

かった金額は、令第48条の９の３から第48条の９の６までに定めると

ころにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかっ

た金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の

個人の都民税                            若しくは村民税に充当

し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除す

ることができなかった金額があるときは、当該控除することができな

かった金額は、令第48条の９の３から第48条の９の６までに定めると

ころにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかっ

た金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の確定申告書に係る年の

末日の属する年度の翌年度分の個人の都民税若しくは村民税に充当

し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。 

３ （略） ３ （略） 

（村民税の申告） （村民税の申告） 

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる者は、３月15日までに、施行

規則第５号の４様式（別表）による申告書を村長に提出しなければな

らない。ただし、法第317条の６第１項又は第４項の規定により給与支

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる者は、３月15日までに、施行

規則第５号の４様式（別表）による申告書を村長に提出しなければな

らない。ただし、法第317条の６第１項又は第４項の規定により給与支
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払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から１月

１日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中

において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を

有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった

者で社会保険料控除額（令第48条の９の７に規定するものを除く。）、

小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、

勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所得税法第２条第１項第33号の

４に規定する源泉控除対象配偶者                                

                                                              

                                                              

        に係るものを除く。）若しくは法第314条の２第４項に規定す

る扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控

除額の控除、法第313条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第

９項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第34条の

７第１項（同項第２号に掲げる寄附金（特定非営利活動促進法第２条

第３項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第４項に規定する

特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第６項において同

じ。）に係る部分を除く。）及び第２項の規定により控除すべき金額

（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除を受け

ようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得

を有しなかった者」という。）及び第24条第２項に規定する者（施行

規則第２条の２第１項の表の上欄の（二）に掲げる者を除く。）につ

いては、この限りでない。 

払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から１月

１日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中

において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を

有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった

者で社会保険料控除額（令第48条の９の７に規定するものを除く。）、

小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、

勤労学生控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前年の合

計所得金額が900万円以下であるものに限る。）の法第314条の２第１

項第10号の２に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所

得金額が95万円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当し

ないものに係るものを除く。）若しくは法第314条の２第４項に規定す

る扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控

除額の控除、法第313条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第

９項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第34条の

７第１項（同項第２号に掲げる寄附金（特定非営利活動促進法第２条

第３項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第４項に規定する

特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第６項において同

じ。）に係る部分を除く。）及び第２項の規定により控除すべき金額

（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）の控除を受け

ようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得

を有しなかった者」という。）及び第24条第２項に規定する者（施行

規則第２条の２第１項の表の上欄の（二）に掲げる者を除く。）につ

いては、この限りでない。 
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２ 前項の規定により申告書を村長に提出すべき者のうち、前年の合計

所得金額が基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下で

ある者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄に掲げる者を除く。）

が提出すべき申告書の様式は、施行規則第２条第４項ただし書の規定

により、村長の定める様式による。 

２ 前項の規定により申告書を村長に提出すべき者のうち、前年の合計

所得金額が基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下で

ある者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄に掲げる者を除く。）

が提出すべき申告書の様式は、施行規則第２条第３項ただし書の規定

により、村長の定める様式による。 

３～10 （略） ３～10 （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等申告書） 

第36条の３の２ 所得税法第194条第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（以下この条において「給与所得

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

に経由すべき同項に規定する給与等の支払者（以下この条において「給

与支払者」という。）から毎年最初に給与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り、次に掲げる事項を記載した申

告書を、当該給与支払者を経由して、村長に提出しなければならない。 

第36条の３の２ 所得税法第194条第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（以下この条において「給与所得

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

に経由すべき同項に規定する給与等の支払者（以下この条において「給

与支払者」という。）から毎年最初に給与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り、次に掲げる事項を記載した申

告書を、当該給与支払者を経由して、村長に提出しなければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

 (2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が1,000万円以下であるもの

に限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第313条第３項に規定

する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を

受けるもの及び同条第４項に規定する事業専従者に該当するものを

除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第１項に

おいて同じ。）の氏名 

(2) （略） (3) （略） 
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(3) （略） (4) （略） 

２～５ （略） ２～５ （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等申告書） 

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。 

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、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が9

00万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退

職手当等（第53条の２に規定する退職手当等に限る。以下この項にお

いて同じ。）に係る所得を有する者であって、合計所得金額が95万円

以下であるものに限る。）をいう。第２号において同じ。）又は扶養

親族（控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有しない者

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) （略） (1) （略） 

 (2) 特定配偶者の氏名 
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(2) （略） (3) （略） 

(3) （略） (4) （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（法人の村民税の申告納付） （法人の村民税の申告納付） 

第48条 （略） 第48条 （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

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11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。 

９ 法第321条の８第62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62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11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。 

10～14 （略） 10～14 （略） 

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12項前段の期間内に行

う第９項の申告については、第12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。 

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71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12項前段の期間内に行

う第９項の申告については、第12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。 
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16 （略） 16 （略） 

（固定資産課税台帳の閲覧の手数料） （固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第73条の２ 法第382条の２に規定する固定資産課税台帳             

                                            の閲覧の手数料    

                                                              

                         は、利島村事務手数料条例第３条の規定に

より徴収する。ただし、法第416条第３項又は第419条第８項の規定に

より公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあって

は、手数料を徴しない。 

第73条の２ 法第382条の２に規定する固定資産課税台帳（同条第１項た

だし書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧（法第382条の

４に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたもの

の閲覧を含む。）の手数料は、利島村事務手数料条例第３条の規定に

より徴収する。ただし、法第416条第３項又は第419条第８項の規定に

より公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあって

は、手数料を徴しない。 

（固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料） （固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料） 

第73条の３ 法第382条の３に規定する固定資産課税台帳に記載されて

いる事項の証明書                                              

      の交付                                                  

                                     手数料は、利島村事務手数料

条例第３条の規定により徴収する。 

第73条の３ 法第382条の３に規定する固定資産課税台帳に記載されて

いる事項の証明書（同条ただし書の規定による措置を講じたものを含

む。）の交付（法第382条の４に規定する当該証明書に住所に代わる事

項の記載をしたものの交付を含む。）の手数料は、利島村事務手数料

条例第３条の規定により徴収する。 

（種別割の減免） （種別割の減免） 

第89条 村長は、公益のため直接専用する軽自動車等のうち必要と認め

るものに対しては、種別割を減免することができる。 

第89条 村長は、公益のため直接専用する軽自動車等のうち必要と認め

るものに対しては、種別割を減免する      。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（身体障害者等に対する種別割の減免） （身体障害者等に対する種別割の減免） 

第90条 村長は、次に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるものに対し

ては、種別割を減免することができる。 

第90条 村長は、次に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるものに対し

ては、種別割を減免する      。 
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(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

附 則 附 則 

第７条の３の２ 平成22年度から令和15年度までの各年度分の個人の村

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措

置法第41条又は第41条の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が

平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和３年までの各年であ

る場合に限る。）において、前条第１項の規定の適用を受けないとき

は、法附則第５条の４の２第５項（同条第７項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。）に規定するところにより控除すべき額を、

当該納税義務者の第34条の３及び第34条の６の規定を適用した場合の

所得割の額から控除する。 

第７条の３の２ 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の村

民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措

置法第41条又は第41条の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が

平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和７年までの各年であ

る場合に限る。）において、前条第１項の規定の適用を受けないとき

は、法附則第５条の４の２第５項（同条第７項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。）に規定するところにより控除すべき額を、

当該納税義務者の第34条の３及び第34条の６の規定を適用した場合の

所得割の額から控除する。 

２ （略） ２ （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。 

３ 法附則第15条第15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15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。 

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。 

４ 法附則第15条第22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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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。 

５ 法附則第15条第23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。 

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。 

６ 法附則第15条第23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。 

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。 

７ 法附則第15条第23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。 

８ 法附則第15条第25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。 

８ 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。 

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。 

９ 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。 

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。 

10 法附則第15条第26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。 

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。 

11 法附則第15条第26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。 

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。 

12 法附則第15条第26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。 

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。 

13 法附則第15条第26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。 

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。 

14 法附則第15条第26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。 

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。 

15 法附則第15条第26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。 
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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。 

16 法附則第15条第26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。 

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。 

17 法附則第15条第26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。 

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。 

18 法附則第15条第26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。 

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。 

19 法附則第15条第26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。 

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。 

20 法附則第15条第29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。 

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。 

21 法附則第15条第33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。 

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。 

22 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。 

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。 

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。 

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。 

24 法附則第15条第43項に規定する市町村の条例で定める割合は０とす

る。 

 25 法附則第15条第44項に規定する市町村の条例で定める割合は３/４

とする。 

25 （略） 26 （略） 
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26 （略） 27 （略） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

第10条の３ （略） 第10条の３ （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

９ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修住宅  又は同条第10項の

熱損失防止改修専有部分  について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工事  が完了した

日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第７条第９項各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければなら

ない。 

９ 法附則第15条の９第９項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項の

熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した

日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第７条第９項各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければなら

ない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 熱損失防止改修工事  が完了した年月日 (4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日 

(5) 熱損失防止改修工事  に要した費用及び令附則第12条第31項に

規定する補助金等 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に

規定する補助金等 

(6) 熱損失防止改修工事  が完了した日から３月を経過した後に申

告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなかった

理由 

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から３月を経過した後に申

告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなかった

理由 

10 （略） 10 （略） 

11 法附則第15条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改修住宅  

又は同条第５項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分  につい

て、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第15条の９第

11 法附則第15条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改修等住宅

又は同条第５項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分につい

て、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第15条の９第
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９項に規定する熱損失防止改修工事  が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第11項各号に

掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。 

９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第11項各号に

掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 熱損失防止改修工事  が完了した年月日 (4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日 

(5) 熱損失防止改修工事  に要した費用及び令附則第12条第31項に

規定する補助金等 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第12条第31項に

規定する補助金等 

(6) 熱損失防止改修工事  が完了した日から３月を経過した後に申

告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなかった

理由 

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から３月を経過した後に申

告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなかった

理由 

12・13 （略） 12・13 （略） 

（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） 

（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349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

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349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

（商業地等に係る令和４年度分の固定資産税にあっては、100分の2.5）

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、
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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。 

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。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る村民税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得等に係る村民税の課税の特例） 

第16条の３ （略） 第16条の３ （略） 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特

定上場株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当

等」という。）に係る配当所得に係る部分は、村民税の所得割の納税

義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の

４月１日の属する年度分の村民税について特定上場株式等の配当等に

係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のあ

る第33条第４項に規定する特定配当等申告書を提出した場合（次に掲

げる場合を除く。）に限り適用するものとし、村民税の所得割の納税

義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配

当所得について同条第１項及び第２項並びに第34条の３の規定の適用

を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の

特定上場株式等の配当等に係る配当所得について、前項の規定は、適

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特

定上場株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当

等」という。）に係る配当所得に係る部分は、村民税の所得割の納税

義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当

所得につき同条第１項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。 

43/107



 

用しない。 

(1) 第33条第４項ただし書の規定の適用がある場合 

(2) 第33条第４項第１号に掲げる申告書及び同項第２号に掲げる申

告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載され

た事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適

当であると村長が認めるとき。 

３ （略） ３ （略） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得

に係る村民税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得

に係る村民税の課税の特例） 

第17条の２ （略） 第17条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、所

得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33

条から第33条の４まで、第34条から第35条の３まで、第36条の２、第3

6条の５、第37条、第37条の４から第37条の６まで、第37条の８又は第

37条の９の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第１項

に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住

宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、所

得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33

条から第33条の４まで、第34条から第35条の３まで、第36条の２、第3

6条の５、第37条、第37条の４から第37条の６まで又は第37条の８    

        の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第１項

に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住

宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の村民税の課税の特

例） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の村民税の課税の特

例） 

第20条の２ （略） 第20条の２ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の

４月１日の属する年度分の特例適用配当等申告書（村民税の納税通知

書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下こ

の項において同じ。）に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の

記載があるとき（特例適用配当等申告書にその記載がないことについ

てやむを得ない理由があると村長が認めるときを含む。）に限り、適

用する。ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書が

いずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項そ

の他の事情を勘案して、同項後段の規定を適用しないことが適当であ

ると村長が認めるときは、この限りでない。 

(1) 第36条の２第１項の規定による申告書 

(2) 第36条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前号

に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確

定申告書に限る。） 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得

税に係る第36条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の

適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。 

５ （略） ５ （略） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の村民税の課税の特

例） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の村民税の課税の特

例） 

第20条の３ （略） 第20条の３ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の

４月１日の属する年度分の条約適用配当等申告書（村民税の納税通知

書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下こ

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得

税に係る第36条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の

適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。 
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の項において同じ。）に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の

記載があるとき（条約適用配当等申告書にその記載がないことについ

てやむを得ない理由があると村長が認めるときを含む。）に限り、適

用する。ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書が

いずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項そ

の他の事情を勘案して、同項後段の規定を適用しないことが適当であ

ると村長が認めるときは、この限りでない。 

(1) 第36条の２第１項の規定による申告書 

(2) 第36条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前号

に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確

定申告書に限る。） 

５ （略） ５ （略） 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適用がある場

合（第３項後段の規定の適用がある場合を除く。）における第34条の

９の規定の適用については、同条第１項中「又は同条第６項」とある

のは「若しくは附則第20条の３第３項前段に規定する条約適用配当等

（以下「条約適用配当等」という。）に係る所得が生じた年の翌年の

４月１日の属する年度分の同条第４項に規定する条約適用配当等申告

書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等

に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合（条約適用配当等申

告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると村

長が認めるときを含む。）であって、当該条約適用配当等に係る所得

の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条約等

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適用がある場

合（第３項後段の規定の適用がある場合を除く。）における第34条の

９の規定の適用については、同条第１項中「又は同条第６項」とある

のは「若しくは附則第20条の３第３項前段に規定する条約適用配当等

（以下「条約適用配当等」という。）に係る所得が生じた年分の所得

税に係る                同条第４項に規定する確定申告書にこの項

          の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等

に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合                  

                                                              

                        であって、当該条約適用配当等に係る所得

の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条約等
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の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第

３条の２の２第１項の規定及び法第２章第１節第５款の規定により配

当割額を課されたとき、又は第33条第６項」と、同条第３項中「法第3

7条の４」とあるのは「租税条約等実施特例法第３条の２の２第９項の

規定により読み替えて適用される法第37条の４」とする。 

の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律

（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第

３条の２の２第１項の規定及び法第２章第１節第５款の規定により配

当割額を課されたとき、又は第33条第６項」と、同条第３項中「法第3

7条の４」とあるのは「租税条約等実施特例法第３条の２の２第９項の

規定により読み替えて適用される法第37条の４」とする。 

（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） 

第26条 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条第４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16年度」とする。 

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。 
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利島村村税条例等の一部を改正する条例(令和３年条例第７号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

 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。  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36条の３の３第１項中「扶養親族（」の次に「年齢16歳未満の者又は」

を加え、「有しない者を除く」を「有する者に限る」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。 

附 則 附 則 

（村民税に関する経過措置） （村民税に関する経過措置） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 新条例の規定中個人の村民税に関する部分              

あ    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。 

４ 新条例第24条第２項、第32条第１号及び第36条の３の３第１項並びに

附則第５条第１項の規定は、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。 
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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18条の４中「交付」の次に「（法第382条の４に規定する当該証明書に住所に代

わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の」を加える。 

第33条第４項を次のように改める。 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第36条の３第１項に規定する確定申告書に

特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載が

あるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 

第33条第６項を次のように改める。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第36条の３第１項に規定する確定申告書に

特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める

事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額につい

ては、適用しない。 

第34条の７第１項第１号オ中「（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。）」を削る。 

第34条の９第１項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金額申告書」

を「確定申告書」に改め、同条第２項中「申告書に係る年度分の個人の都民税」を「確

定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の都民税」に改める。 

第36条の２第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第33号の４に規定する源泉

控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が900万円以下であ

るものに限る。）の法第314条の２第１項第10号の２に規定する自己と生計を一にする

配偶者（前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に
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該当しないもの」に改め、同条第２項中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項

ただし書」に改める。 

第36条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、

同条第１項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加

える。 

(2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が１,000万円以下であるものに限る。）

の自己と生計を一にする配偶者（法第313条第３項に規定する青色事業専従者

に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第４項に

規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下であ

るものに限る。次条第１項において同じ。）の氏名 

第36条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、

同条第１項中「あって、」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額

が900万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等（第

53条の２に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所得を有

する者であって、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。）をいう。第２号に

おいて同じ。）又は」を、「控除対象扶養親族」の次に「であって退職手当等に係る所

得を有しない者」を加え、同項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号

の次に次の１号を加える。 

(2) 特定配偶者の氏名 

第48条第９項中「第321条の８第60項」を「第321条の８第62項」に、「同条第60項」

を「同条第62項」に改め、同条第15項中「第321条の８第69項」を「第321条の８第71

項」に改める。 

第73条の２中「固定資産課税台帳」の次に「（同条第１項ただし書の規定による措

置を講じたものを含む。）」を加え、「閲覧の手数料」を「閲覧（法第382条の４に規定

する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。）の手数

料」に改める。 

第73条の３中「証明書」の次に「（同条ただし書の規定による措置を講じたものを

含む。）」を、「交付」の次に「（法第382条の４に規定する当該証明書に住所に代わる

事項の記載をしたものの交付を含む。）の」を加える。 
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第89条第１項及び第90条第１項中「減免することができる」を「減免する」に改

める。 

附則第７条の３の２第１項中「令和15年度」を「令和20年度」に、「令和３年」を

「令和７年」に改める。 

附則第10条の２第３項中「附則第15条第16項」を「附則第15条第15項」に改め、

同条第４項中「附則第15条第23項」を「附則第15条第22項」に改め、同条第５項中「附

則第15条第24項第１号」を「附則第15条第23項第１号」に改め、同条第６項中「附則

第15条第24項第２号」を「附則第15条第23項第２号」に改め、同条第７項中「附則第

15条第24項第３号」を「附則第15条第23項第３号」に改め、同条第８項中「附則第15

条第25項第１号」を「附則第15条第24項第１号」に改め、同条第９項中「附則第15

条第25項第２号」を「附則第15条第24項第２号」に改め、同条第10項中「附則第15

条第27項第１号イ」を「附則第15条第26項第１号イ」に改め、同条第11項中「附則第

15条第27項第１号ロ」を「附則第15条第26項第１号ロ」に改め、同条第12項中「附則

第15条第27項第１号ハ」を「附則第15条第26項第１号ハ」に改め、同条第13項中「附

則第15条第27項第１号ニ」を「附則第15条第26項第１号ニ」に改め、同条第14項中「附

則第15条第27項第２号イ」を「附則第15条第26項第２号イ」に改め、同条第15項中「附

則第15条第27項第２号ロ」を「附則第15条第26項第２号ロ」に改め、同条第16項中「附

則第15条第27項第２号ハ」を「附則第15条第26項第２号ハ」に改め、同条第17項中「附

則第15条第27項第３号イ」を「附則第15条第26項第３号イ」に改め、同条第18項中「附

則第15条第27項第３号ロ」を「附則第15条第26項第３号ロ」に改め、同条第19項中「附

則第15条第27項第３号ハ」を「附則第15条第26項第３号ハ」に改め、同条第20項中「附

則第15条第30項」を「附則第15条第29項」に改め、同条第21項中「附則第15条第34

項」を「附則第15条第33項」に改め、同条第22項中「附則第15条第35項」を「附則第

15条第34項」に改め、同条第23項中「附則第15条第42項」を「附則第15条第39項」に

改め、同条第24項中「附則第15条第46項」を「附則第15条第43項」に改め、同条中第

26項を第27項とし、第25項を第26項とし、第24項の次に次の１項を加える。 

25 法附則第15条第44項に規定する市町村の条例で定める割合は３/４とする。 

附則第10条の３第９項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住宅」に、

「熱損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、「熱損失防止改修
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工事」を「熱損失防止改修工事等」に改め、同条第11項中「特定熱損失防止改修住宅

又は」を「特定熱損失防止改修等住宅又は」に、「特定熱損失防止改修住宅専有部分」

を「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防

止改修工事等」に改める。 

附則第12条第１項中「100分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分の固定

資産税にあっては、100分の２.５）」を加える。 

附則第16条の３第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場株式等

の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。）に係る配当

所得に係る部分は、村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定

上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第１項の規定の適用を受けた場合

に限り適用する。 

附則第17条の２第３項中「、第37条の８又は第37条の９」を「又は第37条の８」

に改める。 

附則第20条の２第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第36

条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨

の記載があるときに限り、適用する。 

附則第20条の３第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第36

条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨

の記載があるときに限り、適用する。 

附則第20条の３第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を「年分の所

得税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書にこの項」に改

め、「（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由

があると村長が認めるときを含む。）」を削る。 

附則第26条を削る。 

（利島村村税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 利島村村税条例等の一部を改正する条例(令和３年条例第７号)の一部を次の
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ように改正する。 

利島村村税条例第36条の３の３第１項の改正規定中「控除対象扶養親族を除く」

を「年齢16歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢16歳未満の者又は」を加え、

「有しない者を除く」を「有する者」に改める。 

附則第２条第４項中「の規定中個人の村民税に関する部分」を「第24条第２項、

第32条第１号及び第36条の３の３第１項並びに附則第５条第１項の規定」に改める。 

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４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。 

(1) 第１条中利島村村税条例第36条の３の２の見出し及び同条第１項並びに第36条

の３の３の見出し及び同条第１項の改正規定並びに同条例附則第７条の３の２第

１項及び第17条の２第３項の改正規定並びに同条例附則第26条を削る改正規定並

びに第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）の規定並びに附則第３条第１項及び

第２項の規定 令和５年１月１日 

(2) 第１条中利島村村税条例第33条第４項及び第６項、第34条の９第１項及び第２

項並びに第36条の２第１項ただし書及び第２項の改正規定並びに同条例附則第16

条の３第２項、第20条の２第４項並びに第20条の３第４項及び第６項の改正規定

並びに第２条（利島村村税条例等の一部を改正する条例(令和３年条例第７号)附

則第２条第４項の改正規定に限る。）の規定並びに附則第３条第３項の規定 令和

６年１月１日 

(3) 第１条中利島村村税条例第18条の４の改正規定、同条例第73条の２の改正規定

（「固定資産課税台帳」の次に「（同条第１項ただし書の規定による措置を講じた

ものを含む。）」を加える部分を除く。）及び同条例第73条の３の改正規定（「事項

の証明書」の次に「（同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）」を加

える部分を除く。）並びに次条並びに附則第４条第３項及び第４項の規定 民法等

の一部を改正する法律（令和３年法律第24号）附則第１条第２号に掲げる規定の

施行の日 

（納税証明書に関する経過措置） 
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第２条 前条第３号に掲げる規定による改正後の利島村村税条例第18条の４（地方税法

（昭和25年法律第226号）第382条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる

規定の施行の日以後にされる同法第20条の10の規定による証明書の交付について適

用する。 

（村民税に関する経過措置） 

第３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36

条の３の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日（以下この項

及び次項において「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき新条例第36条の

３の２第１項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に規定する申告

書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき第１条の規定による改正前の利

島村村税条例（次項において「旧条例」という。）第36条の３の２第１項に規定する

給与について提出した同項及び同条第２項に規定する申告書については、なお従前の

例による。 

２ 新条例第36条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき所得税

法（昭和40年法律第33号）第203条の６第１項に規定する公的年金等（同法第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。）

について提出する新条例第36条の３の３第１項に規定する申告書について適用し、１

号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第36条の３の３

第１項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

３ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の利島村村税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４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４年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和３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 令和２年４月１日から令和４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４年法律第１号）第１条の規定による改正前の地方税法附則第

15条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前
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の例による。 

３ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の利島村村税条例第73条の２（地方税

法第382条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にさ

れる同法第382条の２の規定による固定資産課税台帳（同条第１項ただし書の規定に

よる措置を講じたものを含む。）の閲覧について適用する。 

４ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の利島村村税条例第73条の３（地方税

法第382条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にさ

れる同法第382条の３の規定による証明書（同条ただし書の規定による措置を講じた

ものを含む。）の交付について適用する。 
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（本頁は白紙です） 
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報告第 ３号 

 

 

令和３年度利島村繰越明許費繰越計算書について 

 

 

 地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、令和３年度利島村一般会計予算の繰

越明許費に係る繰越計算書を調製したので、これを報告する。 

 

 

 

  令和 ４年 ６月１６日 

 

 

             提出者   東京都利島村長  村 山  将 人 

57/107



（単位：円）

国庫支出金 都支出金 その他
円 円 円 円 円 円 円

２.総務費
３.戸籍住民
基本台帳費

住民基本
台帳シス
テム改修

2,728,000 2,728,000 2,728,000 0

提出

東京都利島村
　村 長　　村 山　 将 人

令和３年度　利島村　繰越明許費繰越計算書

款 項 事業名 金額
翌年度繰

越額
既収入特
定財源

一般財源
未 収 入 特 定 財 源

左 の 財 源 内 訳

令和4年6月16日
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報告第 ４号 

 

 

令和３年度利島村繰越明許費繰越計算書について 

 

 

 地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により、令和３年度利島村簡易水道事業特別

会計予算の繰越明許費に係る繰越計算書を調製したので、これを報告する。 

 

 

 

  令和 ４年 ６月１６日 

 

 

             提出者   東京都利島村長  村 山  将 人 
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（単位：円）

国庫支出金 都支出金 その他
円 円 円 円 円 円 円

1.施設費
２．施設整
備費

簡水井戸
増設工事
事業

125,257,000 61,765,000 43,235,000 18,530,000

提出

東京都利島村
　村 長　　村 山　 将 人

既収入特
定財源

未 収 入 特 定 財 源
一般財源

令和4年6月16日

令和３年度　利島村　繰越明許費繰越計算書

款 項 事業名 金額
翌年度繰

越額

左 の 財 源 内 訳
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議案第３８号 

 

令和４年度東京都利島村一般会計補正予算＜第１号＞ 

 

令和４年度東京都利島村一般会計補正予算＜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歳入歳出それぞれ ７６，５２９ 千円を増額し、歳

入歳出予算の総額を １，６７４，５５５ 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４年 ６月１６日 

 

                  提出者 東京都利島村長 村 山  将 人 

 

議決第   号 

 

令和４年 ６月  日   原案  決 

 

 

                  東京都利島村議会議長  寺 田   優 
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令和４年度一般会計補正予算＜第１号＞の概要 

 

1 概要 

 

新型コロナウイルス感染症予防対策として可動式手洗いスタンド（WOSH）１台の導入を

行う。 

また、固定資産税の納付書にQRコード記載が義務化され今年度中に対応を行う必要があ

る為、固定資産税システムの導入を行う。 

また、施設の老朽化に伴う修繕費（庁舎・清掃センターの電気設備、清掃センター避雷

針、親水リクリエーション施設のトイレ）の増額計上を行う。 

また、地方創生臨時交付金追加交付に伴い、新型コロナウイルス感染症対策を迅速に行

えるよう予備費に国より示されている交付上限額分を追加計上する。 

その他判明した当初予算計上漏れや計上科目更正の為の計上を行った。 

 

2 一般会計補正予算 

（１）予算規模 

  補正前の額：1,598,026千円 補正額：76,529千円  計： 1,674,555千円  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,108 

△3,301 

 

 

61,162 

 

△7,440 

 

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 

 

18,079 

 

30,550 

 

 

491 

696 

 

5,815 

 

20,898 
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（２）補正予算の事業（主要なもの） 

※（○頁）は、議案書の頁番号を表している。 

 

① 可動式手洗いスタンド導入委託（総務費・総務課） 1,976 千円（77頁上段） 

【内容】 

新型コロナウイルス感染症予防対策として可動式手洗いス

タンド（WOSH）の導入を行う。常時は役場入口に設置。発災

時は避難所に設置する。水循環型手洗い機となっており、 

 使った水をその場で浄化し繰返し利用する。 

（手洗い場の設置等支援事業補助金10/10を活用予定） 

 

 

② 電動施設修繕工事（総務費・総務課） 2,027 千円（77頁中段） 

【内容】 

  役場電気設備の老朽化に伴い、修繕工事を行う必要がある為に計上。 

 

③ 庁舎EVコンセント増設工事（総務費・総務課）241 千円（77頁中段） 

【内容】 

 役場にある電気自動車６台に対し、充電可能なコンセントが１箇所のみの為、 

EVコンセントの増設工事を行う為に計上。 

 

④ 固定資産税システム導入委託（徴税費・総務課）13,750 千円（77頁下段） 

【内容】 

納付書にQRコード記載が義務化され、今年度中に対応する必要がある為に計上。 

 

⑤ 新型コロナウイルス感染症対策（衛生費・住民課）115 千円（79頁上段） 

【内容】 

PCR検査無料期間が延長された事を受け、村でもPCR検査キットを追加購入する 

為に計上。 

 

⑥ 清掃センター管理経費修繕費（清掃費・環境建設課）4,027 千円（79頁中段） 

【内容】 

 施設のシャッターの電気系統で漏電が発生したことからシャッター開閉のための回

路の修繕、また建屋避雷設備が破損しているため修繕を行うための修繕費を計上。 

 

⑦ 簡易水道事業繰出金（上下水道費・環境建設課）2,002 千円（79頁下段） 

【内容】 

 簡水会計における水道料金システム導入経費の増に伴う赤字補てんのための繰出し
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金増を計上。 

 

 

⑧ 合併処理浄化槽事業繰出金（上下水道費・環境建設課）24,359 千円（81頁下段） 

【内容】 

 浄化槽会計の公営企業会計システムの導入委託料・昨年度実施予定であった浄化槽

整備事業が、使用者の仕様変更等により今年度整備することとなったための整備費用の

増に伴う赤字補てんのための繰出し金の増を計上。 

 

⑨ 親水レクリエーション施設補修工事（商工費・産業観光課）491千円（81頁下段） 

【内容】 

 今年度、洋式トイレ化の工事を進める中で、１階天井部分の腐食が激しいことが分

かり、修繕工事が必要との判断をし修繕費を計上 

 

⑩ 定住促進住宅整備費（土木費・環境建設課）696 千円（81頁下段） 

【内容】 

 定住促進住宅の整備予定地において、予定地の境界杭がなくなっている等、境界測

量を実施する必要が生じた。個人の土地家屋調査士に依頼するため報償費として計上。 

 

⑪ ICT支援員委託（教育費・教育委員会）5,445 千円（83頁中段） 

【内容】 

 安定したリモート学習の実施に向けて、引き続きＩＣＴ支援員のサポートが必要と

なるため計上。 

 

⑫ 予備費の積み増し（予備費・総務課ほか）20,898 千円（83頁下段） 

【内容】 

13,000千円を計上していたが、国の地方創生臨時交付金追加交付を受け国から示さ 

れている交付限度額を元に予備費に計上し、新型コロナウイルス感染症対策等の非常 

時に備える。 
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（本頁は白紙です） 
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国庫支出金１４ 24,222 26,108 50,330

２国庫補助金 18,120 26,108 44,228

都支出金１５ 639,854 △3,301 636,553

２都補助金 628,570 △3,301 625,269

繰入金１８ 332,273 61,162 393,435

１基金繰入金 332,273 61,162 393,435

諸収入２０ 123,481 △7,440 116,041

４雑入 121,370 △7,440 113,930

歳　　　　入　　　　合　　　　計 1,598,026 76,529 1,674,555

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
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総務費２ 467,746 18,079 485,825

１総務管理費 425,797 4,329 430,126

２徴税費 21,367 13,750 35,117

６選挙費 1,662 0 1,662

衛生費４ 266,484 30,550 297,034

１保健衛生費 43,976 162 44,138

２清掃費 101,578 4,027 105,605

３上下水道費 120,930 26,361 147,291

労働費５ 21,750 0 21,750

１労働費 21,750 0 21,750

商工費７ 121,583 491 122,074

１商工費 30,813 491 31,304

土木費８ 139,409 696 140,105

３住宅費 77,664 696 78,360

教育費１０ 144,803 5,815 150,618

１教育総務費 35,169 0 35,169

２小学校費 66,017 5,815 71,832

予備費１４ 13,000 20,898 33,898

１予備費 13,000 20,898 33,898

歳　　　　出　　　　合　　　　計 1,598,026 76,529 1,674,555

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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村税 48,715１

地方譲与税 2,146２

利子割交付金 63３

配当割交付金 337４

株式等譲渡所得割交付金 289５

法人事業税交付金 64６

地方消費税交付金 7,985７

環境性能割交付金 458９

地方特例交付金 1１０

地方交付税 354,965１１

使用料及び手数料 20,396１３

国庫支出金 24,222１４

都支出金 639,854１５

財産収入 21,176１６

寄付金 1,600１７

繰入金 332,273１８

繰越金 1１９

諸収入 123,481２０

村債 20,000２１

1,598,026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
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0 48,715

0 2,146

0 63

0 337

0 289

0 64

0 7,985

0 458

0 1

0 354,965

0 20,396

26,108 50,330

△3,301 636,553

0 21,176

0 1,600

61,162 393,435

0 1

△7,440 116,041

0 20,000

76,529 1,674,555

（単位：千円）

補正額 計
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１議会費 17,832 0 17,832

２総務費 467,746 18,079 485,825

３民生費 171,489 0 171,489

４衛生費 266,484 30,550 297,034

５労働費 21,750 0 21,750

６農林水産業費 146,089 0 146,089

７商工費 121,583 491 122,074

８土木費 139,409 696 140,105

９消防費 29,841 0 29,841

１０教育費 144,803 5,815 150,618

１２公債費 58,000 0 58,000

１４予備費 13,000 20,898 33,898

歳　　　　出　　　　合　　　　計 1,598,026 76,529 1,674,555

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計
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23,577△7,4401,942

30,309241

491

696

6,089△274

20,898

82,060△7,4401,909

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）
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国庫支出金14 24,222 26,108 50,330

国庫補助金2 18,120 26,108 44,228

総務費国庫補助金1 14,157 20,898 35,055

教育費国庫補助金7 3,120 5,210 8,330

都支出金15 639,854 △3,301 636,553

都補助金2 628,570 △3,301 625,269

総務費都補助金1 511,300 1,942 513,242

衛生費都補助金3 9,703 241 9,944

教育費都補助金9 13,461 △5,484 7,977

繰入金18 332,273 61,162 393,435

基金繰入金1 332,273 61,162 393,435

基金繰入金1 332,273 61,162 393,435

諸収入20 123,481 △7,440 116,041

雑入4 121,370 △7,440 113,930

雑入1 121,370 △7,440 113,930

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 １４ 国庫支出金

14-02-01 総務費国庫補助金
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⑪新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金1総務費補助 20,898                    20,898
金

⑦学校施設環境改善交付金1教育費補助 5,210                     5,210
金

⑤手洗い場の設置等支援事補助金1総務費補助 1,942                     1,942
金

⑧PCR等検査無料化事業補助金1保健衛生費 241                       241
補助金

⑫ICT支援員補助金1教育費補助 △5,484                     4,084
⑬公立学校施設トイレ整備支援事業金                   △9,568

①財政調整基金繰入金1財政調整基 61,162                    61,162
金繰入金

51二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金1雑入 △7,440                  △21,406
58区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助                 △22,968
　金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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計補　　正　　額補 正 前 の 額
科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ２０ 諸収入

20-04-01 雑入
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77地産地消型再エネ増強プロジェクト                   36,934

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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△7,4401,9422総務費 467,746 18,079 485,825

△7,4401,942総務管理費1 425,797 4,329 430,126

△7,4402企画広報費 249,956 52 250,008
諸収入

△7,440

1,9424財産管理費 77,813 4,277 82,090
都支出金

1,942

徴税費2 21,367 13,750 35,117

1徴税費 21,367 13,750 35,117

選挙費6 1,662 0 1,662

4参議院議員選挙費 1,621 0 1,621

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

02-01-02 企画広報費

76/107



23,577

9,827

7,492 11役　務　費 9                  52１４ふるさと納税事業

                  9　１１役　務　費

                  9　　　手数料
12委　託　料 825 　　　　ふるさと納税BPO処理手数料

                 43　１３使用料及び賃借料

                 43　　　使用料及び賃借料
13使用料及び △782 　　　　ふるさとチョイスシステム使用料

賃借料                   0１５村内情報通信基盤網管理

                825　１２委　託　料

                825　　　業務委託料
　　　　港・山頂向けカメラ保守業務

              △825　１３使用料及び賃借料

              △825　　　使用料及び賃借料
　　　　港・山頂向けカメラ保守料

2,335 12委　託　料 2,009               4,277　３財産管理経費

              2,009　１２委　託　料

              2,009　　　業務委託料
14工事請負費 2,268               1,976　　　　可動式手洗いスタンド（WOSH）導入委託

                 33　　　　WOSH保守サポート委託料

              2,268　１４工事請負費

              2,268　　　工事請負費

              2,027　　　　電気設備修繕工事

                241　　　　庁舎EVコンセント増設工事

13,750

13,750 12委　託　料 13,750              13,750　２徴税事務費

             13,750　１２委　託　料

             13,750　　　業務委託料
　　　　固定資産税システム導入委託

3職員手当等 △26                   0　１参議院議員選挙経費

               △26　　３職員手当等

               △26　　　選挙事務手当
8旅　　　費 △49 　　　　選挙事務手当

               △49　　８旅　　　費

               △49　　　旅費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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2414衛生費 266,484 30,550 297,034

241保健衛生費1 43,976 162 44,138

2411保健衛生費 30,724 154 30,878
都支出金

241

2環境衛生費 275 8 283

清掃費2 101,578 4,027 105,605

1ごみ処理費 62,561 4,027 66,588

上下水道費3 120,930 26,361 147,291

1簡易水道事業費 66,528 2,002 68,530

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

02-06-04 参議院議員選挙費
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12委　託　料 75 　　　　普通管外旅費

                 75　１２委　託　料

                 75　　　業務委託料
　　　　ポスター掲示板設置撤去委託料

30,309

△79

△87 7報　償　費 △251                   0　３成人保健事業

              △251　　７報　償　費

              △251　　　謝礼金
10需　用　費 115 　　　　専門職招聘報償費（謝礼金）

                251　１２委　託　料

                251　　　業務委託料
11役　務　費 39 　　　　栄養指導業務委託

                  3１７新型コロナウィルスワクチン接種事業

                  3　１１役　務　費
12委　託　料 251                   3　　　手数料

　　　　ワクチン接種事務手数料

                151１８新型コロナウイルス対策事業

                115　１０需　用　費

                115　　　消耗品費
　　　　新型コロナウィルス感染症対策消耗品費

                 36　１１役　務　費

                 36　　　通信運搬費
　　　　通信運搬費

811役　務　費 8                   8　１ねこ去勢・避妊事業

                  8　１１役　務　費

                  8　　　通信運搬費
　　　　ねこ運搬費

4,027

4,027 10需　用　費 4,027               4,027　１清掃センター管理経費

              4,027　１０需　用　費

              4,027　　　修繕費
　　　　修繕費（維持補修費）

26,361

2,002 27繰　出　金 2,002               2,002　１簡易水道事業会計繰出金

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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2合併処理浄化槽事 54,402 24,359 78,761
業費

5労働費 21,750 0 21,750

労働費1 21,750 0 21,750

1勤労福祉会館費 21,750 0 21,750

7商工費 121,583 491 122,074

商工費1 30,813 491 31,304

1商工観光振興費 30,813 491 31,304

8土木費 139,409 696 140,105

住宅費3 77,664 696 78,360

2住宅建設費 9,000 696 9,696

△27410教育費 144,803 5,815 150,618

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

04-03-01 簡易水道事業費
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              2,002　２７繰　出　金

              2,002　　　特別会計繰出金
　　　　簡易水道事業会計繰出金

24,359 27繰　出　金 24,359              24,359　１合併処理浄化槽事業会計繰出金

             24,359　２７繰　出　金

             24,359　　　特別会計繰出金
　　　　合併処理浄化槽事業会計繰出金

3職員手当等 0                   0　１勤労福祉会館一般職の人件費

                  0　　３職員手当等

               △89　　　職員手当等
　　　　通勤手当

                 89　　　通勤手当
　　　　通勤手当

491

491

491 14工事請負費 491                 491　１親水レクリエーション施設・公園施設管理経費

                491　１４工事請負費

                491　　　工事請負費
　　　　親水レクリエーション施設補修工事

696

696

696 7報　償　費 696                 696　１定住促進住宅整備費

                696　　７報　償　費

                696　　　謝礼金
　　　　境界測量業務謝礼金

6,089

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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教育総務費1 35,169 0 35,169

2事務局費 22,840 0 22,840

△274小学校費2 66,017 5,815 71,832

△2741学校管理費 63,427 5,815 69,242
国庫支出金

5,210
都支出金

△5,484

14予備費 13,000 20,898 33,898

予備費1 13,000 20,898 33,898

1予備費 13,000 20,898 33,898

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

10-01-02 事務局費
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8旅　　　費 △160                   0　２教育事務局事務費

              △160　　８旅　　　費

              △160　　　旅費
　　　　普通管外旅費

10需　用　費 160                 160　１０需　用　費

                160　　　修繕費
　　　　修繕費（維持補修費）

6,089

6,089 12委　託　料 5,445                 370　１学校管理経費

                370　１４工事請負費

                370　　　工事請負費
14工事請負費 370 　　　　学校施設改修工事

           △23,546　　　　学校施設修繕工事

             23,546　　　　学校施設環境改善工事

              5,445　２情報機器整備事業

              5,445　１２委　託　料

              5,445　　　業務委託料
　　　　支援員委託

20,898

20,898

20,898              20,898　１予備費

             20,898　２９予　備　費

             20,898　　　予備費
　　　　予備費

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

一般会計
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（本頁は白紙です） 
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議案第３９号  

 

 

令和４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４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 ２，００２ 千円を増額し、歳入歳出 

予算の総額を ８３,６１９ 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４年 ６月１６日 

 

                 提出者 東京都利島村長  村 山  将 人 

 

議決第   号 

 

令和４年 ６月  日    原案  決 

 

 

                     東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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繰入金５ 66,528 2,002 68,530

１一般会計繰入金 66,528 2,002 68,530

歳　　　　入　　　　合　　　　計 81,617 2,002 83,619

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
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施設費１ 68,860 2,002 70,862

１施設管理費 60,181 2,002 62,183

歳　　　　出　　　　合　　　　計 81,617 2,002 83,619

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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使用料及び手数料 9,001１

都支出金 6,075３

財産収入 12４

繰入金 66,528５

繰越金 1６

81,617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
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0 9,001

0 6,075

0 12

2,002 68,530

0 1

2,002 83,619

（単位：千円）

補正額 計
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１施設費 68,860 2,002 70,862

２公債費 12,257 0 12,257

３予備費 500 0 500

歳　　　　出　　　　合　　　　計 81,617 2,002 83,619

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計
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2,002

2,002

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）
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繰入金5 66,528 2,002 68,530

一般会計繰入金1 66,528 2,002 68,530

一般会計繰入金1 66,528 2,002 68,530

計補　　正　　額補 正 前 の 額

２　歳　入

科　　　　　　　　　　　目

款 項 目

款 ５ 繰入金

05-01-01 一般会計繰入金

92/107



①一般会計繰入金1一般会計繰 2,002                     2,002
入金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

簡易水道事業特別会計
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1施設費 68,860 2,002 70,862

施設管理費1 60,181 2,002 62,183

1総務費 29,764 2,002 31,766

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

01-01-01 総務費
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2,002

2,002

2,002 12委　託　料 2,002               2,002　２簡易水道一般事務費

              2,002　１２委　託　料

              2,002　　　業務委託料
　　　　簡易水道・下水道事業企業会計システム導入
　　　　運用業務委託

内　　訳

一般財源

節
金　　額区　　分

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　明

簡易水道事業特別会計
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（本頁は白紙です） 
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議案第４０号  

 

 

令和４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４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 ２４，５１１ 千円を増額し、歳入歳 

出予算の総額を ８４,１８４ 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４年 ６月１６日 

 

                 提出者 東京都利島村長  村 山  将 人 

 

議決第   号 

 

令和４年 ６月  日    原案  決 

 

 

                     東京都利島村議会議長  寺 田  優 
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分担金及び負担金１ 0 152 152

１分担金 0 152 152

繰入金５ 54,402 24,359 78,761

１一般会計繰入金 54,402 24,359 78,761

歳　　　　入　　　　合　　　　計 59,673 24,511 84,184

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
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施設費１ 51,616 24,511 76,127

１施設管理費 51,616 19,511 71,127

２施設整備費 0 5,000 5,000

歳　　　　出　　　　合　　　　計 59,673 24,511 84,184

２　歳 出

款 補正前の額

(単位：千円)

項 補正額 計
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分担金及び負担金 0１

使用料及び手数料 5,269２

繰入金 54,402５

繰越金 1６

財産収入 1７

59,673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
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152 152

0 5,269

24,359 78,761

0 1

0 1

24,511 84,184

（単位：千円）

補正額 計
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１施設費 51,616 24,511 76,127

２公債費 7,025 0 7,025

３予備費 1,032 0 1,032

歳　　　　出　　　　合　　　　計 59,673 24,511 84,184

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計
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24,511

24,511

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）
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分担金及び負担金1 0 152 152

分担金1 0 152 152

浄化槽分担金1 0 152 152

繰入金5 54,402 24,359 78,761

一般会計繰入金1 54,402 24,359 78,761

一般会計繰入金1 54,402 24,359 78,761

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

01-01-01 浄化槽分担金
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①浄化槽分担金1浄化槽分担 152                       152
金

①一般会計繰入金1一般会計繰 24,359                    24,359
入金

金　　額

（単位：千円）

節
区　　分

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

合併処理浄化槽事業特別会計
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24,5111施設費 51,616 24,511 76,127

19,511施設管理費1 51,616 19,511 71,127

19,5111施設管理費 51,615 19,511 71,126
その他

19,511

5,000施設整備費2 0 5,000 5,000

5,0001施設整備費 0 5,000 5,000
分担金・負
担金・寄付

152
その他

4,848

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

01-01-01 施設管理費
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10需　用　費 195              10,197　２合併処理浄化槽管理経費

                195　１０需　用　費

                195　　　消耗品費
12委　託　料 11,316 　　　　消耗品費

              2,002　１２委　託　料

              2,002　　　業務委託料
14工事請負費 8,000 　　　　浄化槽維持管理委託料

              8,000　１４工事請負費

              8,000　　　工事請負費
　　　　浄化槽修繕工事

              9,314　３汚泥再生処理センター管理経費

              9,314　１２委　託　料

              9,314　　　業務委託料

                124　　　　汚泥再生処理センター運転管理委託料

              9,190　　　　汚泥再生処理センター点検業務

14工事請負費 5,000               5,000　１合併処理浄化槽整備事業

              5,000　１４工事請負費

              5,000　　　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

合併処理浄化槽事業特別会計
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