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平成 29 年第２回市議会定例会がスタート

法律改正を反映した様々な議案
■報告案件２件、同意案件１５件、議案６件
…５月３０日から平成２９年第２回東大和市議会定例
会がスタートしました。初日には報告案件２件、同意
案件１５件、議案６件が提出されました。

■新たな農業委員の任命に同意
…今回は“同意案件”が１５件と通常より多い件数と
なっていますが、これは、新たな制度に則った農業委
員委員の任命に対するものです。
…農業委員会は 1951 年制定の農業委員会法にもとづ
いて発足した行政委員会です。行政委員会は、地方自
治体などの一般行政部門に属する行政庁であって、複
数の委員によって構成される合議制の形態をとり，か
つ母体となる行政部門からある程度独立したかたちで
その所管する特定の行政権を行使する地位を認められ
たものです。農業委員会制度については、近年、国で
様々議論されていましたが、平成 27 年に農業委員会法
が改正となりました。東大和市農業委員会では、この
改正に伴い、当時の農業委員の任期満了後、この改正
内容を取り入れることとなっていました。
…今回の農業委員会法の改正は『農業委員会が、その
主たる使命である、農地利用の最適化（担い手への集
積･集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の
促進）をより良く果たせるようにする』ことを目的と
しており、その改正ポイントは以下の３点です。
① 農業委員会業務の重点化
農業委員会の業務の重点は、農地利用の最適化の推
進であることを明確化
② 農業委員の選出方法の変更
地域の農業をリードする担い手が透明なプロセスを経て
確実に就任するようにするため、市町村議会の同意を
要件とする市町村長の任命制に変更
③ 農地利用最適化推進委員の新設
農業委員とは別に、各地域において農地利用の最適化
を推進する農地利用最適化推進委員を新設
…農業委員会は「農地の番人」
「農民の議会」と呼ばれ
ています。改正前の東大和市農業委員会は、選挙で選
ばれた農業委員（農業委員選挙は公職選挙法に準拠し
て行われる。選挙権・被選挙権は、農業委員会のおか
れている区域に居住している 20 歳以上の農民であれ
ば男女の別なく平等に与えられる。）と農協から１名、
議会推薦の学識経験者として東大和市では議員が４名
という構成でしたが、今回の改正により、以下のとお
り選出方法が変わり、その委員構成も変わりました。

①市町村議会の同意を要件とする市町村長の任命制
一本とする。
②過半を原則として認定農業者とする。
③農業者以外の者で、中立な立場で公正な判断をするこ
とができる者を１人以上入れる。
④女性・青年も積極的に登用する。
⑤農業委員の定数は、委員会を機動的に開催できるよ
う、現行の半分程度とする。
（農地利用最適化推進委員を置かないところを除く。）
…今回はこの改正にもとづき、市長から任命したい人
１５名が提出され、その一人ひとりについて議会に同
意するかどうかが諮られました。議会では全員の任命
に同意。これにより、次期の農業委員会は女性３名（農
協推薦１名、経営者１名、中小企業大学校から１名）
と男性 12 名（うち 5 名が認定農業者）で構成される
ことになりました。今までは女性農業委員は議会推薦
の議員 1 名のみでしたし、農業者以外の人という点で
も議会推薦の議員のみでしたが、今回の改正で、様々
な立場＝様々な視点を持った農業委員で構成される
ことになりました。今後の農業委員会の益々の活躍に
期待したいと思います。

■市税条例では不正行為をした
自動車メーカーに賦課徴収の特例を設置
…今定例会で提出された議案の一つの「東大和市税条
例の一部改正の専決処分の承認」も今年度の税制改正
による地方税法の改正に伴ったものです。主な改正内
容は、軽自動車税に係る「グリーン化特例」の見直し。
一定の環境性能を有する軽自動車を対象とした軽自
動車税を軽減する制度（通称「グリーン化特例」）に
ついて、その軽減対象の重点化を行い、適用期間は 2
年間延長されることになりました。
…また、今回の改正により、自動車製作者等（自動車
メーカー）に対し、納付不足額に対する賦課徴収も設
定されました。これは、昨年、様々なニュースになっ
た自動車メーカーの燃費偽装、または詐称に対する処
置と言えます。
改正前の納税義務者は『軽自動車を所有する者』で納
付すべき額は『納付不足額』でしたが、今回の改正に
より「不正行為に起因した軽自動車税の納付不足額」
については、納税義務者は『不正行為を行った自動車
製作者等』とされ、また、納付額についても『納付不
足額に 10％を乗じた額』
（納付不足額×（110／100））
となりました。
（裏面に続く）

【対象車】
H29 年 4 月 1 日～H31 年３月 31 日までに新規取得した下表
に示す車両（新車に限る）。
【適用期間】
取得した翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例の税
率（年税額）を適用。
【軽減対象車】
区分
【改正前】
75％
電気自動車
軽減車 天然ガス軽自動車
乗用：H32 年度燃費
50％
基準+20％達成車
軽減車 貨物：H27 年度燃費
基準+35％達成車
乗用：H32 年度燃費
25％
基準達成車
軽減車 貨物：H27 年度燃費
基準+15％達成車

【改正後】
変更なし
乗用：H32 年度燃費基
準+30％達成車
貨物：変更なし
乗用：H32 年度燃費基
準+10％達成車
貨物：変更なし

【軽自動車税の税率（年税額）】

自家用
営業用

グリーン化特例適用

特例
適用外

車種区分
乗用
貨物
乗用
貨物

\10,800
\5,000
\6,900
\3,800

75％
軽減

50％
軽減

\2,700
\1,300
\1,800
\1,000

\5,400
\2,500
\3,500
\1,900

25％
軽減
\8,100
\3,800
\5,200
\2,900

■そのほかの議案は
…そのほか提出された主な議案は以下の通りです。
【東大和市議会議員および市長の選挙における選挙運動
の公費負担に関する条例の一部を改正する条例】
➡平成２８ 年４月８日に施行された「公職選挙法施
行令の一部を改正する政令」によるもの。公費負担
額が車 1 台/日はプラス５００円、ガソリン代は１
日当たりプラス２１０円、選挙ポスター１枚当たり
プラス１５円１２銭などの金額の変更。
【東大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例】
➡減額割合 5 割・2 割の対象を拡大。
◇５割軽減：世帯の総所得金額が 330,000 円＋加入者
数×270,000 円（改正前は 265,000 円）
◇２割軽減：世帯の総所得金額が 330,000 円+加入者
数×490,000 円（改正前は 480,000 円）
【補正予算案】
➡補正額は＋2,627 万 1000 円。
（補正後の一般会計の
合計額は 304 億 9,327 万 1000 円）
➡国や都などから新たに支給された補助金などによ
る補正。
これにより実施される主な事業は以下のもの。
◇マイナンバーを活用した子育てワンストップサー
ビスの導入
◇保育士宿舎借上補助増額により定員数増。
◇市内全校でのオリンピック・パランピック教育推進
◇第 3 中学校に 10 台のタブレット端末を導入
◇自治会の備品購入
…今回の議案は国の政策や法改正に則ったものばか
りですが、その内容は時代や世相の変化を感じるもの
でした。

東大和市がオリジナル婚姻届を作成
…様々な自治体で「オリジナル婚姻届」を作成していることは、マスコミなどでも取り上げら
れていましたが、ひと頃に比べたらその話題もあまり耳にしなくなりました。多くの自治体が
同じような取り組みをしている表れだと推測しますが、東大和市においてもこの６月１日より
オリジナル婚姻届と『婚姻・子育て応援ブック』の配布を開始します。今回の取り組みについて
「市に愛着をもってもらい住民の定住促進を推進するため」と市は説明しており、これらの配布
に先立ち、現在、市役所の１階ロビーには婚姻届けを提出された方が記念撮影をするためのボードも設置されて
います。実は、婚姻届は全国統一のフォーマットなので、他の自治体の婚姻届でも提出できます。しかも、全国
どこの役所でも（自分の住民票がなくても）提出できるため、一部の自治体では観光戦略の一つとしてユニーク
なデザインの婚姻届を作成しているようです。
（旅先で好みのデザインの婚姻届をもらいたい、旅先で婚姻届を提
出したい人等を期待して）また、結婚情報誌のゼクシイと自治体がコラボレーションして、オリジナル婚姻届を
インターネット上からダウンロードできるようにし特典を設けている自治体もあります。東大和市のこの取組み
は後発的でありながら、
“追いかけているだけ”で“後発だからできる新たな工夫”は感じられません。行政の根
幹的な取組みというより“枝葉的”な取り組みですが、市の姿勢や体質を映し出しているようで、少し残念に思
いました。他の自治体の事例などを研究し“キラリ”と光る取組みにしてほしいものです。
市政、議会について「自然体」「ざっくばらん」にレポート。駅前で配布するレポートは毎回、最新号です。

「私たちの身近にある市政、市議会。伝えることがスタートだと思います。」
【プロフィール】

1970 年 東京都北区生まれ。／父の転勤で 1 歳から群馬県で育つ。幼稚園からカギっ子。リーダーシップを発揮し、小学校で児
童会長、中学校でも生徒会長を務める。大好きな音楽を究めようと武蔵野音楽大学に進学、卒業。／卒業後は群馬の山あいの小学
校で臨時教諭として担任を 2 年勤め、新しい試みで授業を活性化させ「元気印の先生」として保護者・生徒から親しまれた。／「学
校」の外の一般社会で挑戦しようとベンチャー企業の(株)シートゥーネットワーク（※スーパーマーケットを経営。店頭公開から
一部上場、外資系企業に転換）に社長秘書として入社。のち店舗現場に異動、同社で初の女性店長となる。その後、人材開発部長
を拝命。／『人を活かす』経営を学ぶため一念発起しカナダに留学。外から見た日本の将来に、漠然とした不安感じる。帰国後は、
不動産投資会社にて企画業務、税理士対応、広報などに従事。2011 年 4 月、初当選。顔の見える議員として、日々奮闘中。
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