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午後 2時 30分

開会

○議長 (祢津栄喜議員)
ただ今 のところ、出席議員数は 6名 で ございます。
会議 の定足数 に達 しておりますので、 これより平成 26年 8月 長野県地方税滞納整理機構
議会定例会を開会 いた します。
午後 2時 30分

開議

本 国の会議を開きます。
本 日の欠席通告議員は、 1番

花岡利夫議員の 1名 であ ります。

ここで、定例会の招集に当たり、阿部 守― 広域連合長からあいさつがあります。
o阿 部守―広域連合長

本 日ここに、8月 定例会を招集いた しま したところ、議員各位の御出席 を賜 りま して、
誠 にありがとうございます。
提出議案 につきま しては、後刻 御説明をさせていただきますが、何 とぞよろ しく御審議
の上、御議決 を賜 りますようお願 いを申 し上げま して私のあいさつ といた します。 よろし
くお願 いいた します。
0議 長 (祢 津栄喜議員)

この際、諸般 の報告をいた します。
初 めに、議員の異動 について報告を申 し上げます。
3月 10日 付けで清沢英男議員から、議長あてに議員辞職願 が提出され、辞職を許可 いた
しま した。

.

また、3月 18日 付けで長野県議会議長から選出の報告 があ りま した 、丸山 栄一議員は
指名推薦 によ り当選 されま した。
次に、監査委員から、平成 26年 1月 分から6月 分までの例月現金出納検査の結果 につい
て、議長あてに報告書 が提出されておりますので、御報告 いた します。
以上で、諸般の報告 を終わ ります。
それでは これから、空席 になってお ります副議長の選挙を行 います。
お諮 りいた します。
選挙 の方法は、地方自治法第 118条 第2項 の規定 により、指名推選の方法 をとりたいと思 い
ますが、 これに御異議ありませんか。
【「異議な し」 と呼ぶ者あり】
o議 長 (祢 津栄喜議員)

異議な しと認 めます。よって選挙の方法は指名推選 によることに決定 いた しま した。
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お諮 りいたします。
指名の方法については、議長 において指名することにいた したいと思 いますが、これに御
異議ありませんか。
【「異議な し」 と呼ぶ者あり】
o議 長 (祢 津栄喜議員)

異議な しと認 めます。よつて、議長において指名することに決定 いた しま した。
それでは指名 いた します。
副議長 に、 3番 丸山栄一議員を指名 いた します。
・お諮 りいた します。
ただ今指名いた しま した、丸山議員 を当選人 と定めることに御異議 あ りませんか。
【「異議な し」 と呼ぶ者あり】
o議 長 (祢 津栄喜議員)

異議な しと認 めます。
よって、ただ今指名 したとお り、丸山議員力瀬J議 長 に当選 されま した。
ただ今当選されま した、丸山議員が議場におられますので、本席 から副議長選挙の当選人
である旨の告知 をいた します。
当選人の発言を求めます。
丸山議員は、自席でご発言をお願 いいた します。
0副 議長 (丸 山栄一議員)

ただいま副議長に選任をいただきま した、長野県議会議員の 丸山 栄― でございます。
皆様方 の御推挙 によりま して、長野県地方税滞納整理機構議会の副議長の職に就かせてい
ただ くことにな りま した。ま ことに光栄の至 りであります。
誠意を持 つて副議長の職責を果 た して参 りますので、どうぞよろしくお願 い申 し上げます。
o議 長

(祢 津栄喜議員)

次 に、会議録署名議 員の指名 を行 います。

6番 久保田三代議員、 7番下起幸一議員の両名を指名いた します。
次 に、会期の決定を議題 といた します。
本定例会の会期につきま しては、本日 1日 としたいと思 います力ヽ これにご異議 あ りませ
んか。

「異議な し」 と呼ぶ者あり】
【
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○議長 (祢 津栄喜議員)
異議な しと認めます。 よって会期 は、本 日 1日 と決定 いた しま した。
なお、本 日の会議は、お手元 に配布 の日程 によ り行 いたいと思 います ので、御了承 をお願
いいた します。
次 に議事 日程 により、第 1号 「平成 25年 度長野県地方税滞納整理機構歳入歳出決算 の認
定」 について、提案者である広域連合長 か ら説明を求めます。
阿部広域連合長。
o阿 部守 一広域連合長
ただいま提出いた しま した議案 の説明 に先 立 ちま して、昨年度 からの取組 みの状況、及び
所信な どについて 申 し述 べ させていただきます。
長野県地方税滞納整理機構 は、 平成 23年 4月 の業務開始 から4年 目に入 りま した。 この
間、差押、捜索、 イ ンターネ ッ ト公売な ど、積極的に滞納処分 に取 り組 んでまい りま した。
まず、活動状況から申 し上 げます。
昨年度 は、構成団体か ら滞納事案 の引き受 けと して、件数で市町村か ら 991件 、県 か ら重
複す る 177件 、金額では本税 の合計 で約 30億 円を引き受 けいた しま した。
これ に対する徴収で ございますが、1年 間 の引受 け期間で ございます平成 25年 6月 か ら
本年 5月 までの実績 と して、差押 6

件、捜索 65件 等 の滞納処分 を実施 し、金額 では、引

受滞納額 の 18.8%に 相当する、約 6億 2,800万 円を徴収 いた してお ります。
徹底 した財産調査に基 づ きま して、継続的 に取立てできる債権 であ ります給与や売掛金 を
中心 に差 押 を行 つたこと、そ して差 押不動 産、特 に買い手が つ きに くい農地 につ きま して、
きめ細かな買受勧奨 を行 いま して 7件 を売却 しま した結果、前年度 と比較 します と、8,800
万円 の増 で、前年比

1164%の 実績 とな りま した。

今後 も徹底 した財産調査を実施 して、差押財産がな いものにつ きま しては、執行停 止判定
を行 う等引受 け案件の整理 を積極的 に進めてま い ります。
また、本年度 につ きま しては、 6月 、7月 に構成団体 か ら滞納事案 の引 き受けを行 いま し
た。件数 で市町村 か ら 958件 、県 か ら重複する 132件 、金額 では本税の合計 で、約 24億 円
を引き受 けたと ころで ございます。
徴収 の状況 で ございますが、7月 末現在 で、前年同期 よ り 1,700万 円増 の約 1億 3,200万
円の実績 となつてお ります。
本年度 の徴収 目標 につきま しては、徴収率 を新規分 で 30%、 継続分 で 15%、 合計 で前
年度実績 18.8%を 上 回る 20%を 目標 とさせて いただいて、取 り組 みます とともに、昨
年度 の活動実績 を踏まえ、厳正な滞納処分 を行 い、着実 に成果 を上 げる ことができるよう努
めてまい ります。
地方税 の徴収 対策は重要な課題 で ございます が、納税者 の皆様 のよ リー層 の公平性 と税収
の確保 のためにも、構成団体であ ります県そ して全市町村 が共同 して滞納整理 に取 り組 みま
す ことは、大変意義 があると考 えてお りまサ。
引 き続 き、県、市町村 と力を合わせて滞納 の縮減 に取 り組 んでま い ります ので、皆様方 に
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は、 これまでと同様、御理解 と御協力を賜 りますよう、改めてお願 いを申 し上げます。
それでは、本 日提出 してお ります議案は 1件 でございます。その概要を御説明申 し上げま
す。
議案 1号 につきま しては、平成 25年 度歳入歳出決算 で ございます。監査委員の審査を経
ま したので、議会の認定 に付するものでございます。
詳細 につきま しては、別途 御説明申 し上げますので、御審議 のほど、よろしくお願 いを
申 し上げます。
以上で ございます。
0議 長 (祢 津栄喜議員)

以上で説明を終わ ります。
第 1号 「平成 25年 度長野県地方税滞納整理機構歳 入歳出決算の認定 について」を議題 と
いた します。
理事者の説明を求めます。
伊藤事務局長。
o伊 藤賢治事務局長

それでは、第 1号 議案 「平成 25年 度長野県地方税滞納整理機構歳入歳出決算 の認定」に
つ きま して、御説明申 し上げます。
お手元の議案綴 り4枚 をおめ くり頂きま して「歳入歳出決算書」の 1ペ ージをご覧 いただ
きたいと思います。
歳入の収入済額は、合計で 2億 116万 774円 、収入の主なものは長野県及び市町村 から
の負担金 1億 7,053万 円及び繰越金 2,843万 7,977円 で ございます。
次 に歳出で ございます。2ペ ージをお願 いいた します。
歳出の支出済額は、合計で 1億 7,510万 5,557円、支出の主なものは、機構運営 に伴 う県、
市町村からの派遣職員の人件費、滞納整理 システムの リー ス代、他一般管理費等の経費でご
ざいます。
これ によ りま して、平成 25年 度の歳入歳出の差引残額 は、2,605万 5,217円 となつてお
ります。
歳入歳出の詳細 につきま しては、 この決算書 の後 ろにあ ります、「歳入歳出決算事項別明
細書」 3ペ ージから 6ペ ージまでに記載 してあ ります。また 7ペ ージに「実質収支 に関する
調書」
、 8ペ ージに 「財産 に関する調書」をお付けしてございます。
なお、本決算 につきま しては、去る 6月

25日 に、若林監査委員、久保田監査委員のご審

査をいただいてお り、監査委員の意見 につきま しては、添付 して ございます 「決算審査意見
書」のとお りでございます。
以上、決算 の概要 につきま して御説明申し上げま した。
御審議のほど、よろ しくお願いいた します。
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o議 長 (祢 津栄喜議員)
以上で説明を終わ ります。
これ よ り質疑 に入 ります。質疑あ りませんか。

【「な し」 と呼ぶ者あり】
○議長

(祢 津栄喜議員)

質疑な しと認めます
質疑 を終結 し、討論 に入 ります。
【「な し」 と呼ぶ者あ り】
○議長 (祢 津栄喜議員)
討論な しと認めます。
討論 を終結 し、採決 に入 ります。
採決を行 います。
第 1号 「平成 25年 度長野県地方税滞納整理機構歳入歳出決算」を認定することに、 ご異
議あ りませんか。
【「異議な し」 と呼ぶ者あ り】
o議 長 (祢 津栄喜議員)

ご異議な しと認めます。
よつて、本件は認定 されま した。
以上をもちま して、本定例会 に提出されま した案件の審議はすべて終了いた しま した。
ここで、定例会の閉会 に当た り、広域連合長からあいさつをお願 いいた します。
阿部広域連合長。
0阿 部守一広域連合長

8月 定例会の閉会に当たりま して、御ネし
のごあいさつを申 し上げます。
本 日提出いた しま した案件 につきま して、原案 どおりご認定をいただきま して誠にありが
とうございま した。厚 く御礼を申 しあげます。
活動 4年 目とな りま した、長野県地方税滞納整理機構で ございますが、昨年度以上に大き
な成果 を上げることが出来ますよう業務 の推進 に努めてまい りたいと考えております。
議員の皆様方には、引き続き御支援 と御協力を賜 りますようお願 いを申し上げますととも
に、お体 には十分御自愛をいただき、なお一層の御活躍を御祈念申 し上げま して閉会のごあ
い さつ といた します。
大変あ りがとうございま した。
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○議長

(祢 津栄喜議員)

これをもちま して、平成 26年 8月 長野県地方税滞納整理機構議会定例会を閉会 といた し
ます。
午後 2時 47分

閉会

地方 自治法第 123条 第 2項 の規定 によ り署名する。

議
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