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     ○開会の宣告 

○委員長（吉田和子君）  総務文教常任委員会を開会いたします。 

                                           

○委員長（吉田和子君）  本委員会については傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君）  ご異議なしと認めます。よって委員会条例第１６条の規定により委員

長において傍聴を許可いたします。次に本日の委員会の日程について事務局から説明いたします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  本日の総務文教常任委員会ですが、所管事務調査としまして町税

の概要についてということで行う予定になっております。よろしくお願いいたします。 

○委員長（吉田和子君）  では、これより町税の概要についての所管事務調査を行います。先ほ

どと違いまして今度は所管事務調査ですので、録音をいたしますので挙手をして指名をされてから

質問等をしていただきたいと思います。それでは、まず担当課から資料もいただいておりますので

説明を願いたいと思います。前田課長。 

○税務課長（前田博之君）  まず、お手元に資料を配付していますけども、その確認からさせて

いただきたいと思います。まず、平成17 年度所管事務調査ということで、この資料がいっていると

思います。それと住民税のしおり、固定資産税のしおり、これがいっていると思います。それで、

当日配付ですけども、失礼かとは存じましたけども、今日の関連のある部分の税務用語ということ

で、若干コピーの写りが悪いですけども配付しておりますので参照していただきたいと思います。 

 それではですね、先日、事務局と打ち合わせいたしましたら、具体的な調査の事項の概要という

ことで税目や税のしくみなどの基礎的な事項について、そして収納に関する取り組みについて、そ

の他口座振替の率や特に取り組んでいることということでメモされていますので、まずですね、今、

資料の配付の中で固定資産税のしおりと住民税のしおりがありますけども、これをもって町税の主

なものの税目や税の仕組みについて簡単に説明をさせていただきます。その後に総括として現場の

事務的なこととして所管事務調査の資料に基づいて流れに沿ってこれも簡単に説明して参りたいと

思います。 

○委員長（吉田和子君）  大津総括主査。 

○税務課住民税Ｇ総括主査（大津孝典君）  税務課住民税グループ総括主査しております大津と

申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは当グループが取扱いをしております税につきましてご説明申し上げます。当グループで

は住民税それから軽自動車税、町たばこ税、入湯税につきまして担当してございます。 

 まず、住民税につきまして先に配付させていただきました住民税のしおりの順に基づきましてご

説明させていただきます。住民税のしおりの 8 ページからの説明になって参ります。住民税につき

ましては 1 月 1 日現在居住しております市町村へ納める税金で、都道府県民税と市町村民税を合わ

せまして住民税と呼んでおります。住民税にはそれぞれ、さらに個人住民税と法人住民税がござい

ます。個人住民税は前年の所得に対しまして 1 月 1 日現在の居住地で課税され、所得の額に応じて
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課税される所得割の部分と、所得金額に関わらず個人が等しく負担する均等割から成り立っており

ます。町民法人税は町内に事務所または事業所を有する法人が資本金の額及び従業員数等により区

分されました税率の均等割額、及び法人税割の合算額を申告により納税していただいております。

均等割の税率は資本金の額及び従業員数により 9 つに区分されておりまして、法人税割は法人税額

を課税標準といたしまして税率は100 分の 12.3 というふうになっております。 

 次に住民税がかからない方ということにつきまして、まず生活保護法の規定によりまして生活扶

助を受けている方がかからないことになっております。また、障害者、未成年者、65 歳以上の者、

寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が 125 万円以下の者につきましても住民税がかからないことに

なっております。ただ、これが 18 年度から年齢 65 歳以上の者のうち、前年の合計所得金額が 125

万円以下の者に対する非課税措置が段階的に廃止となります。 

 次に均等割がかからない方につきましてですが、前年の合計所得金額が単身者でありましたら28

万円以下の者、控除対象配偶者等がいる場合につきましては本人を含むそれらの合計数に 28 万円を

乗じまして、さらに17万6千円を加えた額のものが、均等割がかからない者ということになります。

均等割の金額につきましては道民税額 1,000 円、町民税額 3,000 円、合わせて 4,000 円となってお

ります。 

 次に所得割がかからない方ということで前年の総所得金額等が35 万円に本人、控除対象配偶者及

び扶養親族の合計数を乗じて得た金額以下の方。さらにこの中で控除対象配偶者等がいる場合につ

きましては本人を含むそれらの合計数に 35 万円を乗じ、さらに 35 万円を加えた額以下の方という

ことになっております。 

 所得割の計算方法につきましてですが、所得金額から所得控除金額を引いた額に税率をかけまし

て、そこから税額控除されるものが所得割額ということになります。課税所得金額と言われており

ます所得金額から所得控除額を差し引いた金額に税率をかけ、税額控除額を引いた金額が所得金額

になりますと。現在、定率減税というのが行われておりまして、定率による税額控除としまして所

得割額の15％相当額が差し引かれております。ただ、18 年以降につきましては、これは半分の7.5％

になることになっております。以上でとりあえず冊子の20 ページまで急ぎでご説明させていただき

ました。 

 次に 21 ページからの部分になりますが、住民税（所得割）の特例といたしまして、住民税の所得

割は前年度中の所得について町が税額を計算しますが、退職所得や山林所得、土地建物等の譲渡所

得のなど特定のものについてはその他の所得と分離して計算するということになっております。分

離の部分につきましては21 ページから 23 ページにもう少し詳細に入ってございます。 

 納税の方法につきましてですが、納税の方法につきましては通常役場から送付されます納税通知

書によりまして年 4 回に分けて支払っていただきます普通徴収と、給与所得者のように特別徴収納

税通知書によりまして給与支払者を通じて通知される税額を給与天引きされまして、天引きした税

額を給与支払者であります特別徴収義務者がまとめて市町村に納入する特別徴収があります。特別

徴収につきましては 6 月から翌年の 5 月までの 12 ヵ月で徴収していただいております。これで 26

ページまでの説明になります。 
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 次、申告につきましてですが、個人の住民税につきましては町が税額を計算して納税者に通知し

納税していただく仕組みになっておりますが、適正な課税を行うため原則納税者から住民税の申告

をしていただくことになっております。しかし、この申告によって自動的に申告＝税額決定という

ことではなくてですね、この申告を基に課税資料としまして町が計算して税額を決定するという仕

組みになっております。申告義務を免除される方もいらっしゃいまして、こちらにつきましては27

ページ前段の方に記載されてございます。以上につきまして、雑駁ですが住民税についてのご説明

を終わらせていただきます。 

 次に軽自動車税でございます。７ページですが、地方税の市町村税の中の普通税ですね。軽自動

車税、上から 3 番目になります。この軽自動車税につきましてはオートバイ、軽自動車などの所有

者が納める税金ということでございます。こちらにつきましては基準日が 4 月 1 日現在ということ

でございまして、原動付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者に対し

まして課税いたしまして普通徴収により徴収してございます。こちらのナンバーの交付等につきま

しては軽自動車につきましては軽自動車協会、原動付自転車・小型特殊自動車につきましては白老

町、二輪の小型自動車これはオートバイですけど、こちらの方は陸運局ということでございます。 

 次に町たばこ税でございますが、7 ページ普通税の軽自動車税の次の市区町村たばこ税でござい

ます。町たばこ税につきましては卸売販売業者が小売業者に売り渡す際に当該売り渡しにかかる製

造煙草に対しまして、卸売業者に対して税金がかかるというものでございます。これは申告による

納付ということになってございまして、税率につきましては条例で定められてございますが 1,000

本につき 2,743 円ということになってございます。今現在、町に卸しされている事業者は 3 事業者

でございます。 

 それから次、入湯税の説明でございますが、入湯税につきましては目的税になります。入湯税に

つきましては鉱泉浴場の入湯客が負担する税金ということでございます。これは入湯客が納付すべ

き入湯税を特別徴収者でございます、鉱泉浴場の経営者が一時お預かりをして町の方に払うという

ことになります。納税義務者につきましては 16 年は 27 事業者になってございます。この入湯税に

つきましては課税が免除されている方もいらっしゃいまして、小学生以下の者、それから共同浴場・

一般公衆浴場に入浴する者、それから修学旅行の生徒で中学生までの修学旅行生徒にはかかりませ

ん。税率につきましては一般入浴客が日帰り60 円、宿泊 1 泊あたり150 円、修学旅行の高校生以上

の生徒さん等につきましては日帰り 40 円、宿泊 1 泊 70 円。その他に一般の方で引き続き 7 泊以上

滞在する湯治客の方につきましては 1 泊 70 円ということになってございます。以上につきまして飛

ばし飛ばしでしたが説明を終わらせていただきます。どうもありがとうございます。 

○委員長（吉田和子君）  安達主幹。 

○税務課資産税Ｇ主幹（安達義孝君）  私の方から固定資産税の方を説明させていただきます。

お手元にある固定資産税のしおりのまず 4 ページ目を開いていただきたいと思います。固定資産税

とはということでここに記載しておりますけども、固定資産税は毎年の 1 月 1 日現在に所有されて

いる方にその 1 年分として固定資産税が賦課されます。固定資産税の中身はここに書いてあるとお

り、土地・家屋・償却資産と 3 つから構成されております。土地・家屋はご存知でしょうけども、
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償却資産というのがなかなか皆さんご存知でないのですけども。右の 5 ページに書いていますけど

も、会社だとか個人で営業されている方がいろいろな機械・設備、ここに⑥まで書いていますけど

も、このようなものを持っていればそのものに対して固定資産、償却資産という形で課税される仕

組みになっております。なかなか、ここの部分が理解されていない部分でございますけども、３つ

のもので構成されております。 

 次、6 ページでございますけども、税額の算定でございますけども、固定資産税というのは、ま

ず固定資産の評価を決定、価格を決定しまして、その価格、課税標準に対して税率 100 分の 1.4 を

かけたのが税額となります。それをお手元に毎年、今年も 4 月 15 日に皆さんの方に納付書を送って

おります。 

 7 ページでございますけども、まず価格を決定するのですが固定資産税というのは総務大臣が定

めた固定資産評価基準に基づいて各市町村が決定しております。それを固定資産課税台帳に登録し

課税しております。固定資産というのは 3 年に 1 回見直しがございます。来年度が見直しの期間の

平成 18 年度でございます。その前が 15 年。原則、その 3 年間は価格の変動がない状況になってお

ります。ですから、18 年に価格決定されれば、18、19、20 と 3 年間は価格の変動はございません。

次、償却資産は上の家屋と土地と異なっておりまして、1 月 1 日現在所有する償却資産を 1 月 31 日

までに町の方に申告してもらうという中身になっております。続いて納税者から見てですね、課税

に対するいろいろな自分の土地がどうなっているのだろうかという制度もございまして、これは縦

覧制度というのがあります。これは毎年 4 月 1 日賦課決定から第 1 期の納税義務が発生する、今年

で行けば、従来は 4 月 30 日なんですけども、今年は祭日が入りましたから 5 月 2 日。この期間まで

は市町村にある固定資産台帳を自分の土地を確認したり、内容が正しいかどうか確認する制度がご

ざいます。これが 7 ページの下段に書いてある内容でございます。 

 続きまして 8 ページでございますけども、課税標準が決定されて税率が決まりますけども、中段

の方に免税点とございますけども、課税標準額が土地の場合は 30 万、家屋の場合は 20 万、償却資

産の場合 150 万というこの数字以下の場合は税金がかからない仕組みになっております。これは一

人の人が全部集計してですね、土地は土地、家屋は家屋、償却は償却でこれ以下であれば税金がか

からないという形になっております。税率は先ほど言ったとおり100 分の 1.4 でございます。 

 続きまして 10 ページでございますけども、詳しい課税の内容に入りますけども、土地です。土地

については法務局にある登記されている地目がございますけども、これはあくまで登記上の地目で

ございまして私どもが現状を見まして、ここで出ているような課税上の地目に対し課税する内容と

なっております。この次の12 ページに課税の内容がちょっと記載されていますけども。まず、中段

の方に路線価とはと書いています。まず、どういうふうに課税をするかと言いますと13 ページの図

面が載っていますけども、各路線に価格をつけて、それに伴って各皆さんの土地に対して税金をか

けていくと。また、皆さんの土地も間口だとか奥行きだとかいろいろな形状がございますが、その

形状によって補正率がいろいろありまして課税をすると。13 ページの中段に出ているとおり、一番

大きなメインの通りは矢印のように書いていますけども、大きくデパートと書いてあるところの前

面、赤いラインの上は130 万と価格ついていますし、そ の横になりますと交番の前では66 万。一歩
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デパートの裏になりますと 23 万とか 26 万とか。結局、メインから下がっていくとどんどん土地も

安くなっていく。こういうふうに路線に対して価格をつけていくと。で、どうやってつけるのかと

言いますと、次に12 ページに書いてあるとおり標準宅地とはとございます。一応標準的な宅地に対

して価格を不動産鑑定士に調査依頼します。来年度 18 年度、そのために実は 17 年中にお願いして

いまして町内94 ポイント、標準的な宅地を選定して不動産鑑定士に不動産鑑定依頼をすると。それ

を基に各路線に値段をつけていくと。大町でいけば、セブンイレブンさん、山手さんの持っている

地域が標準的な宅地として価格をつけております。 

 続きまして 14 ページですけども、今度は土地に対する特例がございます。これは住宅用地に対す

る特例でございます。これはさら地と家が建っている土地では課税が異なってきます。まず、小規

模住宅用地でございます。これは 200 平米までの土地でございますけども、これに対しては 200 平

米の間に家を建てれば価格が 6 分の 1 になります。次のその他の住宅用地でございますけれども、

200 平米以上持っている場合。ここで言う 300 平米持っていれば200 平米は小規模住宅用地として6

分の 1、残り 100 平米はその他の住宅用地ということで 3 分の 1 価格が安くなります。ですから、

さら地を持っているよりも家を建てれば金額が相当下がっていくということになります。 

 続いて、ずっと飛ばしましてですね。土地の詳細を今説明していましたけど、今度は24 ページで

家屋の課税でございます。家屋については新築されれば私どもがお邪魔して家屋のいろいろな構造

とかですね、家屋の使っている資材とかを見せていただいて再建築価格というのを出します。これ

は先ほど言ったとおり総務省が決めたもので建築費用を出します。それに経年限定補正率とありま

す。これは下の方に書いていますけども、家屋は年数がいけばいくほど損耗しますから、減価償却

が行われますのでどんどん安くなっていくと。ちなみに木造の場合は25 年で、これは0 にはなりま

せん。よく皆さんに問い合わせで築40 年もするのに何で安くならないかという問い合わせがきます

けども、25 年過ぎても価格の 20％はずっと残ります。あればですね。ですから 100 年経っている、

本州方面行けばそれぐらいの農家とかあると思いますけども、価格の20％はいつまでもずっと残る

と。だから20％以下にはならないという仕組みになっております。 

 次に新築家屋以外の在来住宅の評価というのは、これは先ほど18 年が評価替えということを説明

しましたけども、来年度がその年になりまして前年度の再建築価格にですね、これも国の方からの

指導で今、国の方で算定しておりますけども。この 3 年間、15 年から 18 年の間で東京都、全国的

な物価上昇率とかをいろいろ、資材とか労賃とかを算出しまして、その率が示されて今までの過去

の再建築費にその部分をかけて算出すると。それで来年以降の価格も決定されていくという形にな

ります。 

 それと次（2）ですけども、新築住宅に対する軽減措置、減額措置もございます。これは面積が

120 平米まで。25 ページの中段に書かれていますけども。最近では大きい家を皆さん建てられます

けども、200 平米の家を建てても 120 平米までの部分については 3 年間 2 分の 1 住宅の軽減がござ

います。ですから、120 平米の家を建てると税額は3 年間は 2 分の 1。4 年目から元通りに戻るとい

う形になります。一部軽減される期間で 3 階以上の中高層の住宅については新築後 5 年間という、3

階建てというのは滅多にございませんけどもそういう中身になっております。 
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 そして、26 ページには今度償却資産の課税の内容がございます。これは先ほど説明したとおり個

人で商売をやっている方、もしくは会社でやっている、機械・設備を買った場合ですね、買った価

格に対してここで言う 1 年目は半分の償却で、月割りじゃなくて半分の償却で、以下償却率でずっ

と毎年落としていきます。これが課税標準額になります。これも先ほどの家とは違いまして償却資

産は最終的には償却資産の年限がですね、ものによって異なりますけども、5 年というものがあり

ますと、5 年経ったら 0 にはなりません、減価償却が 5 年経ったからと言って。家の場合は 20％と

言いましたけども償却資産の場合は5％、価格の 5％は 5 年が過ぎてずっと使い続けていれば将来的

にずっと 5％の価格がかかります。使えなくなって、どこかに雑品として売払っただとか、持って

行っただとかということで現物が無くなれば 0 になりますけども、使っている限りはですね、メン

テナンスして使えば 5％の価格はずっとかかるという仕組みになっております。以上、固定資産税

の説明はこれでですね。 

 あと私どもが担当しているのが固定資産等所在市町村交付金及び納付金というものがございまし

て、説明書にはございませんけども。これは国が持っている町民に貸し付けている土地だとか、北

海道財務局それから北海道森林管理所、それから北海道知事、札幌の防衛施設局、それから日本郵

政公社、この 5 社が納税義務になっていますけども、北海道知事はうちでいけば白老東高校、あの

施設は固定資産税という形じゃなくて国有資産等所在市町村交付金という形で。それから日本郵政

公社も 16 年度から名前が変わりまして、今まで交付金だったんですけど納付金という形で 16 年度

から形を納まっております。ただ、防衛庁、白老の弾薬支所については国有提供施設等所在助成交

付金。聞こえは全くさっきと同じような聞こえで、ちょっと中身違うんですけども。これは企画課

で担当していますけども、あそこの敷地にかかる部分は今言った国有提供施設等所在助成交付金と

いう形で入ってきています。これはちょっと私どもの担当外でございますけども。私たちは国有資

産等所在町村交付金及び納付金という形で一応入ってきています。以上、関係している内容につい

てご説明終わります。 

○税務課長（前田博之君）  それでは平成17 年度の所管事務調査資料の説明をさせていただきま

す。まず、1 ページでございますけども町税の調定・収納の状況ということで個人町民税から入湯

税までそれぞれ14、15、16 年、3 ヵ年を載せております。個人町民税につきましては最終的には16

年度 97.8 ということでございます。法人町民税については 99.3、現年課税分です。固定資産税に

つきましては97.9％です。この内ですね、収入額の欄で現年課税とありますけども、この中で固定

資産税が13 億 7,800 万円。括弧が大手企業となっています。これが 5 億 1 千万です。割合でいくと

37％になります。それだけ占めているということ。ですから、これをトータルで徴収した額が現年

課税でいくと 97.9 になるんですよ。ですから、徴収率が上がっていると言うか、97.9 を確保して

いますけども、これを大手の分を引いた収入額で見るとですね、これを差し引くと徴収率が96.7％

ですから1.某が逆に落ちるということです。また質疑の中で出てくると思いますけども、従来ずっ

とこの大手の分も含めて予算では徴収率97.5 をかけているんですよ。だけど、現状からいくとです

ね、この大手の分は丸々黙っていても 100％入ってきますから、これを引いた額で今度徴収率を見

ないと若干これから厳しくなってくる。ですから、18 年度以降の予算ではそういう部分で行かない



 ８ 

と、今、職員が徴収に歩いているんですけど非常に厳しくなっています。その中で今言ったように

96.7 を集めているということはかなりの努力かなとこう思っております。 

 次に軽自動車税でございますけども、これについては95.2％です。後ほど説明しますけども、か

なりセカンドカーと言うか、2 台、3 台の保有が増えてきていますので台数は増えてはいます。しか

しですね、徴収率は若干悪いんですけど、これは車検の関係とかですね。過去にかなり乗り捨てて

投げているのがあるんですよ。そういうのが調定に残ってきますので、これは今年、実態調査をし

て法的に限る中ではですね、本人から承諾書をもらってですね、もう所有ないんだということで整

理していきたいなとこう思っています。そうすると徴収率についてはもう少し上がっていくのかな

とこう思っています。 

 町たばこについては100 でございます。ただ、16 年度分の補正でも減額補正しましたけども、た

ばこについてはこういうような環境の中にありまして減っていく傾向にはあります。 

 特別保有税については現年も賦課していませんので滞納分ということでですね、現年分無いとい

うことで職員が努力していただいて滞繰を少しでも納めてもらうということで、過去にない例の

33.7％という額で納入されています。 

 入湯税については現年分98.3 ということで、本来これは申告制ですから100 にならなきゃいけな

いんですよ。申告するんですけども、いろいろな状況でギリギリで納付にならないという事業者が

ありますので98.3。原則には100 になります。 

 そして合計が現年分98.1、滞繰分が10.4 でトータルで87.6 ですね、これも数字を見ていただく

とわかりますけど2年連続98.8％台を確保できたということについては職員一丸となって徴収にあ

たった結果かなとこう思います。これについては今、税務課は住民税・固定資産税、賦課だけじゃ

なくて常に賦課する方にもいろいろな情報持っていますので、徴収・収納係が連絡して全課あげて

実態をやっております。それで、本来から行けばもうちょっと上がる予定だったんですけども、固

定資産がご存知のように前年と同じ 97.9 だったんです。98 いく予定だったんですけども、5 月 31

日の出納閉鎖まで大きな額だったんですけど、待ったんですけども、いろいろな事由で入らなかっ

たというような部分で97.9 押さえています。それでなければもうちょっと上がった可能性もあるの

かなとこう思います。ただ、過去を見ますと 7、8 年らい、ずっと 96、97 だったんですけども去年

から 98 を確保されていますのですね、17 年度まだどうなるかわかりませんけども努力をしていき

たいなと思います。ただ、全体的にいくと非常に、トータル的にいくと将来もそうですけども、不

況という言葉を使っていいかどうかわかりませんけども、景気の低迷と高齢化で一人ひとりが納め

る額も納税義務者数も減っていますので税額も減ってきます。それと今年から配偶者控除の関係が

無くなってですね、先ほど係長からありましたように申告受けているんですけど、非常に増税、来

年以降もそうなる可能性もありますけども、そういう傾向が町民の方にもかなりひしひしと影響さ

れて今後税金を納めていただくのも厳しい状況に当たっていくのかなとこう思っています。それで

来年以降、説明いたしましたように今まで申告に来ていない人方、125 万以下の方々、多分町民税

がかかってくるんですよ。そういう方が申告に来る時にですね、かなり職員方もいろいろな対応を

考えなきゃいけないのかなというような現状にあります。 
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 次にですね、町民税の 2 ページ。町税の課税状況です。これもご説明いたしましたように給与所

得者についても14、15 載っていますけども、全体の納税義務者が14 年度から見ると約400 人、6.4％

ぐらい、税額にいくと10.3％ぐらい減額しています。当然、営業所得も納税義務者も落ちていまし

て、率であると17．8％。算出税額でいくと45％ぐらい減っているんですよ。これだけ厳しい、今、

町税の局面にあるのかなとこう見ます。農業所得者については今の和牛の価格高騰によってかなり

農家の所得は上がっています。ただ、税の改正で説明しましたけども、今年からまた和牛飼ってい

る人は減免が 3 年間ありますので税には跳ね返ってはきませんけども、かなり農家の人の所得は上

がっているのかなとこう思っております。次にその他の事業所得、これは営業所得に統合されてい

ますと。次にその他の所得者。これは主に年金者でございます。年金者については逆に納税義務者

も上がってきていますし、税額も若干増えてきているということで、極端な言い方をすると生産者

がいなくなって非生産者の方が多くなってきているという現状にあります。次に分離譲渡所得者。

これは土地の譲渡になります。以上で納税義務者がこういうような数字で14 年からいくと7.5、税

額でいくと19.2％落ちているという状況でございます。 

 次に 3 ページでございますけども、さらに詳しくして特別徴収と普通徴収ということで、特別徴

収が減ってきていて普通徴収に切り替わってきている方が多くなってきているということです。あ

と均等割と合計についてもこのような数字になってきておりまして、働いている人方も14 年度では

5 億 6 千某あったんですけども、16 年度では 5 億ほんの強ぐらいの数字になっているということで

ございます。 

 法人の納税義務者については先ほど説明いたしましたように 16 年度全部で494。これも営業所が

若干減ってきている傾向にあるのかなとこう思います。 

 軽自については合計をみていただければわかりますように台数が 100 台ぐらい増えてきています

けども、これは増える傾向にあります。 

 次に 5 ページでございます。たばこ消費税につきましては年々落ちてきていると。16 年度は煙草

の価格を改正していますので額は上がっていますけども、本数については落ちています。そういう

傾向が続いていると。 

 次に入湯税でございます。先ほど係長からご説明いたしましたけども、27 ぐらいですけども営業

はもっとやっているんですよ。それで私の方も担当の方は毎年実態調査に歩いております。去年も

歩いて何件か申告してもらうようにしました。そして、公式ではないですけど立場上観光協会の前

の事務局長にもですね、虎杖浜温泉地区の役員会等がある時に入湯税を申告するなり納めてくれと

いうことに話していますし、新聞ではかけ流しだかけ湯で源泉だよと言って税金払っていない業者

も一所懸命名前載っていましたけどもね、そういうことがないようにしてほしいということを言っ

てあります。 

 次に 6 ページでございます。固定資産税については今、安達主幹の方からご説明入れましたけど

も、純固定資産の部分で土地・家屋・償却資産となっていますけども、16 と 17 の増減でいくと、

これはたぶん特別委員会でも若干説明していると思いますけども、家屋については増えております。

これについては藤田医院の裏の老人ホーム分が増えた分です。あと償却資産については大手企業、
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はっきり言えば日本製紙分の償却資産、抄紙機と言うんですか、機械が 5 台ぐらい生産停止してみ

んな除去していますので無くなっているということです。 

 次の固定資産の評価額につきましても、18 年度評価しますけども以前の 15 年で評価した時から

見ればかなりやっぱり落ちてきているということでございます。 

 次に 7 ページ・8 ページ・9 ページ・10 ページについては先ほど安達主幹から概略説明いたしま

したけど、こういうような数字を作って掌握して賦課しているという状況でございます。 

 次に 11 ページになります。16 年度の状況でございます。先ほどメモ的に不納欠損額とか、後か

ら出てきますけども執行停止がどういうものかという言葉の用語を配布していますので、それを見

ていただければわかると思いますので、用語的なことは説明を省略させていただきます。それで、

それぞれの徴収率等については説明いたしましたのでトータル的にいくとですね、町民税でいくと

不納欠損・収入未済額がこのような数字になっています。それで次に翌年度繰越額が現滞合わせて、

町民税では 8,800 強の数字になっております。法人町民税については 470 万強で少ないです。次に

固定資産税については 1 億 7 千万ほどということでございます。軽自につきましては 330 万で、こ

れは過去の滞繰分がありますけれども、過去の部分がやっぱりかなり投げられている部分あります

のでそれらの数字が増えています。実態としては現年分で約 100 万ぐらいは残っていますけども、

過去の分を整理すると減ってくるかと思います。町たばこについては説明したとおりです。保有税

については先ほどお話しましたように滞繰分で努力したということでございます。入湯税ですね、

合計につきましてはトータルで現年分の繰越額が 4,050 万ほどです。滞繰分が 2 億 4,100 万ほどと

いうことでこれらの滞繰の今後をいかに収納するかということが課題になってくるのかなとこう思

います。 

 次のページで12 ページです。それでは不納欠損した内訳はどうなんだということで、時効につい

てはありません。それで道の方からもですね、単なる 5 年間放っておいて時効にはするんでないよ

と、こうような執行停止をかけて処置をしなさいということになっていますので、私たちの方も状

況を十分に精査して執行停止・即時停止をかけております。そういう状況にございまして先ほど言

いました 8,000 万ということで今年は 1,500 万ほど不納欠損が少なくなって、件数でも少なくなっ

てきております。 

 次の 13 ページでございます。不納欠損の事由と要件、これについてはお手元にございますように

法律で落とせる要件書いています。それで具体的にやりますと、「財産がないよ」と「生活困窮です

よ」と。この生活困窮の法的な解釈は「生活保護世帯ぐらいを見なさいよ」と言っています。です

けども、私たちの方もそれなりに準拠して前後の部分を掌握しています。そして居所不明というこ

とで、財産がないよということで398 件、生活困窮282 件、居所不明が59 件、745 件を不納欠損と

して落としているという状況でございます。 

 次に 14 ページでございますけども、総額の翌年度滞納繰越額の内訳はどうなんですかということ

になると、滞納処分でトータルで現年分が 140 万 9 千円ほど。滞繰が 3,526 万 8 千円ほどです。そ

して、これについては差し押さえ等のことを滞納処分です。次に交付要求というのは差し押さえて

裁判所の方で競売にかけて配当と言うんですか、そういうものがある部分です。これが交付要求と
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言います。これについては現年分で57 万 7 千円ほど。滞繰で593 万 8 千円ほどございます。そして

執行停止。先ほど説明した部分が現年分で 233 万 5 千円。滞繰分が 1 億 1,400 万ぐらいです。そし

て、小計がこのような数字になっています。そして、その他未処分ということは、これについては

支払の約束している人とか、何とかかんとかこれから取っていかなきゃいけないというような部分

です。そして、こっちの滞納処分・交付要求・執行停止、これは法的に処置した人ですけども、未

処分の部分についてはそれはしないでこれだけ残っていると。これもこれから約束履行してもらう

ように努力していかなければいけない数字でございます。 

 それでは次に、滞納処分がこれだけあるのにお前たちは何をやっているんだということになると

思いますけども、差し押さえの内訳を言いますと、16 年度では不動産の差し押さえ54 件。そして、

内訳についてはこのとおりでございます。今、電話加入はほとんどもう価値が無くなっています。

それでも営業なんかをやっている部分については押さえています。船舶については 1 件ということ

で、押さえたことによって分納をしてもらえるという約束になりました。給与については 2 件。預

貯金については94 件で、これはもう毎月全ての金融機関・郵便局等にそれぞれ調査してですね、極

端な話 120 円でも 96 円でもあれば取っています。そのぐらいやっています。また、これをあまりや

るとですね、お金を持っている人わかってくるんですよ。今度うちで差し押さえ取る間にどっとや

られちゃったなんて無くなる場合があるんです。それで、調べて今度は普通預金無いんですけども

定額預金であったとかですね。そういう人もあるんですよ。だから、なかなか手が込んできて、船

舶にしても給与についてもうちの職員はかなりそういうものを勉強してやっていますので。それで

17 年度は今、年金も1 件差し押さえます。これも給与と同じで総額から生活できる額というのがち

ゃんとありますから、それを差し引いて残りはもらうということをやっていますので、これから老

齢者の方々でかなり年金をもらっている人でも払っていない人がいますのでそういう部分出てくる

かなと思います。そして、滞納処分での停止の内訳はこれだけということで、不動産公売は去年 1

件売れましたので、これについては全ていただきました。そして、それ以上の額で売れた場合は税

金引いた残りは本人の方に配当いたします。 

 次に年度別・税目別口座振替の件数でございます。15、16、17 となっていますけども、17 年度で

いくと総数で28,370 件ある内、口座振替が10,762 件で、口座率が37.9 になっております。できれ

ば少しでも口座振替していただきたいということで申告の時期なんかもいろいろ指導したりしてい

るんですけどもなかなか厳しい部分もあります。以上で簡単ですけど説明終わらせていただきます。 

○委員長（吉田和子君）  ありがとうございました。今、説明を受けたばかりですので昼食の休

憩を取りまして、しっかり質問事項を整理しながら、午後から質問事項に入りたいと思いますので

少し早いですけれども休憩に入りたいと思います。午後からまたよろしくお願いいたします。 

休  憩      午前 11 時 37 分 

                                          

再  開      午後  1 時 00 分 

○委員長（吉田和子君）  休憩を閉じて委員会を再開いたします。午前中、説明をいただきまし

てありがとうございました。休憩を挟みましたけれども質問のございます方どうぞ。吉田副委員長。 
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○副委員長（吉田正利君）  大変恐縮ですが資料の 1 ページの区分で、調定額と収入額の区分で

ございますが、これの見分け方についてちょっと説明をもう一回お願いしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  前田課長。 

○税務課長（前田博之君）  調定はですね、いろいろな数値を基にして現年課税なら現年課税で

客体分で税額はじきます。それによって収入額は納まった額という言い方です。本当は調定額が100

になれば全て収入額なんですけども、収入額は先ほど説明したいろいろな形で入ってきませんので

100 にならないよということなんですよ。 

○委員長（吉田和子君）  安達主幹。 

○税務課資産税Ｇ主幹（安達義孝君）  今の説明ですけども、現年課税というのはですね、その

年に町民の皆さんに課税した総額です。滞納繰越分というのは、置き換えれば、今年は17 年度です

から 16 年度以前に課税したものの内、未済となったもの。収入にならなかったものが繰り越してき

ますよね。ですから16 年以前の税額で支払っていただけなかった分をその年に繰り越すと。それが

滞納繰越分ですね。収入額というのは調定額の現年度で課税した分の内、収入になった額。滞繰分

というのは滞納繰越された金額の中で収入になった分です。ですから、これを置き換えれば、調定

額から収入額を引いた残りございますよね。結局町民税の一番上の 14 年度を見れば、現年が

579,961,000 円で、収入になったのが 560,849,000 円、この差し引く分は次の年に繰り越すと。滞

納繰越分も 94,014,000 円から滞納繰越分で収入になったのは 7,139,000 円ですから、残り 6,300

万ぐらいが翌年に繰越すと。それがずっと繰り重ねていくということです。 

○委員長（吉田和子君）  斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  今の調定額も私よく理解出来ていなかったんですけどね。基本的なこと

なんだろうと思うんですが、現年課税というのはあらゆるものを納められる額として税率をかけて

はじきだして、これだけは納めていただきますという額なわけでしょ。それが納められなくて繰り

越していきますよね。繰り越した時にもまた調定額というのがございますね。その時に納められな

いというのは一定の事情があって納められないわけですよね。だとすれば、その時に調定をすると

いうことは事情が変わっているわけだから、その調定というのも前の調定がそのまま来るんじゃな

くて新しく調定をしなければならないというふうに私は捉えたんですよ。そうじゃなくて前に調定

していた額がそのままずっと引き続いて来るんですか。であれば、こうやって収入額もぐんと、事

情があって減っていくわけですから滞納繰越の収入というのはぐんと落ちてしまうのが当たり前で

すよね。その事情というのは何ら査定されないと、こういうことで押さえていいのかどうなのか、

その辺りをちょっと教えてください。 

○委員長（吉田和子君）  野本主幹。 

○税務課納税Ｇ主幹（野本裕二君）  今、言われたようにそのとおりです。ですから、滞繰にな

りましたら段々結局分母が増えていくという、そういう現状です。 

○委員長（吉田和子君）  斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  そこに、こういう事情になったからその分を減らして、新たにあなたは

これだけ納める必要がございますというふうに新しい査定というのは無いわけですか。 
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○委員長（吉田和子君）  野本主幹。 

○税務課納税Ｇ主幹（野本裕二君）  それはありません。残っていれば残っているだけそのまま

行きます。 

○委員長（吉田和子君）  前田課長。 

○税務課長（前田博之君）  それは先ほど説明いたしましたけど、16 年度を見れば調定額があっ

て収入額があって不納欠損が出てくるわけですよ。不納欠損で執行停止するやつと即時停止ありま

すから、これはもう抜きますから。これ以外は法的に処置していますから、それ以外はみんな毎年

調定で残っていくということです。だから、必然的に調定は残ってくるんです。その調定の中には

以前に言った執行停止とか差し押さえとか、そうしたものが抜かさって調定きますから。だから、

その人はまだ取れるよとか、あるいは分納している人は中にいますからね。倒産して、この人は当

分払えないよという人は執行停止かけますから。そして、もしその人がもう 1 回商売をやって払え

るようになったら解除になりますけども、大体 3 年になるとその人は落ちてくるんですよ。3 年経

つと回復無いから、それはもう4 年目にはその人は落ちちゃうんですよ。 

○委員長（吉田和子君）  斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  あとはある一定の期間納めないと不納欠損になってしまうというそのル

ールはわかるんですけども、そこへ行くまでに前年度の未納がこれだけになったと、払えなかった

と、それが次の年にこの事情によってもう 1 回調定をしなおさないと、今の事情の中でこれだけは

納められるんじゃないかという金額が出てくるんじゃないかという気がしたんですよ。そういう細

かな計算は一切しない。そういうことをやったら不合理が起きるのかどうなのか、ちょっとそれは

わからないんだけども。あなたは今の事情の中でこれだけは納められるんだから、これだけの金額

は納めなさいというね、そういうのが調定と言うのかなと思ったんですよ。 

○税務課長（前田博之君）  違います。 

○委員（斉藤征信君）  違うんですか。1 回調定されてしまえば、いつまでも残ってしまうと。 

○委員長（吉田和子君）  玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）  今のに関連して。要は 5 年ということなのかい。いつまでも残るという

のは。5 年経ったら、また新たになるということ。落ちちゃう。そのまま決算しちゃう。はい、わ

かりました。 

○委員長（吉田和子君）  野本主幹。 

○税務課納税Ｇ主幹（野本裕二君）  今の玉井委員が言われました不納欠損の中には要件として

3 つあるんですよ。不納欠損する場合には。時効の場合と執行停止かける場合と即時執行停止とい

う 3 件の要件があるんですよ。それぞれ項目がありますので。ですから、うちは今の段階では時効、

要するに徴収権は 5 年間ありますから、その間で何らかの対応はしています。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）  それはわかるんだ。だいたい 5 年と聞いていたんだから。その 3 項目あ

ることもわかるんだけど、ただね、5 年というのが今、見直すべきでないかという話が出ているで

しょ。その辺についてはどうなんですか。 
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○委員長（吉田和子君）  野本主幹。 

○税務課納税Ｇ主幹（野本裕二君）  それはまだ今のところは税法上も変わっていませんから。

ですから、徴収に関してはそうなんですけども、5 年までは持っていません。3 年間という執行停止

処分というのがありますから。で、3 項目ありまして、その 3 項目に該当するのであれば 3 年間で

自己消滅しなさいという。3 年間継続した時に徴収権は失われるよとありますから。ですから、5

年までは持っていかないで、うちはあくまでも執行停止という項目、あるいは即時執行停止という

2 項目で不納欠損で処理していっております。 

○委員長（吉田和子君）  玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）  それはわかるんだ。わかるんだけども、今後これからのやり方としてさ。

ただ、5 年ってすぐ来るんだよね。逆に悪用する気なら 5 年待っていればいいんだというふうに思

っている人もいるんじゃないかと思うのさ。だから、僕は 5 年というのは本当にあっという間に来

るから、これでいいのかなという気がするんだけどね。そういう意味でどうなのかなということを

言っているんですよ。 

○委員長（吉田和子君）  前田課長。 

○税務課長（前田博之君）  ですから、先ほど私も説明したように仮に道なんかの方からはです

ね、今、野本主幹が話したようにある程度処分しなさいと。むやみに 5 年を待つということで、時

効を待つんでないということなんですよ。逆に時効を待つなら黙って置いておけばいいんですよ。

何も我々しないで。だまって落ちてきますから。そうじゃなくて、差し押さえとか執行停止をして

中身を精査しなさいということなんです。だから、差し押さえすると 5 年関係ないんですね。中断

ですから、伸びてきますから。そういうことでうちはなるべく差し押さえをやって、5 年というこ

とに係わって落とすんじゃなくて、中断しておいて持ちますよというような事務上の運営はしてい

ます。だから、よそのやらない所は集めてきて終わり、残ったのは投げておくんですよ。集まりま

せんよと。仮に滞繰しても、行ったけど駄目だよと言って黙って自動的にここの表の中には時効で

落ちてきます全部。だから、それはやったら駄目だということ。そういうことはするんでないよと

いうことで逆に指導が入ったりしていると。 

○委員（玉井昭一君）  はい、わかりました。 

○委員長（吉田和子君）  他にどうでしょうか。吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君）  給与所得者で 14 年から 16 年の 3 年間に見通した時に 400 名対象人

員が落ちているわけですが、今後の 17 年以降について大体どのような見通しを立てておられるか。

増減に対してお伺いしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  前田課長。 

○税務課長（前田博之君）  私どもは財政改革プログラムが 19 年度まで作っていますけど、16

年度から作っていますよね、財政改革プログラム。ですから、16 年度を基準にしてだいたい毎年度

5％ぐらい落ちていくだろうと見ています、町民税ですね。だけど、私どもは今年、16 年度はちょ

っと良かったんですよ。ですけども、今の状況から見るとやはり95 から 100 の間で落ちていくだろ

うなということ。これは本来から言うと、いいとか、悪いは別にして、町とすればですね、このプ
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ログラムを作る時に昔の企画とか産業経済がいろいろな経済予測をして、それに伴って税の方で、

じゃあ税額どれぐらいになりますかというのが本来なんですけども。それがあったか無いかという

ことは別にして、税務課としてある程度の大企業あるいは現状の中小の企業の状況を見ていくとで

すね、年々減っていく傾向にはあります。まして、日本製紙については法人税の部分の、各事業所

ごとの人数を見ていくとかなり落ちてきていますので、かなり落ち来る可能性はあるなと思います。

以上です。 

○委員長（吉田和子君）  斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  ただ今の問題でね、この数字を見ていくと間違いなく落ちていくだろう

なと思うんですけども。定率減税がもう始まりましたので所得税、住民税が影響あるんだろうと。

白老の場合ね、どんなふうに影響するのかなということをわかっているのか、もう計算できている

のかどうなのかということが一つと。 

 それからもう一つは、今 5％内で落ちていくのかなとおっしゃいましたけどね、今度は今出され

ている配偶者控除、それから扶養控除、それから給与所得控除、みんなこれは廃止か小さくなって

いくという方向性が出ているものですから、そうなった場合にこの順番で減ってきたとおり 5％以

内で納まりきるのかどうなのかと。その計画をもう 1 回見直さなきゃならなくなるんじゃないかと

いうような気もするんだけども。その辺りどうなんですか。 

○委員長（吉田和子君）  前田課長。 

○税務課長（前田博之君）  トータル的な数字はまだ出ないんですよ。特に今、住民税の関係が

17 年度分ですか、今はじいていますから、その分で数字を押さえられませんけど。それとモデルケ

ースとしてどうだという部分は出ていますので、今、話があると思います。 

 それと今、斎藤委員の方からお話されたように、私たちの方も今の状況から行くと町民税は額も

人数も減ってきます。ただですね、17 年度の予算の時に、詳しい説明しませんでしたけど、配偶者

特別控除による増額分と妻の均等割の増額分、これを合わせて今年の町民税は何とかかんとかもっ

たということです。ですから、それが大雑把に言うと 3,200 万ぐらいなんですよ、増税が。町にと

っては。ですから、3,200 万でちょんちょんということは、逆に返せば 3 千万ぐらいは普通のベー

スから行けば落ちているということです。だから、これが基礎となって来年から半分税率減税くる

と、額は税改正では増えている様子出てきますけども白老町としての基礎的な数値人口から行くと

落ちると。それをカバーしているのが増税だということ。この2、3 年はね。その後落ち着けばどう

なるかわかりませんよ、また。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  大津総括主査。 

○税務課住民税Ｇ総括主査（大津孝典君）  モデルケースとして算定しているのがあるものです

から、ちょっとご報告いたします。本人年齢65 歳に一人世帯で、公的年金がだいたい160 万円の設

定です。社会保険料は一応 11 万 2 千円という数字をちょっと見込んでおります。この場合、17 年

度の税額、町民税額 0 円になります。ぎりぎりの線かと思うんですけども。この方が来年になりま

すと、町民税額 1,000 円。それから 19 年になりますと 2,000 円。20 年になりますと 3,000 円と。

例えばこれは町民税額ですので、これに均等割の部分、道民税額が入ってきまして、住民税の合計
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額としましては17 年度が 0 円。18 年度が 1,300 円。19 年度が 2,600 円。20 年度が 4,000 円と。こ

れは 18 年、19 年につきましては急変緩和の部分で段階を追って、20 年度に向かって段階を踏んで

いるということになります。一応、これはモデルケースとしての設定でございますので、社会保険

料につきましてもそれぞれ各個人が異なってまいりますので、一応このモデルということでござい

ます。 

 あともう一つのケースとしましては本人が 65 歳以上で配偶者が 70 歳以上というモデルをちょっ

と見ております。公的年金の収入額が230 万円。この方の設定としましては、社会保険料が16 万 1

千円で見ております。この方の税額につきまして、住民税額、この方が 17 年度は 0 円です。18 年

度につきましては 4,600 円。19 年度が 9,400 円。20 年度には 14,400 円というような試算になって

おります。この関係としまして老年者控除がなくなるという部分も大きく影響してございます。 

 トータルの額につきましてはですね、人数把握がちょっと困難、簡単でない部分があるものです

から一応モデルケースとしての算定をさせていただきました。以上でございます。 

○委員（斉藤征信君）  さっきのは道民税なんかを加えて出したでしょ。今のケースは、今言っ

た数字にもっと道民税やなんかも加えるともっと増えるということですか。 

○税務課住民税Ｇ総括主査（大津孝典君）  いえ、これが総額です。 

○委員長（吉田和子君）  斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  今、この数字聞いてね、これがどういう影響するのかという細かいこと

は私にもわかりませんけども。結局は先ほどの課長の話によれば、ここ 2 年くらいはなんとかやり

くりで維持が出来たけども、3 年以降はまだ何も見えないというふうに押さえておいていいんです

ね。 

○委員長（吉田和子君）  前田課長。 

○税務課長（前田博之君）  それでですね、今、19 年度から税源移譲で町民税をフラット化させ

て、所得税から回して税源移譲するよと言っていますので、その額がどのような形で出てくるかは

今のところまるっきり予測できませんので、それが大幅に変わるので。私が今、言ったことは現状

のままで行けば、18 年までは今のままですから、そして、今の国のスケジュールから行くと 18 年

度で市町村に示して条例や法を改正して 19 年度からそういう形にしたいという行程は組んでいる

みたいですけども、詳細はまだ来ていませんけども、我々の税の流れの中で毎年税を改正する時の

見込みの中ではそういうような言い方をされていますので 19 年度以降についてはどうなるかわか

りません。当然、交付税だってガラッと算定方法が変わる可能性もありますので、これはあくまで

も 18 年ぐらいまでの現状の予測だということだけ理解していただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  そこまでの部分わかりました。そして、今の状況から言って、なお徴収

する側としては大変な仕事だなというふうに、段々ひどくなっていくなというふうに思うんですが。

一つ教えていただきたいのは、現在、町民税の徴収方法ね、それから、滞繰分の徴収方法というの

はね、徴収方法としては同じなのかね。また別な工夫がされているのか。その辺りの徴収の状況に

ついて教えてください。 
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○委員長（吉田和子君）  野本主幹。 

○税務課納税Ｇ主幹（野本裕二君）  今、職員 5 名、嘱託 3 名と計 8 名いるわけですけども、平

成 15 年度より徴収事務に係わる我々職員の統一的な考え方を持つべく、町税徴収事務運営方針とい

うのを作成して、それに基づいて徴収事務を進めているんですけども。今、言われました質問の形

は既に終わっておりまして、簡単に言うと 3 通りありまして、町民税だけじゃなくて全部そうなん

ですけども。納期内に終わる方はいいんですけども、納期ごとに終わらないという方については年

度内で分割するようにまずしています。遅くても、まず基本としては 3 月年度末。それ以上、どう

しても 12 回という方については 5 月の出納閉鎖まで 12 回の分割をやっています。それとあともう

1 点、現年はもちろん発生してきます。そして滞繰も持っているという方については一応古い分に

ついては 3 年を目途に完納するような形をとっています。現年優先で古い分は 1 年分をプラスする

という形。そして、1 番悪いのは古い税金も残っていますし、新しい部分も発生してきますけども、

古い分には手が行かないで新しいものだけなんとか年度内あるいはひょっとしたら残るかなという。

一応そういう3 通りな徴収の手法で行っております。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  わかりました。で、大体そういう年度内だとか 3 年を目途にとかという

方法でやっていって、なおかつ納まったものは現年度の分から処理をしていくとこういうことなん

ですね。そして、あとの残った分については分割で年々払いで行くと。そういう作業を 8 人の方で

やられているということで、状況としてどうなんですか。これはもっとひどくなると嘱託職員をも

っと増やして、それを小まめにあたるという方向というのも考えなきゃならないことなんですか。 

○委員長（吉田和子君）  前田課長。 

○税務課長（前田博之君）  私の方から話します。人ばかりの話じゃないんですよね。やっぱり

徴収する一つの組織の体制と個々の能力と、そして理事者の姿勢、それが大事だと思います。これ

は批判じゃないですよ。ある市では、市の中でもかなり下なんですけども、その市長は市長談話と

して「市民に非常に徴収率も低いし税が入っていない」「今、こういう厳しい状況にあるのでぜひ納

めてほしい」「その代わり職員も厳しい対応をするけども、それは自主財源を確保するために止むを

得ないんだ」ということをメッセージを送ってですね、全道で 2 番目ぐらいになったのかな。それ

ぐらい職員にもバックアップしているんですよ。そして、今うちはそれぞれ分担を持ってですね、

差し押さえするためにもすごい項目の間口が広いですから、それをみんな勉強しています。それで

主幹がある程度、法的に勉強してですね。それで係りの人方もそれなりに勉強をして、年金やる時

にそういう粗相がないように十分に対応すると。それも組織を挙げてやるというような形でですね。

ただ頭数ばかりいてもね。僕はだから、これからの税務は役所の中の大黒柱だと思っていますから、

やっぱり優秀な職員を集めてやらなきゃ駄目だと。それで、これはですね、納めてもらうというや

っぱり話術なり、信頼性も必要になってくるんですよね、職員の。だから、そういうものが備わっ

ていないとですね、頭数を揃えても駄目です。私ははっきり言いますけども、若い時には「あれ駄

目だから徴収に回せ」というそういう人事の体制の時があったんですよ、何十年も前に。だから、

そういう時は駄目ですよ。やっぱり、これからは交付税も入ってこない、その時にじゃあ自主財源
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は何かと言ったら町税なんですよ。それをいかに集めるか。ただ徴収率を今、上げても、今、説明

したように全体の額が落ちていますからね、白老町は。ですから、徴収率をより上げても額は増え

てないけども、だけど 1％違うと今 22 億ですから 1％違えば 2,200 万違ってくるんですよ。そうい

う意識を持っていかにどうするかということをやらないと。 

○委員長（吉田和子君）  熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  非常に努力されているという内容を聞かされまして感無量であります。

以前に似たような所管の中で、野本主幹の方にお伺いしたいんですけども。今、課長の話しでもち

らっと出ていましたけれども、税徴収に関わることなんだけど今はね。いろいろなことの今、課長

が言われた税務課としての基本姿勢を聞いた中で、これが柱だよと。そういう中身で以前、いろい

ろな絡みの徴収内容が、いろいろな分野ありますよね、町税だとか目的税だとか使用料だとか、そ

んなプランで一時きちんとしたリンクがあれば非常にいいですよねという話がありましたよね。そ

れは改善されましたか。どうですか。 

○委員長（吉田和子君）  野本主幹。 

○税務課納税Ｇ主幹（野本裕二君）  今回の議会に一般質問無ければ、これであの時期にまずは

事務レベルで協議しようというのは口頭では言ったと思います。で、ちょっと入って、ちょっと余

談になりますけど今回の国保税の関係でまた延び延びになっちゃったので、ある程度落ち着いたら、

個々に連絡してありますので事務レベルでまず話をして、お互いに紙ベースで持とうと。人が変わ

っても自分のところでやるべきことというのは紙ベースに残るわけですから。例えば住宅であれば、

どこまで住宅がやって、どこまで納税が携わるのかということで。住宅・保育・給食・介護という

形では取ろうという計画はあります。 

○委員長（吉田和子君）  及川委員。 

○委員（及川保君）  今、課長の方からチラッと話があったんですけどね。今月の広報にも載っ

ていたんですけども、虎杖浜の家屋の調査。先ほどの当初の説明では 3 年に 1 回と。何で虎杖浜だ

け 1 箇所だけ今回やるとかという話になっているのかな。この1 点だけ。 

○委員長（吉田和子君）  安達主幹。 

○税務課資産税Ｇ主幹（安達義孝君）  今の質問ですけども、実はこれはずっと前から年次計画

で毎年地区を決めまして全件家屋調査というのをやっています。先ほど私が固定資産税のしおりで

説明したのは 3 年に 1 回の評価替えというもの。これは税法上で定められた全国どこの市町村も行

われている評価替えではなくですね、私どもがやっているのは先ほど課長から説明しているとおり

税収をアップするために実は今年は虎杖浜、昨年竹浦と、その前の年は北吉原、その前の年は萩野

と、社台からずっとそっち向かっていますけども、昨年竹浦地区を全件やらせていただきました。

私らが持っている台帳を持って行って、そこの家にお邪魔して、本当に家を建てた当時から全く変

わらない状況なのか、増築をしていないか、車庫を建てていないか、玄関フードをつけていないか、

サンルームをつけていないかということで少しでも変われば、それは税金をいただいております。

昨年やって、竹浦地区 2,944 件全件やりまして、追徴額が 293 万円。これは今年から町民の皆さん

に負担をしていただいています。そして、今年は虎杖浜地区をここの担当 3 名が今日から 10 月末日
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まで 4 ヶ月間毎日、虎杖浜地区を全件見させていただくという形で。本来はそういうことが無いだ

ろうなと思うんですけども、町民の皆さんも税に対する理解もいろいろ温度がありまして、車庫を

建てても全く申告していただかない方とか、倉庫を建てても申告していただかない方も相当いらっ

しゃいますので。本来は建設課の方に確認申請というのを必ず上げていただくというのが法の主旨

でございますけども、これは業者さんもちょっと怠っている業者さんほとんどで。倉庫はほとんど

出さないというのが通常です。業者指導も建設課の方にお願いしているんですけども、なかなか至

らないケースがありまして。増築も本来は確認申請を必ず出していただかなければ駄目なんですね。

リフォームは別ですよ。中の壁紙を変えただとか、ちょっと間取りを変えて風呂場に玄関にしたと

か、面積が変わらないのはいいんですけども、1 部屋を出すとか面積が変われば必ず確認申請をい

ただくと。確認申請をいただければ必ず私たちに建設課から通知来ますから、必ずお邪魔するとい

う形になるんですけども、それが出ないのでこういう調査をやらせてもらって税金を少しでも上げ

てということで。それと併せてですね、今まで家屋はずっとやってきたんですけども、先ほど説明

した償却資産、会社をやっている方とか個人で営業をやっている方、これも 3 年前から 2 地区ずつ

社台・白老・石山、2 年前が北吉原・萩野、昨年が虎杖浜・竹浦ということで全地区、加工場だと

かいろいろ工場をやっている所を調査させていただきました。昨年が虎杖浜・竹浦地区で 340 万の

追徴課税をいたしました。そして、15 年度が 220 万ですね。14 年の時が 80 万ですか。なかなか償

却資産というのは把握しきれていないので税理士さんだとかに任せっきりで、自分の資産は増えて

いるんだけども申告はしてきていないとか。もしくはパソコン一つ買っても申告の一つになるんで

すけども忘れていたり、極端な話で言えば、お店の看板を買い替えただけでも、それは償却資産な

ので。店の中の改装をしても、それは償却資産になりますし、飲み屋さんの空き店舗に自分が借り

て内装を変えてやっても償却資産になりますので。だから、そこがちょっと理解されていないとこ

ろで、そういうのを主に調査してやっております。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  今の点でお伺いしたいんですけど。循環していくと、私なら私の家は

何年に 1 回ぐらいそういう調査が入るという形になっていますか。安達主幹。 

○税務課資産税Ｇ主幹（安達義孝君）  大変過去の私たちの担当している職員には申し訳ないん

ですけども、過去はなかなか 1 年ずっとやっておりましたので。ここ数年は必ず空けないように毎

年やっているんですけども。実は虎杖浜地区に行くのは昭和62 年以前に行っているんです、ですか

ら 10 何年ぶりなんですね。それはなぜかと調べたら過去の職員が行っていない年が相当あるんです

よ、いろいろな都合があって。ＯＢの方に文句は言いたくないんですけども。適正な課税になって

いるかと言うとなかなか。昨年も竹浦地区に行って「10 何年前に来て何やっているんだ｣というお

叱りを相当受けましたけど、今は一応ローテーションどおり虎杖浜を今年終わらせて、また来年は

日本製紙さんに入ろうと思っているんです。日本製紙さんは工場全部入るのは1 年かかりますので。

日本製紙さんの中を全件見ると。そういう形でやっております。 

○委員長（吉田和子君）  あともう一つね。小さな話ですけど、ここの車庫は調査に入ったのは

今年だけれども 5 年前に作ったということとかそういうことの証明がされれば逆のぼって取るとい

うことは出来るんですか。今も 60 何年に入ったと言うから、それこそ 20 年ぶりに入ったぐらいに
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なると、そういう計算にはなるのかならないのかと。安達主幹。 

○税務課資産税Ｇ主幹（安達義孝君）  税法上は本来は 5 年逆のぼっていただくという形になり

ますけども、それはちょっと酷いということで。一応、建築年数をまず聞きます。なぜかと言うの

は、あくまで建築年数を聞かないと今の税額計算が出来ないということなので 10 年前なら 10 年前

から、その当時作って今はいくらなんだと。先ほど言った経年減点ってありますから当然 10 年経て

ば建物というのは古くなりますから価格も安くなるということで、一応計算は10 年前の価格に置き

換えて今はいくらだということで次年度からいただいております。 

○委員長（吉田和子君）  そうしたら逆のぼらないということがはっきりしていれば正直に建て

た年数は言うんだろうなというふうに思うんですけども。本当に今の 3,000 世帯ぐらいで 290 万で

すか。9，500 戸ぐらいありますから、単純計算にはならないと思いますけれども 1 千万ぐらいの増

収にはなる可能性は出てくるということですよね。そうするとやっぱり定期的にきちんとやってい

くということがこれからの一つの考えですね。前田課長。 

○税務課長（前田博之君）  今、主幹がお話したから私の立場で補足させてもらいますけども。

去年までは資産税に 5 人でやっていたんですよ。それで 1 人減らされて私たちも、これから先ほど

言ったように自主財源を確保するのが大事なんだから、なぜそういうところを減らすのと。変な話

しですね、もっと減らすところあるでしょと。それで課税を許可すべきじゃないかという話になっ

たんですけど、コンピュータ処理がされているのでそういう煩雑な仕事が無くなったんだからいい

だろうと、こういうことでそれはそうだなと致し方ないとしても・・・。ですから、今年は人もい

ませんので今、収納・町民税全員がシフトを組んで出て全件調査に行きますから。それで庁内の中

で誤解を受けているのは税務課は資産税・町民税を何月から何月まで賦課したら、仮に固定資産税

を 5 月に切符を配付したら今度課税する１2 月まで暇だべという言い方をするんですよ。そうじゃ

なくて、今言ったように過去にやっていないんだけど、やれば課税客体をやるための仕事ってある

んですよ。それを今、職員がやっている。ですから、僕がさっき斎藤委員にお話した部分について

は、やっぱり職員の意識を持った人がそこの職場について仕事をやらないとですね、もっともっと

やればやれるものがあるのかなとこう思います。今の時点ですよ。その後は、来年ずっと調査はし

ますけども税額だとか徴収率が減る可能性が十分にありますからね、偉そうなことは言えませんけ

ど。ただ事務体制としてはそれだけ職員が意識を持って今やっているということです。それはやっ

ぱり理解してほしいし、かなり苦情も来るんですよ。償却資産やっても、全件調査行っても何でか

かるんだと。そして、税理士さんの方に聞いてみなさいとか、じゃあうちの方で税理士に確認しま

すとかですね、そういうふうにして最終的に納得してもらって、理解してもらって課税をするとそ

ういうようなですね、案外、入力してコンピュータがはじいて税額送って、あとは行ってもらえば

いいというだけの仕事ではないということだけはこの際職員が努力しているということを理解して

ほしいと。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  今、自主財源の話がありましたけれども、私は前回、若年層の就業の

関係で質問しましたけれども、ニートはなかなか掌握しづらいと。所得申告というのは申告しなけ

れば分からない部分ってわからない部分ってたくさんあるんですよ。若年層のフリーターと言われ
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る人たちというのはあっちこっちでやりますから、もしかしたら 125 万以上の収入があっても、所

得を申告しなくても、町としてそういうのって掌握しきれないものかどうなのかということが 1 点

と。 

 それから、財政改革プログラムありますよね。この中に町税等の収納率の向上を図るということ

で目標額が出ていますよね。1 ポイント上げていくということで 16 年から 19 年までの収納金額と

いうのが出ていますけれども。これは今、16 年度、17 年度はまだ 2 年しか経っていませんけれども、

この目標値というのは今の現状でどうなのか。かなり厳しいものなのか。それとも、いろいろなも

のを含めて違った形でも収納の率と言うか、金額的には全体を含めて今の全件調査も含めて増えて

くる可能性は少しはあるということなのかどうなのか、その点。 

 もう一つは新税の関係ですね。プログラムにありますけれども、今やっぱり財源的には減ってい

るということを踏まえて税務課としても新税に関しては 19 年度までは見直していく形になってい

ますけれども、その辺はどのように捉えているのか。ちょっと伺いたいと思います。前田課長。 

○税務課長（前田博之君）  ニートやフリーターの部分について係長の方から説明すればいいん

ですけども、係長は異動になったばかりですので掌握していませんし、私も全部掴んではいません

けど。この部分については私たちの、町の税務課としては非常に厳しい部分あると思いますよ。そ

れで情報によるとこういう人方の部分も何らかの形で賦課をするような体制というか、申告みたい

なもの、どういう形になるかわかりませんけども対象として押さえたいということでの国では今、

検討しているみたいですので来年あたりぐらいにある程度出るのかなとこう思っています。 

 徴収率の向上については、これは非常に今の現状から行くと段々厳しくなると思います。という

ことは先ほど説明したような部分と、うちの職員がいろいろ個々回って聞いていますけども、非常

にやっぱり収入も落ちていますし、リストラされている方もしますし、そして、ある程度安定した

職場にいた人方がかなりの高齢で退職していますのでね、そういう人方が逆に今度、話したように

固定資産税を払ったり国保の部分が出てきますので非常に厳しい部分あるかなと思います。ただ、

私たちとすれば財政改革プログラムでは0.5 上げることにして努力はしています。それで今、98 い

っていますのでね、うちも先ほど野本主幹がお話しましたように執行方針を作ってやっているんで

すよ。この中にはやっぱり一応我々仕事ですからね、今年度の徴収率の目標というのは決めて、あ

る程度それに努力してはいますけども、非常にその年によって機微です。そして、いろいろな問題

が出てくるとですね、こういうことを言っていいのかな、町自身という意味じゃなくて町全体に対

する不信感というのが納税者が持つ時あるんですよ。そういう部分がやはり払わない理由にする場

合もあるんですよ。だから、そういう部分で職員が苦労しているんですけど。ですから何とも言え

ませんけど、今の状況から行くと非常にお年寄り人方が払えなくなっていますから、律儀な方でも。

そして、今、係長が話したように来年から高齢者控除無くなりますので。今年の 3 月までは申告に

来ている人はいいんですよ、みんな言っていますから。来年は町民税かかるけど今回はかからない

よと、だけど来年からはこうだからかかりますと説明しているんです。その人方はある程度理解さ

れるんですけど、まるっきりその下にいる人方が今度上がってきますから、その時の申告の時にか

なり文句言われるし、やっぱりそういう人方は 3 千円でも大変だと思いますね。だから、そういう
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状況から行くと、徴収率は一定の目標は持っておりますけども厳しいところあるかなとこう思って

います。 

 それと新税については、正直な話、税務課が新税どうすれ、こうすれという部分ではないですけ

ど、ただ非常に時代の流れによってですね、どうも今、産廃税は入るみたいですけども。一つの流

れで新税と言うんですけど、先ほど安達主幹からもお話しましたように固定資産税も制限税率無く

なったんですよ。その町村で決められるんです。今、1.4 というのが大半ですけども。北海道でも

一番高いところで 1.7 でやっているんですよ。さっき、やったように 2.5 の制限税率が無くなりま

したから、逆に大変であれば固定資産税上げてもいいんですよ。だから裏を返せば、よく都市計画

税云々という議論があるんですけど、白老みたくある程度区画整理も終わった、下水道も終わる時

に新たに新税といって都市計画税を賦課したって反発喰うだけですから、時代遅れと。逆に言えば、

固定資産税上げた方がなんぼか、極端な言い方ですよ、そういう手法はあるのかなと思います。た

だ新税については私の方からどうこうと言える問題ではありません。 

○委員長（吉田和子君）  ニートと言われる若い人たち、ニートばかりじゃなくてフリーターと

言われる人たちが、白老町として独自にそういう申告をしない人たちに対しての対応方法というの

はやっぱり無いんでしょうかね。非生産者の、高齢者は、割と高齢者というのは真面目ですから食

べなくても払うんじゃないかというふうに思うんですよね。だから、そういう自分の自由な立場で

申告しなくても逃れられるということがすごく大きな問題ではないかなというふうに思うんですけ

ども。町としてそれに対応するということは、やっぱり国の制度として何かできないと厳しいんで

しょうかね。大津総括主査。 

○税務課住民税Ｇ総括主査（大津孝典君）  ニートの方々の収入の押さえという部分ではですね、

基本的にどこかに勤められてアルバイトなりで収入があった場合、勤めた所から役場の方に源泉徴

収が来るんですよ。それらを元にその方の収入なんかを押さえているのと同時にですね、どなたが

未申告かというのはある程度わかりますのでその方に申告の通知を出すというような手立てもして

おりますのでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  吉田副委員長どうぞ。 

○副委員長（吉田正利君）  先ほどの話にちょっと戻らせてもらいたいと思うんですが、要する

に家屋調査によって税の確定をまたし直すという考え方の中で、これはある意味で家屋の認定を遅

れるということは機会損失だと思うんですが、役場内部で建設課が当初、小屋を建てようが何を建

てようがきちんとした申告をさせて、やはりスタートするのが筋だと思うんですがその点はいかが

お考えでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  安達主幹。 

○税務課資産税Ｇ主幹（安達義孝君）  先ほど説明しましてですね、なぜ漏れているかというの

をですね、確認申請を、これは3 坪、10 平米以上の建物を建てる時には必ず役場に確認申請という

のが法的に義務付けられております。ただ現状では業者さんがその辺を、建主さんはそこまで必要

なのかというのはまず、私たち役場職員も知りません。自分の家を建てる時も確認申請を役場に出

ているなんて知りません。こういう職に今、就いているからわかるんであって。だから、建主さん
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は理解はまず出来ないと思うんですよ。問題は業者さんが町の方に確認申請を出してもらうのが先

決なんですけども。ただ確認申請を出すためにはまず、業者さんも設計図を書いてもらわなきゃ駄

目だということは、設計図は昔の大工さんは自分で書けないから、依頼するとお金がかかります。

となると、まずそこに費用が発生するとか、するとそういう申請行為も必要になってくると段々大

変になると。ですから、大工さんであれば設計図なしに何坪の倉庫建ててくれと言えば建てますよ

ね。それでやっちゃうというケースが多いものですから。建設課の方にお願いをして指導はしてい

ますけども、何せ住宅でも確認申請出さないのが年に数件ありますので、町外の業者が別荘地に来

て。実は去年も 3 件見つけました。今まで全然、住宅で課税されていないというのが。それはなぜ

かと言ったら確認申請出されていないというケースです。それも全部別荘で。だから、町外から来

てこっそり建てるとそういうケースもございましたので、できるだけお願いしていますけどもなか

なか現状はうまく行っていないということが多いというのが。 

○委員長（吉田和子君）  吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君）  それでちょっと私考えるのですが、これは税務課の問題でなくて、

そのような主旨はやはり管理する部署の問題だと思うのでございます。きちんとやっぱり押さえき

れないところに問題があると思うので、やはり初期段階での正規な手続きをどう指導するというと

ころに問題あるんじゃないかと思うんですよ。それらについてもう少し、申告漏れあるいは確認申

請漏れは当然出ると思うんですが、それを町民にいかに指導して、それらの問題点を無くするのか

ということをやはりもう少し、税務課で一所懸命やってもらうのもわかるんだけれどもこれだけは

やっぱり解決しないんじゃないかと。このままやって行きますとまたどんどんそういうふうなもの

が出てくると思うんですけれども、そういうふうなことについてもう少し内部的な調整の中で問題

点を明確にしていただきたいなと。やはり、それは僕は建設課の問題だと思うのでございます。初

段はですね。ですから、ぜひそのように一つ努力していただきたいと思うのでございますけれども。 

○委員長（吉田和子君）  前田課長。 

○税務課長（前田博之君）  建設課の方ともその部分もう1 回協議してみたいなと思っています。 

○委員長（吉田和子君）  吉田副委員長。 

○副委員長（吉田正利君）  次に資料の16 ページなんでございますけれども、税金の徴収方法の

中で振り替えの問題がございますが、今年度予想している数字が町道民税で 30％を割っているわけ

でございますが、これはいろいろな原因があると思うのですが。この振替の一つの口座を設定して

もらって、できるだけ振替率を高めるという手段については現在どのような方法を取っているので

ございましょうか。 

○委員長（吉田和子君）  前田課長。 

○税務課長（前田博之君）  一つは納税通知書に口座振替してくださいということで周知はして

います。それと納税組合連合会で申告の時期に口座を作ってくださいという指導をしています。あ

とですね、今、道町民税、16 から 17 を比較するとかなり落ちていますけど、これは家屋敷の部分

が先ほど言ったように新たに課税していますのでその部分がちょっと地方の方が多いですから、そ

の部分がお願いしきっていないということと、ちょっと聞くと今度は配偶者もかかるようになった
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のでその部分の振替も若干まだなっていないということで落ちているという状況です。ただお願い

は機会あるごとにしていきたいと思っていますし、しています。 

○委員長（吉田和子君）  今の振込の件なんですけどね。3 月に所得申告しますよね。町で皆そ

れぞれ各地に出向いていって受付していますよね。もちろん税金のかかるようになる人というのは

わかりますよね。そういった時に高齢者だとかは葉書が来ても、それを出してどういうふうにして

いいのかわからないという方も多いと思うんですよ。そういった相談の時に、ちょっと時間かかる

かもしれませんけれど、こういう方法があるんですよということで提示をして、その場でもしそう

いうふうにしたいということがあれば受付をするということでかなり率的には上がるのかなという

ふうに思うんですけども。そういうのは何か法律的に問題があるのかどうなのかわからないですけ

ど。どうなのでしょう、そういう方法も私は一つの方法かなと。一緒に来ます、振込用紙ともちろ

ん。だけども、そのまま除けているんじゃないかな。来たら、金額だけ見て、あとは払う時だけで

そのまま置いているとか、そういう方が高齢者の中には多いんですね。見ることに対しての面倒く

さいということでなくても、目も利かないし、書いてあるものをよく理解できないと。そういう方

がちょっと多いんですよね。だから、そういう部分では高齢者ばかりではないですけども、そうい

う指導と言うかな、そういうお願いをそういう場所でするということでまたちょっと違ってくるの

かなというふうには思うんですけども。前田課長。 

○税務課長（前田博之君）  それはいいことだと思いますので、できるだけ申告の時にお話して

いきたいなと思っています。ただ 1 点ですね、お年寄りですからね、だぶったりね、二重取りされ

たとかってね。口座振替を忘れていて、今度、自分で払ったりですね。いろいろトラブルが出る可

能性あるんですよ。そういうことも、年齢的とか申告する時に対応しますからね、ある程度理解さ

れる方にはそういうふうに紙 1 枚でも作ってどうですかということで出して行きたいなとこう思っ

ています。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方。斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  今、話が出た納税組合のことについて聞いておきたいんですけども。前

から納税組合がもう役目は終わったのではないかと。で、そこへあげていた補助金なんかも町内会

の振興のために使ってほしいというようなことでどんどん切り替わっていたんじゃないかと思うん

ですけどね。話を聞いたら、せっかく来た金が「これは組合の金だ」「いや、町内会の金だ」と言っ

て取りあいの喧嘩をしていたというような、そういう話も聞こえてくるんですけどね。まず、一つ

は納税組合の存在というのはまだ十分な価値があるのかね。そこに支払われる金というのもかなり

の金額になるだろうと思うんですけどね。本当に必要なのかどうなのかというね、今の時代。町内

会の振興についてはまた別なところからの金なんだろうと思うんですよね、本来的には。というこ

とは、その辺りどういうふうに考えたらいいのかね。そのことを。 

○委員長（吉田和子君）  前田課長。 

○税務課長（前田博之君）  納税組合の存在感ですね。これですね、この前、総会開いたんです

よ。その時も 2 つの組合長から正直な意見ありました。「もうそろそろ役目は終わったのではないか」

ということがありましたので、それについては今月、役員会開きますけど、訴状にして議論したい
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なと思います。それで、今は存在していますからどうのこうのと言いませんけども、私の立場の考

えとすれば確かに運営上から行くと、運営ということは組合員があって過去みたく口座振替を作っ

て税金を納税組合が集めて納めてもらうという時代の役目があった時はいいんですけど、2 年前か

ら納税啓発金ということでいっています。町内会の補助金とか。それはですね、私も今、担当主幹

もそうですけど議論の余地あるんですよ。ということは、基礎額ありますよね、町内会いくら、3

千円なら 3 千円、均等割と言うのかな。そして、組合に 500 円なら 500 円いっているんですよ。だ

けど、この組合はよく調べると税金を払っている人が組合になっている人がいるんですよ。正直な

話ですよ。そして、約 100、98 ですか。今、組合入っているのが94 ぐらい。だから、入っていない

ところも 4 箇所あるんですよ。その組合がそういう精神だから入っていないと思うんですけど。こ

れ今、入られちゃうとまた補助金増えるんですよね。ですから、もっと町内会と納税組合と議論し

ていただいてですね、より良い方向を探って行きたいなとは思っています。ですから、確かに昔の

組合から見たら、今の組はもう納税啓発町内会ですから、ちょっと扱いがどうかなと。それと、な

ぜ組合にそういう補助金の扱いになったかということになるとですね。九州かどこかの方で組合が

お金を集めて町に払うということは憲法だとか何かに抵触するということなんですよ。その前は国

の肝いりでこういう納税組合を法的に作ったんですよね。だけど、今かなりそういうことをしなく

なって、うちもだからそういう型に変えちゃったんですよ、制度を。そうすると本来的なものはど

うかなということで財政も一緒に厳しいですしね、そういう部分では今お話したように、今日、明

日はなりませんけども納税組合と町内会とで議論してもらっていい方向が出れば町の方の政策的な

判断をしていただきたいなとこう思っています。 

○委員長（吉田和子君）  玉井委員。 

○委員（玉井昭一君）  ちょっと蛇足になるかもしれないけど。町内会としてはすごい助かって

いるんですよね。本当に事実なんですよ。だから、まるっきり無くされると堪えるんだよ。半分ぐ

らいと言うならまだね。そういうふうにするぐらいしかないと思うんだけど。この辺ね、やっぱり

協議する余地あるんだけどね。小さな町内会、例えば50 戸未満の町内会は本当に困るのさ。はっき

り言ってね。だから、僕も一昨年 500 円の町内会費を 600 円に上げたのさ。そうやって行かないと

出来ないのだもの。まだまだ上げなきゃならない、今度。また100 円も上げなきゃならない、50 戸

ぐらいだから、うちね。だから、そういうふうに困っているところもあるし、200 戸もあるところ

は何も困っていないんだよ。楽でしょうがないんだよね。そういうことがあるから、ただまるっき

り無くされたら困るということだけ、一言。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方どうぞ。堀部議長。 

○議長（堀部登志男君）  単純な質問なんですけども、資料の 2 ページに町税課税の状況の中で

給与所得・営業所得・農業所得とあるんですけども、漁業者の場合は漁業所得というのは無いんで

すか。どこに漁業者のやつが入っているのか。 

 それと農業所得者ということで 5 人とか 6 人とかが納税義務者なんですけど、こういうのはどう

いう具合に解釈すればいいのか、その辺とですね。 

 それから資料の15 ページですか。年度別滞納処分と公売集計表というのがありますけども、特に
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差し押さえ債権の前に、先ほどもちょっと説明があったと思うんですけど、預貯金とか所得税の還

付金で 94 件、59 件、非常に多いんですけども。不動産差し押さえということはですね、滞納して

いる方はこの数字が非常に多いということで払えるのに払わないという具合に解釈していいのかね。

その辺のことにお伺いをしたいんですけども。 

○委員長（吉田和子君）  大津総括主査。 

○税務課住民税Ｇ総括主査（大津孝典君）  漁業の方は営業所得に入ります。 

○委員長（吉田和子君）  前田課長。 

○税務課長（前田博之君）  農業所得はですね、和牛専門だけ。他からは収入の無い人。なんぼ

収入ある人は該当してきませんから。それで 1 頭が 100 万以内で売れる分について。仮に 1 頭が 100

以上で売れたら税金かかりますけど、それ以内なら、1 頭 100 万以下だったらかからないというこ

とです。ただ国保税とかそういうのはかかってきますから。 

 それとですね、最後の差し押さえの件ですけども、まず、不動産については54 件で、払えない人

もいるし、払わない人もいるわけです。それを差し押さえして、仮に 3 万でも 4 万でも差し押さえ

が行って払うという人もいます。それとですね、差し押さえしたら逆に「もう税金払うの大変だか

らただでいいから町に寄付するから」という人がたくさんいるんですよ。そういうような今ね、白

老の全てではないけど、分譲地なんかで現象が起きているんです。言えば、札幌のある有名な企業

の役員の方も直接見えて「町に寄付する」と。「こうこう、こうですから受けるわけにいきませんか

ら」と話したら、「君たちにやるから」という話なんですよ。「そういうわけにもいきませんから」

と言ってね。「じゃあ、わかった」「隣に家を建てる、近所の方にでも話しをしてみたらどうですか」

と、あるいは「不動産屋さんを紹介しますから、そこに話をして行ってください」とかですね。現

実に不動産差し押さえしても意識的に払わない人が押さえられて払う方。また、どうしても今言っ

たような状況で払えないという方もいます。 

 それと所得税の還付金については申告の時に大体わかりますから。それは全部、申告書で整理し

て、全部うちの収納の方で税務署にそういうことで話をする。あるいは税務署からも所得税だけの

人がいますから、そういう人について、うちの方で連絡来ていますから、「こういう人がいます」と

いうことで、うちはじゃあすぐ差し押さえをして、本人行かない場合に還付金を入れると。これは

かなり入っています。 

 預貯金については、先ほどもお話しましたけども月 1 回、全ての金融機関・郵便局全部、滞納者

に対して残高証明をいただきます。そして、ある方は、仮に10 万の税金があって、貯金が 3 万しか

なくても 3 万を押さえて 3 万を入れてもらうと。そうしたらば 10 万だけど 15 万ある人もいますか

ら、この時は10 万まるっきりもらうとかですね。そういうふうにしています。ですから、あまり広

がっていくとですね、やっていくと我々本当に・・・。 

○委員長（吉田和子君）  野本主幹。 

○税務課納税Ｇ主幹（野本裕二君）  今、課長が答えたものの補足なんですけども。早期着手、

早期完納と。以前でしたら、ある程度の滞納額が溜まってから差し押さえという手法でやっていた

んですけども、15 年度より徴収の運営方針というのを作成しましたから、それに基づいて払いやす
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いうちに、ですから、1 年間待たないで差し押さえかけちゃうというのが不動産。町外が主です、

不動産につきましては。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方どうぞ。じゃあ以上で質疑も無いようですの

で町税の概要についての所管事務調査をこれで終了してよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君）  そういうことで終了したいと思います。本日は大変ありがとうござい

ました。今回の税の概要については資料の提供もしていただいたんですけども、議論もある程度出

来たんですけども、これを委員会報告としてまとめなきゃならないものですから、皆さんの中から、

このいただいた資料の中でも数値的なものもいただきましたけど、これとこれは報告すべきじゃな

いかというものがあれば言っていただければと思いますが。熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君）  非常に事務調査の内容が非常に濃かったと思いますので、大体今日おら

れる委員は町部局の対応については理解されたと思いますので、その辺の評価の部分と、あとはや

っぱり何人かの委員からこういう改善点というのを指摘があったのも非常に的を射ていましたので、

特に副委員長から出ているような出だしのところの体制のところ、この辺の話はやっぱりきちんと

事務調査の主旨として明記させていただいて報告なさった方がいいというふうに思います。それか

ら余分になりますけれども、今回のこの調査をやっている中身で委員長・副委員長の今回の継続審

査の中に人事評価システムという中身の話も、今回 8 月に登別に行くんですけれども、今日もその

辺の触りがちょこっと出たのかなという感覚は僕持ったんですよね。ですから、この機構改革を含

めてやられたということで、間に合わないという話がありましたけれども、税という一つのアイテ

ムでやりましたけれどもね、非常に役場内でも意識を持った部署があるということですから、早急

にやっぱり人事評価システムの話もまとまるのではないかなというふうに思いますので、その辺を

含めてですね。これは載せられるかどうかわからないですけど、町税に関してはね。だけど、今日

の委員会の中ではそういう部分では非常に良かったなというふうに思うのが率直な意見であります。

以上であります。 

○委員長（吉田和子君）  自主財源確保のためにいかに職員が目的を持って、そして徹底してそ

の調査に入っていくかと。納税の受付だけして課税すれば済むんじゃないかと言われていた税務課

だと言っていましたけども。そういう部分ではね、しっかりと自分たちが受け止めて、その場のや

る役割というのをきちんと考えて。さっき、執行方針も作っていると言っていましたよね。自分た

ちの課で徴収に関する。そういうこともやっぱり評価に値するのかなというふうにちょっと思って

聞いていたんですけども。及川委員。 

○委員（及川保君）  今の熊谷委員、委員長とおっしゃられたことと同主旨なんですけどもね。

その時代、その時代にやっぱり町民の納税意識というのは非常に厳しい状況の中での税務課という

ので頑張ってきたとは思うんですけども。今日の話をね、いろいろ質疑の中でもわかったんですけ

ども。いかに基本財源となる町税を職員がいかに徴収していくべきか、納めていただくという立場

をしっかりと理解して頑張っているなということは、これはやっぱりきちんと明記していただきた

いなというふうに思うんですけどね。 



 ２８ 

○委員長（吉田和子君）  委員会以外の皆さんにも見ていただくということでは、必要なところ

の部分というのは全部別資料とし渡してもいいんじゃないかと思うんですけどね。そして、その中

で所管事務調査の委員会の意見として努力されていること、それから、こちら側からこういうこと

って提言したことだとか、そういうものを含めてまとめるということで。あと、この最後の部分は

ないと思うんですよね。これはこの委員会の一つの大きな目的でしたのでね。これも含めて必要と

思われる、この資料として 1 冊あっても構わないのかなというふうに思いますので、これは付けて

いただいて報告するという形になるかもしれませんけども。まだ他に何かこういうことということ

で、玉井委員は何かありますか。何か他に報告した方がいいということがあれば。よろしいですか。

じゃああと、まとめは吉田副委員長とちょっと相談をいたしまして、人事評価もありますので 9 月

までですから、その中でまた。8 月終わった時点でも、また皆さんの意見があれば伺って、全部一

括してまとめたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

                                          

○ 閉会の宣告 

○委員長（吉田和子君）  以上を持ちまして本日の総務文教常任委員会を終了したいと思います。

どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午後 2 時 22 分） 

 


