
◎承認第４号 専決処分の承認を求めることについて 

(白老町税条例の一部を改正する条例の制定について) 

○議長（堀部登志雄君） 次に、日程第６の議案に入る前に、お諮りいたします。 

 条例改正に伴う議案の説明については、説明員が附則条文を朗読することになっております

が、承認第４号は、附則及び議案説明のページ数が膨大であることから、附則の朗読を省略さ

せ、議案説明の新旧対照表において、町民生活の影響のある部分、又は白老町に特に関係のあ

る部分について簡略して説明させることにいたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） ご異議なしと認めます。 

 それでは、そのように取り扱いをさせていただきます。 

 日程第６、承認第４号 専決処分の承認を求めることについてを議題に供します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 はい、辻税務課長。 

○税務課長(辻 昌秀君) 承認第４号 専決処分の承認を求めることについて。地方自治法第

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、これ

を報告し承認を求める。平成１８年５月３１日提出、白老町長。 

 次のページ。専決処分書。白老町税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治

法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。平成１８年３月３１日、白老町

長。 

次、税条例でございますが、先ほど議長の方からお話がありましたように、議案説明の新旧

対照表によりまして、ご説明させていただきたいと思います。 

改正条例の条文は２条ございますが、まず、新旧対照表の２５ページをお開きいただきたい

と思います。 

 議案説明。白老町税条例の一部改正について。地方税法等の一部を改正する法律が本年３月

３１日に交付され、４月１日から施行されたことから、専決処分により改正したものでござい

ます。 

 新旧対照表によりご説明いたしますが、多くの条文が改正されておりますので、広く町民に

影響が及ぶものについて説明し、それ以外の条項等の説明は諸略させていただきたいと存じま

す。 

 まず、改正条例の条文の第１条による改正でございます。第２４条の第２項、個人の町民税

の非課税でありますが、個人町民税の非課税限度額の改正でありまして、生活扶助基準額の変

更に伴うものであり、改正前１７万６，０００円を、改正後１６万８，０００円に改正するも

のでございます。 

 これは、本年４月１日よりの施行となってございまして、対象となる人数の把握がちょっと

困難でございますけれども、人数的には少ないということでございます。 



 次、第３１条の第２項。法人町民税の均等割の規定でございますが、法人税法の改正に伴い

まして、表の中の語句について、主に「資本」を「資本金」と言い換えるものでございます。 

 次のページ。一番下の第３４条の２でございます。所得控除でございますが、個人町民税の

所得控除についての規定でございまして、従来の損害保険料控除を全廃し、改正後地震保険料

控除を創設するものであります。 

 施行につきましては、平成１９年からでございます。 

 次、第３４条の３。所得割の税率についてでありますが、改正後の条文に載せてございます

けれども、三位一体改革による所得税から個人住民税の税源移譲によりまして、個人町民税の

所得割の税率が、現行３区分で３％、８％、１２％となっているものを、一律６％にするもの

でございます。 

 これによりまして、町民税では約１億７，０００万円ほどの増額となる見込みでございます。  

 ちなみに、税源移譲との関係でございますが、平成１８年度の当初予算における所得譲与税

の予算計上額１４４，７００千円と比較すると、それよりも上回る見込みでございます。 

 この施行時期につきましては、平成１９年度分からですが、個々の納税者の負担が変わらな

いように、所得税と個人住民税の差につきましては、個人住民税において、負担増を調整する

減額措置を講ずることとなってございます。 

 なお、この所得割を納める納税義務者数につきましては、平成１８年当初課税段階で約７，

９００人でございます。 

 次、第３４条の６、法人税割の税率の規定につきましては、改正前の第３４条の６を改正後

は第３４条の４に変更するものでございまして、内容的には変更はございません。 

 次、改正後の第３４条の６でございます。調整控除の条項の追加で、先ほどご説明しました

所得税と個人住民税の控除額の差に基づく負担増を調整するため、個人町民税の所得割から減

額する金額を規定するものでございます。 

 次のページでございます。次のページ、第３４条の７から次のページの最初の第５１条まで

は、説明を省略させていただきたいと思います。 

 次、２９ページ、第５３条の４。分離課税に係る所得割の税率でございます。 

 これにつきましては、個人町民税の税率の改正で、先ほどと同様に一律６％にするものでご

ざいます。 

 次、第５７条から第６１条までは、説明を省略させていただきたいと思います。 

 ２９ページの一番下の部分、第９５条。たばこ税の税率でございますが、これは税率の、本

則の税率の改正でございまして、本年７月から施行となります。 

 実際の税率につきましては、附則の方でご説明いたします。 

 次、附則でございますが、次のページの第５条につきましては、個人町民税の所得割の非課

税限度額の見直しで、生活扶助基準額の変更による改正でございます。 

 次、附則の第６条から３２ページの第７条の２までは、説明を省略させていただきたいと思

います。 



 次、３３ページになります。第８条につきましては、個人町民税の税率改正に伴います、分

離課税に係る肉用牛の売却による農業所得の個人町民税の所得割の税率の改正でございますが、

道民税と町民税合わせた税率については、変わらないことから、全体では負担は変わらないと

いうことになってございます。 

 次、第９条から次のページ第１０条の２まで、これも説明を省略させていただきたいと思い

ます。 

 次、３５ページになります。第１１条から以下ですね、３８ページまでに続く部分でござい

ますけれども、これにつきましては土地に係る固定資産税の税負担の調整措置についての規定

でございまして、従来の平成１５年度から１７年度までの措置に引き続きまして、平成１８年

度から２０年度までの措置を定めるために改正するものでございます。 

 次、３９ページになります。附則の第１６条の２、町たばこ税の税率の改正で、本年７月１

日からの施行でございますが、第１項につきましては旧３級品以外の税率について、１，００

０本につき２，９７７円から３，２９８円への改正。 

  ２項につきましては、旧３級品についての改正となってございます。 

 次、第１６条の４から４６ページの第２０条の３までにつきましては、先ほどご説明いたま

した、個人町民税の税率の改正によりまして、分離課税につきまして、道民税と町民税の税率

の割合を変更するというものでございますが、道民税と町民税を合わせた負担については変わ

るものではございません。 

 次、４７ページになります。改正後の第２０条の４でございます。条項の追加でございまし

て、所得に対する租税に関する日本とアメリカ合衆国の二重課税の回避及び脱税の防止のため

の条約適用の利子につきまして、課税を明確化するための措置の規定を追加するものでござい

ます。 

 以下続きまして、次、４９ページになります。第２１条につきましては、これは削除となっ

ておりまして、説明を省略いたします。 

 次、５０ページになります。改正条例の第２条による改正でございますが、先ほど追加とな

りました、第２０条の４の条約適用利子及び条約適用配当に係る町民税の課税の特例につきま

して、さらに改正を行うものでございます。この内容につきましては、説明を省略させていた

だきます。 

 次、５１ページになります。改正条例の附則第６条による改正でありますが、その内容につ

きましては、説明を省略させていただきたいと思います。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

 はい、１４番、大渕紀夫議員。 

○１４番(大渕紀夫君) ちょっとよく、飲み込めないで聞くかもしれません。すみません。 

所得税と個人町民税、税源移譲されるということなのですけれども、結果的には１億７，０



００万円ぐらいの増になるっていう意味は、個人の、町民個人でいうと、どれぐらいの影響が

あるのか。要するに、振り変わるっていうようなことですからね。現実的な影響っていうのは

どのぐらいなのかと。と言うのは、今まで５％、１０％、１３％だったのが、一律税源移譲に

よって１０％になるということなのだけれども、その低所得者の方に影響があるのか。 

 僕が考えるには、低所得者に影響があって、高所得者にはあまり影響がないのではないかと。

減税になるのではないかというふうに思うのだけど、そういうことでいいのかどうか。また、

影響の額がどれぐらいあるのかね。考え方として、それでいいのかどうか、まずお尋ねしたい

と思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、辻税務課長。 

○税務課長(辻 昌秀君) 税源移譲に伴います、所得税から個人住民税への、税源移譲という

部分でございますけれども、基本的にはその所得税と個人住民税を合わせた負担は変えないと

いうことではございますけれども、１億６，０００万円増えるというのは、町民税でいきます

と３％であった方が、今回６％になると。道町民税を合わせると、５％だった方が１０％にな

ると。そういう部分、その町税の部分でございます。 

 これにつきましては、所得税が減る部分ございますので、当然その部分は減ってくると。 

 ただ、それでもなおかつ埋めきらない部分については、この町民税の方でですね、そういう

緩和措置を講ずると。そういうことになってございます。 

 その部分では、実は先ほどご説明した１億６，０００万円というのは、その影響の緩和措置

の部分、なかなかちょっと計算できない部分がございまして、ちょっと若干まだ含めていない

部分ございます。 

 それで後、収入の多い方の部分ということもちょっと関連して、ちょっとご説明されたので

すけれども、現実的には７００万円を超える方については、町の部分だけでいけば１２％が６％

になるということで、この分は実際減額になってきます。 

 ここの部分につきましては、この税の方での調整ということにはなりませんので、基本的に

は地方交付税の基準財政収入額、そういう部分でのカウントになってくるのかなということで

ございます。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） はい、１４番、大渕紀夫議員。 

○１４番(大渕紀夫君) すみません、一つ落としました。 

 今のことなのだけど、要するに、２００万円以下の今までの５％で、道民税が２％で町民税

が３％ですか。その方々は、増税になるというふうに思うのだけど、今の話じゃ７００万円を

超える人たち１３％だったのが１０％になれば、その３％分は交付税ではみるけれども、交付

税では町には減らないけど、個人で見れば、町民個人で見れば減税になると。 

 そして、２００万円以下の人は増税になるというふうに、僕らはそうすぐ思うのだけど、そ

ういうふうにはならないのかどうかということがまず１点です。 

 それともう一つ、定率減税が今回廃止されますよね。１９年からですけれども。 

 以前に、この間の４月２７日の全員協議会の中で配布された資料にもあるのですけれども、



町民税、介護保険料など、税制改正による他の税も含めて町民トータルとしては、影響額が非

常に大きく、現在とりまとめ中であるというふうに書いているのですけど、そのとりまとめは

どれぐらい進んでいるかということと、その定率減税の関係で言えばね、保育料から住宅料か

ら介護保険から国保から、今の税から、そういうものすべてに、医療費扶助からね、すべての

部分に影響していくと思うのだけれども、そういうことでの資料っていうかその、状況ってい

うのはつかめるのかどうか。 

 先ほど、低い部分は今つかめないっていう話がありましたよね。どうしてつかめないのかな

っていうことなのですよ。対象が分からないっていうのは。 

 それはコンピューターだとかそういうものの中ではつかみきれないものなのかどうか。その

点。 

○議長（堀部登志雄君） はい、辻税務課長。 

○税務課長(辻 昌秀君) まず、２００万円以下の方の町民税であれば３％が６％になるとい

う部分でございますけども、これについては基本的には所得税と、個人住民税ですね。道民税

も含めた。その部分のトータルの負担は変わらないように、一応調整するということになって

ございますので、基本的には増税にはならないと。そういう理解はしてございます。 

 ちょっと、トータルの話の部分はですね、それはちょっと置かせていただきまして、あとそ

の人数的な把握という部分で私がご説明したのはですね、今回の生活扶助基準額のですね、変

更に伴いまして、基準額がちょっと下がると。そういう部分については、実際ちょっと、現時

点、１８年度の当初課税の段階で、そこまでのちょっと精査ができないということでの、把握

がちょっと困難だと。そういう部分でございます。まだちょっと今、これからですね、普通徴

収分の納付書は来月に発行ということで、ちょっとまだその精査はできないという部分でござ

いますけれども、基本的に額的な差は小さいということでですね、それほど大きな人数ではな

いと。ちょっと、そういうような押さえ方をしているという部分でのご説明でございます。 

○議長（堀部登志雄君） はい、辻税務課長。 

○税務課長(辻 昌秀君) それと、大渕議員質問の２点目の、その全体的な影響という部分に

ついては、現在特に今回の税条例の改正については、税率の改正は１９年からの部分でござい

ます。 

 大渕議員ご質問の部分については、実は昨年の税制改正での高齢者の控除の額の変更等、そ

れがまた介護保険料の方にですね、影響になってくる部分かなと思いますけれども、これにつ

いてはまだ国保税の課税が来月。あるいは、普通徴収分の課税が来月ということでですね、６

月ということで、現在ちょっとまだとりまとめ中ということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、１４番、大渕紀夫議員。 

○１４番(大渕紀夫君) ４月２７日のこの税条例の改正概要資料１ではね、定率減税廃止、平

成１９年ということで書かれていますけれども、これの影響というのはどれぐらいかというふ

うにちょっと思うのです。 

 それと、これではそういうふうに書かれているのですけれどもね、これの影響を含めてね、



今のすべての部分に影響するっていうふうにはならないのですか。 

○議長（堀部登志雄君） はい、辻税務課長。 

○税務課長(辻 昌秀君) 先ほどの、税だけの部分ではトータル、増税にはならないというご

説明しましたけども・・・。 

○１４番(大渕紀夫君) 定率減税の廃止の件だよ、今。１９年度からの。 

○税務課長(辻 昌秀君) 定率減税の廃止ですね。 

 これは、定率減税の部分では、税額の控除ということで、その最終的な税額から一定額、一

定割合、例えば上限４万円だったものが２万円。そして、来年は２万円、町民税の場合控除す

るという、税額の部分になってきますので、課税額自体については、課税の標準額ですね。そ

ちらの方には定率減税については影響はないというふうに考えます。 

○議長（堀部登志雄君） はい、五十嵐町民課長。 

○町民課長(五十嵐則夫君) ちょっと、補足させていただきます。 

 いわゆる国保の場合ですと、例えば公的年金控除。これは所得を出すために、数字を用いま

すね。１４０万円が１２０万円になりましたというのは、所得を出すための、いわゆる算出で

すね。 

 その後、定率減税ですとか、例えば老年者控除だとか。そういうものをやった残りに対して

の、いわゆる税金がかかりますよね。 

 ですから、国保には、その今の定率減税ですとか、あるいは老年者控除だとか。そういうも

のは影響しないというふうに、我々捉えています。いわゆる、何度も言うように、年金控除が

１４０万円から１２０万円に変更になりましたというのは、所得を出すための算出方法ですよ

ね。それから、例えば所得控除というのはまた別にあります。 

 最後にまた税金がかかるのですけども、税が出てくるのですけども。その所得控除の中に、

老年者控除ですとか、今の定率減税だとか。そういうものが入ってくると。 

 ですから、国保税そのものに対しては、直接影響ないというふうに考えています。 

○議長（堀部登志雄君） はい、１４番・・・。 

○町民課長(五十嵐則夫君) いいですか。影響あるのは先ほどからお話しているように、年金

の控除。１４０万円から１２０万円になりますと。その２０万円の、いわゆる所得が増えるよ

という、そこだけですね。国保から言わせると。そういうことですね。 

○議長（堀部登志雄君） はい、１４番、大渕紀夫議員。 

○１４番(大渕紀夫君) すみません、４回目ですけれども、僕が聞いているのは要するにね、

こういうことなのですよ。 

 定率減税、この税制改正で町民がどれだけ影響を受けるかということを僕は聞いているので

す。聞きたいのは何かといったら。個々のことを聞いているんじゃないのだよ。 

 このことによって、どれだけの影響が町民にあるかということがね、そのことを税務課なり

国保なりがきちっとつかまえて、これだけの影響が町民にありますと。これだけ所得が、税が

増えて、町民がこれだけ困るのだ、困るかどうか分からないけれども。 



そういうことをきちっと押さえているかどうか。それぞれの項目で。この定率減税が実施さ

れることによって。それぞれね、医療費含めてすべての部分で、これだけ町民が影響を受ける

のだっていうことをきちっとつかまえているかどうかと。行政側が。 

 そういうことを僕は聞いているのですよ。聞きたいのはね。結果として聞きたいのは。 

 だから、町民がどういうこの税改正によって影響を受けるかって。その資料をきちっと持っ

ていますかっていうことを聞いているのですから。そのことは今まで何度かいろいろな形の中

で聞いてきているのです、僕。 

 ですからそのことを言っているのですからね。聞いているのはそこを聞いているのです。影

響がどうあるのかと。定率減税廃止による。それは税だけでなくて全体なのですから。だから

聞いているのですから、そういうことでの資料をきちっと、町民の状況を抑えていますかと。

そこだけ、お尋ねしたいと思います。 

○議長(堀部登志雄君) はい、三國谷助役。 

○助役(三國谷公一君) 大渕議員からのご質問の中のですね、町民にどれだけ影響があるかと

いうのはですね、この前から大渕議員の方から聞かれている部分がございまして、そのときも

お答えさせていただいていますが、推計ではある程度出せたのでしょうけれども、相当電算会

社の方にですね、お金がかかるということで。これは課税の段階までに明らかにさせていただ

きますと。大まかにですね、推計で例えば国保税でしたら２，０００何百万円影響が出てくる

ようですよとかって、そういう部分部分でご説明しましたが、確定的な数字は、残念ながらお

知らせできませんでした。 

 先ほど税務課長の方からも答弁申し上げましたけれども、現段階において今課税の状況、最

終チェックに入っていますので、この中で明らかにできるというふうに思っております。 

 それから、定率減税の関係はですね、この１９年度からの話ですから、現段階では推計とい

う形でしか示せれないというふうに思いますが、そういう数字は多分今、減税の部分ですから

ね。トータルでかかっている部分の段階的にどれだけ減税がなくなっていくかというところで

すから。その辺はお話できますが、現段階では、数字は持ち合わせていないと。 

 推計でしか申し上げられないと。現段階では申し合わせないということでございますので、

これ順次ですね、明らかになった段階で議会の方にもご説明させていただきたいと思いますの

で、ご理解をいただきたいなというふうに思います。 

○議長(堀部登志雄君) はい。他、質疑ございませんか。 

 はい、１１番、氏家裕治議員。 

○１１番(氏家裕治君) 一つだけちょっとお聞きしたいのですけども、２６ページの所得控除

のところですね。３４条の２のところなのですけども、いままでのその損害保険料控除分がな

くなって、これが地震保険料控除額に変わるっていう説明を受けているのですけどもね、この

損害保険料控除額の中には結構いろいろな分野があったと思うのですけども、今回この地震保

険料控除額の部分に変わるということでもって、この中身にその損害保険料控除額っていう、

今まで控除されていた部分が含まれるのかどうかですね。 



 それとも、まるっきりそういったものがこう、変わってしまう。そういう考え方はちょっと

おかしいのかもしれませんけども。 

 ちょっとその辺の説明を一度していただきたいなと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、辻税務課長。 

○税務課長(辻 昌秀君) 今回のですね、税制改正の一つとして、安心・安全への配慮の一つ

ということで、特にその地震保険料控除制度を創生するという部分では、単なる従来の損害保

険料控除についてはですね、一応全廃して、地震保険料控除に切り替えると。ちょっとご理解、

ちょっとなかなか難しいかと思うのですけど、一応説明としてはそういうことになっています。 

 損害保険料控除を全廃して、地震保険料控除制度を創設すると。振り替えるということです

ね。 

 だから、かなり限定的になってくるという部分かなと思います。 

○議長(堀部登志雄君) はい、１１番、氏家裕治議員。 

○１１番(氏家裕治君) はい。その言っている意味は分かるのです。 

 地震保険のね、それを控除するんだっていう安心・安全のっていう部分では分かるのですけ

ども、今までのその損害保険料として見られていた部分っていうのは、見ませんよっていう話

なのですか。見ないということなのですか。 

 そうなのですか。 

 ちょっと、その辺ちょっともう１回。火災保険だとかですね。そういったものが、見ないよ

っていう話なのですか。 

○議長（堀部登志雄君） はい、辻税務課長。 

○税務課長(辻 昌秀君) 一応全廃ということになって、全廃して、新たに創設するというこ

とになってございますので、ここについては見ないというご理解になろうかと思います。 

○議長(堀部登志雄君) はい、１１番、氏家裕治議員。 

○１１番(氏家裕治君) これ最後です。はい。 

 僕ね、変に思うのですよね。安心・安全の中でね、そうしたら地震保険の中にじゃ火災だと

か、そういったものも全部含まさっているっていう理解をしなきゃ、こういうものっていうの

はできないと僕思うのですよね。 

 ですから、ちょっとね、その辺の。文章だけ見ちゃうとね、本当にその損害保険っていうも

のを今まで見ていた家財だとか火災だとかっていうものは、撤廃して地震保険っていうかね。

それ１本に絞りますよっていう見方しかできないですよね。今のこの文面ではね。 

 でも、そういう理解で僕本当にいいのかなと思って、ちょっと今聞いているのですけども。 

 ３回目ですから、まだ勉強しますけど、私も。 

○議長（堀部登志雄君） はい、辻税務課長。 

○税務課長(辻 昌秀君) すみません、ちょっと私も説明不足のところがございました。 

 基本的にはですね、居住用家屋等の地震等を原因とする火災等による損害に切り替えすると

いうことでございますけれども、経過措置としてですね、ちょっとございました。 



 平成１８年１２月３１日までに締結した長期損害保険料契約等に係る保険料等については、

従前の損害保険料控除を適用するということですので、新たなものについてはですね、対象に

ならないけども、従前のものについては一応対象になると。そういう経過措置はちょっと設け

られております。失礼しました。 

○議長(堀部登志雄君) はい。他、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） はい。それでは、質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。承認第４号 専決処分の承認を求めることについて、原案のとおり承認す

ることに賛成の方は、挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（堀部登志雄君） 賛成多数。 

 よって、承認第４号は原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 暫時休憩をいたします。再開を１１時２０分といたします。 

 


