
 1 

平成１８年白老町総務文教常任委員会会議録 

 
平成１８年 ８月 ８日（火曜日）  

  開 会   午前１０時００分  

  閉 会   午前１１時５６分  

 

○所管事務調査 

・町税の概要について  

 

 

○出席委員（８名） 

 委員長     及 川   保 君     副委員長    山 本 浩 平 君 

 委 員     鈴 木 宏 征 君             土 屋 かづよ 君 

         近 藤   守 君             谷 内   勉 君 

         加 藤 正 恭 君     議  長    堀 部 登志雄 君 

 

○欠席委員（０名） 

 

○説明の為出席した者の職氏名  

税務課長   辻   昌 秀 君     税務課主幹    野 本 裕 二 君 

税務課主幹  須 田 健 一 君     税務課主査    下 河 勇 生 君 

       

○職務の為出席した事務局の職氏名  

事務局長   上坊寺 博 之 君     事務局主幹    中 村 英 二 君 
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◎開会の宣言 

 

○委員長（及川 保君）  おはようございます。ただ今から、総務文教常任委員会を開会いたしま

す。お諮りいたします。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」の声あり］  

○委員長（及川 保君）  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。  

 

◎所管事務調査 

 

○委員長（及川 保君） 次に、本日の委員会の日程について事務局長から説明いたします。  

○事務局長（上坊寺博幸君）  おはようございます。本日所管事務調査として、町税の概要につい

てということ調査いたしたいと思います。担当は税務課でございます。  

一応日程の都合で、今日は午前中ということで組んでございます。明日も予定してございます。

本日、委員会終わりましてから、９月以降の行政視察の関係で打合せをさせていただきたいと思っ

ておりますのでよろしくお願いいたします。以上であります。  

○委員長（及川 保君） それでは早速ですが、町税の概要についての所管事務調査を行います。

税務課からの説明をお願いします。はい、辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君）  最初に、４月から税務課の体制が変わりましたので、今日の出席者 

含めてご紹介させていただきたいと思います。私、4 月１日から税務課長を仰せつかっております。

税務課としては１年目ということで、皆さんと一緒にいろいろ勉強しなければならない事項がある

かなと思っております。  

私のそちらから見ると右手、納税グループの野本主幹です。野本主幹はベテラン選手です。私の

右隣が住民税グループの須田主幹で、住民税に関しては２回目の経験ということでそれなりの経験

がございます。左端が下河固定資産税グループ長、彼は 5 年目ということで固定資産税のほうもか

なり抑えてございます。あとは納税管理担当グループの佐藤リーダーがいるのですけれども、窓口

業務があるものですから、必要な事項が出たらそのときだけ入らせていただくということでご了解

いただきたいと思います。 

それでは説明に入りますけれども、最初に資料を確認させていただきたいと思います。事前に配

布している資料でございますけれども、配付資料の一覧表を一緒に付けているかと思います。総務

文教常任委員会所管事務調査配付資料という、これに基づきましてどういう資料をお配りしている

かの確認をさせていただきたいと思います。  

１ 平成１８年度所管事務調査資料  

例年秋頃、決算とあわせて配付しております町税概要の平成１７年度版の抜粋等（一部１8 年

度版）になってございますけれども、ただ、１７年度決算で一部確定したものがございますの 
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で、新しい数字に置き換えているものもございます。  

２ 平成１8 年度住民税のしおり  

３ 税源移譲パンフレット（住民税が変わります）  

４ 平成１８年度固定資産税のしおり  

５ 追加資料 

・ 市町村税に係る用語解説等 

・ 北海道内の市町村税の税率等（平成１７年 4 月１日現在） 

・ 個人住民税所得税率フラット化（１０％）の試算表ほか 

・ 滞納整理の概要図 

・ 白老長納税貯蓄組合一覧表 

 主に、これらを使いながらの説明が多くなろうかと思いますけれども、事前に議会事務局と打合

せをさせていただきまして、指定のあったものについて付け加えさせていただいています。 

 本日１枚もので、地方たばこ税の税率の関係の、今日配ったものがございます。７月１日からた

ばこ税の税率が変わっておりますので、その部分についても今日お配りしております。  

 以上が配付資料の概要でございますけれども、資料がかなりの種類になりますので、説明につい

てはお配りしている資料の順序は不同になりますけれども、関連したものをまとめてご説明すると、

そういうような流れで考えてございます。 

 最初に町税の概要をご説明し、２点目としては住民税関係を中心に、そして固定資産税、最後に

納税関係の説明という形になろうかと思いますけれども、途中一括してということになると、かな

り長時間にわたって説明事項が多いものですから、途中区切りまして質疑応答を受けたいと思いま

す。                                                                        

 それでは説明に入りたいと思います。  

 最初に町税の種類等につきましての説明ということで、資料の方は表紙に追加資料というタイト

ルの入った資料がございますので、これをお手元に置いていただきたいと思います。  

 所管事務調査追加資料というタイトルですね。  

 表紙をめくっていただきまして１ページからタイトルは用語解説等となってございますけれど

も、最初に１ページの上の図が、租税体系が載っております。これを若干ご説明したいと思います。

この租税体系の図につきましては、国税、北海道の道税も含めまして掲載してございますけれども、

町が該当するものにつきましては、地方税の中の下の段の市町村税でございます。中には本町で課

税していないもののございます。白老町が課税している地方税につきましては、この１ページの中

段以降に市町村税の概要というタイトルで●になっているものが、白老町として課税しているもの

ということでございます。なかに○であるものについては、制度としてあるけれども、白老町とし

ては課税になっていないというものであります。  

● 市町村民税 

市町村民税は、道府県民税とあわせ住民税と呼ばれています。白老町の場合は北海道から委託

され一括して道民税も合わせて徴収してございます。住民税の内容につきましては、後ほど担 
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当のほうからご説明いたしますので、私のほうからは省略させていただきたいと思います。 

● 固定資産税 

固定資産税につきましては、その年の１月１日現在、これは賦課期日となっておりますけれど

も、１月１日現在における固定資産の所有者に対して課税される税でございまして、土地、家

屋及び償却資産が対象となります。内容は後ほど担当のほうからご説明させていただきます。  

● 軽自動車税 

軽自動車税に係る軽自動車は、原動機付自転車、軽自動車、小型特種自動車及び排気量が一定

以下の二輪の小型自動車をいいます。軽自動車税を納める人は、軽自動車の所有者となってご

ざいます。税率につきましては後ほどご説明したいと思います。  

● 市町村たばこ税 

納税者は日本たばことか卸売り事業者となってございます。ここに税率が記載されてございま

すけれども、７月１日から税率が改正されてございまして、新しい税率につきまして本日お配

りしている資料のほうに記載しているものをご覧になっていただきたいと思います。  

その中には、道の分、町の分、載っていますれども、それ以外国に係るものもあるというよう

な 3 段階になってございます。 

○鉱山税、○特別土地保有税に関しては、白老町は該当ないということで説明を省略いたしますけ

れども、○特別土地保有税、これ以前は町税として現年分課税してございましたけれども、平成１

5 年度以降は廃止となっております。予算に計上しているのは滞納繰越分のみということになって

ございます。 

● 入湯税から以下は目的税でございます。  

● 入湯税 

鉱泉浴場と書いておりますけれども、温泉施設における入場者に対して課税される税金という

ことで、納税義務者は入湯客ということで、徴収義務者はそれぞれの施設になるのですが、預

り金みたいな形になります。税額につきましては白老の場合、宿泊が１５０円、日帰りが６０

円ですね。いわゆる湯治といわれる７日間以上の宿泊を伴う方は７０円ということになってご

ざいます。 

○ 事業所税 

これは、道内では札幌市と旭川市の２市が該当になるということです。  

○ 都市計画税 

本町は課税しておりませんけれども、都市計画事業を行う市町村においては課税できるという

部分ですけれども、白老町については課税をしていないということになっております。  

● 国民健康保険税 

国民健康保健事業の経費に充てるために徴収する収入ですけれども、当町においては税として

課税しておりまして、被保険者であり世帯主に対して課税しているということでございます。  

 以上で、税目の概要の説明を終わりますけれども、次に、各税目の税率についてちょっと触れた

いと思います。今見ております資料の４ページですね。 
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４ 市町村税の税率等（平成１７年４月１日現在 市町村数：２０７―平成１８年４月１日

現在 は市町村数：１８０）  

 １ 個人均等割 

  （１） 標準税率   年額３，０００円  

  （２） 標準税率と異なる税率を採用している市町村  なし 

 ２ 個人所得割 

（１） 標準税率 

課税所得の段階区分 税 率 

① ２００万円以下の金額  １００分の３ 

② ２００万円を超える金額  １００分の８ 

③ ７００万円を超える金額  １００分の１２ 

  後ほど説明いたしますが、税率が今所得によって３段階に分かれているのが、来年の課税

から１０％にフラット化されると、三位一体改革の税源移譲で国税の所得税の税率が下がり、

こちらのほう上がるといいますか、７００万円を超える方は逆に下がるのですけれども、フ

ラット化されるということでございます。 

（２）標準税率と異なる税率を採用している市町村  なし 

 ３ 法人均等割 

（１） 標準税率 

  白老町はここに記載されております標準税率どおりで課税してございます。  

  この標準税率を採用している市町村の中に白老町ございますけれども、主に胆振管内では

室蘭市と東胆振の町村となってございます。  

（２） 標準税率と異なる（超える）税率を採用している市町村 

  １５３市町村とございますけれども、主に標準税率の約２割増しくらいで当時１５３市町

村は超過課税をしている。 

  苫小牧市につきましては、６号法人から９号法人、この部分は標準税率、資本金の規模が

低い、いわゆる中小企業については標準税率どおり、５号法人以上は約２割増というよう

な形になってございます。 

  上砂川市、門別町、また違う税率になっているということで記載されてございます。  

４ 法人税割 

（１） 標準税率  １２．３％  

（標準税率を採用している市町村）  

    北村、長沼町、沼田町、朝日町、下川町、初山別村、白老町、追分町、厚真町、鵡川町、

穂別町、音別町 以上１３町村 

（２） 標準税率と異なる税率を採用している市町村  

① １４．５％  帯広市、倶知安町、栗山町 以上３市町 

② １４．７％  上記（１）の市町村、（２）①の市町村及び③の市町村を除く１８８市   
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町村が採用。 

③ 不均一課税を採用している市町村  

ア 札幌市 

 資本均等の額が１億円以下で賦課標準となる法人税額が年１千万円以下の法人につ

いては１２．３％の税率を適用。その他は１４．５％を摘要。  

イ 苫小牧市、早来町  

 資本均等の額が３千万円超の法人いついては１４．７％、３千万円以下の法人につ

いては１２．３％を摘要。 

 ５ 固定資産税 

（１） 標準税率  評価額の１．４％ 白老町も含め全道の１９９市町村が採用している。  

（２） 標準税率と異なる税率を採用している市町村  

・ 主に空知管内の市町村  

（３） 上記（１）及び（２）の市町村のうち一部不均一課税を採用している市町村  

  ３４市町村 

 ６ 都市計画税 

   白老町については課税していない。 

   課税基準は固定資産税の評価額  

  （１）標準税率  ０．３％  

    （標準税率を採用している市町村）  

管内では室蘭市、苫小牧市、登別市が導入している。  

   道内の人口２万人以上の市町村のほとんどが、都市計画事業を行っているところについ

ては都市計画税が導入になっていると。都市計画事業を行いながら、都市計画税を導入

していない人口２万人以上の町は白老町かなということになってございます。 

７ 鉱山税 

  該当にならないので省略させていただきます。  

８ 入湯税 

（１） 標準税率    

入湯客１人１日について１５０円  

 白老町は宿泊については採用しているのですが、日帰りにつきましては６０円、湯治客

は７０円ということで、そこの部分については不均一課税で低くしているという状況で

ございます。 

  ９ 軽自動車税 

    記載している自治体のみ、標準税率が異なるということで、白老町につきましては標準税

率どおりということで、代表的なもので申し上げますと、４輪以上の乗用の自家用ですと

年間 7,200 円。そういうような金額なってございます。  

以上で、税目と税率ですけれども、先ほどご説明したこれらの関係の税額が、実際年間どれくら
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いかというぶ分でございますけれども、別な資料になりますけれども、所管事務調査資料をご

覧になっていただきたいと思います。  

１枚めくっていただきますと、１ページに１５、１６、１７年度、１７年度は一応最近まとまっ

た決算額を載せてございますけれども、この表の真中の段収入額ですね。収入額の現年課税分でご

説明していきたいと思います。 

    （単位：千円）  

税  目 年度 収 入 額 

個人町民税 １７ ５２１，８６８  

法人町民税 １７ １２２，３０５  

固定資産税 １７ １，３４７，４７４ 

軽自動車税 １７    ２０，７４０  

町たばこ税 １７   １６０，２９２  

特別土地保有税 １７         ０ 

入湯税 １７ ２７，１６２  

合計 １７ ２，１９９，８４１ 

以上で町税の全体的な税目、あるいは税率、トータルの税額ですね。概要説明を終わらせていた

だきます。質疑応答ということでよろしくお願いいたします。  

○委員長（及川 保君） はい、ありがとうございました。一つ一つ区切って質疑を受けたいと思

っておりますので、ただ今の説明の中で聞いておきたいということがありましたら、お受けいたし

ます。どうぞ。はい、加藤委員。  

○委員（加藤正恭君）  所管事務調査の２ページ、町税課税の状況の中で。  

○委員長（及川 保君） これ、あとから説明しますので、今までの中で、税率、用語説明等あり

ましたよね、その中で。今までの説明の中で聞いておきたいなということがありましたらお願いい

たします。はい、土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  入湯税のことをお聞きしたいのですけれども、追加資料の６ページに出

ている入湯税のことなのですけれども、道内の入湯税を取っている市町村が１２３、合併しました

からそれよりさらに減ると思うのですけれども、これは強制力のあるものなのですか。  

 と申しますのは、市町村税の平成１７年度４月１日現在の市町村は２０７となっていますけれど

も、これを見ると実際に入湯税を取っている市町村が１２３となっているのですけれども、これは

法律で定められたもので強制力があるものなのかどうか。  

○委員長（及川 保君） はい、辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君）  私も全部把握しているわけではありませんけれども、道内温泉のない

町もあるかと思います。温泉のあるところについて、課税するかどうかは選択権ございまして、白

老町は課税するということで町税条例の中に税率をうたい、税率については宿泊の方は１５０円と

いうことで標準税率ですけれども、日帰りは６０円、湯治客は７０円ということで下げている。こ  



 8 

れは、強制力という部分では町税条例に基づくという部分でございます。  

○委員長（及川 保君） 次いいですか。土屋委員良いですか。加藤委員。  

○委員（加藤正恭君）  今入湯税が出たので、ここで入湯税をちょっと聞きたいのですが、これは

もちろん目的税であり、申告税であるということは良く分かるのですが、果たして、預り金である

ことは間違いないわけですね。宿泊客、入湯客から一時１５０円なり６０円なり７０円なり預かる。

これの数値が、どういう方法で確認しているのか、昔あった飲み屋さんの遊興飲食税と同じで、な

かなかこの実態はつかめないだろうと思うのだけれども、私は半分出ているかなという感じを実は

持っているのですよ。とういうのは過去にそういうデータがあったのですよ。そのあたりの確認は

どうしておられるのか、申告をしているのですから、申告をストレートに受けているということだ

ろうと思うのですけれども、その後の事後調査というのか、利益からもらうというのであれば分か

るのですよ。「１００円儲けて１０円いただきますよ」というのとは違って、１００円もらうのに

入湯税込みでもらっているわけですから、当然込みという部分は利益ではないわけですね。預かり

金なのですから。それを当然ストレートによこすというのは常識だと思うのですが、そのあたり結

局、納税義務者の道義というか、そういう納税意欲というか、そういうものに期待をせざるを得な

いのですが、あわせてそういう面での納税意欲を高めているかどうか、そのあたりの考え方につい

て伺いたいと思います。いかがですか。  

○委員長（及川 保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君）  この入湯税、加藤委員がおっしゃるように申告に基づくということで

ございます。営業して申告の人数が適正かどうかという部分ですね。あるいは他の税目もそうです

けれど、申告に対象でも申告されていないという部分が他の税目ですとありますから、まず、そう

いう部分の把握は当然していかなければならないということでございますけれども、ただ、その申

告の中身という部分が、基本的には申告された方の部分を信頼してという形で成り立つ税だという

ことでございます。 

 毎日玄関に立って数えるなんてことは現実的にはできないということです。多分、実際の入って

いるお客さんと申告される数が適正かどうかという部分ですね、これ私ども決定的に違うとか合っ

ているとか、そういう把握できないのですけれども、傾向的に見てこれは多分きちんと申告されて

いるのかなと、特に行政と関わりの深い、そういう施設については間違いなく申告どおりというこ

とで抑えていますけれども、民間事業者の中に結構お客さんは入っているのだけれども実際はどう

なのだろうかと、そういうふうに思わざるを得ないところも現実にあります。そういう部分では、

町の立場というのはいろいろ在りまして、税務課は入湯税という部分で温泉施設と関わり合いをも

ちます。逆に産業振興の部分では、観光の部分で入り込み数ということで。そこの部分の数字との

整合性があってくれば一番望ましいのかなということで、これは内部で個別の施設という部分で、

まずあわせるとなると、我々も課税権の立場で動かなければならないのですけれども、その前段と

して、やはり町全体のそういう部分の基本的には観光の財源になってくる要素もありますので、そ

ういう部分が増えれば当然そういう財源になるのだという部分で、今、他の産業振興の部分と協議

しているという状況です。現実に強制力を持って捜査しているのかというと、現実にはそこまでは  
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いっていませんけれども、きちんとトータルの数字が今後は近づいていくような努力はしていきた

いというふうに考えています。 

○委員長（及川 保君） はい、須田主幹。 

○税務課主幹（須田健一君）  ただ今の件について、ちょっと補足をさせていただきたいのですけ

れども、実際の実務としては現在１７年度の入湯税の納税義務者で２５事業所あるのですけれども、

その事業所、大体３年に１度は事業所を訪問いたしまして、入湯客数の数、そういったものをどの

ように把握して納税していただいているかというようなことについてご確認をさせていただきま

して、指導しながら進めているという現状でございます。  

 先ほど、課長のほうから、どのくらいの数が入っているかということでご説明ありました。実際

に事業章に張り付いて数のチェックをしているというまでには及んではいないのですけれども、一

応事業所の入湯税の納入に関しての把握の実態調査というのは毎年秋に、大体３年に一度必ず事業

所を廻るような形で、毎年計画的に行っているというのが実情とありますのでご報告させていただ

きたいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  今の件で、昔は白泉閣というのがあったのですよね。あれは、町が委託し

てやらせていて、支配人から何からみんなサラリーマンだった。従って、入湯税は正確に出してお

ったのですよね。あれがひとつの基準になっていたのです。あそこがこのくらいだからこうだとい

うことを判定した時期があったのですが、白泉閣やめてからそういう基準になるようなものがない

ものだから、どの団体を基準に考えるのかというところが非常に難しいので、まるきり申告だけを

信用して現在にきているのではないのかなと思うのですけれども、白泉閣は確かにきちんと預かり

金を町へお返ししますよと。それと比較してあそこはちょっと少ないのではないのと。こういうよ

うな話が、実は白泉閣運営委員会などがありましたものですから、そこでも議論したことがあるの

ですよ。ですから、何かそういうような基準的なものが何かつかめないかなと。そうすることによ

って多い少ないというようなことにもなるのではないかという気がするのだけれども、そういう考

え方は現実的には難しいのでしょうけれどもいかがですか。  

○委員長（及川 保君） はい、辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君）  この入湯客の目安をどういう基準でということなのですけれども、昔

の白泉閣に準じたような施設、ないわけではないのですね。ポロト温泉、振興公社、町の関連会社

がやっていると。そういう部分ございますけれども、ただ、それを基に比較するというか、把握の

仕方の方法論は３年に一度当たるように毎年やっているという中で、抑えていくしかないのかなと

いうふうに思います。  

○委員長（及川 保君） 他、谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） １ページのたばこ税について。これなのですけれども１５年度、１６年度、

１７年度と徐々に減っているのですね。１５年から１６年にかけても 4,000 万円くらい減っている

ということで、ただ、今年の７月１日から一斉にまた上がりますよね。これと実際加味して、来年

度はこれのペースで行くのか。下がるのか上がるのか。その辺だけちょっとお伺いしたいのです。 
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○委員長（及川 保君） はい、須田主幹。 

○税務課主幹（須田健一君）  今、町たばこ税の関係で、今年の７月１日にたばこ税の改正があり

まして、これに基づきまして今後たばこ税の税収がどうなるかということにつきましてお答えした

いと思いますが、まず、たばこ税の引き上げにつきましては、本日お手元のほうに「地方たばこ税

引き上げ（平成１8 年７月１日～）」ペーパーがいっているかと思いますので、お分かりかと思うの

ですが、実は、前回平成１５年度のときにも増税がありまして、そのときに前年比で約１．７％ほ

どの伸びなのですよね。増税に関しては特別、減煙ということもありまして、喫煙される方が極め

て少なくなっていっているということで、増税の影響が大きく現れないということのなかで推移を

してございます。 

 それ以降、約２％前後ずつ毎年毎年本数が減ってきて、減収になってきているというような状況

が続いてございまして、本年度の改正でも、私どもの試算では約１．３％ほどの延びにとどまるの

ではないかということでございます。  

 現在、７月末までに手持ち品課税といいまして、７月以降売られるものについては新しい税率で

課税されていくということなのですけれども、７月１日現在でまだ商品として売っていない、手持

ちのものについても増税しますよということになっていまして、その申告を見ましても、現在申告

が出てきているのが、私どものほうに申告書が届いているのが５件ほどと極めて少ないです。  

 ですから、３万本以下の分は申告納税義務がないということで、免除になってございますので、

その辺の関係もあってあまり手持ち品在庫を抱えていないのかなという状況もあろうかと思いま

すが、そういう状況を加味しますと、それほど税収的には延びて来ないという中で、今後過去の経

過からいきますと１％くらいは必ず少なくなっていくのではないかというふうに考えてございま

すので、たばこ税については年々落ち込みしてくるのかなということで、私どものほうとらえてご

ざいます。 

 具体的な数字は、試算したものはあるのですが、参考に今年度の見込みで増税があったというこ

と含めまして、約１億 6,279 万 2,000 円というくらいに、だいたいとどまるのではないかといい試

算をしてございます。 

 なお、１９年度以降は増税若干ありますが、同じくらいで推移しましてそれ以降１％ほどずつは

最低下がってくるかなという試算をしてございます。  

○委員長（及川 保君） よろしいですか。はい、加藤委員。  

○委員（加藤正恭君）  今たばこ税ね、町税のうち７％とという割合なのですよ。固定資産税、町

民税の次に大きい財源である。その割にしては嫌煙ムードが非常に強いのですよね。７％とという

白老町の財源といったら、入湯税なんか全然問題じゃないのです。入湯税で１．４％ですね。たば

こ税というのは５倍も町に対して大きな恩恵を与えているということに反して、非常にたばこを吸

う人に対しては、虐待といってもいいくらいの差別をしているような気がしてならないのだけれど

も、そのあたりについてはもう少し、全国的に車の中も、列車の中も、電車の中も、飛行機の中も

全部そうだというから止むを得ないにしても、もう少しかわいがってあげてもいいのではないのか   

なと。気を使ってあげてもいいのではないのかなという気がしているのだけれども、課長としては
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どのように考えますか。  

○委員長（及川 保君） はい、辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君）  実は、６月でしたか、たばこの販売組合総会がありまして、私も呼ば

れていきました。そのときご挨拶の中で触れさせていただいたのですけれども、健康増進法という

法律ができて、喫煙場所に制限がなってくるという部分で、そういうこともあってたばこの売上が

減ってきているということなのですけれども、町の立場は、税務課としての立場としては、販売よ

ろしくお願いしますということなのですけれども、ただ、町全体の立場で、やはり健康の部分、ま

た医療費の部分ございまして、そういう部分が、町としてはそういう立場があるし、現実にはタバ

コを吸うという環境は中々厳しくなってきていると。一応そういういいわけがましいご説明をした

のですけれども、税務課としてはこの税額が上がる部分には期待はしたいのですけれども、町全体

の立場では、やはり健康の問題との兼ね合いからいって、そうはならないのかなというふうに思い

ます。 

○委員長（及川 保君） 苦しい答弁ですが、加藤委員いいですか。他、ございませんか。  

 はい、堀部議長。  

○議長（堀部登志雄君）  用語の説明の４ページの一番上に市町村税の税率等というところの一番

最初の、個人均等割と個人所得割の関係あるのですけれども、これも標準税率と異なる税率を採用

している市町村はないということで、これだけではないのだけれども、これ基本的にはどういう関

係でないのか、どういう考え方でないのか、概念というか。どこでもこれだけは守らなければなら

ないというのがあるのかね。白老町としての考えがあれば聞かせてもらいたいのと。  

 それから個人所得割の標準税率、これ表になっている。これが今度１００分１0 になるとかとい

う話なんだけれども、そこらへん分かる範囲でもうちょっと詳しく説明していただければ。 

○委員長（及川 保君） はい、辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君）  最初に標準税率という部分ですけれども、地方税法で標準となる税率

が決まって、道内の場合は全道すべて地方税法の考え方を採用していると。白老町も同様にという

ことで、ここの部分については基本的に地方税法の標準税率、どこの自治体もやはりそれでいこう

ということで、ここの部分では特にないと。超過課税の部分としては逆に都市計画事業をやってい

るところは、都市計画税をやったり、また法人の部分ではある程度活発な民間の経済活動をされて

いる自治体で、財源が欲しいという部分については、ここで企業のほうが負担できうるからという

ことで、法人のほうで超過課税しているのかなというふうに思います。  

 白老町、なぜ標準税率どおりだといわれると、圧倒的に白老町、すべての税目、入湯税の一部を

除いて標準税率でやっていますので、基本的には町民の負担は極力標準どおりということで抑えて

いるというふうに理解していただければと思います。  

 それと、個人所得割の税率の１００分１0 に上がる部分については、後ほど住民税全体とあわせ

て担当のほうから詳しくご説明したいと思いますので、そのときご説明させてください。  

○委員長（及川 保君） いいですか、他ございませんか。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 都市計画税のことなのだけれどもね、私一般質問をして町長の考え方は
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伺っておるのだけれども、０．３％以下のところも現実にあるのです。０．１８とか、０．２０と

か、０．２５とかというところもあるから、都市計画税は主に下水道の問題だろうと思うのですけ

れども、下水道を採用するときに都市計画税をやればよかったなと、こういうようなことでの答弁

が実はあったのですよ。今になってからではちょっと遅いと、こういうことなのだけれども、考え

方なのだけれども今下水道を入れるために借金をしているのを、どんどんどんどん毎月払っている

わけです。今は下水道を合併浄化槽のほうへ切り替えるという方向に進んではいるけれども、これ

だって補助金も出すわけですから、都市計画の一部であることは間違いない。そういうことからい

けば遅きにししたにしても、都市計画税というものは０．３％でなくても、０．１とか、０．１５

だとか、そういうふうにしていくらかでも財源の足しにすべきじゃないのかなというのが、私個人

的な考え方なのだけれども、これは課長に聞いても、ここで判断できる性質のものではないけれど

も、今後検討できないものですか、そのあたりはどんなお考えを持っていますか。  

○委員長（及川 保君） はい、辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君）  新たな税というような部分については、税務課の作業としては、特に

実施に向かってということは、これまで取組んではいませんけれども、ただ、町全体の中では、や

はり財政状況の厳しさという部分で以前から財政の健全化とか、あるいは財政改革プログラムの中

では一応検討事項としては上がっております。  

 ただ、これはいつ必ず実施するよとか、そういうことではなくて課題ということで、これは町内

部の、行政改革とか、あるいは財政の健全化とか、そういう部分の課題にはなっております。これ、

極めて政治政策的な部分ですから、町長の考え方としては、基本的には現在の任期中は引き上げし

たくないということは、議会の場でもお話しになっておりますので、これは議会の中で理事者との

議論の中で進めていただければなと。税務課についてはそういう方向が出れば、そういう方向の中

で作業をやっていくという立場になりますけれども。  

○委員長（及川 保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） それは良く分かるの。当然のことだと思う。それで、固定資産税も白老町

は１．４％とという標準課税を取っているわけですよ。それは１９９あるとしても、ところが他の

地域では上げているところもあるし、また一部不均一課税をしているところもあると。ですから標

準課税を見直すのか、都市計画税を例えば１％上げるということだって考えられるわけですよね。

標準課税ではなくて、例えば１．５％にするのか、都市計画税を０．１％にするのか理屈としては

同じことになると思う。新税がいやだというのであれば、固定資産税を少し上げればそれですむこ

とになっちゃうのですけれども、そういう考え方も含めて、今後検討してもらいたいと思います。

答弁はいりません。そういう立場であることも十分承知していますから。  

○委員長（及川 保君） はい、土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 4 ページの法人均等割のところに、標準税率の表が出ているわけなので

すけれども、白老町もこれには入っているわけなのですけれども、下の（２）に標準税率と異なる

税率を採用している市町村が出ているわけなのですけれども、これは標準税率というのは応能にな

る   のですかね。下の町村が応益という形になるのですかね。随分差があると思うのです。こ
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れがどういうことなのかちょっとお聞きしたいと思います。  

○委員長（及川 保君） はい、辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君）  法人の町民税に付きましても、個人と同じく均等割と法人税割、これ

収入に応じてというふうになっています。それで、この均等割という部分は赤字の会社であっても、

こういう資本金額ですか、あるいは従業員数、こういう部分については払っていただきますという

部分で、ある意味では応益というのですかね、これは事業活動をやっている上で負担いただくと。

逆に黒字の収入のあるところは、5 ページのところにある法人税割ですか、標準税率１２．３％。

当然これは町民税だけの話ですから、会社については国のほうへは法人税というのを当然払うのが

発生してくると。そういう意味では応能というのですか、当然払うべき資源があるのだと。そうい

うことになっています。  

○委員長（及川 保君） 他、ございませんか。なければ次進んでよろしいですか。それでは、暫

時休憩します。 

 

休   憩 （午前１０時５２分）  

 

再   開 （午前１１時０３分）  

 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開します。  

 それでは、次に進んでいただけますか。はい、辻税務課長。  

○税務課長（辻 昌秀君）  次にですね、区切りとしては住民税の概要、もう少し詳しい仕組みで

すね。それと先ほど議長からもお話ありました税制改正の概要またその影響額等パンフレット等も

使いながら、担当のほうからご説明したいと思います。 

○委員長（及川 保君） はい、須田主幹。 

○税務課主幹（須田健一君）  それでは住民税の概要と税制改正の概要等について、ご説明させて

いただきたいと思います。 

 まず住民税の概要につきまして、お手元の住民税のしおりをもとにご説明をさせていただきたい

と思います。しおりでは 8 ページから説明に入らせていただきます。住民税につきましては、都道

府県民税と市町村民税を合わせて住民税と呼びまして、住民税には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の額に応じて課税される所得割と、所得金額に係らず個人が等しく負担

する均等割からなっております。また、法人住民税は町内に事務所又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９つに区分されている均等割額と、法人税額を課税標準とした税率

１００分の１２．３を乗じて算出する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。 

それが８～９ページ目のほう、簡単ですが説明をさせていただきます。  

 次に１０ページ以降の個人住民税のあらましについてご説明いたしたいと思います。 

個人住民税の納税義務者につきましては、その年の１月１日現在において、市町村に住所を有し
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ているか、あるいは事務所・事業所又は家屋敷などで判断し課税をしてございます。 

 事務所・事業所又は家屋敷というのは通常、家屋敷税ということで白老町に住民登録がなく、事

務所・事業所又は家屋敷等を所有している方に、市町村の均等割を課税できるということで、白老

町の場合は家屋敷税導入してございまして、均等割を事務所・事業所又は家屋敷等を所有者に課税

をしている現状でございます。 

 次に、住民税が課税されない人につきましては、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。また障害者、未成年者、寡婦で合計所得金額が１２５万円以下のものにつきましても、

住民税が非課税となっております。ですから障害者や未成年者、寡婦、夫の場合もございますが、

これらの所得金額の合計が１２５万円以下であれば非課税だということでございます。 

 従来、年齢６５歳以上の方も対象になっておりましたが、平成１８年度の税制改正により段階的

に廃止されてございます。平成２０年度より、全額課税になるということになってございます。で

すから今年の道町民税の課税から、非課税措置が廃止されてございます。 

 次に、均等割がかからない人ですが、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。控除対象配偶者等扶養者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、さらに１６万 8,000 円を加えた額以下の者は均等割がかからないということです。先ほど、

前段で説明したのは、税全体が非課税の方は障害者と１２５万円以下の方。次段階的にありまして、

今度は均等割の 4,000 円（市町村民税 3,000 円、道民税 1,000 円）がかからない方の判断基準は、

今ご説明した単身者でありましたら２８万円以下の者。控除対象配偶者等扶養者がいる場合につき

ましては、本人を含むそれらの合計数に２８万円を乗じ、さらに１６万 8,000 円を加えた額以下で

あれば、均等割もかからないということであります。 

 次に、所得割がかからない方ということで、その方につきましては前年の所得金額が３５万円に

本人、控除対象配偶者等扶養家族数の合計数を乗じてさらに３２万円を加えた金額以下の者は、所

得割がかかりませんよというしくみに現在なってございます。 

 今言いましたそれを超える方につきましては、その所得金額から所得控除金額を引いた額が課税

標準額になりまして、それに税率をかけまして税額控除したものが所得割額ということになります。

税額控除というのは、配当控除だとかいくつかの控除がございますが、そういったものをして所得

割が計算されるということでございます。 

 現在、税額控除と同じく定率減税というのが行われてございますが、平成１８年度に１５％だっ

たものが７．５％になってございます。来年以降住民税についてこの控除は廃止となっていること

で、定率減税はなくなるということになってございます。 

 所得割の税率は、課税所得金額の段階別となっておりまして、標準税率を用いて課税しておりま

すが、平成１９年度分から税源移譲によって、税率がフラット化され市町村民税が一律６％、道府

県民税が一律４％となります。このへんにつきましては後ほどご説明をしたいと思います。 

 しおりの中で、所得の種類と所得の金額の計算方法だとか、所得控除の種類等載ってございます

が、この辺につきましては見ていただければお分かりなろうかと思いますので、省略をさせていた                  

だきたいと思います。 
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 以上、２０ページまでのところを簡単にかいつまんでご説明を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など特

定のものにつきましては、その他の所得と分離して計算いたします。 

その他、肉用牛の売却による所得の課税の特例や変動所得・臨時所得の平均課税などの特例など

も現在あります。 

なお、平均課税につきましては平成１９年度以降、特例が廃止されるということでございます。

この平均課税を採用している方につきましては、白老町では漁業者の方が多いです。これらの特例

が廃止されますと、漁業者の方については一時の税負担の増加というのが考えられるかなというふ

うには思います。 

また、２４ページにありますが納税の方法でございますが、年４回に分けて納入する普通徴収と、

毎月給与天引きによる特別徴収の２つの方法によって、現在税の徴収を行ってございます。 

町民税の申告でございますが、２７ページのほうにございますが、住民税の申告は確定申告をし

た人、また前年中の所得が給与または公的年金のみの人、前年度所得が市町村条例で定める金額以

下の人は、申告をしなくてよいということになってございます。 

これ、一般の町民の方も非常に誤解されるのですけれども、住民税の課税上必要がないというこ

とでございます。従いまして、国保税の課税だとか、そういった方につきましては、特に低所得者

の方は４割軽減、６割軽減を受けられる方については、申告をしていないと受けられないというこ

とがありますので、この規定にかかわらず申告が必要になるのです。 

住民税上必要がないというのを誤解されて申告されない方がいらっしゃって、あとで高くてびっ

くりして、「申告を町でしなくて良いと言ったのではないか」というような話しがあって、誤解を

招くケースがあるのですが、そういった形になろうかと思います。 

あと、会社にお勤めのサラリーマンの方ですと、源泉徴収されて給与の提出があって、それが住

民税の税額計算の賦課資料となるわけでございますが、その中で、例えば生命保険の控除を忘れた。

社会保険料の控除、実は国民健康保険だとか、国民年金もかけていただけど会社に申告していなか

ったということで、漏れていた方については申告をしなければ正しい数字になおされないというこ

とになりますので、その方についても住民税の申告が必要になるということでございます。 

以上簡単に、住民税の基本的なことについて雑ぱくですがご説明をさせていただきました。また

あとで、このしおりを見ていただければ、詳細に付いてはお分かりいただけるかと思いましたので、

基本的なことについてはこの辺で終わりにいたしまして、次に所管事務調査の、調査資料の２ペー

ジ目お開きいただきたいと思います。 

 ２ページ目の町民課税の状況ということで、そこの表につきましては、町民税の課税状況の所得

割について、所得割課税者についての資料をそこに掲載してございます。  

 この中で、例年、給与所得者につきましては平成１５年度から平成１７年度３ヵ年で見ますと、

１６年度より１７年度若干増加してございますが、算出税額で１５年度よりはどんどん下がってき                      

ているということで、給与所得者についても所得の延びがあまりないような状況が続いてございま
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す。 

営業所得者につきましても、３ヵ年を見ますとそれほど大きい伸びがないということでございま

す。 

 下の下段から３段目のほうにその他所得者ということになってございますが、ここのところにつ

きましては年金受給者がほとんどその他所得者に該当いたします。すべてではございませんがほと

んどが年金所得者が該当するということで、年金所得者につきましては、平成１５年から１７年度

に対して算出税額が上がってきているということで、今まで税金を納めなくてよかったものが、だ

んだん納める方が増えてきているということでございます。  

 これにつきましては、今年１８年度の税制改正でもそうだったのですけれども、老年者控除の廃

止、年金の所得控除の見直し、年金の収入から以前は１４０万円を引いたものが所得金額だったも

のが、１８年度の計算段階では１２０万円を引いて残ったものが課税標準額の所得金額になるとい

うことですね。それと老年者の控除が所得税でいきますと４８万円あったものが、それが廃止され

てなくなっているというようなことで、大きく老年者に対する課税が伸びているということでござ

います。 

 ちなみに１８年度のその他所得者、年金所得者の算出税額が 4,717 万 9,000 円ということでその

影響で倍増してございます。全体の合計金額でも、平成１７年度で５億 5,400 万円、平成１６年度

で５億 4,500 万円ということで若干の伸びですが、平成１８年度では５億 9,091 万 6,000 円という

ことで、大幅に伸びてございます。  

 そういうような税制の改正で、その所得階層によって、高齢者の納税というのが非常に増えてき

てございまして、影響が出ているのかなということでございます。 

 次のページめくっていただきたいのですけれども、３ページ目でございますが、②につきまして

は、年度別の町民税の当初調定額でございますが、これは支払方法によって分けて表示してござい

ます。特別徴収分と普通徴収分ということで分けてございます。  

 これでそれぞれ、特別徴収については若干の伸び、普通徴収についても前年から見ますと若干で

すが伸びてございます。  

 平成１８年度の合計が、５億 8,222 万 5,000 円ということで、前年比で１３％伸びてございます。

１６年から１７年につきましては、約２．３％ほどということで全体で伸びてございます。 

 なお、納税義務者のほうにつきましても、平成１７年度が９，１５８人ということで、平成１６

年度から納税義務者数につきましても、先ほど言った高齢者等の関係もありまして伸びてございま

すが、平成１８年度では９，８１３人の納税義務者数に最終的にはなってございます。６５５人の

増ということで７％強ですね、納税義務者も増えているというような状況になっております。  

 次に③法人税等納税義務者数でございますが、まず１号から９号まで、これにつきましては均等

割で課税されているという部分でございまして、これは均等割課税者の納税義務者数ということで

分けてございます。 

 １７年度の４８９の納税義務者数の中で、黒字になっている法人につきましては、法人税割も発

生しているというようなことになります。 
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 このうち平成１８年度、平成１７年度から平成１８年度にかけて若干、大きく言いますと１号法

人なのですけれど、従来１５、１６、１７と日本製紙さんと旭化成さんがありましたが、旭化成さ

んの分社等を含めて、従業員数の数とかで変わりまして、現在１号法人については１社ということ

になってございます。そのような状況で法人についてはなっていると。  

 次に４ページ目の軽自動車税でございますが、軽自動車税につきましては平成１８年度の課税台

数が合計で４，３００台、税額で 2,293 万 2,000 円ということになってございます。２５５台増加

してございますが、ほとんどが四輪乗用車の増加でございます。この辺につきましては、近年の油

の高騰だとか、車税の低価とかいろんな要因があろうかと思いますが、この辺については、現在油

の高騰がどこまで続くか分かりませんが、軽自動車に関しては、現状に関しては増加傾向が今後続

いてくるのではないかなというふうに感じてございます。  

 次に５ページ目の町たばこ税と入湯税でございますが、これ先ほど前段でお話が出ていましたの

で、見てお分かりのとおりだと思います。現在、町たばこ税の納税義務者につきましては、卸売業

者さんで４事業者ほどございます。日本たばこ産業さん、ＴＳネットワークさん、大豊通商さん、

丸ヨ西尾さんというような業者さんから納税をいただいてございます。日本たばこさんは、専売公

社の流れを引き継いだ主流ということですね。ＴＳネットワークさんと日本たばこさんが町たばこ

税のほとんどを占めてございます。大豊通商さん、丸ヨ西尾さんとかというのは、比較的輸入たば

こ等の扱いが多い事業者さんでございます。  

 次に（４）入湯税でございますが、先ほどいいましたとおり２５事業所の入湯客の総数と税額で

ございます。資料のほう２６ということになってございますが、現在のところ２５事業所になって

ございます。１７年度２５です。すみません訂正してください。  

 以上、資料添付したものを簡単にご説明をさせていただきました。  

 次に平成１９年度から税源移譲によって、住民税の税率が変わるということにつきましては、お

手元のほうに国から出されているパンフレットがありますので、これに基づきましてご説明をして

いきたいと思います。  

 この税源移譲につきましては、国のほうで三位一体改革の一環として、国庫補助負担金の改革の

結果を受けて、所得税から地方の住民税、３兆円の税源移譲を行いますよというようなことが出さ

れまして、それに基づいてどのように税源移譲するのかということで、できるだけ住民負担が変わ

らないような形で税源移譲を行うということで，住民税所得割の税率が１０％に統一した、フラッ

ト化するというようなことで現在示されてございます。 

 現在町民税につきましては、所得階層、課税所得階層によって３段階で課税されてございます。 

２００万円以下につきましては５％、７００万円以下については１０％、７００万円超えるもの

については１３％とということで、道町民税合わせて一律１０％になるということでございます。 

お手元のパンフレットの右側部分のほうになりますが、税負担が増える、減るということで、住

民税が増える分所得税が少なくなって、負担は変わりありませんよというのを、国で試算した表で

ございます。 

下のほうに数字がございますが、例えば独身者の場合、給与収入３００万円の方ですと、移譲前
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につきましては所得税が１２万 4,000 円、住民税が６万 4,500 円、合計１８万 8,500 円。これが税

源移譲後は所得税が６万 2,000 円、住民税が１２万 6,500 円、合計で１８万 8,500 円ということで、

移譲後も変わりありませんよということでございます。 

1,000 万円以上の方つきましては、所得税が９６万 6,000 円に対して住民税が５５万 3,000 円と

いうことで、１５１万 9,000 円だったものが、所得税が８６万 8,500 円、住民税が６５万５００円

で１５１万 9,000 円ということになってございます。 

従いまして、住民税のフラット化１０％にすることによって、所得の多い方については、住民税

は逆に安くなって、低所得者の方から見ますと多少率が少ないということで、全体的には同じ金額

ということになるのですが、この辺につきましては非常に高額納税者のいる地域に税が多くなって

いた傾向を、フラット化することによって今まで税収の低い地域が、税収が増加するという仕組み

を、この１０％のフラット化で示しているということでございます。  

ただ、基本的には税源移譲後の額変わりありませんよということでございますが、住民税の課税

のしくみとしては、前年の所得に対して翌年課税ということでございます。所得税はその年発生し

た所得に対して、その年に精算というような形で課税のしくみが異なってございます。  

この制度については、平成１９年６月から開始されるということで、住民税については平成１8

年分の所得から対象になるということですね。ただ、所得税の場合は、平成１９年１月から新たに

ということで、課税客体そのものは違うということです。  

ですから、平成１８年分に関しては、所得税も１０％納めて、住民税も１０％納める形に、結果

としてはなります。ですから、ちょっと増税で高いというふうに、当然来年なろうかと思います。

ただ、その辺そういう課税のしくみによって違うということで、スタート年は一緒なんですけれど、

課税のしくみが違うことによって、納税者から見ると最初の切り替えの年は負担増ではないかと。

そういうイメージは当然ぬぐえないかなと思います。  

これの試算の表については、定率減税の廃止とか、そういう控除の廃止は含まれてございません

ので、定率減税廃止されることによって税額が増えるということで、今までとなんら変わりないの

ではないかというのは、あくまでも国がフラット化の試算をしたときの指標であって、現実的には

別な控除額の廃止だとか、そういったものの影響で税収が増えてくるというようなことがあります。 

どのように増加するかというのが、追加資料の７ページにございます。  

個人住民税所得割税率フラット化（１０％）の試算表、平成１８年度課税状況調べ。平成１７年

分の所得等に基づいて試算したものでございます。現在の所得階層別に分けて試算をして、町民税、

道民税とそれぞれあります。現行の税率と新税率１０％になった場合どう変わるかということでご

ざいます。 

全体的には、町民税でいきますと、現行の税率でいきますと、税額が全体でおよそ５億 8,187 万

6,000 円ということになろうかと思いますが、フラット化で一律６％になった場合７億 6,115 万

8,000 円ということで、１億７,928 万 2,000 円の増収となる見込みでございます。３０％強ほど増

収になろうかと思われます。下は道民税のほうでございます。町・道民税合わせて１２億 6,859 万

7,000 円ということになってございます。  
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次に８ページ目のほうでございますが、８ページ、９ページ、１０ページ、１１、１２ページま

で、これは個人的なケース、モデルケースを示してどの程度税収が変わるのかというのをグラフ化

したり、数値化したものでございます。  

８ページのほうでございますが、これについては給与収入３００万円の単身者と、給与収入５０

０万円の４人家族の場合、それと下のほうが年金収入２５０万円の単身者、年金収入３００万円の

夫婦ということで表で現してございます。 

少し黒くなっている部分が住民税、少し薄い部分が所得税ということで、それぞれの所得階層に

おいて、所得税と住民税の割合が分かろうとかというふうになっております。 

９ページ目、１０ページ目でございます。 

９ページ目につきましては、それぞれの所得、給与収入額１００万円から８００万円まで、８段

階に分けて試算をしてございます。単身者と夫婦、子供２人（特定扶養１人）の４人家族のケース

をとらえてございます。  

先ほど、国の示されている表と基本的には変わりはないのですけれども、実は道町民税の場合は

均等割の４，０００円がありますので、４，０００円も足した金額で載せてございますので、その

分が増加しているかなというふうに思います。大体この給与収入の額括弧書きが所得金額ですので、

所得に置き換えますと、営業所得者とかそういった方も参考になるのかというふう思います。この

表を見て分かろうかなと思います。  

以上税額が、平成２０年度まで推移していくということになります。  

１０ページ目のほうなのですけれども、年金の収入者の場合でこの年金の収入額につきましても、

１００万円から３５０万円まで６つの階層に分けて試算をしてございます。１００万円、１５０万

円、２００万円、２５０万円ということで、それぞれの段階別でどのように変わるかということで、

例えば２００万円単身年金収入の場合、住民税でいきますと平成１６年、１７年ゼロということだ

ったのですけれども、平成１８年度には所得控除の見直し、老年者控除の廃止、それらを含めて１

９，２００円の住民税がかかるようになったということですね。１９年度以降フラット化されて、

税金がさらにアップして３万 4,500 円になるということでございます。所得税は１７年度に２２，

４００円、住民税はかかってございません。ここの理由はですね、所得税を計算する場合につきま

しては、１７年のときに老年者控除の廃止が、所得税が１年早く導入されていまして、住民税は翌

年課税なので、次の年からということになるので１年影響が出てございます。それらの関係で所得

税は払っているけれど、住民税は課税になっていないという方が１７年の段階にはいたということ

になります。それぞれそういう形で影響が、特に今回の税制改正等によりますと、高齢者にそうい

う影響が著しく出ているのかなというのが感想ではございます。  

そのあとに、資料をつけたのは税制改正の流れと、税額がどのように変わっていくかということ

を分かりやすく示したものです。１１ページのほうで、給与収入者５００万円４人家族の場合、例

えば１７年度は老年者控除の廃止とか、公的年金控除の縮小ということで、給与所得者の場合あま

り関係ございませんが、１８年度のときに定率減税の半減ということで、同じ収入額であれば税が

伸びているということです。 
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なおかつ１９年度につきましては、税率改正で住民税が増えるということで、定率減税の廃止も

ありまして５万 9,500 円になるということで、上のほうは所得税、下のほうが５％から１９年度１

０％とということで、住民税のほうの動きをその年度に分けて表で現したものでございます。これ

を見ていただきますと、改正と税率の変動がお分かりになっていただけるかと思ってございます。 

以上簡単な説明を今させていただきましたが、これで一応住民税のあらましと今後の住民税のフ

ラット化の関係の影響についてご説明を終わらせていただきます。どうもすみません。  

○委員長（及川 保君） はい、ありがとうございました。それでは、今までの説明の中で聞いて

おきたいなということがありましたらどうぞ。はい、加藤委員。  

○委員（加藤正恭君） さっきの説明で、旭化成さんは今度２号になるということ。１号から２号

になる。 

○委員長（及川 保君） はい、須田主幹。 

○税務課主幹（須田健一君）  今の旭化成さんの法人の均等割の区分ですが、１号法人から３号法

人に。 

○委員長（及川 保君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） １８年度から、はい分かりました。 

 それから、２ページの町税課税の状況で、漁業所得者というのが平均課税だというので、この業

種名の中には入っていないのですが、どこに入るのですか。農業所得者は載っているのだけれど、

漁業所得者は載らないというのは、なぜそういうふうになるのかそのあたり聞いておきたいのです。 

○委員長（及川 保君） はい、須田主幹。 

○税務課主幹（須田健一君）  今の漁業所得者の所得区分の関係なんですけれど、一応所得区分の

の改正につきましては国のほうで今示されている所得区分の階層の中で、漁業者は営業所得者の中

に含まれている。それで、なぜ農業所得者は区分されているということにつきましては、私も日が

浅いので詳しくは分からないのですが、おそらく農業所得者につきましては、特例措置がかなりご

ざいますので、例えば和牛の免税だとか、いろんな特例がございますので、所得階層としては分け

ているのかなというふうに感じております。  

 漁業者の場合につきましては、一般の営業所得者と同じ扱いになっているということです。先ほ

どの平均課税につきましては、漁業種が使われているということでご説明させていただきましたが、

これにつきましては営業所得者でも使うことは可能にはなってございます。漁業者だけ特別だとい

うことではありません。所得の変動がある、例えば翻訳だとか執筆をされている方とか、いろんな

職種においてそういうのがあるらしいのですけれども、それらで税負担を一時的に払うのが大変だ

ということで考えている方については、平均課税を適用して納めている方がいらっしゃるというこ

とでございます。 

 そういうことで漁業者の所得階層につきましては、営業所得という扱いになっているということ

でご理解いただければと思います。  

○委員長（及川 保君） はい、鈴木委員 

○委員（鈴木宏征君）  しおりの１０ページの一番下なのですが、年齢６５歳以上の者のうちとい
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うところありますよね。ここの中でちょっと聞きたいのですが、そうするとこれ、年齢に全く関係

なく合計所得金額が、次のページの均等割がかからない金額というのは２８万円以下とありますよ

ね。所得割がかからない人はこういう人と書いているのですが、それ以上の人は年齢に関係なく、

今度は住民税がかかるというふうに考えていいのかどうかということ。  

○委員長（及川 保君） はい、須田主幹。 

○税務課主幹（須田健一君） 今の点についてお答えいたします。年齢６５歳以上の者というのは、

従来までは老年者ということで特別非課税措置の控除対象に含まれていたということなのですけ

れど、それが廃止されるということは一般の方と同じ扱いになるということで考えていただけば結

構だと思います。 

 それに基づきまして、現在段階的に平成１８年度３分の１、平成１９年度３分の２、平成２０年

度から全廃という形に、経過措置としてそういう措置をとってございますが、そういうになったと

いうことですね。ですから、従来は高齢者だけ特別といったら変ですが、そういう税的な恩恵とい

うのは一般の方からいけば受けていたのですけれども、これからは一般の方と同じということで、

税制のほうの動きは現在のところそういう動きで進んでいるようです。  

○委員長（及川 保君） １件良いですか。この住民税のしおりの中で、先ほど加藤委員からも質

問があったのですけれども、２３ページのその他の特例の中で、（ア）肉用牛の売却による所得の

課税の特例、特定の肉用牛とあるのですけれども、肉用牛についてのみのことについてなのでしょ

うか。どういう解釈をすればいいのですか。はい、須田主幹。  

○税務課主幹（須田健一君） ここの肉用牛の売却による所得の課税の特例の関係なのですけれど

も、大変申し訳ないのですけれども私は日が浅いので現在詳しくは分からないのですけれども、肉

用牛でもその飼育方法、その飼っている状況、飼い方だとかそういったもので、基本的に今白老町

の中で対象になっているのは黒毛和牛が対象になっていて、その他の肉牛が対象にならないかどう

かは、私ちょっと分からないのですけれども、現在白老町の中では黒毛和牛が特例の対象になって

いるということでございます。これにつきましては明日もう一度ありますので、明日確認してお答

えしたいと思います。  

○委員長（及川 保君） 他ございませんか。土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君）  追加資料の中の１０ページですね、税制改正による６５歳以上の年金受

給者の負担増加額なのですけれども、非常に新しい部分があるのですね。これが今回導入されたこ

とによって、白老町内のどのくらいの町民の方が課税対象になったのか、それと全国的に役所など

に問い合わせが殺到していますよね。白老町の現状はどうであったのかお聞きしたいと思いますけ

れども。 

○委員長（及川 保君） はい、須田主幹。 

○税務課主幹（須田健一君）  今の点についてお答えしたいと思います。今年度の税制改正等に含

めて、どのくらいの住民に対して影響があったのかということでございますが、これにつきまして

は、大体均等割の納税義務者で６５５名、平成１８年度と１７年度の課税で伸びてございます。そ

のうち老年者非課税措置の廃止と年金控除の縮小等の改正等の影響を受けた方がどのくらいいる
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かということは、正式に詳しくは出ないですが、そのうちの約４６０名ほどが該当したのではない

かというふうに思ってございます。  

 ただ、その資料自体が、そのものズバッと出るような形にはなっていないので、その中から一定

部分の該当者を拾い出しますと大体４６０名ということになりましたので、そのくらいは影響があ

ったというふうに考えてございます。  

 今後につきましては、すでに影響が出ていますので、あとは税率の問題なので納税義務者数その

ものは、それほど影響を新たに受けるというのは、これから新たに収入を得た方は別として、それ

ほど影響は出ないのかなということで、現在影響を受けている方につきましてはさらに来年影響を

受けるということでございます。  

 これらの税制改正について、非常に週刊誌や新聞、いろんなところで反響が大きく、非常に苦情

等が殺到したというような情報がございますが、我々も覚悟をして待ち構えておりましたが、思っ

たより苦情はありませんでした。全然無いわけではございません。一定の苦情はありましたけれど

も、ほとんどが上がることについては皆さん理解されていました。増えるのだということは理解し

ていただいていました。ただ、こんなに増えるのですかというようなことは、皆さん口に出してお

っしゃっていましたので、皆さん驚きということだったのだろうと思います。これにつきましては、

私も来てその辺の対応を確認したところ、従来から広報いろんなものを通じて住民には、「増える

よ。増えるよ。」という周知をしてきたことが、今回そういう対応につながってきたのかなという

ふうに感じてございます。 

 苫小牧市さんあたりも非常に大変だったと言っていましたので、札幌市さんもそういう形で非常

に苦労されていたみたいでございます。ただ、これあくまでも住民税だけの問題ですので、国保税

さんのほうにもかなり影響が出ていますので、そちらのほうでもかなり苦情はあったのかと思いま

すけれども、比較的相当厳しいのだろうなというふうに考えていたよりは、少なかったということ

で、ある程度理解を、仕方ないというふうにあきらめていらっしゃる方のほうが多いのかどうか分

かりませんが、白老町としてはそのような形で進んできまして、大変白老の住民のみなさん理解が

ありまして感謝申し上げているところです。以上でございます。  

○委員長（及川 保君） 他ありませんか。いいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（及川 保君） それでは、本日はこの程度にとどめて、明日の午後１時から委員会を開

きたいと思います。これをもって本日の委員会を延会といたします。ご苦労様でした。また明日よ

ろしくお願いいたします。 

 

（午前１１時５６分）  


