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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９日（水曜日） 

   開会 午後 １時００分 

閉会 午後 ３時３４分 

  

○所管事務調査 

 町税の概要について 

  

○出席委員（７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 

  

○欠席委員（０名） 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 税 務 課 長     辻   昌 秀 君 

 主     幹     野 本 裕 二 君 

 主     幹     須 田 健 一 君 

主     査     下 河 勇 生 君 

  

○職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長     上坊寺 博 之 君 

書     記     久 末 雅 通 君 
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◎開会の宣言 

○委員長（及川 保君） 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。 

〔「なし」という者あり〕 

○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、事務局長から説明いたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） ご苦労様でした。本日の委員会ですが、昨日に引き続きまして、

税務課から町税概要についてご説明を受ける予定です。今日は残りの部分、固定資産税にかか

る分、それと納税にかかる分を担当課から説明を受けたいと思っております。以上であります。 

○委員長（及川 保君） 昨日、質問の中に出ました、特例措置対象肉用牛の件ですね、これ

について説明をお願いします。須田主幹。 

○主幹（須田健一君） 昨日の肉用牛の特例の関係でございまして、ちょっと本日資料、お手

元の方にお渡しした資料見ていただければお分かりになろうかと思いますが、特例措置の対象

者は農業向けにする個人、それから法人含めてそれに記載されている方が対象になるというこ

とで、特例対象肉用牛は非対象牛ということで、種牛、肉用牛の子取りの雌牛、こういったも

ので固定資産として経営されている牛だとか、そこにアからオまで書かれている要件の牛は対

象外になるということで、当然売却価格が100万を超えたものも対象外ということです。特例

措置の適用対象となる売却の場所というのがありまして、アからオで書かれている場所で取引

されたもの。ここで証明書の発行がされるということなのですね。その証明書の発行が無いも

のについては適用にならないということになっています。一般的に農家のうち、現在契約農家

の方が増えてきておりまして、肉牛を預かって飼育だけすると、契約で。実際に直接売却しな

い方については特例の対象にならないということで、実際に売却をする方が特例の対象になっ

てくる場合があるということになります。そういった形で、直接自分で飼育して販売して 100

万以下であって証明が出れば、一応特例の対象となって特例を受けているということでござい

ます。簡単でございますが、あと詳しくお読みいただきたいかと思います。これで終わらさせ

ていただきます。 

○委員長（及川 保君） それでは、次に移りたいと思います。下河主査。 

○主査（下河勇生君） それでは、私の方から固定資産税について説明させていただきます。 

既に承知している分が多々あろうかと思いますが、基本的な事項を含めて説明させていただ

きます。お手元にある固定資産税のしおりの４ページをご覧ください。まず初めに、固定資産

税等についてでありますが、固定資産税は毎年賦課期日であります１月１日現在に固定資産を

所有している人が固定資産の所在する市町村に納める税金であります。なお、１月２日以降売

買等で所有者が移動しましても、その年度はあくまでも１月１日現在の所有者に課税されます。 



 3 

固定資産の具体的な定義についてでありますが、固定資産とは５ページ上段にあります、土

地、家屋、及び償却資産を総称するものであります。この中で、少し馴染みの薄い償却資産に

ついて簡単に説明いたします。５ページの上段に記載されていますが、償却資産とは会社や個

人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる①から⑥

の事業用資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要経費に

算入されるものを言います。 

次に税額の算定についてであります。６ページをご覧ください。固定資産税は、次の１から

３の手順で税額が決定され、納税者に通知されます。１の価格の決定についてでありますが、

７ページをご覧ください。こちらの固定資産の評価は総務大臣の定めた固定資産評価基準に基

づいて行われ、市町村がその評価額を決定し、この評価額をもとに課税標準額を算定いたしま

す。このように決定された評価額や課税標準額は固定資産課税台帳に登録されますが、これを

台帳課税主義と称しています。 

固定資産税本来であれば、毎年度登記の見直しが出来れば良いのですが、実務的には膨大な

量の土地、家屋について、毎年度評価を見直すことは事実上不可能であるため、土地と家屋の

価格については、原則として３年毎に新たな価格を算定するための評価替えが行われます。こ

の評価替えの年を基準年度と言い、この年度に決定した評価額は原則として３年間据え置きに

なります。今年度の基準年度平成 18年度で、次回の評価替えは３年後の平成21 年度の予定で

す。次に、償却資産は土地と家屋と違いまして、毎年１月１日現在の償却資産の状況を１月 31

日までに申告していただき、価格を決定いたします。次に課税台帳縦覧、閲覧制度について説

明いたします。固定資産課税台帳をもとに固定資産税が課税されるため、納税者等が登録事項

等を確認出来る制度で、縦覧とは納税者が自己の資産及び当該市町村全ての土地または家屋の

価格を確認出来る制度であり、閲覧とは納税義務者が自己の過去５年間の資産について確認出

来る制度であります。縦覧期間は４月１日から最初の納期期限までで、今年度は５月１日まで

でした。閲覧期間は通年可能であります。 

次に８ページ、２の税額計算についてであります。課税標準額に税率 1.4％、これは標準税

率ですが、かけたものが税率となりますが、課税されない免税点というものがありまして、同

一人が所有する土地、家屋、償却のそれぞれ課税標準額の合計が土地の場合 30 万円、家屋の

場合 20 万円、償却資産 150 万円未満の場合には課税されません。次に９ページ、３の納税通

知書の通知ですが、これはご存知のとおり、納税通知書の通知後、年４回に分けて納税してい

ただいております。なお、納税通知書受領後、不服がある場合の救済方法として、まずは市町

村の税務担当、私共にお尋ねいただき、どうしても納税通知書の内容について不服がる場合は、

その賦課決定があったことを知った日、通常、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算し

まして、60日以内に市町村に対して不服の申し立てをすることが出来ます。ただし、固定資産

の価格については、市町村に対して不服を申し立てするのではなく、固定資産評価委員会に対

して審査の申し出を、これも同じく 60日までですが可能であります。 

次に、課税の仕組みについてであります。初めに土地に対する課税ですが、10ページをご覧
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ください。固定資産税の評価上、地目については登記簿上の地目にかかわりなく、私共が現況

地目を確認しまして評価し、地積は原則登記面積によります。次に、11 ページの評価額につい

てでありますが、宅地の評価額は市街地において、まず初めに奥行き、間口、形状等が標準的

なものを選定いたします。これを標準地と言います。次に３月に国より発表されます、地価公

示価格。10月に道より発表されます地価調査価格及び不動産鑑定士による鑑定評価格をもとに

道路に接する標準的な宅地の１㎡あたりの価格、これを路線価と言いますが、これをもとに主

要な街路の路線価を付設し、その他の道路については主要な街路の路線価をもとにして求め、

最終的に奥行き、間口、形状等の状況に応じて、評価額を決定していきます。 

次に 14 ページの土地に対する特例についてであります。土地には特例がございまして、土

地に居住用の家屋を建てますと、住宅用地と認定され、一般の土地よりも次のような課税標準

額の特例が受けられます。１番として小規模住宅用地。これは 200 ㎡以下の住宅用地を小規模

住宅用地と言います。小規模住宅用地の課税評価額については、価格の６分の１の額とする特

例措置があります。その他の住宅用地、こちらは小規模住宅用地以外の住宅用をその他の住宅

用地と言います。例えば、300 ㎡の住宅用地があれば、200 ㎡まで分が小規模住宅用地で、残

りの 100 ㎡分がその他の住宅用地となり、その他の用地の課税評価額については、価格の３分

の１の額とする特例があります。ですから、居住用の家屋を取り壊しさら地にしますと、単純

に家屋分の税額が軽減するわけはなく、土地の分税額を軽減した分が元に戻るという形で、上

昇するという形になります。 

次、家屋についての課税についてであります。24ページをご覧ください。家屋の評価は、評

価にあたり購入価格を基準にするのではなく、再建築価格を基準に評価いたします。この再建

築価格とは、評価対象となった家屋と同一のものを評価時点において、固定資産評価基準に基

づいて新築するものとした場合に必要とされる建築費であります。ここで、取得価格を基準と

して評価する方法はなぜ採用されていないのかと申しますと、固定資産税における家屋の評価

は、その課税標準とされる家屋の価格を求めるものであり、この場合の価格とは適正な時価と

いうものとされています。この場合の適正な時価とは、正常な条件の下において成立する取引

価格というふうに解されていますので、この正常な価格は現実の取引価格のうち、正常とは認

められない条件。例えば、取引当事者間の個別の事情を、同じ建物を建てましても、Ａさんで

あれば1,500 万円、Ｂさんであれば 2,200万円で購入したという場合、税額の算定におきまし

て、不公平が生じるということになり、現在においては先ほど申しました再建築価格というも

のを採用しております。 

評価額の方は再建築費に経年減点補正率。この経年減点補正率は家屋の建築を年数の経過に

よって生じる損耗の状況を表わしているものであります。通常、居宅用木造家屋であれば、25

年で最低 20％まで下がります。ただ、この 20％と申しますのは、例えば今年度 2,000 万円と

評価した家屋が25 年後物価等考慮した結果 3,000万円と評価上げます。その場合は20％です

ので、600 万円という家屋として評価。基本的に 20％が最低ですので、25 年以降に関しまし

ては、ほぼ税額は、過去に関しましては変わらないという形になります。あと、その下の在来
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分の家屋に関しましては、前年度再建築価格、新築された後の、それに対しましての建築物価

の変動割合。これは、物価ですね。こちらをかけたものが在来家屋の再建築価格であります。

平成 18 年度の評価替えにおきまして、木造家屋で 98％ですので、２％の減価です。木造、木

造以外の非木造価格であれば５％の減価という形になっております。中段に書いていますが、

仮に評価額が前年度の価格を超える場合でも決定額は引き上げることは無く、通常前年度の価

格で据え置かれます。上がれば据え置きで、下がれば下がった額が適用になります。次に、新

築住宅に対する減額措置でございます。現在、平成20 年３月 31日までに新築されました住宅

につきましては、新築後一定期間、固定資産額が２分の１に減額されます。この対象になる要

件を満たす住宅でございますが、専用住宅と併用住宅であります。この減額の対象になる住宅

の家屋、住居用として用いられている部分であります。25 ページの上段の方にもありますが、

面積用件として、現在は一戸住宅であれば 50 ㎡以上、280 ㎡以下の家屋で、対象となる面積

は120㎡まで限度として減額の対象となっております。例えば200㎡の住宅建てられましても、

200分の 120 ㎡までという形で計算されます。減額される期間でありますが、一般の住宅であ

れば、新築後３年間。３階以上の中高層耐火住宅であれば、５年間軽減されます。こちらは、

よく税額が高くなったというお電話等いただくのですが、よくあるのはこちら、３年後の今ま

で軽減あった分が消えたという形になっております。 

次、26ページをご覧ください。償却資産に対する課税であります。こちら先ほどいいました

とおり、皆さんの方から申告いただいたものに対しまして、下記のような計算方法を用いまし

て計算したもので課税しております。この減価率というのは、資産に応じまして減価率が決定

されております。こちら側の最低限度といたしましては、取得額の５％までが最低という形に

なっております。 

あと、こちらの説明書には無いのですが、固定資産等所在市町村交付金及び納付金というも

のがございます。これは、固定資産税が課税することが出来ないものとされています。国とか

地方公共団体が取有する固定資産のうち、使用状況や所在市町村の行政との受益関係が固定資

産税を課税されるものと同様であるものと考えられているものを、固定資産税の代替的な措置

として、交付金及び納付金という形で納めていただいております。こちらは、例えば北海道財

務局とか北海道、こちら納付金の場合は日本郵政公社とかがございます。 

しおりの方の説明はこれ位にさせていただいて、所管事務調査資料の方の６ページ、固定資

産税の方の簡単に説明の方をさせていただきます。平成17 年度と平成 18年度の比較でありま

すが、土地、家屋は評価替えがありましたので、土地であれば年税額で1,500万、家屋であれ

ば 6,100 万の減額となっております。償却資産については、10 ページをご覧いただきたいと思

うのですけど。都道府県の知事が価格決定する償却資産の価格があるのですが、こちらの部分

が増加したために、償却資産に関しましては 1,100 万の増となっております。合わせて 6,500

万、平成 17 年度に対しまして減額となっております。あと、７ページから土地の田畑、現況

に関して載っています。８ページの家屋の構造別価格についてですが、木造と非木造載ってい

ますが、木造家屋18 年度であれば11,693棟。非木造家屋であれば 4,628 棟。割合としまして
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は、木造家屋が71.6％であります。非木造家屋が 28.4％であります。ただ、決定価格に関しま

しては、木造家屋は187 億4,636万に対しまして非木造家屋が220 億7,660万２000。割合と

しましては、木造家屋が 45.9％。非木造家屋が 54.1％になっております。以下は用途別の表に

なっております。以上簡単ではありますが、固定資産税の説明とさせていただきます。 

○委員長（及川 保君） ありがとうございました。それでは、固定資産税の説明終わったの

ですけども、皆さんの方から質疑を受けたいと思います。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ６ページ。下の段の固定資産の評価額。土地、家屋、償却資産とある

んだけれども、さっきの説明のように評価は３年毎に評価をするのだと。従って、今回の場合

は１８年度が評価見直しをする時期であって、16年、17年、18年は結局、評価額はそんなに

変わらないと。毎年やるのは出来ないからといって、変わらないんだという説明があったんだ

けれども、実際数値を見ますと評価額が変わっているのですよ。上がったり下がったり上がっ

たりというようなこともあるのですが、これはどうしてこういうふうになるのか、そのあたり

をちょっと説明していただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 下河主査。 

○主査（下河勇生君） これは、例えば家屋であれば、新築家屋が増えれば増加します。逆に

減失あれば減ります。そういう形で、本来もともと残っているものに関しましては価格が変わ

らないのですけど。土地に関しましても現況が宅地になったり原野になったりとか、そういう

動きがありますので、その時には現況が変わりますと見直しをしますので、そういう形で本来

動かない部分が増減という形にしております。 

○委員長（及川 保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ということは、実際は変わらないんだけれども、新築があったり、廃

屋になったり、そういうような手続き上のことが発生するからそういうふうになるんだと、こ

ういうふうに理解していいのですか。 

○委員長（及川 保君） 下河主査。 

○主査（下河勇生君） はい、そのとおりです。 

○委員長（及川 保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） パンフレットで、今説明を受けたのだけども、２４ページの再建築価

格というのが、私はちょっと分からないのだけれども。説明がちょっと合点いかない面がある

のだけれども。例えば、新築は別として、売買価格で建物を買ったとしますか。安く買った場

合でも評価額はそれ以上に上がる場合もあるわけですか。逆に高く買った場合に再建築価格が

下がるということも考えられるのですか。そのあたりはどうなりますか。 

○委員長（及川 保君） 下河主査。 

○主査（下河勇生君） 今の場合は中古住宅。 

○委員（加藤正恭君） 例えば、中古住宅を買った場合、高く買った場合、低く評価されるの

か。例えば、必要ないからといって安く分けてもらった。ところが再建築価格でいけば上がっ

ちゃったと。買った以上の値段になってしまうということもありますよね。そういう場合も考
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えられるのですかということ。 

○委員長（及川 保君） 下河主査。 

○主査（下河勇生君） 中古住宅は当初、新築時に評価している。その価格が引き続き適用に

なっておりますので、先ほども売買価格というのは安く買われたり高かったりするんですけれ

ども、それに囚われないという形なのです。減価償却も先ほど言いました 25 年、木造居宅で

あれば 25 年、20％という形なのですけど、それは固定資産税上の減耗率で、よく競売等で買

われた方が、こんな価格ではというお電話とかいただくんですけど、それはもう売り手側と買

い手側とのやり取りの中で安く買われたという形で、固定資産税の評価としましては関係ない。

こういう価格です。ですから、先ほど言いました同じ建物が建っていれば、最初から住んでい

る方はその価格でかかっていますし、たまたま途中で買われたからといって、安く買われたか

らといって、それに対して安く買ったんで低くするということはありません。 

○委員長（及川 保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） そういうことから、例えば 1,000 万で買ったのだと。ところが評価額

からいくと1,500 万になっているとか、それはおかしいのではないかという苦情が来る。安く

なった場合は黙っているでしょうけど。1,000 万で買ったけど 800 万、しめしめというふうに

思うかもしれないけど。逆に1,000 万で買ったものが 1,200万に評価されたら、何だおかしい

じゃないかと。1,000 万で買ったやつが 1,200 万ので評価されるといかがなものかという苦情

が来るケースもあるわけですね。そういうことになると思うのだけれど、どうなのですか。 

○委員長（及川 保君） 下河主査。 

○主査（下河勇生君） はい、ございます。 

○委員長（及川 保君） ほか。谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） このしおりとはちょっと離れるかもしれませんけど、例えばこれに外

れる物置とか何とかってありますよね。こういうことについて、例えば今言った 50 ㎡以下の

物置はどうのとか。その辺の条件的なものはちょっとありますでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 下河主査。 

○主査（下河勇生君） 条件と言いますか、軽減があるかということですか。 

○委員（谷内 勉君） 制限があるか、それともどういう扱いをしているかというような。 

○主査（下河勇生君） 白老町は面積要件としまして、単体で 10 ㎡以上の建物に関しまして

課税しております。増築であれば、極端なことを言いますと少しでも増築した場合にはもとも

とのものには 10㎡以上のものに増築されますので、その分は課税しております。 

○委員長（及川 保君） 谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） これは、住宅であれば今言った10 ㎡であれば 10㎡ってあれされます

よね。ということは、例えば今言った物置とか何とかといった場合に、これとはちょっと内容

が違うと思うのですけれども、このあたりの。 

○委員長（及川 保君） 下河主査。 

○主査（下河勇生君） 物置等も同じように評価基準に載っておりまして、それに基づいて評
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価しています。本来、10 ㎡以上の建物を建てる場合には建築確認申請が必要なのですけど、そ

の辺も皆さん実はなかなかお分かりになっていないと思うのです。 

○委員長（及川 保君） 谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 例えば、物置とか車庫とかってありますよね。立派な車庫とか建てる

場合は、これは今言った申請の形を取ってやると思うのですけど、適当に自分があれして建て

るとしたら、そういう状態のなった時にはどういう扱いというか、その辺の所についてちょっ

と。 

○委員長（及川 保君） 下河主査。 

○主査（下河勇生君） 評価にあたりましては、低度の補正とかありますので、全くの新築と、

例えば古材を使ったものということであれば、低度の補正をしまして評価をしております。今

現在も全件調査というものを私共しておりまして、地区を決めて調査をしているのですけども、

昨年虎杖浜地区を調査しまして、今年、日本製紙の中を見ているのですけど、その時に車庫、

物置等、何年も前に立てたという方、多々いらっしゃいました。それは、一応建築年とか古い

分を考慮して評価してという形を取っております。   

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 今、谷内委員の話から付随して聞くのですけども、例えば風除室あ

りますよね。よくその話が出て来るのです。それと、物置にしても、本来固定資産税取る場合

は、基礎があってその上に建てられた建物にかかるということは、一般常識として分かるので

すけれども、束石というのですか、ブロックの。あれを埋め込んで建てた場合はどういうふう

な扱いになるのですかということなのですが。 

○委員長（及川 保君） 下河主査。 

○主査（下河勇生君） 風除室、玄関フードとかだとサンルームだと思うのですけど、こちら

ももともと居宅に対しまして増えておりますので、増築という扱いを取って課税をしておりま

す。それは、アクリル板とかガラスとかあるのですけど、先ほど言いました評価基準に基づい

て評価をしてかけております。先ほど言いました、全件調査を回っていても、こんなものも取

るのかという話は聞くのですけど、あれは最初、新築時に玄関に付けている方は、床面積もも

ちろん入るものですから課税しております。最初に付ければかかって、後で付ければかからな

いのかという部分はありますので、課税の公平性ということを考えて、先ほど地区を決めて、

本来ならば町内全域毎年回れれば良いのですけども、その辺の人員もいませんので、地区を決

めて回った中でかけさせていただいております。束石に関しましては、定着性という部分のい

ろいろ問題があるのだと思います。これも現況を見させていただいて。ただ、束石に関しまし

ては、固定されているという考え方を持っておりますので、課税させていただいております。

本当に物置程度でＫＫハウスとか、吊って来てぽんと置いているようなものでも、電気とか引

かれている方もいらっしゃるのですけど、それはもう簡単に動かせるという形ではないと思う

んですよ。そこに置いて使用しているという形なものですから、基本的には定着性という部分

は現況を見て、使用状況を見て課税している状況です。本当にぽんと置いているということで
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あれば課税はしてないのですけど、車庫もそうですけど、ボルト止めしている部分もあるので

す。これはもう簡単に動かせないという形ですから、課税しています。 

○委員長（及川 保君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 大体なんとなく分かったような気はするのですけども、そういうこ

とが、要するに課税対象になるということが、町民の皆さんに周知されてないという部分がす

ごく多いんですよね。自分の敷地内に、大した広くない所に風除室を作ったと。業者から何も

言われなかったということで、結構そういうトラブルがあるのですね。そういうことが、本当

に町民の皆さんに税務課としても周知させていく必要性があるのではないかと思うのです。そ

れと、例えばなんですけれども、新築をしましたよね。新築をした後に、直接地面からではな

く、テラス、それを出した場合も、それもやっぱり床面積含まれるのですか。直接地面に着い

ていてなくても。 

○主査（下河勇生君） それも要は、壁の高さがどうかという形にはなってくるのですよね。

要は出して1ｍ50以上はあると人が立てる状況になってくると思うのですよ。そういう部分に

関しましては、出窓の捉え方になってくるかと思うのですけど、対象になる形です。 

○委員長（及川 保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君） 若干補足しますけど、例えば東屋みたいな形で屋根はあるけれど

も壁は無いよと。三方なければ、そういうものはならないと。基本的には屋根と壁があれば、

固定されていれば家屋と見なすということです。だから、テラスみたいな形で屋根がかかって

ないとか、そういうものは入らないということです。それと、町民の方にそこまでが周知され

ているかとお話ですけども、実際新築の時だと大した疑問持たないものが、増築の時にそうい

うことですから、今後どういう形の中で町民の方に理解していただいたら良いのか、その方法

論も含めて検討させていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 下河主査。 

○主査（下河勇生君） 今の件ですが、今回、納税通知書送らさせていただいたのですけど、

その中に課税に関してのご説明の文は入れたのですけど、今、課長が言ったとおりもっと良い

方法があればというような検討しようとは思います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ありませんか。鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 資料の方の６ページで、評価替えで今回全体が 6,558 万7,000円の減

額になっていますよね。平成 17年から18 年度比べた数字だと思うのですが。評価替えによっ

て減額になったという説明だったのですが。今言ったように、建物も土地も、土地は路線価と

いうんですか、そういう評価の基準になるものが安くというか低くなったのでということなの

かどうか分かりませんけど、その要因になった部分というのですか、これ大きなものはどうい

うものかちょっと分かれば。 

○委員長（及川 保君） 下河主査。 

○主査（下河勇生君） 土地ですが、先ほど申しました地価公示価格、地価調査価格というの

が示されているのですけど。例えば大町のセブンイレブンさんの前なのですけど、平成 17 年
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の時点では 3 万 3,000 円、㎡あたり。平成 18 年 3 万 1,000 円という形になっていますので、

土地はそのようにやはり下落しております。家屋に関しましては、先ほど 24 ページの評価額

に対しては経年減点補正率というのがあるんですけど、これが３年後に付いてきます。例えば、

新築家屋が当初、居宅あれば0.8。それが３年後には0.68 になります。３年後にはどうしても

減耗率のためにどうしても全て価格が下がってきます。これを押し上げるためには新築が大き

くない限りは価格を上昇させる要因にはならないようです。過去、評価替えの度に全て減にな

ってきております。要因としては以上です。 

○委員長（及川 保君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 再建築価格にこの経年減点補正率、それをかけるという形なのですが、

この再建築価格というのも最近はあまり価格として上がってないというようなことなのですね。 

○委員長（及川 保君） 下河主査。 

○主査（下河勇生君） 同じように今、物価が下がってきているという状況ですので、同じサ

イディングに関しましても、平成 15年と平成 18年では価格が下がってきております。再建築

費の価格についてなんですけど、こちら先ほど通常の購入価格があると思うんですけど、実は

居宅の時には 2,000万の建物、建てられたとしましても、実は再建築価格の方は相当低く、例

えば 120 ㎡位の建物であれば 1,200 万位弱位の評価にしかなってはいないんです。中古住宅な

りであれば、売買価格で買って実際の評価格よりも安く買われている方いらっしゃるのですけ

ども、そういうこともあるということ、ご承知いただければと思います。 

○委員長（及川 保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） これの説明が無かったのだけど。固定資産税のしおりの３ページ。図

が載っています。これは、全国平均なのですよ。これには道が載ってないからちょっと比較に

はならないのですが、北海道と全国と白老町と、こういう比較資料ないから比較出来ないのだ

けれども。固定資産税を見ると、市町村民税。これ見ると、全国平均では歳入の46％が全国平

均なのですね。市民税は 40％、白老の場合は固定資産税が 61.4％なのですよ。それから、町

民税が29.3％の割合になっているのです。全国平均から見ると非常に町民税の割合、逆に固定

資産税の割合が高い、町民税は低いと。これは北海道と全国的な収入が低いのだから、低いか

らどうしても税金も少なくなると。固定資産税はある程度一定のパーセントで評価されますか

ら、まともと言ったら語弊がありますが、ある程度の数字は出るのでしょうけども。出来うれ

ば全国平均に固定資産税が近づいて、市町村民税も４0％の方に上がるような数字になればい

いんですけど、随分開きがあるものですから、出来れば全道平均の数値とどういうふうに白老

町とは相違があるか、そのあたり後で結構ですから、今あれば別ですけど、無ければあれなの

ですけども、そういう考え方でグラフを見ても良いのかどうか。課長の見解ちょっと伺いたい

のですが。 

○委員長（及川 保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君） 私もそういう見方したことがございませんので、今お話あった資

料、全道の合計の数字はなるべく直近で把握出来ると思うのです。ただ、傾向的な部分で、私
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の捉え方申し上げさせてもらいますと、全国と言うのは都市部を含めてということなのですね。

白老町はどっちかというと、地方の小都市と言いますか、そういう位置付けになると思うんで

す。ただ、そういう部分比較すると、まず市町村民税の部分でいけば、やっぱり所得が全国の

水準の中でどうかという部分で、やっぱり都市部を中心とする全国平均が出ていると思うので

すけど、市町村民税の割合高くなるだろうと。それと合わせて白老町、固定資産税高いという

には、単純に所得が低いという、多少そういう面あるのかもしれませんけれど、やはり製造業

の工場が、基幹となる工場がかなりの固定資産税。日本製紙さんですけど、大口での課税者に

なっていますから。だから、そういう工場があるという部分では固定資産税、押し上げるよう

になっているのかなと思います。その辺含めて、数字的なもので全国、全道、白老町の比較は

出してみたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ありませんか。一点、よろしいですか。昨年、評価替え、家

屋調査入っていますね。これは、職員が一戸一戸当たるわけですから、大変な日数もかけて、

労力もかけてやっているはずなのですね。これは、どの位の期間かけてやっているのかと、そ

れと職員の皆さんの人数もそうですね。あまり個人差は、手分けして多分やっていると思うの

ですね。個人差は絶対出ないと思うのだけども、この辺の状況はどうなのですか。全町にかけ

てやっているのか。また、全国そういう時期に、一斉にやっているのか、この点についていろ

いろあるのですけども教えてください。下河主査。 

○主査（下河勇生君） 調査に関しましては、本来であれば毎年度すべきものなのですけど、

実際問題としましては、それだけの人員も要員も無くて、出来ないという状況の中でどのよう

にやっているかという各市町村。私は、昨年虎杖浜地区まで回ったのですけど、平成５年度か

ら石山地区からスタートしまして、平成１７年度虎杖浜地区まで調査が一応町内一巡したとい

う形になっていますが、十数年それでもかかっております。昨年は資産税グループの職員４名

おります。あと、７月の上旬から９月、10月位までの間を、一応基本的には４名と他のグルー

プの方に何名か応援いただいて、大体２名１グループという形で調査の方しました。対象件数、

虎杖浜地区で 2,345件。それは１棟ではなく、増築している部分もあって調書がそれだけあっ

たという形なのですけど。その内、394 件の課税が漏れていたという形の部分があります。金

額が 103 万位の価格ですね。という形で、追徴という形を取らさせていただきました。評価個

人差、温度差があるのではないかという形なのですけど。例えば難しい物件、これはというも

のは、個人だけで見るのではなく、応援、何人かが行って、これをどうしたらいいだろうかと

いう部分で行っていますので、絶対同じかと言われれば難しい部分あるのですけど、その辺な

るべく平準化するようには努力して、評価の方させていただいた状況であります。 

○委員長（及川 保君） だいたい分かったのですけど、十数年かけて、この全町やるような

形になるのですね。去年だけで全町やるかと言ったらそうじゃないのですね。そうなると、毎

年出来ないという、不可能だという話ですし。当然それだけ労力かけてやっているわけだから、

大変さは分かるのだけども、やっぱり今言われたような平等という観点から考えると出来るだ

けまめにやらなければいけないのではないかというように感じるのだけど。税務課長、どうい
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うふうに捉えていますか。辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君） 私も課税の公平性という部分では、固定資産税というのは、本人

の申告制ではなくて、これは台帳主義なのですね。だから、台帳主義とは言いながら、新築の

建物については、建築確認申請で出て来るものについては、役場に当然書類出てきますので、

これは税務課の方に確認して出来ると。問題は建築確認申請を出さないで、本来的には必要な

のだけども、出さないで建てられるものが、特に物置等中心にあるということで、先ほど 394

件で 103 万円ということは、実質的には１件当たり１万円にもならないということで、物置と

か玄関フードとか、そういう細かいものが多いのですよね。そういう部分については、やはり

把握はしたいのですけど、人員的な部分ではなかなか難しいなと。最近、ほかの自治体の例な

のですけども、大きな自治体になれば、人海戦術になればなるだけ限界がありますので、毎年

飛行機を飛ばして空中写真を撮って、それで特にある程度そういうデータを元に、大きなもの

は物置を含めて確認出来るものはチェックするということはやられているようです。ただ、そ

れに実際かかる経費とみあう効果があるかということなので、これは町側で基本的には把握し

ていかなければならない部分なので、費用対効果を考えながら検討していきたいなと。ただ、

空中写真の方は一応どういう仕組みで、どういう形になるのかという、今そういう研究という

か、空中写真詳しい業界の方にお話聞くような機会ありましたので、そういう調査はしてはい

ますけども、ただ、経費的な面いろいろやっても金額が一地区で 100 万ですけど。これは、10

何年ぶりにやって初めてこの金額なのですね。だから、毎年ということになれば、一地区 10

万とか、どれ位コストをかけられるのかなと。それと年中調査出きれば良いのですけども、や

っぱり年末から課税の準備にかかりますので、冬場は実際動けないと。そういう中で、人員と

コストみあい。特に固定資産税係、２，３年一名減しておりますので、そういう部分の兼ね合

いも含めて、ちょっと効率的な方法を検討して参りたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ありませんか。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 市街化区域の中に、農地の問題。字白老の場合、市街化区域の中に農

地というのもがあると思う。どの位面積があるか分かりませんけど。それは市街化並みの課税

をしているのか、そのあたりの現状はどうなっているか。あまりないですか、そういう所は。

農地のままというのも台帳にあるのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 下河主査。 

○主査（下河勇生君） 私、土地の方はあまり詳しくはないものですから、正確にはお答え出

来ないのですけど。 

○委員（加藤正恭君） 資料としては、２０ページに載っているのだけども。そういう所、結

構字白老にはあるような気がするのだけど、どんなものですか、現状としては。 

○主査（下河勇生君） 評価としましては、あくまでも現況見て評価ですから。 

○委員（加藤正恭君） 現況が農地だったら農地に課税しているのですか。市街化の例えば真

ん中であっても。畑にしているか、台帳はどういうふうになっているかは別にして。例えば、

草わらになっている部分もあるでしょう。農地という場合もありますよね。 
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○主査（下河勇生君） 市街化原野という雑種地。雑種地Ａという、そういうことばを使って、

評価をしているものはあるのですけど。 

○委員（加藤正恭君） 宅地並みの課税をしているのですか。どんなもんですか。 

○委員長（及川 保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君） 私も細かなことは知りません。この資料では、21 ページの中段に、

一般の市街化区域農地ということで、課税については原則として評価額に３分の１を乗じた額

が課税標準額になると。一応、農地については宅地から３分の１落としているということのよ

うです。それと現況、今あるのかという部分では、過去に東町に住宅地にかわった、佐々木さ

んという方が農家ありましたけども、それ以外はそれ程大きな部分は無いと思います。家庭菜

園は別として、実際牛を飼われている方で、市街化区域の中でという方は、ほとんど無いと思

われます。白老は畑作というのはほとんど無いですから、牛を飼われている方が牧草だとか、

デントコーンということだと思うのです。 

○委員（加藤正恭君） 個人の名前出してあれですけど、太田さんのあたりなんか、どうなの

ですか。 

○税務課長（辻 昌秀君） 市街化調整区域です。市街地が隣接していても、結構市街化調整

区域あります。たぶん、市街化区域の編入になれば、少なくても住宅は何軒か建ってくるかと

思います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ありませんか。無いようです。それと、家屋調査もやったの

ですけども、昨年。平成５年から去年までの全町おいたというお話だったのですけども、その

資料というのは。 

○税務課長（辻 昌秀君） 全件調査の結果ですね、地区ごとの。 

○委員長（及川 保君） 出ますよね。 

○税務課長（辻 昌秀君） そういうものを資料としてまとめて出せるかということですか。 

まとめているようですから、あとで提出いたします。 

○委員長（及川 保君） 暫時、休憩します。１４時１０分まで。 

休憩  午後 ２時０１分 

  

再開  午後 ２時１２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、次に進みたいと思

います。納税関係の説明を願います。野本主幹。 

○主幹（野本裕二君） それでは、納税関係について説明させていただきます。説明の順序は、

初めに追加資料の 13ページから14 ページによりまして、徴収事務の流れを説明させていただ

き、それによる 17 年度の徴収実績を所管事務調査資料の 11 から 15 ページで説明させていた

だき、最後に税目別による口座振替の件数と口振の率を報告させていただきます。  

それでは、追加資料の 13 ページをお開きください。滞納整理の概要図が書いていますが、

これによりまして徴収事務の流れを説明させていただきます。 
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まず、①の納付又は納入義務の確定をいたします。これは、納税通知書を送達する方法で、

納税を告知することにより納税義務が確定します。 

次に、納期限ですが、先ほどの納税通知書に納期限が設定されていますので、その納入すべ

き期限を言います。 

③の督促は督促書の発付にて行います。その期間というのは、督促書の発付については、納

期限までに完納されない時、納税を催告するため、その納期限後20 日以内に行っております。

なお、督促書は差押えの前提用件であります。 

次に、④の催告でありますが、催告書は滞納明細書でありまして、これは文書による納入督

励です。実施方法につきましては、催告書による滞納状況及び対応経過によりまして、１号か

ら３号までの３段階に分けて、封筒にて送付しております。３段階の内訳としましては、１号、

２号、３号とありますけども、１号であれば納入催告の文名で出します。２号であれば、納税

相談の文名です。３号で初めて差押え予告となります。 

なお、３号の該当者については、⑤番の財政調査を行い、差押物件を明記して、⑦の最終予

告として、配達記録にて送付しております。 

次に、以上によりまして、納入状況を確認し、⑥の納付したかでイエスであれば完納となり

ますが、下のノーであれば次の手段として、納税督励を実施します。 

納税督励のつきましては、⑨の滞納者の実態調査を事前に行い、それぞれの滞納者の実情に

応じた対応策を取ります。実態調査は滞納者との納税交渉をスムーズに進めるための手法とし

ています。また、差押予告については、納入がノーであれば即滞納処分による差押えの執行を

行っております。 

これらを踏まえて滞納整理の方向付けをいたします。これについては、滞納者の実情に応じ

た滞納整理を行うため、滞納原因の把握をすると共に、対応時の経過など検討し、滞納整理の

方向付けを行います。方向付けにつきましては、この２点を行っています。滞納処分とするの

か、滞納処分を停止とするのか、差押するのか、それとも捨てるのかという、簡単に言えばそ

ういう形です。これらの流れにつきまして、15年度に作成しております町税徴収事務運営方針

を基にして、徴収事務を行っております。 

次に、14 ページの滞納処分の流れについて説明させていただきます。まず、滞納処分の執行

ですが、滞納処分とは、交付要求、参加差押え、差押えの３つありまして、それは全て国税徴

収法に規定されている強制換価手続きを言います。以下、差押えの流れにつきましてはそのと

おりですので省略させていただきます。 

次に、右側の滞納処分の執行停止でありますが、滞納処分停止の要綱には１号から３号あり

まして、１号については、滞納処分することが出来る財産が無いときです。もっと平たく言う

と、差押えの対象となる財産があっても、その財産の価格が徴収金に優先する債権額の合計を

越える見込みが無いときです。 

２号は滞納処分をすることにより、納税者の生活を著しく窮迫させる恐れがあるときです。

これに関しては法人は適用されません。例えば、滞納者が既に生活保護法の適用を受けている
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とき。または滞納処分をすることにより、生活が著しく窮迫され、生活保護法の適用を受けな

ければならない程度の生活状態になる恐れがあるときです。３号は滞納者の住所及び滞納処分

をすることが出来る財産が共に不明であるときです。以上に該当すると認められるときは、滞

納処分の停止をかけています。納税義務が消滅する、いわゆる不納欠損に持って行くというこ

とは、まとめますと、徴収権を行わないで５年を経過したとき、２点目としましては滞納処分

の停止が３年間継続したとき。３点目としましては、上記が競合するときは、いずれか早いと

きとなっております。 

以上の滞納処分の流れによりまして、次の下の 17 年度における徴収実績を説明させていた

だきます。所管事務調査資料の 11ページを開いてください。平成 17年度の町税決算と翌年の

繰越額の状況について説明をさせていただきます。町税合計における 17 年度の調定額は現年

度、滞繰分を合わせまして、25 億2,036 万4,226 円となっています。 

次、収入済額が 22 億 1,801 万 8,626 円です。不納欠損額が 5,176 万 659 円となります。収

入未済額が 2 億5,058 万4,941円です。翌年度繰越が同額となっております。次に同じく保険

税につきましては、調定額が 11 億 2,420 万 6,446 円。収入済額が 6 億 9,708 万 9,292 円。不

能欠損額が9,881 万8,408 円。収入未済額が 3億 2,829万 8,746円で繰越額が同額となってお

ります。 

続きまして、12 ページの不納欠損処分内訳書について説明させていただきます。17 年度に

おける町税の不能欠損額は 5,176 万 659 円です。件数につきましては、1、165 件です。保険

税につきましては、9,881 万 8,408 円で件数が 766 件であります。不納欠損の内訳が細分化し

ているのが、次の 13 ページであります。事由でありますが、事由につきましては、時効、執

行停止、即時執行停止と３項目ありまして、時効につきましては先ほどもご説明したように、

徴収権は５年間ありますので、その５年間で行使しなければ時効により消滅するとなっていま

す。これが地方税法の第 18 条であります。執行停止につきましては、先ほど１号から３号ま

で説明しましたので、省略させていただきます。即時執行停止につきましては、地方税法 15

条の７第５項によりまして、徴収することが出来ないことが明らかであるときは、納入する義

務を直ちに消滅させることが出来るとなっております。その要件としましては、個人の場合は

相続放棄及び限定承認にされたときです。法人の場合は、法人が解散及び事実上倒産し、再建

の見込みが無い場合であります。 

続きまして、14 ページの翌年度繰越額の内訳であります。翌年度繰越額の、町税の合計は、

2 億 5,058 万 4,941 円でありまして、それの内訳としましては、滞納処分費が 3,681 万 8,605

円。交付要求が 638 万 1,933 円。執行停止が9,928 万2,214円です。その他、未処分のものと

いうのが 1 億 810 万 2,189 円となります。 

同じく国民健康保険税ですが、繰越額が 3 億2,829 万8,746 円でして、それの内訳としまし

て滞納処分額が 2,572 万 2,480 円。交付要求額が 40 万 7,700 円。執行停止額が 1 億 4,620 万

5,221 円。未処分のものが 1 億5,596 万3,345 円となっております。 

続きまして、15 ページの滞納処分及び公売集計表であります。差押え内訳につきましては、
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相対的には前年度に比べると落ちていますが、主力となっておりますのは不動産、あと給与、

預貯金、所得税の還付金と、このだいたい４点が主力としております。ただ、給与の６件とい

うのは、実際にこういう形をやっているのは６件ということで、その前段で催告出す段階で、

給与照会した段階で雇用主さんの方から協力が得られて、差押えまで行かなくて、会社の方で

分割の協力していただいているというのが大半ですので、実質給与の差押えまで行っている件

数は６件で終わっていますけども、中身としてはそういった数が別個に隠れた数字として入っ

ていますので。 

次に２の交付要求でありますが、交付要求というのは、競売なんかの滞納者の財産について、

強制換価手続き、いわゆる裁判所による競売が開始されたとき、その手続きに参加して配当を

受け取るというと手続きであります。これは前年度と同件数であります。滞納処分停止の内訳

は、14 年から急激に増えているわけですけども、これの要因としましては、14 年度に各担当

職員の処分停止における統一的な考え方を持つということで、14年に滞納処分の停止要綱を策

定しまして、それに基づいてやっておりますので、件数では 13 年から比べると倍に増えたと

いうことであります。 

公売に関しては、17 年度については、１件もありませんでした。 

最後に口座振替の件数ですが、15年度から 18年度まで４税目分けてあります。相対的には

年々伸びております。右側の表で４年間の対比をしてありますので。これの要因としては、納

税貯蓄組合による口座振替の促進活動もありますし、あとは納付書を発付するときにも文書も

入れていますし、我々が督励するときにも口座振替の促進も図っていますので、それらが一応

要因かと思われます。簡単ですが以上です。 

○委員長（及川 保君） 納税関係の説明が終わりました。このことについて、質疑のある方

はどうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 不納欠損額なのですけども、１７年度だけで、１５年度、１６年度調

べてくれば良かったんだけれども、何も調べてこなかったのですが、傾向として減っているの

か増えているのか横ばいなのか、だいたいそのあたり。それから、全体的な税金の収納率。こ

れが上がっているのか、そのあたりの状況分かったら教えてください。 

○委員長（及川 保君） 野本主幹。 

○主幹（野本裕二君） 不納欠損額につきましては、年々上がっております。特に今年度、１

７年度においては、数字ははっきり覚えていませんけれども、国保税が倍になっております。 

○委員（加藤正恭君） 原因はなんですか。 

○委員長（及川 保君） 野本主幹。 

○主幹（野本裕二君） これについては、先ほども説明しましたように、14 年度から執行停止

の要領というのを作ったのです。今までは無かったのです。ただ、３項目だけ。差押えするべ

き財産があるのか、それによって生活が苦しくなるのか、共に不明なのかと、この３項目しか

無かったので、どうしてもそこにしか集中出来なかったのです。無いものはただ引っ張ってい

くという、何年も。14年に更にそれを細分化しまして、道税なり国税なりのいろんなもの見ま
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して、更に枠を広げていったのです。でも、職員も定義作りまして、要領という形を作りまし

て、それに当てはめていこうと。まず、それも１つですけども、滞繰りの未収金の圧縮、これ

が主だったものですから、それをどうするかということで執行停止に持って行くしかないだろ

うという。そういう税法上ありますので、それに持って行きましたので、14 年度からは急激に

増える。３年ですから、14 年度にかけたものが、ちょうど今年17 年度で決算が出る。ですか

ら、数字は倍になったということが現状です。２点目の収納率につきましては、所管事務調査

資料の１ページ。率は大きくないのですけども、14年から年々ポイント的には上げてきていま

す。滞繰り分を含むとどうしても率的には伸び率が弱いのですけども、一応現年優先という形

を取っていますので。 

○委員長（及川 保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） この１ページで入湯税が17 年度 47万とかあるのだけど、こんなのは

おかしいなという気がするのだけど。 

それと、特別土地保有税、廃止になったのだけれども、繰越だけが載っているのですけども、

これの回収は可能ですか。何年か払いになっているのかどうか、これもおそらく土地保有税を

持っている人は、法人関係で倒産した方々が持っているのではないのかなという気がするのだ

けども、そのあたりの内容はどういうふうになっていますか。 

○委員長（及川 保君） 野本主幹。 

○主幹（野本裕二君） 保有税につきましては、前年度クリアしまして、100 になっているは

ずです。残っている分については、今加藤委員言われるように、もう会社が倒産。あと、個人

で持っている方も既に死亡していないという。入湯税のつきましては、そのまま入っておりま

す。100 で表示されております。 

○委員長（及川 保君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 先ほどの説明で滞繰りが５年でちゃらになるというか、それはあく

までも５年間経ったらということなのですか。その間、最大限の努力はされるのでしょうけど

も、そうなると、納税対象者の身分というか、そういう地位保全というか、そういう方、どう

いう形で。５年経ったら、また最初から納税の義務が課せられるということですか。 

○委員長（及川 保君） 野本主幹。 

○主幹（野本裕二君） 徴収受けているのは５年間しかないのです。ですから、今年度課税さ

れまして、翌年度からは日にちが発生しますので、５年経ったら税というのは消えちゃうので

す。ですから、徴収権は５年間あるから、５年間の内に処分なり何かしなさいよ。これが５年

間の内に差押えしてしまうと、半永久的になる。今、自分とこで持っているのが、昭和 53 年

の差押え分が一応古い年度です。ですから、５年間で税は消えちゃいます。今、言われますよ

うに、中にある程度町民にも浸透しています。５年経てば、頑張れば無くなるのだろうと。そ

れは使用料から来ていたと思うのですよね。ですから、そういうものは最終的に差押えかけて

時効中断にかけて半永久的に引っ張るとか。中には１年間分何とか払っているけど、古い部分

には手が届かないよと。分割をしても現年だけは何とか引き受けて、古い部分までは手が届か



 18 

ないよという場合でしたら、１号、２号、３号の内の何かをぶつけて執行停止かけて、５年待

たないで３年間で落としてしまうという。 

○委員長（及川 保君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 滞納整理の概要図ずっと見ていきますと、差押え最終催告となって

いますけれども、例えば差押さえる物件、それは税に見合った金額のものを差押えるんですか。

たまたま、税金を払えなくて、土地で払ったという方の話を聞いたことがあるのですけど、そ

れは本当に税額に見合ったものなのかどうか、ちょっとその辺をお聞きしたいのですけど。 

○委員長（及川 保君） 野本主幹。 

○主幹（野本裕二君） それは見合っていません。まず、波及効果としてやるのが、固定資産

があれば一番早いのでしょうけども、預金調査を先に前段としてやっております。２ヶ月間の

流れでもって町内の人であれば町内金庫全部調査します。あれば預金となります。来なければ、

事前に２ヶ月間の流れの履歴、調査していますからＡという人の金が入る日にち分かりますの

で、その日に朝９時に銀行行ってそのままもらって来るという形取ります。滞納税に見合った

差押えというのはなかなか難しいものですから。以上です。 

○委員長（及川 保君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 単純な質問なのですけども、例えば差押え物件は競売にかけますよ

ね。例えば５年間の税額が 100 万滞納したとしますよね。たまたま押さえた土地が売りに出し

て売れて、50 万利益あったとしますよね。税額 100 万に対して 150 万でなったら、その余剰

の 50 万というのは、どんなふうな扱いなのですか。 

○主幹（野本裕二君） それはもう本人に返します。 

○委員長（及川 保君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 14ページの翌年度滞納繰越の内訳なのですが、軽自動車税なのですけ

ども、なんぼ軽自動車と言え、それだけの金あって買うのですよね。普通車ですと、税金の納

付書がなければ、車検が取れないとかありますよね。制度的にも、他の町民税とかというのは

所得、お金あると無いとかいうことはいろいろあると思うのだけど、車を買うということにな

ると、やっぱりそれだけ裕福と言ったらおかしいけど、お金があるから買えるという部分あり

ますよね。やっぱり買っておいて、税金を滞納するという形になるわけですね。何か制度とし

て、これ変えていかないと、なかなかここの部分というのは無くならないような気がする。納

付書の何かが無ければ、１年に一回必ずそういうものを見せないとナンバーを取ってしまうと

か、何か制度と一緒にしないと無くならないのではないかと思うのですが、何かそういう動き

というのはないのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 野本主幹。 

○主幹（野本裕二君） この現状としましては、軽ですから、個人売買なのですよね。人にや

ったとか、買った人が名義変更しますよとか、廃車しますとか、手続きやってくれれば良いの

ですけども、所有者がＡという人間にやった段階でそのままになっちゃっている。実際的にＡ

という人間に取りに行くと、あの人にやったよ。うちはあくまでも所有者に請求しますけども、
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そこでもってトラブル。また、そういう人というのは他の税も持っている。周期的に、２年サ

イクルで収納率は上がったり下がったりします。車検のあるときは、さすがに黙っていてもあ

る程度の数字は行きますけれども、滞繰りになった分については、よっぽどでない限りはその

まま残っている。 

○委員長（及川 保君） 須田主幹。 

○主幹（須田健一君） 今、軽自動車税の関係なのですけど。軽自動車税も自動車税と同じに、

当然車検が必要と。一部バイクについて、小型特殊、トラクターだとか、そういったものにつ

いて車検の必要のないものございますが、基本的には一般的に乗られているものについては車

検制度がありますので、納税証明書の添付は必ず必要ですので、滞納があれば車検は取れない

ということなのです。そうしますと、滞納が少なくなるのではないかということになるかと思

うのですけど、実は課税そのものは台帳主義で、車検は取らずに車を持っている方についても、

軽自動車税はかかりますので、必ずしもそのようにならない。ですから、車検を取らずに車も

処分せずに、そのまま持っていて、だいたい滞納のある方は先ほどの野本主幹が言ったとおり、

町民税も固定資産税も滞納があって合わせて、滞納につながっていくというようなケースが多

分、多かろうと思うのですよね。ですから、ちょっと仕組み的にまだはなっているのですけど、

乗れない車を持っているものをどうするかということで、確実に使用者が不明。車が無いとい

う分かった場合については、課税はしないということになりますけど、所有者がはっきりして

いて、車はありますよといった場合については、課税はせざるを得ないです。それは、税金は

払う払わないは別として、課税の方はしていきますので、そういう結果が生まれてくるかと思

います。 

○委員長（及川 保君） 鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 払う気持ちがないから、そういうふうになってしまうかもしれないの

だけども、やっぱりかかるということは、それを払えと来るわけですから、自分が使ってない

のに自分に来ますよね。そこら辺の手続きの中で、即やってくれればこれは売りましたとか、

そういう手続き、名義の変更とかあるのですよね。そういう手続きしてくれれば、その時点で

その部分は、そちらの売った方に行くわけですから、そういう形にはならないわけでしょう。

そういう手続きが無いから、そこで滞っちゃうのですよね。何かここら辺、仕組み無いのです

よね。無いから溜まっちゃうのだよね。何かやり方がありそうな気がするのだけども、そうで

すか、そういう仕組みだということが良く分かりました。 

○委員長（及川 保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） さっきの固定資産税のときに聞けば良かったのかもしれないけども、

町税調定、収納の状況、１ページですね。この固定資産税。カッコが大手企業と。15年度は5

億 6,700 万。16 年度は 5 億 1,000 万。17 年度は 4 億 6,400 万。税金が見直しをされているの

でしょう。5,000 万位ずつ税額では減っているのだけど、これはどういうふうに、一応３年間

は見直さなくても良いというのだけども、先ほどの説明でもある程度分かるのだけれども、な

ぜこのように 5,000万ずつ課税金額が減っているのか、大手だけですよ。そのあたりはどうし
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てこういうふうになるのか。毎年少しずつ減っているわけですよ。向こうの方からの申告でこ

ういうふうになるのか、どういうことでこういうふうに減るのか、そのあたり伺いたいと思う

のですけど。 

○委員長（及川 保君）下河主査。 

○主査（下河勇生君） 先ほど固定資産税、家屋と土地に関しましては、評価額は据え置きに

なるわけですが、償却資産は申告制で、毎年例えば毎年除却をしますと、その分減額になりま

す。日本製紙さんとか、大きい金額になれば、その分除却という形になってきます。 

○委員長（及川 保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 確認の意味で、償却資産だけについては、毎年見直しをしますよね。

申告をしますと、必ず償却資産というのが出てきますから、それを毎年やるためにこういうふ

うに 5,000万位ずつ償却資産分でいっているのだと、こういうことに理解していいですか。 

○委員長（及川 保君）下河主査。 

○主査（下河勇生君） はい。 

○委員長（及川 保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君） 単に償却資産はそういうことなのですけども、例えば工場で一部

除却するとか、そういうものも当然入ってきますので、工場の建物が無くなればこういう要因

にはなると思います。大きな設備投資が、減ってくる金額以上にはならないものですから、こ

ういうふうに出てきていると。 

○委員（加藤正恭君） プラスマイナスも考えられる。 

○税務課長（辻 昌秀君） 当然、設備の更新というのはまるっきりしてないわけではないで

すからありますけれども、それが減ってくるだけのものをカバーするものに至ってないんで、

こういうふうに落ちてきているということですね。 

○委員（加藤正恭君） 日本製紙さんは２、３年前は結構、僕らは知りませんけれども、設備

投資をしていたというふうに、具体的な金額までは分かりませんけれども、設備投資をしてい

たというふうには聞いていたのだけども、これでいくとどんどんどんどん減っていく一方なん

だけど。ただ、償却資産がそれ以上上回っていたのかどうか、プラスマイナスして減っている

のか、そのあたりはちょっと分からないのだけど、おそらく設備投資だって何億だと思います

よ。そのあたりはどうですか。分かればでいいのですが。 

○委員長（及川 保君）下河主査。 

○主査（下河勇生君） ご存知かと思うのです、今度 90 億の償却が出て来ると思うのですけ

ど、そういうのがあれば２年後ですね、償却資産の方取る分が出て来ると思うのですけど。  

今、先ほど言いました、日本製紙さんの方の家屋調査をしているのですけど、その中で今年度

の状況、年末に向けて話し合いをしながら把握していきたいなとは思っております。 

○委員長（及川 保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君） ちょっと、大企業部分だけじゃないのですけども、所管事務調査

資料の６ページ見ていただければと思います。６ページの下の表に固定資産評価額というのが
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ありまして、土地、家屋、償却資産に分かれていまして、これは大手の工場も含めて町内全体

の償却資産の金額なのですけども、16年度から 17年度は減っております。それが先ほどの税

額につながるということなのですけど。15 年度は載っていませんけど、16 年度 354 億なので

すよ、評価額が。15 年度はちょっと載っていませんけど、約 400 億円なのです。全町ですけ

ども。ですから、大手工場の関係で今ずっと減ってきていたものが、実は 17 年度が今一番少

ない金額になっていまして、18 年度は若干持ち直してきていると。先ほどご質問あった、大手

工場の設備投資の数字が持ち直しの数字につながってきているかなというふうに、ちょっと私

は見ていますけども。１月１日現在なのですけど、３月に台帳に載れば、翌々年に実際課税に

なるということです。 

○委員長（及川 保君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 定かではないけども、日本製紙さんの場合、マシンを中国に持って行

ったとか何とかって、あれは何年度でしたか。それは、当然償却資産として減っているのだろ

うと思うのですけども。15、16あたりですか。それは影響しているのでしょう、当然。償却の

場合、２年位後になるのですか。 

○委員長（及川 保君） 10 ページの下の償却資産種類別課税標準額があるのですよ。これも

参考になりますか。辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君） この中の 10 ページの機械及び装置というのが、主に工場の関係

のものが入ってくるかなと思われます。 

○委員長（及川 保君） 谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） ちょっと聞きたいのですけど、休止機械ありますね。止めた機械。撤

去しないでそのまま残っている。こういう機械については、どういうことになりますか。 

○委員長（及川 保君）下河主査。 

○主査（下河勇生君） 休止のみでしたら、課税対象になります。いつでも稼動出来るという

状況になります。 

○委員（谷内 勉君） 要するに休止して、そのままそこに残っている場合には、そのまま課

税対象になりますよということなのですね。ただ、先ほど行った中国に２台持って行きました

けど、あれについては撤去というようなことになりますから、それは完全に外れるというよう

なことになるわけですね。 

○委員長（及川 保君） 他。ちょっと今やっているのは納税関係についての質疑なのですよ。

ちょっと絞りたいと思います。納税関係について。あとでその他でまた受けますので、全体を。 

山本副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） １点質問します。滞納整理の概要図の 13 ページの所をちょっと

質問します。督促して、催告して、納付したかどうか確認して、そのあと納税督励（電話、訪

問）となっていますけれども、仕事している人達は、昼はなかなか捕まらないと思うのです。

そういった中で、これはどういうふうな方法で行われていて、また相手によっては全く払うつ

もりも無い悪質な方もいらっしゃらないとは限らないと思うんです。そういう人達に対しての
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対応、どのように進められているのか、ちょっと聞きたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 野本主幹。 

○主幹（野本裕二君） 納税督励に関しましては、基本的に、第１週と第３週につきましては、

日中４時半位までに訪問督励をします。２週、４週に関しましては、夜間。一応最終訪問宅を

出るのが基本的には７時と設定してありますけども、その辺の所は各自判断してもらって、７

時には出るような形をとっております。あと、そのほかにやっているのは、年５回の休日相談

の窓口と休日督励をしております。毎月 25 日から月末までは、夜の７時まで夜間相談窓口と

夜間納付窓口の開設をしています。それらにおいて、今もやっていますし、前年度もそういう

形とってきておりますので、大半それでだいたい対応出来るのかなと思います。悪質滞納者に

つきましては、あくまでも文書で最終催告とりまして、差押え物件を明記しまして、それで滞

納処分執行。無いものに関しては、また別な策を。型によってはいろいろありますけども、そ

ういう策をとっております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 山本副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） ほとんどその中である程度クリアに近い、出来ているような発言

だったと思うのですけども、中には本当に、無視するような方もいらっしゃると思うのですね。

そういった人に対しの対応というのは、本当に対応する職員の方も大変だと思うのです、実際

のとこ。その辺の所はどのような状況なのか、ちょっとお聞かせ願えればと思います。 

○委員長（及川 保君） 野本主幹。 

○主幹（野本裕二君） 今言われました悪質者、これが一番ネックにはなってはおります。収

入があれば早いのですけども、どこかに勤めているなりであれば、給与なり雇用主さんの所へ

行ってお願いすれば良いのでしょうけども、全く収入も無い、どこかアルバイト程度のことし

かしてない。差押えする物件も無いとなれば、おだててすかせる手法しか今の所はとっていま

せん。あとは、最後になれば保険証で。国民保険証で本来的短期であれば３ヶ月まであります

けども、毎月更新して、毎月状態を相談して把握するか、状況を。根比べになりますか。 

○委員長（及川 保君） 土屋委員。 

○委員長（土屋かづよ君）滞納されている方が悪いとかというのではなくて、やっぱり今の時

代背景を照らしますと、中央では景気が戻ってきたという報道が一部されていますけども、実

際北海道はまだそこまで這い上がってないわけなのですよね。その中でやっぱり、努力しても

努力しても真っ当な賃金を得られないとか、例えば小さな商売をしていても、売り上げがどん

どんどんどん減っていくばかりで、ここの白老においても段々シャッター街になってきました

けども、そういう現象は全道的に出ているのですよね。本来ならば、行政としては、そういう

弱い人方を守っていかなければならないのだけれども、国の三位一体の改革でもって、そうい

う弱いものにしわ寄せが来るという。その中で段々税金が上がっていくということで、払いた

くても払えない方がたくさんいらっしゃるという現実なのですよね。本当に白老町でもそうな

のですけども、商店街の方でも本当に税金払っていくのが大変だと。すぐ廃業したいけども、

廃業も出来ないと。そういう人方に対する対策というのは、実際とられているのですか。 



 23 

○委員長（及川 保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君） これは、税の納税収納についての基本的な姿勢という部分の話か

と思うのですけども、税は基本的には収入があっての道町民、住民税なのです。あるいは、固

定資産税、財産があってという部分なのです。ですから、結果として過去にその収入なり財産

があって、今は生活困窮ですよという、そういう部分の方については、現在収入がないとか、

あるいは財産も無いよということになれば、一応滞納整理の手続きはとりますけども、最後の

部分として先ほどの説明のように、滞納処分の停止ということで、その時は収入がある人、現

に収入がある人、財産がある人、その部分については、やはり基本的にまだ払える要素がある

じゃないかということで望んでいるということで、決して無い人にむちを叩いて何が何でもど

こかから集めて来いとか、決してそういうような形で望んでいるようなわけではないというこ

とで、そこの部分は一つご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 土屋委員。 

○委員長（土屋かづよ君） たまたまの例なのですけども、結局季節によって収入が違うとい

うことで、ご商売されている方で、分割して年 10 回、払える月と払えない月があるというの

ですよ。一応、役場の方では、試算として毎月これ位の枠の中で払ってくださいということで

算定してくれたのだけども、実際には払えないのだという人がいるのです。そういう場合には、

枠の中で、払える分で払っていいのか、あくまでも算定してもらった分を払わなければならな

いのか。例えば月８万なら８万、毎月払わなければいけないと。だけど今まで順調に払ってい

たのだけども、今月とっても８万円払えないと。５万位しか払えないとなった場合は、そうい

う場合も役場では対応してくれるのですか。 

○委員長（及川 保君） 野本主幹。 

○主幹（野本裕二君） そういう場合につきましては、担当者も同じですけども、１年間のサ

イクルの中で年度当初の中で８万なら８万で 10 回入れて 80万払いなさいという制約とります

けども、たまにお盆の月とかお金が出るから金額下げるよといった場合は、３万に下げた場合

は残りの回数で調整してもらうという形はとっています。あくまでも、毎月８万で制約したか

ら、絶対に８万でいかなければ駄目だよということは言っていません。最後の締めの段階で 10

回目まで調整をしてくだいよという、そういう方法はとっております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 一つ聞きたいのですけど、今は滞納とか不納欠損とかいろいろあるの

ですけども、この位の、例えば２万の町で、ほかの町村を見た場合に、この金額というのは多

いのか少ないのか、これが当たり前なのか、その辺だけ分かればちょっと知りたいのですけど。 

○委員長（及川 保君） 野本主幹。 

○主幹（野本裕二君） 不納欠損額については多いです。管内でも西部、苫小牧続いて次に多

いです。人口の規模からしても、滞納不納欠損が多いです。滞納処分をかける金額も多いです。

東部に関しては滞納処分かけていませんから、その分うちは滞納処分の額も不納欠損額も多い

です。以上です。 
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○委員長（及川 保君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） そういうことであれば、やはり同僚委員も言ったように、何か特別な

処置を持って、やはり不公平ですから、公平に立つためには取れる人から取ると。本当に今お

っしゃったように、困っている人はそれなりの対策がとれるわけですから、持っていても払え

ないという人は結構いると思うので、その辺は断固たる処置をお願いしたいなと、このように

思います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。それでは、予定されていた資料では全部終

わったのですね。それでは先ほど申し上げたように、全体でまた再度質疑を行いたい方は、ど

うぞ。近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 固定資産の関係で、ちょっと聞きたいのですけども、例えば大手の企

業で 90億の投資をするといった場合に、中には機械とか建物とか電気製品とか、いろいろあ

りますね。以前、コンピューターは資産に入らないという話聞いた時代があるのですけども、

それは無いんで、全部資産としてなるのかどうか、聞きたいのですけども。 

○委員長（及川 保君）下河主査。 

○主査（下河勇生君） 含めてなります。建物とそれ以外という形で分けると思うのですけど、

申告制ですので、個別なものは実は分からない部分のあるのですけど、これは基本的になると。 

○委員長（及川 保君） 土屋委員。 

○委員長（土屋かづよ君） 昨日、税率の話をお伺いしたのですけども、大分前に聞いたこと

があるんですけども、法人に対しての税率なのですが。日本製紙は標準税率が違う。だけど、

いろいろ自治体調べると、制限税率を使っている自治体があるのですよね。制限税率と標準税

率と法人にとってはどちらが有利なのか、公平なのか。白老町として、制限税率した方がいい

のか、標準税率にした方がいいのか。 

○委員長（及川 保君） 辻税務課長。 

○税務課長（辻 昌秀君） お配りの追加資料の４ページをお開きいただきたいと思います。

法人についての住民税は均等割と法人税割ってあるのですけども、白老町は均等割り、法人税

割とも標準税率やっております。個人の固定資産税とか都市計画税とか、基本的には全て超過

課税はしないという形でこれまで来ていますので、企業の区分によっても、区分によって差を

つけるということはしないで、基本的には標準税率。ただ、自治体によっては苫小牧市の場合

が４ページの下に載っていますけれども、５号法人以上ですね。５号法人というのは、資本金

の額が１億円以上、そういう所については、そこの部分、超過税率ということで、約２割増で

やっている自治体もございます。それと、標準税率の方も超過課税やっている。管内では苫小

牧市、早来町は標準税率以上の税率で、不均一課税と言いますけども、やっている自治体あり

ますけども、白老町については企業の規模に差をつけないで基本的に全て標準税率でやってい

ると、そういうことでございます。 

○委員長（及川 保君） よく、苫小牧と比較しても、白老町は高いと言われる町民が多いの

ですよ。比較をしたことないものだから、これ課長、どういうふうに捉えます。辻税務課長。 
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○税務課長（辻 昌秀君） まず、個人の方については、個人の所得に応じる町民税について

は均等割、所得割、全道みんな標準税率でやっていますから、そこの部分は差がないと思いま

す。個人で固定資産をお持ちの方は、白老町は固定資産税だけですけども、苫小牧市はと都市

計画税で税率が上乗せになっていますので、苫小牧市の負担が大きい。個人の方についてはそ

ういうことで、都市計画税の分の負担は、多分道内人口２万の町ですと、ほとんど都市計画税

入れていますから、人口２万人以上の町で税負担が一番少ないのは白老町ということで捉えて

おりますけども。 

○委員長（及川 保君）  須田主幹。 

○主幹（須田健一君） 今の件で、多分お高いという個人で出るのは、使用料の関係かと思わ

れます。額的には、私もはっきりと分かりませんが、保育料とかに関しては、苫小牧の方が、

一応私、苫小牧の人間なので、安いです。白老町の方が高いです。ですから、使用料全般は苫

小牧市の方は安いというイメージがあろうかと思います。全般的に税に関しては、全く変わり

はないんですけど、そういうイメージの中から多分白老町高いっていうことで捉えられている

のかなという感想は、私個人としてはそういう感想ちょっと持っています。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。この際、聞いておきたいということはあり

ませんか。それでは、２日間に渡った所管事務調査、これで終了したいと思います。税務課の

皆さん、２日間に渡ってありがとうございました。暫時、休憩します。 

休憩  午後 ３時１１分 

  

再開  午後 ３時１９分 

○委員長（及川 保君） 委員会を再開します。所管事務調査のまとめを行いたいと思います。

委員皆様からのご意見を伺いたいと思います。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 私は前回、一般質問をして、増税論者じゃないのです。増税論者じゃ

ないのだけれども、白老町の財政を見た場合に、だいたい一般会計で100億前後の財源がなけ

れば、白老町はやっていかれない状態にあるわけですね。そして、町税は伸びない。交付税は

減らされる、いろんなものは減らされると。しからばということで、何年か前からいろいろけ

ちけち運動。いろんな無駄な経費を無くそうじゃないか。あげくの果てには人件費をカットと

いうようなことまでして、現在まで来ているわけなのですよ。だけども、この諸経費というの

は必要な経費というのは、無駄な経費は当然減らすように努力していかなければならないけれ

ども、必要な経費というのは当然かかるわけで、私の今までのあれから言っても、そういうこ

とに、経費に手を付けるということは、非常に難しい時代に来ているのではないかと。しから

ば、どうするかということになると、ご存知のように交付税も一律５％なり10％なりカットさ

れてくるのは常識。そういう時代に来つつあるとすれば、我々の白老町が自立するということ

を標榜するのであれば、悪いですけれども夕張のような市に転落してから、ああだこうだとい

うことを考える前に、当然財産を処分するとか、財産処分するにもそう簡単じゃないにしても、

不用地を処分するとか、いろんなことを考えて現在やっているのだけれども、ある程度標準課
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税である税率の見直しというものを、すぐ上げれとは言わないけれども、検討する時期に来て

いるのではないかということを、私は総務文教常任委員会の中でぜひ報告の中に、検討すべき

だと、そういう時期であると。その理由はというのは、今までちょっと申し上げたようなこと

を踏まえて、そろそろ検討をする。赤字になって、転落して、財源が足りなくなってから検討

すんでは間に合わないと、そういうことにならない一歩手前の所で税率を標準課税から、非常

に今回の昨日の今日とのあれで分かるように、標準課税をアップした自治体も結構あるわけで

すから、何も白老町だけが標準課税にずっと固執している必要はないのではないかということ

で、少し見直しを考えてはいかがかというようなことを、委員会としては報告事項の中に入れ

てもらいたいと思うのですが、各委員さんのご意見も聞かなければいけないと思うのですが、

私自身はそういう時期に来ていると思いますがいかがでございましょう。提案として。 

○委員長（及川 保君） 今、加藤委員の方から、それぞれの個々の皆さんのご意見をまず伺

ってからの方が良いですね。谷内委員。 

○委員（谷内 勉君） 私は町の職員が非常に今言った収納率とか、非常に努力していると思

います。昨日、今日のあれで分かりましたけども。実際やはり一番問題になってくるのは、不

納欠損率、これが一番引っ掛かってくるのではないかと思いますね。ですから、こういうこと

を今後とも努力を、その上に努力すると言ったらあれですけども、そういう体制で今後どんど

んどんどん臨んでいってほしいと。とにかく今言った、収納率のアップに心掛けるということ

にぜひ力を入れていいただきたいと、そういうふうに思います。 

○委員長（及川 保君） ほか、ございませんか。鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 昨日、今日と勉強させてもらって、さっきやはり加藤委員がおっしゃ

ったように、これから収入をいかに確保するかということだと思うのですよ。昨日、今日と勉

強させていただいて、今の現状の中で収入を上げるというのは非常に困難なことだと思うので

す。何かやっぱり新たな収入の道を見つけなければ、なかなか今後町の財政としては大変な時

期にますます陥って来るのではないかなと、そう思いますので、ぜひ収入の今増税もありまし

たし、新税もあるのかもしれませんけれども、何らかのやはり考え方を持たないと駄目なのか

なということと、それと僕もここら辺がよく見えないのですが、昨日もパンフレットで税源移

譲というのがありますよね。国からの税源移譲でどの位移譲されて収入が増えるのかというの

はありますけども、そういうものを見極めた中で、やっぱり次の策として収入を得る考え方、

別の新たな収入を得る考え方というのを、考えていかないと駄目な時期かなというふうに、今

回の調査の中でも感じることが出来たなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 近藤委員。 

○委員（近藤 守君） 私も２日間の勉強をしたわけですけども、加藤委員が言ったように、

やはり今まであるだけの税の収入だけでは、これからやっていけないのだと思っています。で

すからやはり、新しい税の道を検討することが必要ではないかと、そういうふうに思っており

ます。それと、現状におきましては、やはり収納率アップに努めるということと、それに対し

てあっても出さない人があるわけですから、そういう方に対しては断固たる処置をもって収納
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率アップにつなげるというふうに公平、不公平を止めて、公平な立場で皆、生活出来るように

してもらいたいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） 土屋委員、どうですか。 

○委員（土屋かづよ君） 町の財政を見ていると本当に、いつそれこそ財政再建団体に陥らな

いかと思うような金額なのですけど。やっぱり、新税を設けるというよりも、今行われている、

本当に町民に必要なものは何かという所から、お金の使い方を変えていく。それと、やっぱり

徴収率アップということに全力を投入するということが一番良い方法じゃないかと思うのです。

実際に来年、再来年度消費税 10％アップの話も聞きますし、医療費もこれからどんどん上がっ

ていくわけですから、そういう所に負担が増えていくとなると、また新たな新税を設けるとい

うと、もっと白老町としては財政的に大変なことになっていくと思うのです。そのためにも今

回国保のことも含めて病院の再建というか、そういう問題に取り組んでいるわけですから、や

っぱり一概に新しい税を設けるというのはいかがかなとは思いますけども、いかんせん収納率

アップというのは一番じゃないでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 副委員長、どうですか。山本副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） 私も先ほど鈴木委員がおっしゃられていたことに賛成なのですけ

れども、本当ここまで来てしまいましたら、ここまで来てしまったらというのは国の方針で地

方交付金が入らなくなって来ている状況の中で、税金だけで頼っていくとうのは本当に厳しい

状況ですので、町の収入を増やす方法をやっぱり考えるべきというのが１つと、もう１点は、

この今の標準課税の見直しの時期に来ているということに関しましては、私もそのように思い

ます。それと、先ほどの調査の中で、白老は他の町村と比べるとどうかという同僚委員の質問

の中で、非常に多いというお話でした。私自身も実際にそういう方と話もしたことがあるので

すけども、本当に払えなくて払っているのではなくて、そういう人結構いるのですね。いわゆ

る国や町政に対して反発するような思いの中で、結構他の方ではお金使ったり遊んだり飲んだ

り食べたりしていながらも、こういうことに関しては本当に一向に無視しているという人も結

構いるのです、現実的に。やはり、そういう悪質な滞納者に対しては、断固たる処分をやっぱ

り科すべきだというふうに思います。民間の方じゃないので、役場の担当の方が、なかなか思

い切った行動や動きは出来にくいとは思うのですよ。喧嘩してまで取ってくるという位までは

実際は難しいかもしれませんけれども、それ位の何か方法を考えて断固たる対応をやっていか

ないと非常に不公平な所も出てきていると思いますので、その辺をやはりやっていただきたい

なと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） だいたい皆さんの意見が出尽くしましたね。当初、加藤委員が言わ

れた標準課税の見直し。これは大半の委員の皆さんも同じ意見かなというふうに捉えました。

土屋委員の意見もございましたし。皆さんのご意見を踏まえてまとめ、作らさせていただけま

しょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 分かりました。非常に難しいのですよね。勉強会じゃ報告になりま
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せんので、きちっとした報告書をまとめたいと思っております。前回の委員会もそうでしたが、

加藤委員の意見も出させていただきました。そういうことを踏まえて作成したいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。２日間に渡っていろいろありがとうございました。 

（午後 ３時３４分）  


