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平成２０年 産業厚生常任委員会会議録 

平成２０年 １月３０日（水曜日） 

   開 会  午後 １時３０分 

   閉 会  午後 ４時０５分 

 

○議事日程  

－協議事項－ 

〈陳情審査〉 

  陳情第２号 アイヌ民族に関する総合的施策確立のために国に審議機関設置を求める 

意見書の提出についての陳情書 

〈所管事務調査〉 

  国民健康保険税の賦課徴収について 
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  国民健康保険税の賦課徴収について 
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◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） 皆さん、そろったようでございますので、始めたいと思います。 

ただ今より産業厚生常任委員会を開会いたします。 

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。 

○事務局主幹(森 隆治君) 本日の委員会は、平成 19 年第４回定例会において本委員会に審

査付託されました、陳情第２号 アイヌ民族に関する総合的施策確立のため国に審議機関設置

を求める意見書の提出についての陳情書を審査することになっております。 

その後ですね、国民健康保険税の賦課徴収について、所管事務調査を予定しておりますので、

よろしくご審議のほどお願いしたいと思います。以上でございます。 

 

    ◎調査事項 

○委員長（玉井昭一君） それでは、陳情第２号 アイヌ民族に関する総合的施策確立のため

国に審議機関設置を求める意見書の提出についての陳情書の審査を始めます。 

まず、陳情書の朗読を事務局からさせます。 

○事務局主幹(森 隆治君) 陳情書をちょっと見ていただきたいのですけれども、ちょっと１

ページから読みたいと思います。 

 二十数年前にさかのぼりますが、北海道ウタリ協会の「アイヌ民族に関する法律（案）」の制

定要望や北海道の「ウタリ問題懇話会答申」に基づき、国においてアイヌ民族の総合法制定要

望を行いました。 

 その際、同時に北海道内の全市町村への働きかけを行い、多くのご理解、ご支援を賜った結

果、文化に特化された「アイヌ文化振興法（略称）」が 1997（平成９）年に制定されたところ

です。 

 この度、国際連合総会において「先住民族の権利に関する国連宣言」が採択されたことから、

北海道知事、北海道議会が再度、この宣言におけるアイヌ民族の位置づけや盛り込まれた権利

を審議する審議機関を設置するよう要望書並びに意見書を提出したところです。 

 つきましては、別添要望書の趣旨をご理解いただき、国に対し同趣旨の意見書を提出してい

ただきたく、貴議会のご配意を賜りますようお願いいたします。 

 続きまして、アイヌ民族に関する総合的施策確立のため国に審議機関設置を求める意見書の

提出について。平成 19 年 12 月３日、白老町議会議長 堀部登志雄様。社団法人北海道ウタリ

協会理事長 加藤 忠様。 

 要旨。昭和 59 年５月 27 日、北海道ウタリ協会総会において、「アイヌ民族に関する法律（案）

を決議し、国に対して新しい法律の制定と「北海道旧土人保護法」の廃止を求め、同年７月、

さらに北海道知事及び北海道議会議長に新法実現に向けて協力要請を行った。 

 その新しい法律の要望骨子は、第一「基本的人権」、第二「参政権」、第三「教育・文化」、第
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四「農業漁業林業商工業及び労働対策」、第五「民族自立化基金」、第六「審議機関」の六項目

を列挙し、抜本的かつ総合的な制度を法的措置により国の責任で確立することであった。 

その後、北海道知事の私的諮問機関「北海道ウタリ問題懇話会」の審議を経て、昭和 63 年、

北海道、北海道議会及び北海道ウタリ協会の三者から「アイヌ民族に関する法律」制定が実現

されるべく国に要望された。 

国では「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」（内閣官房長官の私的懇談会）を設置し、

平成８年には立法措置に基づく新しい施策の概要を「アイヌ語やアイヌ伝統文化の保存振興及

びアイヌの人々に対する理解の促進を通じ、アイヌの人々の民族的な誇りが尊重される社会の

実現と国民文化の一層の発展に資することである」とし、文化振興の推進を柱とした同懇談会

報告書が提出された。 

しかし、この報告書は、アイヌの先住性、民族性、文化の特色そして我が国の近代化の４点

から、アイヌ民族の特質や歴史について述べてはいるが、アイヌの先住性と民族性については

個々の記述に止まり、それらを統一する概念としての先住民族については一切言及していない。 

また、北海道ウタリ福祉対策については、その成果に一定の評価を与えながらもいわゆる一

般施策として実施されていることの限界を指摘し、この実施をもってしてはアイヌの生活向上

に十分に応えうるものとは必ずしも言えないと評価している。現在も依拠する法律がないまま

その施策が進められ、単年度の事業総額は、年々減少の一途をたどっている。 

さらに、北海道から移住したアイヌに対しては、不十分とするその対策すらも適用されない

という施策の限界、矛盾にも触れられていなかった。 

この報告書は、「北海道旧土人保護法」などの廃止と「アイヌ文化振興法」の制定に重きを置

いてまとめられており、国際連合の「先住民族の権利に関する国連宣言」などの審議動向や北

海道ウタリ福祉対策の充実などは、今後の課題として整理されている。 

このことは「アイヌ文化振興法」制定時に、総理大臣、内閣官房長官が北海道ウタリ協会幹

部に今後の国連審議の動向を見据えていくことに直接言及され、さらに衆参両内閣委員会が全

会派一致で決議した５項目にわたる「アイヌ文化振興法案に対する附帯決議」を併せもって考

えると、まさにアイヌ文化振興法制定以降も所要の施策を講ずることへの必要性を認めている

のである。 

ともあれ、近代国家が形成される過程において、民族としての存在や固有の文化を否定され、

生活の場や手段を奪われてきた先住民族の権利を認めることは、今日の国際社会の大きな流れ

となっている。 

国連では、文化的・宗教的・言語的アイデンティティー、知的財産権をはじめ、教育・情報・

労働上の権利、経済的、社会的な権利、土地・資源に関する権利など、先住民族に関するあら

ゆる権利内容や措置についてまとめられた「先住民族の権利に関する国連宣言」が 20 年余にわ

たる審議を終え、この度、総会で圧倒的多数により採択され、日本政府も賛成票を投じたとこ

ろである。 
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北海道ウタリ協会は、昭和 59 年「アイヌ民族に関する法律（案）」の要望内容にあったアイ

ヌ民族の総合的な施策の確立については、この先住民族に関する国際基準といえる権利宣言が

採択されていなかったことから「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」をもってしても、

国における法制史や国際人権法に照らした根本的な論議を尽くしきっていないと考えている。 

これらの経過と宣言採択の機を得て、アイヌ民族を国際連合の審議用語「先住民族

（Indigenous Peoples）」の対象であると認めるよう、北海道議会から国に働きかけるととも

に、北海道の一地域問題とすることなく改めて国の高いレベルに国連の「第２次世界の先住民

の国際十年行動計画」98 段落にある国内三者会議（トライパタイトコミティズ）などの審議機

関を設置して、新たな法律制定も含めアイヌ民族に係る総合的施策の確立を求める意見書の提

出を願うものである。 

理由１。明治時代に日本政府が北海道を植民地と位置づけ、そこに住むアイヌを先住民族と

して扱っていたことが明らかになっている。 

明治政府は 1910 年、『外国人の土地所有権に関する法律』を制定し、植民地における外国人

の土地所有を許可しない法整備を行った。帝国議会における法案審議で、政府は、北海道が台

湾、樺太（サハリン）同様、日本の植民地である旨を明言している。 

翌 1911 年には、アメリカ、ロシア、カナダ（当時イギリス領）と日本との４カ国間で結ばれ

た『オットセイ保護条約』において、「アイヌ」を「アリュート」や「インディアン」などと同

じく『土人（先住民族）』と位置づけ、それらと同等の狩猟権を認めている。 

 ２。「アイヌ文化振興法」は制定されたが、アイヌ民族に対する格差是正のため進められてい

る施策は法制化されずに現在に至っている。「Ｈ18 北海道アイヌ生活実態調査」でも生活環境

等に依然格差が認められる。 

 ３。内閣官房長官の私的諮問機関『ウタリ問題に関する有識者懇談会』報告書に〈国連等に

おける議論の動向としてアイヌの人々の位置づけについては、我が国の実情にあった判断をし

ていくことが必要である〉とし、今後の課題としている。 

４。「先住民族」の認知等について。①国連各条約監視機関からアイヌ民族を先住民族と認め、

その権利を促進するための措置を講ずるよう勧告されている。②札幌地裁「二風谷ダム訴訟」

では、国際人権規約Ｂ規約第 27 条に規定される先住民族であるとし、その「文化享有権」が認

められて結審した。現況、憲法第 98 条２項とその判例の関係から考えると公的差別の状況とな

っている。③「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が国連総会で採択され、国際社会の先

住民族に関する人権基準の指標として確定された。 

 以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） それでは、陳情の審査について、参考人として社団法人北海道ウタ

リ協会理事長 加藤 忠様を招致しております。なお、執行側からは生活環境課ウタリ施策推

進室 久慈参事が同席しております。 

参考人から陳情書の願意についてのお話をお伺いし、ご質問等があればご説明をいただき、
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その後退席いただきまして、採択をするかどうかの審議を、皆様とさせていただきたいと思い

ますが、このような進め方でよろしいでしょうか。 

 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） 異議なしと認めますので、次に、社団法人北海道ウタリ協会理事長 

加藤 忠様を参考人として招致しておりますので、参考人からの陳情書の願意について、お話

をお聞きしたいと思います。よろしくどうぞ。 

 加藤理事長、お願いいたします。 

○社団法人北海道ウタリ協会理事長（加藤 忠君） 今日は白老町議会産業厚生常任委員会と

いうことで、私、北海道ウタリ協会理事長ということで来て、何か話してくださいということ

だけを知らされて来たものですから、どのような内容かよく分からないで来ている部分はあり

ますけども、この審議機関設置の関係の要望ということで皆さんに、白老町にお願いしたとこ

ろであります。 

 これは、北海道もそうなのですけども、全国の都道府県に対してこのことを一律にお願いし

ている、今最中です。 

 ほとんど今、北海道の場合は 30 件ほど、もう回答が来ている状況だということを、まずお知

らせしておきたいと思います。 

 今、事務局の方から説明があったように、歴史的な背景。この背景の元を説明がありました

けれども、私としては、その歴史の背景はついこの間の背景にしか聞こえないなと思って、そ

れ以前から 200 年前から、ああこうだったなというものがあるかなと思っております。 

 多分、勉強している人は知っていると思いますけども、函館、上ノ国のコシャマインの戦い

から始まって、クナシリ・メナシでシャクシャインはその中ですけども、コシャマインの戦い

が 1456 年ですから、今からそういった歴史的な背景からいくと、松前藩がどうであったか、場

所請負制度がどうであったか。そしてそのことを 200 年前にさかのぼっていくと、アイヌの歴

史的な背景が見えてくるのかなと思って、考えております。 

 どちらにせよ、このクナシリ・メナシの戦いが一番分岐点になったかなと思っているのです。

その、それ以降、やっぱり場所請負の制度がありまして、この辺もそうですけども、道東の方、

北海道全体の中ですけども、場所請負制度でどのようなアイヌの生き様があったかということ

は、これは皆さんもご存知かなと思いますけれども、松浦武四郎の人物史を読むと、よく見え

てくるかなと思っております。どういう扱いをされたかなということの、松浦武四郎の。 

 今年、松浦武四郎の生誕 190 周年があるのですけども、この方のことが３分の１が、その和

人に私はいじめられるというようなことでね、本当のことを書いているから、３分の１はいじ

められる、あと３分の１は評価してもらう。あと３分の１は自分の本当のことであるからとい

うことで評価して言っておりましたけれども、私としては、そんなような思いを皆さんに、そ

の武四郎のことをきちっと理解してもらえればありがたいなと思っております。 

 ご存知だと思いますけども、明治元年頃には北海道の人口が５万 8,600 いくらですから、明
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治そのぐらい５万 8,000 ですから、今 560 万ですよね。ということは、北海道がいかに、どの

ように、その開拓されていったかということに通じるかなと思っております。 

 そういったことを併せながら、今回国連宣言の中で示されております 46 項目。この 46 項目

すべてのものが入ってくるのですけども、すべてがどうのこうのではないのですけども、私昨

年５月に国連ニューヨーク本部へ行って話したことが、今事務局からおっしゃられた、1910 年

のこの植民地支配ですね。北海道から始まって、台湾、樺太と。この殖民地の関係。 

 このことは、きちっと国会の議事録の中で残っているものですから、当時の明治 43 年の小村

壽太郎、当時の外務大臣。この方が、そのことをきちっと読んでおります。それで、その議事

録の中から、私たちはその研究の成果からこれ、取り出したものなのですけれども。 

 その次の年は、先ほども話しであったように、1911 年のオットセイ・ラッコの保護条約とい

うようなことで、これもきちっとアイヌ民族は、これは条約ですから、国際条約です。国と国

との約束ですから、日本とロシア、アメリカ、イギリスということで、４カ国でこういう条約

を結んでいるというようなことであります。 

 このことを今回、昨年ニューヨークへ行って、ペーパーでもって、訴えてきたところであり

ます。 

 そういったことも含めまして、そのときは洞爺のサミットのことも、異例と言われましたけ

れども、洞爺のサミットのことも、これは議長が受けてくれて、ペーパーもう１枚受けてくれ

て、そのことも報告し、自然と共有している民族がこうだよと。それにはやはり、洞爺サミッ

トではきちっとそのことを打ち出すべきだということも訴えてきておりますし、その当時の議

長はそれを受けて、日本政府に対してこのことをきちっと報告することを約束されますからと

いうことをおっしゃってもらった経緯があります。 

 そういうことで、今事務局の話されたように、その上にのっとって今回は、三十数年かかり

ましたけれども、この国連でもって先住民族に関するこの宣言案が可決されたということで。

これ、皆さんの手元に 143 カ国と言っておりますけども、144 カ国で採択されておりまして、

日本政府もそれに賛成しておりますので、その上にのっとって私らは北海道知事、北海道議会

議長にもその旨を話して、道の方もそのことを国に今申請している最中であります。 

 だいたいそのぐらいです。 

○委員長（玉井昭一君） はい。ただいま、社団法人北海道ウタリ協会理事長 加藤 忠様か

らご説明をいただきましたが、生活環境課ウタリ施策推進室 久慈参事より何かご説明があれ

ばお願いしたいと思いますが。 

 はい、久慈参事。 

○生活環境課ウタリ対策推進室参事（久慈幸男君） はい。白老町にもですね、同じような要

請が来ておりましたので、これについてどうするかというようなことで、白老町としてはです

ね、審議会の設置が必要だという観点からですね、いや、審議会も必要なのだけど、その理由

は何なのかというようなことで、町としてですね、取りまとめをした資料をですね、今日は皆
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さん方にご提示したと、こういうことでございます。 

 それで、若干ちょっとご説明を申し上げたいと思います。 

 それで、お手元にあると思いますが、今加藤理事長からお話もありましたようにですね、よ

ろしいですか。 

○事務局主幹(森 隆治君) ちょっとお待ちください。ちょっと皆さんのお手元にいっている

Ａ４の２ページ、後から追加資料としてお渡ししたものです。 

○生活環境課ウタリ対策推進室参事（久慈幸男君） よろしいでしょうか。 

 そういうような観点からですね、理由付けについてちょっとまとめました。 

 それで、10 点ほどございまして、一つはですね、今お話ありましたように、昨年の９月の 13

日ですね、日本の時間では 14 日未明でございますが、国連総会で「先住民族の権利に関する国

連宣言」、これが賛成多数で可決されたと。それで日本も賛成をされたということでございます。 

 それで、これはですね、宣言に至るまでは 22 年。20 年以上と書かれていますが、1985 年に

ですね、そういうような作業部会が国連で設立されまして、22 年間に渡りましてですね、これ

もウタリ協会の中に国際作業部会というのを作りましてですね、それで国連にしょっちゅう行

ってですね、いろいろ議論をされてきたと、こういう経緯でございます。そういうことで、22

年に渡って検討されてきたと。 

 それで、今言われているのは、世界で七十数カ国３億 7,000 万人と言われておりますが、先

住民族ですね。こういうことで、そういう民族の人権の保障にとっても非常に重要であると、

こういう観点が一つの理由でございます。 

 それで、賛成は今加藤理事長からちょっとありましたけれども、報道では 143 票とこうなっ

ておりますが、今加藤理事長の方から 144 票というお話でございましたので、これは訂正して

いただきたいと思います。 

 それから、反対が４票ございました。それから棄権が 11 票でございます。そういうことが、

まず１点ございます。 

 それから、２点目としては、皆さんもご存知だと思いますが、明治の 32 年でございますが、

「旧土人保護法」が制定をされてですね、北海道に土着する民族としてですね、アイヌが存在

するということを認めたと、こういうことを意味するのではないかと、こう考えております。 

 それで、古い話でございますが、明治 11 年にですね、アイヌ民族を旧土人というように呼称

してございます。そういった意味からもですね、蝦夷地にはアイヌ民族が先住していたという

ことを立証するのかなと、こう考えております。 

 それから、３つ目としては、「旧土人保護法」が平成９年に、つい最近なのですね、廃止をさ

れました。それで「アイヌ文化振興法」、略して「アイヌ文化振興法」と言っていますが、これ

に至るまでにですね、「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」という報告書がございまし

た。 

 これは、当時の梶山静六官房長官の私的諮問機関でございましたので、ここでですね、「旧土
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人保護法」を廃止をしてですね、「アイヌ文化振興法」を制定するべきだというような報告がな

されました。 

 残念ながら、そのアイヌ民族の人たちにとってみればですね、教育・福祉・生活、全部含め

た形のですね、新しい法律が制定されるべきだというようなことを要請していたわけでござい

ますが、「文化の振興法」だけにとどまった法律になってしまったと、こういうようなことでご

ざいます。 

 それで、その報告書の中にも書いてありますが、アンダーラインに書いてありますが、「学問

的にみても、アイヌの人々は日本列島北部周辺、とりわけ我が国固有の領土である北海道に先

住していたことは否定できない。」というふうに報告されているところでございます。 

 それで、この諮問機関の座長はですね、最高裁判所の長官をされました伊藤正己さんという

方が座長をされてですね、報告をされてございます。そういうことが３つ目でございます。 

 それから、４つ目としては、この度の国連の宣言を受けて、北海道知事及び北海道議会議長

名でですね、すでに国及び国会の方にですね、審議会の設置の要請分をすでに提出をしている

ところでございます。 

 それから、５番目としてでございますが、実は白老町のですね、アイヌ民族またはアイヌ文

化に関する中長期的な施策をですね、方針を定めようということで、約２年間かけてですね、

学識経験者、歴史学の有識者を含めてですね、いろいろ検討してきました。 

 それで、19 年の９月にですね、「白老町アイヌ施策基本方針」を作ったところでございます。

その中で、「アイヌ民族は、北海道島（蝦夷地、サハリン（樺太）、クリル列島（千島列島）に

定住し、独自の文化と固有の交易圏を保持し、白老町においても先住民として白老町の歴史の

基礎を築き上げてきた。）というふうに明記しているところでございます。それが５点目でござ

います。 

 それから、６点目としては、ご存知だと思いますが、平成 17 年８月、「アイヌ民族記念広場」

を整備をいたしました。この中で、本町の歴史の基礎を築いてきた幾多のアイヌ民族の先祖の

苦労と功績を顕彰するため「白老アイヌ碑」を建立したと、こういうことが６点目でございま

す。 

 それから、７点目でございますが、これは長年のですね、懸案でありましたイオル再生事業、

これが白老町を先行的実施場所としてですね、18 年度から事業が実施していると。 

 この事業はですね、アイヌ民族のですね、尊厳を高めると。位置づけを高めてですね、相互

が理解し合える社会を構築していくということが、最終目的でございます。 

 そういうことで、それの責務を全うするためですね、白老町はその他の市町村の模範となる

取り組みをですね、今後も継続して実施する必要があると、こういうことでございます。 

 それから、８点目でございますが、世界で唯一のですね、財団法人アイヌ民族博物館を有す

る本町においてですね、やはりアイヌ民族が中心となって事業を実施しているということが非

常に画期的なことだと思います。 
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 そういうことで、今後もですね、ここの博物館を中心としたアイヌ文化、それから調査研究

を積極的に進めていく必要があるのかなと、このように考えております。 

 それから、９点目でございますが、今現在北海道ウタリ協会の中には五十数支部がございま

す。51 か 50 ぐらいだと思いますが、その中で最もですね、白老町が支部の会員として多いで

す。次に多いのは札幌市でございまして、そういうようなことからですね、この支部を中心と

して今、非常にその婦人部も含め、会員の皆さんも含めてですね、イオル事業の展開もござい

ますが、積極的な取り組みを図っていると、こういうことがございます。これが９点目でござ

います。 

 それから、10 点目でございますが、先ほど要請文の中にもありましたように、18 年度、これ

７年おきにですね、北海道がアイヌの人たちの生活実態調査をしてございます。そういった中

で、非常にまだアイヌの人たちの生活の保護率、生活者の保護ですね。これが平均より高いと、

こういうような実態がございます。 

 また、高校・大学への進学もですね、平均の人たちよりも低いと、そういうこと。 

 それから、依然としてですね、「差別」があるということです。「差別」はどういう差別があ

るかというと、学校でアイヌと言われるだとか、結婚でアイヌの人だから結婚できないとか、

職場でアイヌと言われたとか、こういうことがですね、まだこの実態調査の中ではそういうこ

とが歴然としてございます。 

 そういうことで、まだ根強くですね、潜在をしていると、こういう状況にございます。 

 それは、それでは白老町はどうなのかというと、白老町としてはですね、あまり学校だとか

職場ではそういうことはあまり見られないのかなと思われますが、私もこの仕事をしていて、

いろいろな各支部の方々等もお話する機会がございます。非常にひどいところもあるように聞

いてございます。 

 そういうようなことからですね、やはりそういうことを解消するということも、必要ではな

いのかなと思っております。 

 そういうような、10 点ほどの観点からですね、白老町としては権利も含めたですね、いろい

ろ検討する審議会をですね、設置することが適当ではないかというように判断したところでご

ざいます。 

 それで、参考までにでございますが、２ページの下のところに書いてありますが、日本政府

の考え方ということを書いてあります。これ、平成 19 年の 10 月５日と 10 月の 19 日でござい

ますが、鈴木宗男先生のですね、福田総理大臣に対して質問をしてございます。その回答が来

てございます。 

 １番目として、その「宣言文」は示されたけども、「先住民族」についてですね、現在のとこ

ろ国際的に確立した定義はなく、宣言において述べられた権利をアイヌの人々に適当すべきか

について答えるのは困難であるというようなことを、回答としてございます。 

 要するに、「先住民族」としてのですね、概念があいまいであるということで、それではアイ
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ヌ民族はそれでは「先住民族」なのかということがきちっと把握できないよと、こういうこと

をですね、総理大臣の名前で回答をしているところでございます。 

 それから、２番目としては、「アイヌ文化振興法」が、先ほど言ったように、平成９年に制定

されております。それで、今現在アイヌ文化振興機構が、この法律に基づいてアイヌ文化が振

興されておりまして、約７億円ぐらいの毎年予算が付いております。 

 それで、その施策がですね、施策の推進が着実に実施されていくことが肝要であると。従っ

て、審議会の設置は考えていないと、こういうようなことでございます。 

 それから、国会のその質問の中で、「白老町アイヌ施策基本方針」の話も出ました。こういう、

白老町で独自でこういう方針を作って、きちっとアイヌ民族は「先住民族」だよというふうな

ことを言っているけれども、国としてどう考えるのだと、こういうような質問でございました。 

 それについて、内容等については報道で知っていると。ただ、これについては地方公共団体

の個別の施策なので、見解を述べるのは差し支えたいと、こういうようなお話でございました。 

 それで、４点目でございますが、この宣言についてはですね、法的な拘束力はないです。な

いですが、非常に事細かな宣言になってございまして、「民族の自決権や土地、資源の権利、知

的財産権などを掲げ、各国が達成を目指す基準を明記する」と、こういうようなことを言って

おります。 

 そういうことでございますが、日本政府としては困難な問題として捉えていると、こういう

ような状況でございます。 

 それで、最後の３ページ目でございますが、先ほど４カ国が宣言に対して反対をしたという

ことを申し上げたと思いますが、それはアメリカとオーストラリアとニュージーランドとカナ

ダでございます。 

 それはですね、それぞれ先住民族がおりまして、アメリカはインディアン人権法という法律

がございまして、国会と言いますか、参政権なんかもございます。いろいろそういう国ではそ

ういう取り組みをしているということで、なぜ反対をしたかというのはこれ※印に書いてあり

ますように、要するに、この宣言に盛られたことの事項にですね、更なる要求が発せられると、

こういう懸念からですね、反対をしたと。もうすでに、この４カ国は独自にですね、先住民族

の権利についてはいろいろ取り組んでいるのだよと。更にそれに上乗せをかけるようなことに

ついてはちょっと、国としては無理だよと。こういうようなことでですね、反対をしたという

ふうに聞いてございます。 

 それで、二番目の先住民族の権利に関する国連宣言の骨子でございますが、これは一応全部

で 46 条からなってございますが、その要点と言いますか、肝心なところだけちょっと抑えてお

ります。 

 それで、ちょっと読みますけれども、第３条にはですね、先住民族は自決の権利を有すると。

これに基づき、先住民族は自らの政治的地位を自由に決定し、その経済的、社会的、文化的発

展を自由に追及すると。非常にすごいことだと思っております。 
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 それから、第 11 条でございますが、先住民族は自身の文化的伝統と慣習を実践し、復興する

権利を有すると。考古学的及び歴史的な場所、加工品、文様、儀式、技術、視覚芸能及び芸術、

文学などを発展させる権利を有すると。こういうふうになっております。 

 それから、第 26 条でございますが、伝統的に領有、または占有・使用している土地や資源に

対する権利を有すると。こういうふうになっております。 

 それから、第 28 条でございますが、先住民族は同意なく没収され、または占有・仕様され、

あるいは損害を与えられた土地、領土、資源を変換させたり、賠償させたりする権利を有する

と。こういうことでございます。 

それから、第 35 条では、先住民族は集団として権利を有すると。こういうことで、46 条に

なっておりますが、肝心なところ、要点だけ捉えて参考資料として付け加えました。 

以上が一応資料として提出したことの説明でございます。終わります。 

○委員長（玉井昭一君） はい。ありがとうございました。 

 それではこれより、委員の皆様からご質問を承りたいと思います。質疑があります方はどう

ぞ。 

 はい、理事長。 

○社団法人北海道ウタリ協会理事長（加藤 忠君） ついこの間ね、ＮＨＫのテレビで皆さん

20 日の日、見たかどうか。見ましたか。６時から１時間あったのですけどもね、ＮＨＫのシン

ポジウムって、フォーラムがあったのですよ。 

 その中で、きちっとやっぱりね、この先住民族もそうなのですけど、やっぱり北海道の人は

ある程度のことは少し知られてきたかなと思っているのですけども、日本全国からいくと、も

うほとんどね、大阪とか京都とかって向こうの方へ行ったら、アイヌって何かが分かっていな

いのですね。 

 それで、ＮＨＫで今回全国放送でね、教育テレビなのですけども、日曜フォーラムで取り扱

ってもらって、そのときにやはりきちっとね、今私が話した歴史認識ね。のことで、話させて

もらったのですよ。きちっとやっぱり、北海道がそういう植民地だったのだよということをや

っぱり、国民に知らせることが必要だし、道民もそうなのですけども、知らせることが必要だ

なと思っておりましたので、そのことを歴史認識してもらったのですけどね。 

 それで、併せて一番最後にはね、白老町のこの施策の基本方針、このことを、私白老なので

すけどもということで、全国にね、こういうように基本的なものを白老町で作ってもらって、

今施行されてやっていますよというようなことを全国に知らせることができたかなと思ってお

りますけれども。 

 それが、見ている見ていないは別にしましてもね、ＮＨＫが取り扱ったということに対する

意味合いが非常に大きいかなと。 

 最近、研究者もそうなのですけども、すごく理解を示してくれてね。皆さん、北大の研究セ

ンターの関係はよく知っていますよね。北大の研究センターね。北大でこのことについての研
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究センター。今年予算はね、4,600 万円ぐらい付いたのですよ。国の方からね。 

 そのことで、このことについても今では、その民族のついていることを調査しようというこ

との予算付けも今されようとしておりますし、これから、昨年から出発しているのですけど、

これからのその課題になっているのかなと思っておりますけども。 

 そういった中で非常に、北海道としては理解してくれているのだけども、ただ、日本全体と

するとね、なかなかそうはいかないかなと思っているところなのですよね。 

 ついこの間、日本人の知らない日本というくらいですから、これもやっぱりテレビに入りま

したよね。日本人の知らない日本というぐらいですから、やっぱりそのことでも、やっぱりこ

のことはきちっとやっぱりそういう電波を通じてね、しておくことが大切かなと思っておりま

した。 

 たまたまその中で、千歳の末広小学校。末広小学校も、話題にしましてですね、ここは校舎

の中、空き校舎が今たくさんありますよね。その中に、やっぱりそういったチセを作ったりと

か、併せてその民族がどういうように関わったかのその遊びからと、その体験から、今学校教

育もそうなのですけども、体験を通じた教育です。人権教育をやっていますよね。 

 アイヌのこの体験については座学ではないですから。座学ではないのですから、体験を通じ

てどういう生活文化を知るかということにつながっているかなと思っているのですよ。そうい

う意味では、この末広小学校なんかは非常に先端を発しているのかなと思って、テレビで取り

上げたら、これもテレビで取り上げてもらっております。 

 ですから今、学校教育もそうですよね。どちらかというと、知識の伝達型の方から体験、生

活文化の方に入っているかな。その方に人権教育を行っているという最中ですから、このアイ

ヌの座学ではなくて、その体験の中からその精神文化を会得できるかっていう、通じるかなと

思っております。 

○委員長（玉井昭一君） はい。委員の皆さん、質問はございますか。ございませんか。 

 はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） はい、大渕です。ご苦労様でございます、どうも。 

 道が出した意見書と、道知事が出した、何というのですか、知事が出したのは何というので

すかね、この知事の考え方を出したものだろうと思うのですけど、同じような趣旨で国際連合

宣言に基づく、その権利を審議する機関を国に設置してほしいという要望書ですよね。 

 それで、内容について言えばこの、道が出したような中身のものを、町の議会として国に意

見書を出してほしいという、そういう趣旨の陳情だというふうに理解していいですか。それは

もう、全くこのとおりですね。 

○社団法人北海道ウタリ協会理事長（加藤 忠君） はい、そうです。 

○委員（大渕紀夫君） もう１点。この道議会が出した意見書っていうのはきわめて短い文章

なのですけれども、例えば白老なら白老独自で、何と言いましょうか、プラスするっていうの

はおかしいけど、書き加えるような部分というのはありますか。 
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○委員長（玉井昭一君） はい、加藤理事長。 

○社団法人北海道ウタリ協会理事長（加藤 忠君） はい。希望としては今話したようにね、

白老町は北海道のどこよりも先駆けてね、基本的なものを条例としてあげているということは、

これはすごく道内では評価されているのですよ。いろいろなところで。早くやられたなといっ

ているのが平取辺りはね、そんなようなこと、ニュアンスで聞こえてきますけども、道内各所

からその批判は受けるわけではなくて、非常に評価されているので、そのことを今大渕委員が

おっしゃるようにね、何かを加えるというのだったらそれはそれで構わないかなと思っていま

す。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。町がね、取り上げて作ったもの、あれはやっぱり私も非常

に評価できると思います。 

 ですから、あの、言えば基本的な趣旨はあの部分とここに書いている、この国連での宣言に

基づく、国も賛成しているのだから、アイヌ民族の位置づけや盛り込まれた権利を審議する機

関を設置すると、ここを作ってそしてきちっとこの国連で決めた、決議した宣言に基づいた国

の施策をとれと。それを審議する審議機関を作れと。こういうことの理解でいいのですね。 

○社団法人北海道ウタリ協会理事長（加藤 忠君） はい、いいです。ありがとうございます。 

○委員（大渕紀夫君） はい、分かりました。 

○委員長（玉井昭一君） 他、ございませんか。 

 はい、加藤理事長。 

○社団法人北海道ウタリ協会理事長（加藤 忠君） はい。今、大渕委員がおっしゃったこと、

それで正解なのですけど、今国はね、その定義がどうのこうのということを何回も聞きました

よね。町村先生もそうだし、今総理もそうなのだけども。 

 私は、私個人ではなくてウタリ協会で昨日旭川で理事会がありましたのですけどもね、その

ことについて、ではどういう方針で持っていくかというものを今これからの作業にいろいろな

経験者を入れながらね、練っていかなければならない部分はあるのですけども、ただ、やはり

言えることは、国連で定めた宣言声明、それが定義だろうということを、今話している最中な

ところです。 

 でも、これからまだ練らなければだめだろうと思っておりますけども。 

○委員長（玉井昭一君） これ、前後してだからね。このことが。国連で決めてから日本が後

で決めたのだから。そういうのあったものね。一時ね。 

 これちょっと私からね、先ほど理事長が、道内で 30 カ所ほど回答をいただいていると。道内

ですよね、これね。それで、これ回答をいただいているということは、この 30 カ所は賛成の回

答をいただいているという意味ですか。 

○社団法人北海道ウタリ協会理事長（加藤 忠君） 道内の場合はそういうように来ています。 

○委員長（玉井昭一君） それともう一つね、その道内で何カ所に回答を求めたのか。 
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○社団法人北海道ウタリ協会理事長（加藤 忠君） いや、全部の市町村です。 

○委員長（玉井昭一君） そうしたら 180 市町村ということですね。そうですか。 

○社団法人北海道ウタリ協会理事長（加藤 忠君） あと、その前は都道府県も全部お願いし

てありますよ。もうそっちの方も今少しずつ回答が来ておりますけれども。 

○委員長（玉井昭一君） もう一ついいですか。もう一つというかその、30 カ所の回答はいた

だいているよと。これは賛成をいただいていると。反対のはないのですか。 

○社団法人北海道ウタリ協会理事長（加藤 忠君） いや、今持ってきていないものだから、

数字を改めてそう言われても。 

○委員長（玉井昭一君） いやいや、何カ所かあるとかないとかだけでも結構ですけど。反対

が。 

○社団法人北海道ウタリ協会理事長（加藤 忠君） ないですね。道内のものではないです。 

○委員長（玉井昭一君） 反対はない。賛成の回答だけ。 

○社団法人北海道ウタリ協会理事長（加藤 忠君） 留保するというのはありましたけどね。 

○委員長（玉井昭一君） 留保するというのはあったのですか。なるほど。若干ですね。はい、

分かりました。 

 他、ございませんか。 

 はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。この国際連合宣言を日本の国が賛成の投票をしているとい

うことは、当然この中身についての施策を考えるって、一般的にはそういう理解をするのが当

たり前なのですよね。 

 ですから、そのための審議会を、本来からいったら国自身が作らなければいけないと。審議

会でなくてもですよ。その宣言を実現するための仕組みを作らなければいけないと、一般的に

言えばそういうふうなことなのですよね。 

 しかし、宣言には賛成投票しているのだけれども、しかし、言えばその実行がなかなか伴っ

ていないというようなことですか、易しく言えば。だから、早くやってくれと。うんと易しく

言えばそういうことですか。 

○社団法人北海道ウタリ協会理事長（加藤 忠君） そういうことです。簡単に言うと、それ

に尽きるかなと。 

 どちらかというと、今まで 140 年間ね、これを全然無為にしてきたという、日本のやり方で

すから、今。先ほど言ったように、歴史的な背景がね、そういう歴史があっても、要するに少

数民族だものね。多数民族は少数民族の利益をね、どうしようがこうしようが、全然無に等し

いっていうようなものですね。民主主義の上で多数者がそういうようにしている行いだから、

少数者の利益は考えることはないのだからということが原点にあって、そんな今まで 140 年間

そのまま放置したままですね。ということに尽きるかなと思うけどね。 

 だから今、国際社会の流れが今そうですから。国際社会がそうですから、それをね、日本政
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府はね、いくら今までね、二枚舌ってあの鳩山さんが言っていましたよね。日本政府は二枚舌

を使っているって言っていましたよね。本当に二枚舌ですよ。 

 国際社会に対してはね、民族と認めた。国内では何も認めていないのですから。二枚舌を使

っている。 

 やはり、もうそれは行き着くところまで行っているなと思って自分は見ていますし、やっぱ

りこれからはね、そうではなくてね、やっぱりリッキ議長さんがおっしゃるようにね、これは

特別報告者です、国連のね。この方がおっしゃるように、やっぱりそれなりにもう認めるとこ

ろは日本政府は人権をきちっと認めなさいよと。その上での出発だよっておっしゃっているの

ですから、やっぱりうちもそうでなければもう日本社会はね、このたった一つの民族のことを

ね、認められないでね、国際社会と付き合っていけますか。私はいけないと思うの。日本のた

った一つの民族しかないものを認めないでね、国際社会でね、何千たる民族とね、世界と付き

合ってなんかいけないと思って見ている。 

 だから、国際社会の流れがそうであるからね、必ずしややっぱりやらなければならないこと

に通じてくるかなと思っておりますけどもね。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 文化振興法ができましたけれども、これはもう始めからね、不十分だ

ということはおっしゃっておられたと、僕は思うのだけれども、その中で、しかしあそこまで

でも、文化振興法まででも国が作ったっていうことは、評価はするけれども、不十分だという

ような認識をされていたというふうに、私は思っていたのだけれども、そういうことから言う

と、この宣言で、例えばこの審議会ができてね、やっぱりこの宣言にのっとった形での審議が

国で起こされるということは、文化振興法をうんと超えた形での、この中にもウタリ協会さん

が作った法律が出ていますけれども、そういうものをやっぱり目指していくということになる

のでしょうね。 

○委員長（玉井昭一君） はい、理事長。 

○社団法人北海道ウタリ協会理事長（加藤 忠君） やっぱり基本的にはね、この先住民族権

利宣言の国連宣言ね、そのものをやっぱり土台にしていかなければいけないなと思っておりま

すので。 

 ですから、ウタリ協会だから、それを国連のそのことを抜きにして、いやこっちでこうやる

のだではなくてね、基本的にはそれだと思っているし。 

 それで、文化振興法のときのね、アイヌ新法を作るときのそういうものを土台にしてね、い

くことになるかなと思っております。 

 ただしかし、日本政府はこれに賛成して手を挙げたのはね、知っているとおり財産権だとか、

何権だとかって、それを抜きにしてだよってこう、条件付きで手を挙げておりますから。それ

はまだ次の違ったときの作業かなと思っております。 

○委員長（玉井昭一君） 他。 
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 はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今のところの説明でですね、理事長さんの説明のところで国際権、財

産権とかそういうものが抜きにして、条件付きで日本政府は賛成されたって、そこのところも

う少し詳しく教えていただければなと。どういうふうな意味で、そこのところは、できるので

すか、国際のときの、そのときの。条件付きで賛成って。 

○委員長（玉井昭一君） はい、加藤理事長。 

○社団法人北海道ウタリ協会理事長（加藤 忠君） はい。うちはね、私個人でものを言わせ

てもらうとね、その今の言うこの財産権も土地権も、そういった知的財産のね、抜きにして賛

成だとかって日本政府はそう、いろいろなことを言っておりますけども、それは今、最初から

大枠で物事をこう取ろうとか何とかということを行っているのではないのですから。ウタリ協

会としてはね。 

 ですから、それはこの審議機関を持ちながら、これからずっと話し合いの中で、その過程で

はないかなと思っているのです。今、構えて最初からね、行くということではないなと思って

おりますので。 

 だから、今ここでね、いや、そうではなくてこうだとかって何か。 

○委員長（玉井昭一君） はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） それとですね、私この資料をいただいたものの２ページのところのね、

日本政府の考え方のところで、ここいくら読んでも分からないのですけど、「先住民について現

在のところ国際的に確立した定義がなく」と書いているのですよね。「宣言において述べられた

権利をアイヌの人々に適当すべきかについて答えるのは困難である。」って、これ「現在のとこ

ろ国際的に確立した定義がなく」っていうね、こういう言い方でこれってちょっと日本政府は

逃げているのですけども、いや、先ほどのこれ、平成 19 年の９月 13 日に出した先住民族の権

利に関する国連宣言って一体何だったのかな、これと全く違うことを言っているのではないか

なと思ったのですけど、この辺私どういうふうに解釈していいか、ちょっと分からなくて、こ

の辺はどうしたら。全然分からないですけど。教えてください。 

○委員長（玉井昭一君） はい、加藤理事長。 

○社団法人北海道ウタリ協会理事長（加藤 忠君） 先ほど話したようにね、この定義があい

まいなことをね、ずっともう定義定義のことはもう取り扱うのを止めようよって、昨日話した

ばかりのことなのですけども。定義はね、きちっとね、国連で示しただろうと。この定義で行

こうと。宣言でね。日本政府は世界の何百の何千もあるね、少数民族が一律でないからその定

義がないとかっていうようなものの言い方だから。だから、確立したものがないと言っている

ので、その定義は国連宣言のことが定義だということ。 

○委員（西田祐子君） そういうふうに理解していいのですね。はい、分かりました。 

○委員長（玉井昭一君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） はい、熊谷です。理事長の方に１件だけ。 



 18 

 今回この陳情要望の形で、僕は北海道の出された文面がベースになるのかなというふうに思

うのですが、とりあえずこの審議機関の中にですね、これは国が設置をしてくださいという中

身ですけど、その国の設置の形態というのですか。例えば、ウタリ協会の代表が入るだとか、

そういう形態というのは盛り込まなくていいですか。国にその設置の管理をお任せすることだ

けでいいのですか。その辺ちょっと教えてください。 

○委員長（玉井昭一君） はい、加藤理事長。 

○社団法人北海道ウタリ協会理事長（加藤 忠君） その審議機関にね、例えばそうだとすれ

ば、アイヌをきちんと入れるのだよということを言っておりますけれども、今国際社会の中で

すから、であれば、これからもトライパタイトコミュニティといってね、国連のその担当者も

入れながらとかっていうようなことも、今日本政府に対して話を持っていっておりますけども

ね。 

○委員長（玉井昭一君） はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 考え方は分かりましたけども、それをね、文面の中にきちっと明記し

た方がいいですかっていうことなのですよ。国に設置を要請するのだけれども、いろいろな意

見を聞くためにね、当事者並び国連の関係者並びにそのね、今回のその審議に必要な知識人等々

も入れた、そういう機関を設置することとかっていう文面を入れた方がいいということの確認

なのですけど。それでよろしいですか。 

○社団法人北海道ウタリ協会理事長（加藤 忠君） 問題ありません。 

○委員（熊谷雅史君） はい。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい。他ありませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） それでは、質問がないということでございますので、参考人の皆様、

お二人の方、大変ありがとうございました。退席をお願いしたいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

             休憩 午後 ２時３０分 

 

             再開 午後 ２時４０分 

○委員長（玉井昭一君） 休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 

 これより、陳情第２号について、ご意見を承りたいと思います。ご意見をお持ちの委員はよ

ろしくお願いいたします。 

 はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） はい。採択すべきと思います。 

 それで、ベースとしては資料の 44 ページの北海道釣部議長が出した、この意見書をベースに

してですね、「北海道では」の文面のところに「白老町では」を初めくだりを入れていただいて、

白老町アイヌ施策基本方針等々を我々は作っていますよと。 
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 44 ページ。それをベースにしていただいて、「北海道では、昭和 63 年ウタリ問題懇話会の審

議を経て」も必要ですけども、その前にですね、白老町の現況を述べてですね、文面をつない

でいただくという形をとっていただいて、それから「国においてはこれを期に、この宣言にお

けるアイヌ民族の位置付けを盛り込んだ権利を審議する機関を設置されるように要望する。」こ

れもいいと思うのですよ。 

 それで、記というのを入れて、僕は一つ二つに分けてほしいのですけど、一つは、先ほど理

事長との質疑の中にありましたけれども、やはり国だけではなくてですね、アイヌの関係者、

それから国連の関係者、それから学識経験者。その知識人を含めた、公正なその審議会を設置

すべきであるという文も入れてほしいなと思います。 

 それから二つ目は、やはり国連の宣言をですね、やっぱり尊重して速やかにこの審議機関を

作るべきであるということも入れてほしいなと思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい、他ございませんか。 

はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 採択することに関しては、反対ではありません。この審議会設置を求

める要請についての意見書は、賛成したいと思います。 

 しかしながら、気になるところが１点ございます。それは、日本政府が懸念している部分な

のですよ。具体的に言えば土地の問題ですとか、そういったことはですね、日本国憲法の法律

に定められた部分と、今後どのような整合性を図っていけるのか、現実的に考えたときですよ。

これはなかなか非常に難しい問題が残るのかなというふうに、個人的にはそのように思います。 

 先ほど加藤理事長のお話の中で、まずは審議会を設置していただいて、その中でいろいろな

ことを盛り込んでいきたいようなお話でございましたのでね、例えが良くないかもしれません

けども、北方領土を初めから４島を返してくださいっていうのではなくてね、１島でも２島で

も、そのためにはまず審議会みたいなものを設置していただきたいのだというようなふうに、

と同じようなことかなというふうに思いますので、審議会設置に関する意見書の採択に関して

は賛成いたします。 

 ただ、その日本政府が反対している部分に関しては、私も懸念が残る部分かなというふうに

思っております。 

 文章に関しては、この 44 ページの道議会で出しているこの文章そのままで私はいいのではな

いのかなというふうに思っています。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 白老で出すのに白老では作り直さなければならないことって何ですか

ね。それとも、何かのこの例をそのまま採択するかどうかということでいいのかどうなのか。

いいのかなと思うのですけどもね。その辺ちょっとよく分からない部分もあるのですけど。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ちょっと待って。今の意見については、これから決めること

だから。例えば白老独自の意見であっても、この、ここに書いてあるものを、例えば部分的に
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抜粋して、これでいいのではないかと言っても、どちらでもいいと思うのですよ。その結論を

今出そうとしているわけだから。 

 だから、先ほど理事長が言われた要望のことで言えば、白老は一番民族が多いのだから、白

老独自で意見書を出してもらえればというような話もしていましたけどもね。それを今ここの

委員会でみんなで決めることですから。 

はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 委員長のおっしゃるその会員数の話もそうなのですけど、僕は違う捉

え方をしているのですね。ということは、白老町でアイヌ施策基本方針というものを作ってい

るということに対して、よそのやっぱりウタリ支部については非常に評価しているという点が、

理事長の方からありましたから、やっぱりこれは我々の議会もね、関与した政策ですから、や

はりそれはやっぱり議会として打ち出すべきかなと思ったので、私は文面を入れた方がいいの

かなと。そういう提起をしたつもりですので。 

○委員長（玉井昭一君） はい、今お二人からお話がいろいろありましたけれども、他ござい

ませんか。 

 先ほど、休憩前のときに大渕委員から、他の回答された、30 カ所ほど回答されたということ

で、理事長が言われていましたので、その部分についての文面を事務局に今調べさせます。そ

れによってどういうものが出ているか、状況を把握しながら文面をどうしたらいいか決めてい

けばいいかなと思うのですが、どうでしょうか。 

はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） いずれにしてもこれ陳情の審査ですから、だから、採択するっていう

ことに異議がなければ採択するっていうことについてはね、これ要するに審議機関を作ってく

ださいという陳情ですから、願意は明らかにそこですから、そのことについての確認ができれ

ば、時間があるのであればね、３月議会まで結論を出せばいいわけですから、２月 20 日までだ

ね。２月 20 日まで結論を出せばいいわけですから、ちょっと、もしそういう参考文書、これは

12 月の議会で出ているのだから、そのままやっているところもきっとあるかもしれないのです

よね。市なんかの場合は、12 月の定例会の中で委員会を開いてやっているっていうところもき

っとあると思いますので、それを調べてもらって、もちろんそれにね、影響されるとかそうい

うことではなくて、うちの町はうちの町としてきちっと、入れられるものは入れるということ

については私も賛成なのですけれども、採択するっていうことさえ決まれば、文章、ちょっと

その、そういうものも見た方がいいかなと。意見書についてはいろいろこの間もありましたの

で、ちょっとそこら辺、今日すぐ文章を作るのではなくて、ちょっとその方がいいのではない

かなと思うのだけど。 

○委員長（玉井昭一君） はい。今大渕委員からも言われました。とりあえずですね、とりあ

えずというか、このことを採択するかしないかをまず先に決めたいと思います。 

今３人の方、その審議会を作るということについては賛成だというふうに捉えましたけれど
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も、他のお三方はどのようにお考えですか。 

はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） まず今、大渕委員が言われたとおり、この審議会を設置するとい

うことに関しては、もうそれが一つの願意でありますから、そのアイヌ民族としての位置付け

を審議する機関ができる、設置するということに関しては、たぶん皆さんそのことについては

反対の意見はないと思いますし、私も同感だと思っています。 

 ただ、その内容については、本当に、例えばですね、１回私たちは結局前の意見書のときも

そうでしたけども、やっぱりこう、その内容についてはね、全道的なものをちょっと見たりで

すね、その中で決めたらいいかと。 

○委員長（玉井昭一君） 今とりあえず、その審議会を作るということに対しての、採択する

かしないかだけのことをとりあえず聞きたいのです。 

 あと、お二方はどうでしょうか。土屋委員、どうですか。 

○委員（土屋かづよ君） 同じです。 

○委員長（玉井昭一君） 同じ。 

西田委員、どうですか。 

○委員（西田祐子君） 私は熊谷委員の意見に賛成したつもりだったのですけど、賛成です。 

○委員長（玉井昭一君） はい。全員賛成と、採択するということでございますので、この審

議会を設置するということについては、採択ということで決定いたします。 

 それで、その文面については、どう計らえばいいと思いますか。先ほど大渕委員が言われた

ような方向性で進めていけばいいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） とりあえず期間はあることですけども、実は明日もう１日と、１月

31 日と、それから２月の５日、とってあります。２月の５日は補助的にとったのですけども、

そうであれば、２月の５日に審議しますか。そこで結論を出すというふうにすれば、事務局も

調べがつくだろうし。明日はちょっと無理だね。２日ぐらいあれば別だけどね。 

はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 全く今の話とね、両方なのだけど、明日本当は言えば一番いいのです

けどね、一つちょっと皆さんの合意が得られれば、その５日の日ね、それだけだったらちょっ

とあれですから、一つは安愚楽牧場の件明日やりますから、明日言おうと思っていたのですけ

ど、その中で、牛の糞尿処理の関係で翔和農材っていうところのことが、きちっと新聞にも報

道されているし、出ているのですよね。文章の中にも出ている、新聞報道の中にも出ているの

ですよ。翔和農材っていうところがその糞尿処理をするって、一部なっているのだ。 

 それで、そういうものを一つは見る必要がないかどうかっていうのは、明日僕は言おうと思

っていたの。それで、５日もしね、とれるのであれば５日とって、それとその、突発なのだけ

ど、僕はこれはやった方がいいと思っているのその、今のうちの管轄だと思うのだけど、ごみ
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の燃料化の関係での実証実験をやっているのですよ。今。 

 それでね、これは所管事務調査で取り上げていないのだけども、今の状況ではこれだけ今日

の消費者協会の中でもいろいろなところでね、このごみの問題っていうのはやっぱり、14 億円 

でしょう。そして、リスクを背負っているのですよ。これがすごいのですね、日本で今どこで

も成功していないっていうものをやっているわけですよ。 

 それで、疑心暗鬼もあるわけです、みんな、僕も含めて。私はやった方がいいと思っている

のだけどね。 

 だけど、地球温暖化の関係がこれだけ議論されている中で、このことはプラスとマイナスを

行ったり来たりの部分がすごく多いですから。いや、僕はね、実証実験ぐらい見ておかないと

ね、議会として一体何をやっているのだということになりはしないかってね、すごい心配して

いたのですよ。 

○委員長（玉井昭一君） 終わったって言っていなかった、昨日で。 

○委員（大渕紀夫君） 実証実験昨日で終わったの。 

○委員長（玉井昭一君） でないかな。終わったって言ったな、確か昨日。 

○委員（大渕紀夫君） もしあれだったらね、僕はそこら辺をきちっと見ておく必要があるか

なっていう気がね、すごくしたのです。今日も出たでしょう。あそこでもね。 

だから、ちょっとそこら辺、実証実験どうなったのだって言っても何も分からないではどう

もならないから、そんなことも含めてちょっと５日の日ね、ちょっとその予備日があるのであ

れば、今のアイヌ問題のことと含めてやれれば、所管事務調査としては極めてね、何というの

かな、もうちょっと充実できるかなと。せっかく日程とっているのだから、それぐらいのこと

をやってもいいのではないかっていう提起を、実は明日しようと思っていたのだけど、今日そ

のことが出たから言ったのだけど、予備日とっているから。 

○委員長（玉井昭一君） はい。暫時休憩いたします。 

             休憩 午後 ２時５６分 

 

             再開 午後 ３時１６分 

○委員長（玉井昭一君） それでは休憩を閉じて、委員会を再開いたします。 

 先ほど、元に戻しますので、先ほど審議会を作るということについては採択ということで決

定いたしました。その後、文章の中身については、今事務局がインターネットで調査した後、

もう一度改めて会議をして決めたいということにしたいと思います。異議ありませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） はい。異議なしと認めます。よって後日、その文章を決めますと。 

 それからもう一つ、大渕委員から出されました固形燃料を作るバイオマスの件について、今

試験中でありますので、それを見学したらどうかというふうに意見が出されました。この重要

なことでありますので、ぜひそうさせていただきたいということで、手続き上はこれ、議長の



 23 

許可がいるのだね。 

○事務局主幹(森 隆治君) はい。 

○委員長（玉井昭一君） 一応、議長に申し出まして、そしてその後このことを進めるという

ふうにしたいと思います。 

 一応、日程的には 14 日に見せていただきたいなというふうに、進めていきたいということで

よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） であれば、以上でこの件については終了したいと思いますが。 

 はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） はい。先ほどちょっと、翔和農材の件はどのようにされるのですか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、失礼いたしました。今山本委員から出ました翔和農材の件に

ついてはいかがすべきと思いますか。意見のございます方。 

 はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。明日の委員会の中で、安愚楽牧場の件が出ますので、その

中での質疑の後にですね、必要であれば担当が明日出ると思いますので、５日の日にね。もし

必要であれば見ると。それはちょっと明日やったらいかかでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） はい。今大渕委員からそういう意見が出ましたけれども、どうでし

ょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） はい。それではそのように進めたいと思います。明日進めたいと思

います。 

 以上でアイヌ民族の件については終了したいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時２０分 

 

             再開 午後 ３時２９分 

○委員長（玉井昭一君） ちょっと時間が早いですけれども、委員会を再開したいと思います。 

 休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 

 これより、国民健康保険税の賦課徴収についての所管事務調査を行います。 

 先般、１月 22 日付北海道新聞にて掲載された、土地や建物を共有する国民健康保険加入者か

ら必要な国保税を徴収していなかった、道内自治体として白老町名が掲載されており、本日状

況確認のため、所管事務調査として取り上げることといたしました。 

 それでは、町民課からの説明をお願いいたします。 

 はい、丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まず先に、冒頭お詫び申し上げたいと思います。今回道の調査に
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基づいて、国保税の資産割について、一部不適切な事例が判明したとの報道により、議会、町

民の皆様方に大変ご迷惑をおかけしましたことに、まず心からお詫び申し上げます。申し訳ご

ざいませんでした。 

 道の調査では、対象となりました 173 保険者の内、資産割を採用しております 150 保険者の

中で共有資産を保険税賦課の際、案分していなかった保険者が 40 保険者、40 市町村ですが、

あったとの結果がまとまっております。 

 残念ながら、白老町はこの内の一つでありました。 

 白老町における国保税の資産割に関する状況、国の指導等につきまして、これからご説明さ

せていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（玉井昭一君） はい、よろしくお願いいたします。 

 小関主幹。 

○町民課主幹（小関雄司君） 続きまして、私の方から現在の状況ということでご説明させて

いただきたいと思います。 

 まず、お手元にですね、１枚ものになるのですけども、国民健康保険税に係る資産割共有名

義分についてという資料、お手元にあるかと思います。これに基づいてご説明させていただき

ます。 

 まず、国民健康保険税なのですけども、その算定方法としましては、基礎課税額と言いまし

て、いわゆる医療給付費分に係る分の税と、もう一方介護納付金分という部分の課税があるの

ですけども、その二つを合算したものが白老町の場合は国民健康保険税ということで算定して

おります。 

 それで、この基礎課税額ですね、いわゆる医療給付費分と介護納付金分、それぞれの部分の

額についてですね、所得割・資産割・均等割・世帯割と、この四つを賦課しております。これ

いわゆる４方式と言われる部分でありまして、この四つをかけることが４方式と言われていま

す。そして、その４方式により、白老町は課税します。 

 今回の一連の報道の中ではですね、この中の資産割の課税に対する部分で、いわゆる共有で

持っている資産。それについての徴収がされていないと。いわゆる徴収漏れということで出て

きた、報道の部分で言われているものであります。 

 １としまして固定資産の課税ということで、固定資産ではどういう課税の状況になっている

かということを簡単に、こちらにまとめて書いております。 

 いわゆる白老町の固定資産の管理はですね、その土地なり家屋の所有者ごと個人番号、いわ

ゆる住民番号をふってですね、その番号によって管理しているというのが基本になっています。 

 なお、その共有名義についてはですね、この個人番号とは別に、あらかじめ代表者というも

のを選定するような形になっています。二人いればその内のどちらかがいわゆる納税管理人と

いうのでしょうか、納付するのは誰かということをですね、あらかじめ代表者という形で決め

ているような形になっております。 
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 その方々についてはですね、これが共有分だとわかるように、その先ほどの個人番号とは別

の番号をふってですね、それで管理して、いわゆるその番号によって共有であるかどうかとい

う判断をしていると。そういうような形の管理をしているということになっております。 

 その際ですね、その課税についてはいわゆる代表者他何名ということで、一括して課税して、

納付書をお送りしていると。ですから、その共有に係ってはそれぞれその個人個人に課税して、

納付書を送っているような形になっておりません。あくまでもその代表者１本にですね、課税

して賦課していると。 

 そのためにはその課税の中の状況についてもですね、各共有者ごとの按分というのはきちっ

とされていません。額がですね。この人の分はいくら、この人の分はいくらというような形に

なっていないので、一括その全体の土地に対して課税していると。そういうような状況になっ

ております。これが、固定資産税の課税の今の状況になっています。 

 一方ですね、２として国民健康保険税の課税なのですけども、国民健康保険と当然その、先

ほど言いました資産割がありますので、その資産割をかけて賦課しているのですけども、基本

的にはその個人番号といった先ほどの住民番号、その番号を基にですね、固定資産税の情報か

らうちのシステムに取り込んでいます。 

 ですから、個人番号とは別に共有で持っている人方の番号というのがですね、実際その管理

上、共有名義の資産の情報はシステムの中に取り込める状況になかったと。そういうようなこ

とでですね、共有されている人の分の番号が取り込めない中で、こういう状況になったと。 

 それが結局、その共有分で課税漏れといわれるような部分になってしまったということにな

ります。 

 それで、さらにと書いているのですけども、いわゆる共有名義の物件、それぞれの持分が按

分されていないということでですね、仮にその案分額を国保税に課税するということになりま

しても、改めてその案分をして、誰がいくら分の課税になるのかという、そういう試算はしな

ければいけないという状況になるような形になっております。 

 今回の一連の報道に対してですね、国の指導として二つほどの指導ということで来ています。 

 １としまして、共有名義の固定資産に係る国保税の資産割の算定に当たっては、適切に按分

賦課することという指導を受けております。 

 それで、二つ目としましては、担当課との協力体制を整備、または登記簿情報の直接確認等

の方法により確実な把握に努めることと。こういう二つのですね、国からの指導が、今回の徴

収漏れになった自治体に対して来ております。 

 続きまして裏になりますけども、これは平成 18 年度と平成 19 年度のですね、６月１日の一

番最初に賦課する現況の数字になっております。６月１日が基準日になっておりますので、そ

の基準日に基づいて税の方が確定すると。その一番当初の調停額をこちらの方に現在記載され

ております。 

 18 年度で言いますと、医療給付費分と介護納付金分、先ほどの二通りあるのですけども、そ
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れぞれ所得割・資産割・均等割・平等割と。それぞれがですね、医療給付費分でしたら所得割

に対しては 11％と。資産割については 55％。均等割が１万 9,000 円一人当たりですね。平等割

が各世帯１世帯について２万 7,000 円と。介護納付金分についても所得割でしたら 1.1％。資

産割で５％。均等割でしたら 3,000 円。平等割は 6,000 円と。そういうような形の徴収をして

おります。 

 それで、医療給付費分で言いますと、資産割、一番最後に出ているのですけども、その問題

になっている資産割の世帯については現在 3,195、18 年度ですね。3,195 世帯に対する賦課を

していると。一方、介護納付金分については 1,030 件を資産割で世帯課税していると、そうい

うような状況にあるという資料でございます。 

 簡単なのですけども、説明の方これで終わらせていただきます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 私の方から若干の補足の説明をさせていただきます。 

 現行の白老町国民健康保険税条例の基になる条例につきましては、昭和 35 年、1960 年７月

に制定をされております。 

 そして 37 年に、たぶん大改正を行われたものと思われます。昭和 37 年、1962 年７月に現行

の条例が制定されて、以後税率とか、そういったものを直しながら今のスタイルで来ているよ

うな状況にございます。 

 保険税の賦課に当たりまして、均等割・平等割・所得割・資産割、現在規定しておりますが、

この資産割がいつの時点から課税対象になったのかということにつきましては、かなり調べて

みたのですが、最終的には不明でありました。 

 役場の元職員等の話を聞きますと、昭和 50 年にはもう資産割が入っていたと。先ほどこちら

の議員さんのお話を聞きますと、昭和 40 年代にはもう資産割があったということですから、相

当以前から資産割があったのではないかというふうに考えてございます。 

 まず、何でこの国保の税の中でですね、資産割が賦課の対象になったのかと。正直言いまし

て、当時の賦課の考え方は、正直言って分かりませんけれども、持ち家が少なかった時代、自

宅を持つことがですね、経済的に富裕であるというような考え方があって、これに対して課税

をしたのではないだろうかと。自宅を所有すると、つまり資産を持っているのだから、国保税

を払うだけの能力はあるでしょうということで、資産割を対象にしたのではないかというふう

に推察をされております。 

 税務課の方に資産税のですね、賦課状況について若干お尋ねをしました。平成19 年度当初課

税の時点で、固定資産税の全納税義務者は２万 324 件。この内、土地・家屋・償却資産を共有

している件数は 1,787 件。それで、さらにこの中で、土地・家屋のみで免税点以上の件数、要

するに実際の資産税の徴収対象となっているのは 1,787 件中 1,106 件となっております。 

 今回、資産税のこの共有漏れになりますと、まずこの 1,106 件の中から国保の対象者をこう

順次洗い出していくというような作業になろうかと思っています。対象になるのは 1,106 件、
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去年の６月時点では 1,106 件となる。 

 それで、税務課の方からお聞きした続きなのですが、共有となっている資産の固定資産税の

課税及び納付につきましては、先ほど主幹が説明したとおりでございまして、まず共有者の代

表者を決めてもらうと。何人いようと、共有の代表者を決めて、代表者の申請届けを税務課に

出してもらうと。 

 そして、該当する資産につきましては、共有代表者に代表者氏名他何名分という形で１本の

納付書が送られていくと。この代表者が死亡した場合、あるいは変更になった場合は、変更申

請書を提出してもらって、納付書を送る手続きをしていくと。こういうようなことになってい

ます。 

 今回、徴収漏れが起きました原因につきましては、先ほど申し上げた内容ですが、共有資産

の持分について、現行システムでは持分が按分できないということから、徴収漏れが発生して

いると、こういうような状況であります。 

 今後の対応でありますが、国の指導に従いまして共有資産の持分について、まず適切な把握

を努めて、適切に賦課ができるよう事務体制を整えていきたいというふうに思ってございます。 

以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい。ただ今の説明に対して、質問がございます方。どうぞ。 

 はい、土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） はい、土屋です。これちょっとお尋ねなのですけれども、私自身も

共有で持っている財産がございまして、土地なのですけれども。それの場合、今現在役場から

こう来ている納入書には、私の本名の他に他１名となっているのですけども、それも今回対象

になるのですか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） たぶんですね、それは徴収漏れになっていると思います。はい。 

 こちらの最初の、こちら裏の表で 3,195 件っていうふうに、世帯って出ているのはですね、

これ 3,195 件分という意味でして、この分がですね、短期、要するに一人だけ。例えばご夫婦

でご自宅・土地を持っている場合ですね、例えば旦那様の名義だけになっていると。最近は奥

さんと旦那さんとちゃんと持分を２分の１とか、それぞれの持分で登記している場合はですね、

漏れているという形になってくると思います。 

○委員長（玉井昭一君） 土屋委員、いいですか。 

はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。まずこの、今のなぜ漏れたかっていう内容は、これで

分かりました。 

 ただですね、これ、これから徴収するのですよね。今後。このまま行くというわけではない

ですね。改めて徴収するのですよね。さかのぼって徴収するという話なのですか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、丸山町民課長。 
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○町民課長（丸山伸也君） 国の方の指導としてはですね、３年さかのぼって徴収しなさいと

いうことになりますので、原則としてはさかのぼって、納税者の理解が得られれば３年さかの

ぼって徴収をしたいというふうに、現時点では考えてございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） その３年さかのぼってね、徴収するっていうのは、それは国の方

の指導なのでしょうね。 

 それをどうやって例えば町民にね、これから、僕は説明しなければならないと思うのですよ。

いや、間違っていましたと。払ってくださいでは、ええっていう話に誰しもね、みんなそうな

ると思うけども、その辺についての考え方は今、今後のですね、考え方をちょっと説明してほ

しいのですけど。 

○委員長（玉井昭一君） はい、丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 当然、この辺のポイントが一番この問題の重要なポイントになる

と考えています。 

 それで、まず一つはですね、３年さかのぼる前に、実態としてどうなっているのかをまず確

定をさせなければならないと思っています。先ほど、対象になるのが千何件と申し上げました

が、この中で本当にどういう状況になっているのか、持分の比率がどうなっているのか。まず

これを調査しないことには、１件１件全部調査しないとですね、まず額が確定できないという

ことなのです。 

 当然、その調べる調査の、これから進めていかなければならないと思っています。 

 ただ、件数が非常に膨大ということになりますから、実務的に言いまして本当にすぐできる

のかどうなのかということもありますので、今の時点ではですね、国の指導に従ってというよ

うなものの言い方をしてございますが、基本的にはそういう形でですね、やっていかなければ。

まず調査をして、国の指導に従って、保険税をさかのぼって徴収はしますというようなものの

言い方をしておりますが、当然町民の理解、納税者の理解も得なければなりませんので、それ

をどうやって説明をしていくのか、その手法、あるいはさかのぼる限度もいつまでやっていく

のか、これについてもですね、まず理事者とも十分に協議は整っていませんので、平成 20 年度

内にですね、きちんと対応を出していきたいと、こういうふうに考えています。 

 また、当然この問題につきましてね、国保運営協議会にも説明をしてですね、国保運営協議

会の方でもですね、どのような対応をすれという形になるのか、ちょっとこれ分かりませんの

で、運営協議会の意見等も聞きながらですね、まず実態の解明について当たっていきたいと、

このように考えてございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） １点だけ。最後です。 

 固定資産税の課税の部分で、いままでは例えば共有名義の部分が、例えばその代表者を定め

て個人番号と別の番号によって、分かるように管理しているのだと。その代表者の、例えば３
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人で持っているものを、その１人が代表者の部分で課税していたということですよね。按分し

ないで。 

 例えばそれを按分しないといけないのですよね、今度ね。按分した形の中で今度、そのデー

ターベースというのですか、そのパソコン上というか、コンピューター上の、そういった処理

をしなければいけないのですよね。 

 それにも相当なまた、時間と労力が必要になってくるような気がするのですけども、その辺

についての試算というか、どのぐらいこう、見ているのかちょっと聞いておきたいなと思うの

ですけども。 

○委員長（玉井昭一君） はい、丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 正直申し上げてですね、システムを改修するのにまずいくらぐら

いかかるか、正直言って皆目検討もつきません。たぶん、システムを全面的に改修するとなれ

ばですね、中途半端な金額にはならないだろうなと。憶測で何千万円っていう話はちょっとで

きませんので。 

 それともう一つは、現在その共有、他何名でやっていますので、１本１本全部法務局に行っ

てですね、確認するという作業が実は出てきます。共有というとその作業が出てきますので、

その作業もどうやって進めていくか。国の方としてはですね、資産税を課税する側だけでなく

て、国保でもやりなさいっていう、こちらに書いてありますが、そういう方法も考えなければ

ならないと。 

 そうなると、具体的にですね、非常に厳しい、膨大な作業になってくるかなという気はして

います。 

 ですから、いつまでにどうやって終えるかっていうのは、正直申し上げまして今の段階で、

間違いなくここまでにやりますというような状況にはちょっとなっていないというような状況

でございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 今ね、丸山課長の話を聞いているとね、逆にね、例えば銀行だっ

たら債務放棄しますよね。だってね、意味のない徴収をしてね、それだけの、例えばうちもも

う辞めますと。その資産割合の部分。そういうね、放棄の仕方というのはないのですか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） はい。大変苦しい答弁になることをご理解していただきたいので

すけども、国の方ではとれと言っていますので、うちの方ではとらないとはちょっと、言えま

せんので、少なくても実態を踏まえてきちんと適切に対処をするとしか言いようがございませ

んので。ぜひそれでご理解をしていただきたいと思っています。 

○委員長（玉井昭一君） はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） はい。今の説明の中でですね、もう一つ伺いたかったのですけど、今

までそうしたら、何々代表誰々で、他１名で来ますよね。そうしまして、今まで代表の方にこ
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れ資産割、全額かかっていたということですか。そうではないのですか。その辺はどういうふ

うな勘定だったのでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 共有他何名というふうにかかっている資産の分については、実は

国保から漏れていたと。課税から漏れていたと。 

 それで、今 3,195 あるというのは、単名、１名分。１名だけでいくらって持っている部分に

ついてかかっているということになります。 

 ですから、例えば西田議員が個人で持っている、共有していないで自分で持っている分は国

保税にかかっているけども、旦那さんと共有して持っている部分についてはかかってこないと。

漏れていたと、こういうことになります。はい。そういうことが分かったということです。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 非常に聞きづらいことを一つ聞きますけどね、これは担当者としては、

これまでこのことは分かっていたと。分かっていたけれども、かかっていなかったということ

なのか、初めから全く分からなかったのか。これはどうですか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 平成 18 年ごろだと思いますが、ちょうどまだ私が来ていない、

来る前なのですが、一応こういう問題はあるよということで、情報提供があったと聞いていま

す。 

 その時点で、若干の調査はしたようですが、当時の理事者がですね、国保税全般を見直しを

するという中でこの問題を解決したいというふうに言っていたというふうに、ちょっと聞いて

ございます。 

 こういう問題があるということについては、現理事者については認識をしていたというふう

な理解でございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 個々にどうだとかこうだとかなんていう気はさらさらありません。 

ただ、少なくても 40 町村以外のところは、どんな困難があろうとも按分でやっている町村も

あるわけですわね。それは。 

 ですから、それは１回やれば、そこの過程については終わりますよね。次の年からはそのと

おりにかければいいわけですから、そこはそうなりますよね。そういう中で、非常に酷な言い

方をすると、そういうことが分かっていたにも関わらずしなかったのか、できなかったのかっ

ていうのは、えらい違いなのですよ。 

 少なくてもこれ、1,106 件っていうのは、もちろんこれ全部がね、課税対象になって金が入

るっていうことではありませんから、それは十分分かりますよ。ただ 3,000 件、資産割合の課

税世帯、国保で 3,000 件ある中の 1,000 件ということは、３分の１ぐらいの量だと。金額にす

るとやっぱり何千万円ですよね。たぶん。その割合で言ったらだよ。割合で単純にいけば２～
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3,000 万円、2,000 万円ぐらいになるのかな。 

 だから、やっぱり仕組みシステムの問題っていうのはよく分かります。実際に資産割をやっ

ていないところがたくさんあるわけですから、たくさんはないか。大都市に行ったらほとんど

やっていませんよね。それはもう十分理解しているのですよ。 

 ただ、それが分かっているにも関わらずやっていなかったのか、分からなかったからやらな

かったのかっていうのは、ここでね、担当課に聞いてもこれはちょっと無理だと思うのだけど、

ここはやっぱりね、僕は役所の職員としてはね、そこはやっぱりね、極めて厳しく問われる部

分なのですよ。 

 全く全国どこでもやっていなかったっていうのなら話は分かります。やっているところもあ

るけど、やっていないところもあるっていうことになると、国がやれっていうのは当たり前で

すよ、それは。いくら金額が少なくても。 

 ですから、さっき言ったように債権放棄っていうこともあるけれども、しかしそれは公平性

の原則からいったらそうはならないのだよ。 

 だから、そこら辺のね、捉え方をどういうふうにするかということで、ただ、今の答弁の中

で、現実的にね、国保の見直しがあるっていうことはもう、これはっきりしていたわけで。制

度が変わったために、それをやらなくなったっていうことがあるからね。当然そこも、分から

ないで言っているわけではなくて、分かるのだけれども。そこら辺はね、担当課長に聞くのは

ちょっと酷かもしれないけど、そこら辺は僕はね、ちょっと大きいかなと思うのだけど、何か

ありますか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まず、ご指摘のとおりでありまして、大変申し訳なく思っており

ます。 

 ただ、今回やっぱりきちっとその国保税の資産割をきちんと賦課するためにはですね、全面

的に資産税の課税のシステムをやっぱり直さなければならないという、大きな一つの問題があ

ろうかと思っています。 

 そういったこともあってですね、先ほど経費的にも相当かかるし、共有の按分の確認もしな

ければならないということで、これはやっぱり抜本的に３割をどうするかという問題も含めて、

きちんと検討しなければならないということで、理事者の方の結論、我々事務サイドの方の結

論も遅れていたのかなと思っています。 

 ただ、もうすでに、もう 10 年ほど前からですね、国保税につきましてはこの資産割の問題以

外にですね、応能応益を 50：50 にしなさいという大きな課題も言われていますし、均等割・平

等割、この問題についてもきちんと見直しなさいということで、ずっと国保税の問題について

はですね、問題の提起を事務当局としてはしてきている経緯もございます。 

 そういったものも含めましてですね、ぜひ21 年度にはですね、抜本的に国保の財政の安定運

営を図るためにですね、この問題も含めて、理事者ともども、私ども事務局としてきちっとし
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た案をあげてですね、対応していきたいと、このように考えてございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 例えばね、去年か一昨年ですか、税務課で軽自動車税の滞納間違いが

あって、あれは確か記憶によれば、本当に 10 件とか 20 件とかっていう範囲だったって記憶し

ているのです。だから、100 件とかっていう量では全然なかったですね。 

 しかしあれも、さかのぼっていただいて、その前の部分については全部チャラということで、

後はさかのぼっていただくという仕組みであれ、議会で相当議論になって。結果としてはそう

いう形であれ、町の方の課税ミスだったのです。税務課のね、確か。記憶によるとね。 

 ですから、そういう中でも数件分、数十件分かな、それは徴収したっていう例もあるわけで

すよね。 

 ですから、町民がやっぱり、今財政的に厳しい中でその、これからちょっと負担がかかると

いうことになると、一番大切なのは不公平感を町民に持たせないと。これがこのことで出ると

僕はね、違うマイナスが出ると思うのですよ。現実的にはね。 

 ですから、不公平感を持たせないような形での解決の仕方を、理事者ともどもやっぱりきち

っとね、表に出すものは出して、そして解決するということを考えなければいけないのではな

いかと。 

ここはちょっときついですけど、そういうふうに思いますけども、そういうことも含めて理

事者と協議をしていただきたいというふうに思うのですけれども。 

○委員長（玉井昭一君） はい、丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 産業厚生常任委員会で、そういうきついお話があったということ

についてはこれ、理事者にも伝えますし、私どもとしてもやっぱり、公平が第一というふうに

考えていますので、実態把握を努めるとともにですね、今後の保険税のあり方についてもきち

っとやっぱり見据えて、事務局として案を持って理事者に臨みたいと、このように考えていま

す。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。他にありませんか。 

 私から一つ。国保料の算定方法は市町村ごとに異なり、札幌市や函館市など人口の多い 20

市町では資産割を採用していないと。こういうふうになっているのですが、これはどういう見

解でこうなっているのか。 

 それで、資産割をしているところはどういうことで採用しているのか。この辺の見解をちょ

っと教えていただきたいと思います。 

 はい、丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） 丸山の個人的見解というふうに、ちょっと位置付けさせていただ

きたいと思っていますが、まず資産税を採用していない市町村にあってはですね、たぶんもと

もとの資産税額が非常に高い、要するに土地の高いところだということだと思います。 

 それと、個人で持っておられてもですね、それは例えば土地を貸すだとか、建物を貸すだと
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かして、例えば不動産収入のような形で所得が捕捉されているという形になると思います。 

 そうすると、所得割でも課税をされているのに、また資産割で課税するのかと。要するに二

重課税ではないかと。こういう論議がまず、あるというふうに聞いております。 

 それと、もう一つは非常に計算しやすい、この保険税額の賦課の仕方なのですね、この資産

割というのは。ということは、税額が決まっていますから、その税額に何％ってぽんとかけれ

ば、ぱっとその国保の税額がぽんと出てくるというような形になっていまして、そういったこ

ともですね、なかなか私どものような中小の市町村ではやめられないというような状況になっ

ているかと思います。 

 ただ、じゃ資産割が今後どうなっていくのかと今度考えたときにですね、やっぱり基本的に

は後期高齢者の中では実は資産割というのは入っておりません。最近やっぱり資産割をやめて

くる、やめていく市町村が結構あるように聞いています。 

 ですから、今 40 ですけども、たぶんまだまだ増えてくるのかなと思っています。 

 そういった将来的な方向を見定めながらですね、資産割のあり方もやっぱり十分に検討しな

ければならないのかなというふうに考えています。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 分かりました。ありがとうございました。 

 時間も時間ですけど、もう１点だけ。あのね、例えば世帯主が今 75 歳になりましたよと。そ

れで、奥さんもいますよと。そういう状況の中で、二人の共有財産があったよと。資産があっ

たよと。それで今 75 歳だから、当然高齢の保険もかけなければならないという状況になったと

きに、仮にですよ。そうなったときにも、これはそれに関係なく資産割の課税がされるのかど

うか。この辺はどんな状況なのですか。 

 はい、丸山町民課長。 

○町民課長（丸山伸也君） まず、実務的にですね、旦那様が 75 歳で後期高齢者になられて、

奥様が残っていると。それで、共有の資産につきましては、先ほど申し上げたとおり、共有の

資産は現在資産割としてカウントされていません。 

 ですから、その残った共有分について、課税をするのかしないのか。その、するためにどう

やって調査を、持分を確認するのか。こういったものも現在まだ検討中でございます。ですか

ら、今の時点でですね、その分について資産割として徴収するかについては、正直言ってまだ

検討の段階ということでございます。 

 国の言い方では、もらいなさいという言い方をしています。ですから、その辺も含めてです

ね、取り扱い、理事者の考えもいろいろとあると思いますので、それも理事者の考えを聞きな

がらですね、検討していきたいと、このように考えています。 

○委員長（玉井昭一君） はい、分かりました。ありがとうございます。 

 他、ございませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） はい。ないようでございますので、町民課のお二方、どうもありが
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とうございました。退席をお願いしたいと思います。ご苦労様でした。 

 はい。それではこれより、所管事務調査のまとめを行いたいと思います。 

委員の皆様からまとめについてのご意見を承りたいと思います。ご意見をお持ちの方は、よ

ろしくお願いいたします。 

 はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） はい。これ、国保の関係ですね。あと、前半のものは、陳情の結果は

いいですね。 

○委員長（玉井昭一君） はい。  

○委員（大渕紀夫君） この件については今、いくらも議論されていませんので、正副でまと

めてください。構いませんから。 

○委員長（玉井昭一君） はい。今、大渕委員の方から正副でまとめてくださいという意見が

出ましたけど、それでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） はい。よろしければ、そうさせていただきます。 

 

◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） 以上で、本日の委員会を終了したいと思います。ご苦労様でした。 

（午後 ４時０５分） 

 


