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◎開会の宣告 
○議長（堀部登志雄君） おはようございます。これより定例会５月会議の議案等に関する議

案説明会を開催いたします。 

（午前１０時００分） 

                                         

○議長（堀部登志雄君） 定例会５月会議に町長から提案のあった議案は、条例の制定・一部

改正４件、各会計の補正予算５件、専決処分の報告１件、合わせて 10 件であります。順次議案

の説明をいただきます。 

日程第１、議案第１号 平成 21 年度白老町一般会計補正予算（第２号）の議案について説明

をお願います。大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） それでは、私のほうから議案第１号につきましてご説明いた

します。 

 平成 21 年度白老町一般会計補正予算（第２号）になります。この補正につきましては、新財

政改革プログラムに基づきまして、赤字解消のための対策として当初予算に盛り込めなかった

分について、このたび補正するものでございます。また、今回の補正につきましては歳出のみ、

それも事業振りかえの補正ということで、補正額はゼロということになります。 

 それでは、４ページの事項別明細書についてそれぞれ説明をさせていただきます。まず、商

工費の企業誘致費の工業団地造成事業特別会計繰出金ということで、工業団地会計に 5,000 万

円を赤字解消分として追加繰り出しするものでございます。 

 続きまして、土木費になりますが、臨海部土地造成事業特別会計繰出金 5,000 万円。これも

同様、臨海部土地造成事業特別会計に対し、赤字解消分として 5,000 万円を繰り出すものでご

ざいます。 

 続きまして、諸支出金、基金管理費で各種基金積立金１億円の減ということでございますが、

これにつきましては２会計に対する繰り出しの財源としまして、当初、財政調整基金に積み立

てしようとしていた額から１億円を減額し、この財源とするものでございます。これによりま

して、財政調整基金の 21 年度の現在での積立額につきましては約１億 8,200 万円。21 年度の

現在高見込みでございますが、財政調整基金２億 4,400 万円というふうに算出してございます。 

 また、今回一般会計のほか、他会計の補正予算もあるわけでございますが、他会計の繰り出

し充用額が出ておりますので、それをもとに平成 20 年度の連結実質赤字比率の見込みを算出し

たところ、おおむね５％程度ということで、当初、新財政改革プログラムにおきましては 13.5％

という計画でございましたが、かなりこれを下回る見込みになると考えてございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 議案の説明が終わりました。 

 これより議案第１号の議案に関して質疑を許したいと思いますが、特に聞いておく必要のあ

る方はどうぞ。質疑ありませんか。 
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 それでは、質疑なしと認めます。 

 これをもって議案第１号の議案説明を終わります。 

 日程第２、議案第２号 平成 21 年度白老町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の

議案について説明をお願いいたします。安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 議案第２号でございます。平成 21 年度の白老町国民健康保険事業

特別会計でございます。事業会計が５月 31 日出納閉鎖によって、ほぼ決算見込みが明らかにな

りましたので繰上充用金の補正をするものであります。 

 ６ページをお開きください。事項別明細書、歳出でございます。補正額は１億 5,836 万 3,000

円でございます。これは平成 20年度における繰上充用金が２億 755万 1,000円でございまして、

20 年度の単年度収支は 4,918 万 8,000 円の黒字となりました。それに伴いまして、先ほど 20

年度の繰上充用金から黒字分を引きまして、差し引き１億 5,836 万 3,000 円を繰上充用するも

のであります。繰上充用する財源につきましては、財政調整交付金をもって歳入を見込みます。 

 それで、主に黒字となった要因でございますけれども、平成 20 年度から後期高齢者医療制度

が創設されまして、75 歳以上の被保険者が後期高齢者医療のほうに移動しました。また、あわ

せて退職者被保険者、これは 60 歳から老人保健、74 歳までの間、退職者医療ということで制

度運用されていましたが、後期高齢者医療制度が始まったと同時に 65 歳から一般被保険者に移

動するということで、退職者医療制度の該当は 60 歳から 65 歳の間、65 歳から一般被保険者に

移ると。これによって 65 歳から 74 歳までの方たちを称して前期高齢者といわれる方たちです

が、前期高齢者はほぼ国民健康保険加入者に多くありますので、この医療費については各保険

者間で財政調整されるということで、昨年度の収入で比較しますと１億 5,000 万円ほどの収入

減をしております。 

 また、歳出減では、後期高齢者医療制度ができましたことによって老人保険制度が廃止され

ました。それに伴って支出面では約２億円の減ということで差し引きまして、5,000 万円ほど

の黒字が出たということでございます。 

以上、これで説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 議案の説明が終わりました。 

 これより議案第２号の議案に関しまして質疑を許します。特に聞いておく必要のある方はど

うぞ。 

３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 西田祐子でございます。先ほどの黒字の数字が 4,900 幾らだったのが、

その辺もうちょっと詳しく教えていただきたいのですけども。今説明受けたのは、20 年度から

後期高齢者分が移動して、支出の分で約２億円が減ったと。そして、反対に退職者医療の分が

60 歳から 74 歳が前期高齢者として財政調整された結果、１億 5,000 万円の収入減になったと。

それで、約 5,000 万円の黒字になったと。それで 4,900 いくらということで理解してよろしい

ですね。 

○議長（堀部登志雄君） 安達町民課長。 
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○町民課長（安達義孝君） 正式な黒字は 4,918 万 8,000 円でございます。ただし、これはま

だ出納閉鎖５月 31 日までで、まだ終了していない。今回提案した日付で収支を出しております

ので、この間、国保税がまだ収入、毎日毎日入っておりますので、多分 5,000 万円を上回るよ

うな黒字になっていくと思われます。これに関しては改めてまた補正をさせていただくという

ことで。あとは西田委員言ったとおりの収支の説明どおりでございます。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。政策的なことではなくて、事実のことはここでち

ょっと聞いておいたほうがいいかなと思ってお聞きするのですけれども。これは制度の問題で

こうなるということなのです。ですから逆に言うと、政策的にこういうことになったというこ

とではないということになるのだけど、ということは、来年、再来年の見通しについてはどう

なりますか。政策的な部分ではない部分だけお尋ねをしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 後期高齢者医療もまた、ご存知のとおりいろいろ動きがございま

して、制度が固まっておりませんし、軽減措置も昨年度同様に今年度も引き続きされるという

ことで、今後、高齢者医療制度もどう変わっていくか、ちょっと検討がつかない状況でござい

ますので、収支に関しては多分各保険者もこのような黒字化がされていると思われますので、

国のほうも改めて調整されてくると思いますので、次年度以降、今年度含めての収支はまだち

ょっと見えないということですけれども、黒字化はなかなか難しいのではないかなとこのよう

に思われます。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ほかございませんか。 

 それでは、質疑なしと認めます。 

 これをもって議案第２号の議案説明を終わります。 

 日程第３、議案第３号 平成 21 年度白老町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）の議

案について説明をお願いいたします。須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） 議案第３号、平成 21 年度白老町公共下水道事業特別会計補正

予算についてでございます。今回の補正につきましては、平成 20 年度の決算見込みがほぼ固ま

りましたので、これに対する繰上充用金の補正を行うものでございます。 

 まず、歳入歳出事項明細書の歳出からご説明させていただきます。歳出の４款繰上充用金、

１項１目繰上充用金の３億 1,125 万 9,000 円の補正でございます。この繰上充用金につきまし

ては、平成 20 年度の決算におきまして歳入決算額は 19 億 3,007 万円、歳出決算額が 22 億 4,132

万 9,000 円。歳入歳出の差し引き額、実質収支が３億 1,125 万 9,000 円の赤字となる見込みで

ありまして、これを補正して補てんするものでございます。 

 それで、平成 19 年度で累積の赤字額が５億 3,034 万 5,000 円。今回の単年度の実質収支で２

億 1,908 万 6,000 円の黒字となるために赤字額が３億 1,125 万 9,000 円となってございます。
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これの主な理由としましては、一般会計から繰り出し１億 8,000 万円によって赤字額が減少す

るものでございます。 

 なお、資金不足比率につきましては、健全化法に基づく 20％をわずかではございますが

17.3％ということで基準より少なくなるということになります。 

 次に４ページ、５ページ目の歳入でございますが、これにつきましては歳出の見合いという

形で計上させていただいてございます。 

以上で説明のほうを簡単ではございますが終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 議案の説明が終わりました。 

 これより議案第３号の議案に関して質疑を許したいと思います。特に聞いておく必要がある

方はどうぞ。よろしいですか。 

 それでは、質疑なしと認めます。 

 これをもって議案第３号の議案説明を終わります。 

 日程第４、議案第４号 平成 21 年度白老町工業団地造成事業特別会計補正予算（第１号）の

議案について説明をお願いいたします。岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君）  それでは、議案第４号 平成 21 年度白老町工業団地造成事

業特別会計補正予算（第１号）をご説明いたします。２ページ、３ページの第１表歳入歳出補

正予算につきましては記載のとおりでございますので、いずれも説明を省略させていただきま

す。今回の補正につきましては、平成 20 年度の決算見込みにより繰入金並びに繰上充用額を補

正するものでございます。 

 続きまして、４ページのほうをお開きください。歳入歳出事項別明細書でございます。慣例

によりまして、６ページの歳出のほうからご説明をいたします。６ページ２、歳出です。２款

公債費、１項１目利子補正額 1,454 万 2,000 円を追加するものでございますが、説明欄に記載

のとおり、一時借入金の利子分を計上してございます。 

 続きまして、４款繰上充用金、１項１目繰上充用金でございます。補正額８億 5,512 万 2,000

円の計上でございますが、これにつきましては平成 20 年度の決算見込みの赤字分８億 5,512

万 1,257 円を前年度繰上充用金として計上してございます。 

 前のほうへ戻りまして４ページになります。歳入のほうでございます。１款財産収入の１項

１目不動産売り払い収入、補正額８億 1,966 万 4,000 円でございます。これは工業団地売り払

い収入を歳入見合いで計上してございます。 

 続いて４款繰入金、１項１目他会計繰入金でございますが、一般会計からの工業団地造成事

業特別会計への健全化に向けた繰入金でございます。平成 20 年度決算見込みによる資金不足比

率につきましては 17.2％となる見込みであり、健全化の 20％を下回る比率となってございます。 

以上で説明を終了させていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 議案の説明が終わりました。 

 これより議案第４号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要がある方はどうぞ。 

10 番、大渕紀夫委員。 
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○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。事実関係だけお尋ねしておくのですけれども、３

月にここに資金投入をしまして 20％割るような状況をつくったのですけれども、今回 5,000 万

円を入れましたよね。それで、残った 3,500 万円程度がまた入ったということになると思うの

です、5,000 万円の利息以外の分。ですから、３月末で締めた部分の状況と、それから、3,500

万円入ったときの状況の違いがどれぐらいあるのかということ。違いというのは、資金不足比

率の変化です。それから、３月末まで入れた状況をもうちょっと詳しく説明してください。 

○議長（堀部登志雄君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） ３月末で一般会計のほうから補正を入れていただきましたの

は４億 4,000 万円でございます。この４億 4,000 万円を入れていただかなければ、資金不足比

率については 45.3％になる見込みでした。それが今回 20 年度については、この４億 4,000 万

円を入れていただくことによりまして、資金不足比率は先ほどもお話ししましたとおり 17.2％

になる見込みでございます。 

 それと、今回の 5,000 万円というのは、あくまでも 21 年度会計の決算に影響してくるという

ことになります。これが見込みでは、あくまでも試算でございます。21 年度はこれから先の決

算になりますが、5,000 万円を入れていただくことによって約 3.8％下がるということになりま

す。土地の収入見込額が下がりますので、実質的には 21 年度そのまま 5,000 万円を入れていた

だかないと 20％を超える見込みになります。ですから、5,000 万円を入れていただくことによ

って、今試算している段階では 17％。21 年度の決算はそのぐらいに下がるのではないかと。こ

れはあくまでも今の段階での数字ということでご承知おきいただきたいというふうに思います。 

以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。基本的にはわかりました。ということは、17.2％

というのは３月末の段階での資金不足比率で、今回 5,000 万円入った分については反映されて

いないと。それが反映された段階では 3.8 ポイントくらい下がるのだけれども、実質、土地の

評価額の変化によって 0.8 ポイントくらい上がってしまうので、今の段階で見たら３％ぐらい

下がると。だから 17％ぐらいになると、現段階ではそうですね。 

 それともう１つ。この 5,000 万円以外にことしは入れるような計画はなかったかどうか。ち

ょっと失念したものですから。 

○議長（堀部登志雄君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 新財政改革プログラムに関する計画ということで私のほうか

らお答えいたしますけど、一応今回の補正をもちまして、当初プログラムで示した繰り出しと

いうのはこれで終了という形になります。ただし、今後の財政状況を見ながら、また昨年同様

剰余財源が出れば、まだどの会計ということは決定しておりませんが、少しでも赤字の解消に

努めたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ほかございませんか。 
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 質疑なしと認めます。 

 これをもって議案第４号の議案説明を終わります。 

 日程第５、議案第５号 平成 21 年度白老町臨海部土地造成事業特別会計補正予算（第１号）

の議案について説明をお願いいたします。岩崎港湾室長。 

○水産港湾室長（岩崎 勉君） それでは、議案第５号 平成 21 年度白老町臨海部土地造成事

業特別会計補正予算についてご説明いたします。今回は平成 20 年度決算の見込みがある程度終

了しましたので、それに伴います繰上充用を行うことでお願いしております。 

 それでは、４ページの歳入歳出事項別明細書により説明させていただきます。４ページへお

願いいたします。歳出から説明いたします。６ページへお進み願います。２款公債費、１項２

目利子であります。これは 701 万 3,000 円の増額でございます。これは説明に書いてあります

とおり、全額繰上充用に伴う一時借入金の利息分の増額でございます。 

 ３款繰上充用金、１項１目繰上充用金６億 1,534 万 8,000 円の増額でございます。これは先

ほどご説明しましたとおり、20 年度の歳入不足を補てんするため繰上充用を行うための補正で

ございます。 

 ４ページの歳出にお戻り願います。２款財産収入、２項１目不動産売払収入５億 7,236 万

1,000 円の増額であります。これは先ほど歳出で説明いたしましたが、繰上充用金見合いの歳

入でございます。一般会計からの繰入金を差し引いた金額を計上させていただいております。 

 ４款繰入金、１項１目他会計繰入金 5,000 万円の増額であります。これにつきましては、臨

海部特別会計の累計赤字を解消していくため一般会計からの繰り入れとなっております。 

 資金不足比率でございますが、用地代を資産に算入できることから不足比率はございません。 

以上、簡単でありますが説明を終了させていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 議案の説明が終わりました。 

 これより議案第５号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要がある方はどうぞ。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。資金不足比率ゼロということですよね。これは、

今までは何パーセントか、ちょっとだけありましたよね。これは土地の評価の問題はここでは

全く問題がないということで、5,000 万円入ったことによって資金不足比率がゼロになったと

いうような理解でいいのですか。 

○議長（堀部登志雄君） 岩崎水産港湾室長。 

○水産港湾室長（岩崎 勉君） これにつきましては、以前、前回の議会で 0.4％ぐらいの比

率になるのではないかという話でございました。その中で工業団地と同じように土地の値段を

変えた関係で、土地の鑑定額が上がったのです。それで、比率がなくなったという形でござい

ます。これにつきましては当分の間、その鑑定額が少しずつ下がるにしても比率はないという

形でございます。 

○議長（堀部登志雄君） ほかございませんか。 

 質疑なしと認めます。 
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 これをもって議案第５号の議案説明を終わります。 

 日程第６、議案第６号 白老町長期優良住宅建築等計画に関する認定手数料等徴収条例の制

定についての議案について説明をお願いいたします。岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） それでは、議案第６号。ページが議６－１でございます。白

老町長期優良住宅建築等計画に関する認定手数料等徴収条例の制定についてであります。趣旨

の第１条をご覧いただきたいと思います。この条例は、長期優良住宅の普及の促進に関する法

律（平成 20 年法律第 87 号。）の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定、変更、地位の承

継の、これは受け継ぐという意味の、申請その他の事務で、町長に申請等を行うものについて

徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものでございます。なお、公布については平成 20

年 12 月 20 日。施行については平成 21 年６月４日でございます。簡単に申し上げますと、新築、

増築あるいは改築する場合、一定の認定基準の審査を町が行う。その手数料をこの条例で定め

るというものでございます。 

 第２条の関係でございますが、それでは、そういう認定を受ける部分について、登録住宅性

能評価機関、そういう機関が北海道に何カ所かございまして、そこで技術審査をした場合は、

次のページ議６－２ページですが、住宅１戸を建てる場合の手数料は１万 8,000 円。それから、

２戸以上５戸以内というのは、これは共同住宅やアパート、そういうものはふえてきますから

手数料はふえていくと。第２号の評価機関の審査を受けていない、直接白老町が全部審査をす

るとなると１戸住宅は５万 7,000 円手数料をいただくということ。それから、第３号になると、

さらにそれが変更等、そういったもののチェックが必要なものは議６－３ページになりますが、

１戸だと１万 4,000 円。また、審査機関のチェックを受けないで町が変更の審査をする場合は、

１戸住宅ですと３万 4,000 円の手数料になるというものをこの条で制定してございます。なお、

この金額につきましては、北海道の基準に準じておりまして、胆振管内もほぼ北海道の基準に

準じて、それぞれ施行するということになってございます。 

 それでは、その法律がどんなふうに変わったのだという部分をちょっとご説明したいと思い

ます。きょうはお手元のほうに両面コピーで資料のほうを配布させていただいております。１

枚もの両面コピーでございます。長期優良住宅の普及の促進に関する法律ということなのです

が、この法律の根底は環境という部分からスタートしておりまして、古くなって解体して、ま

た家を建てるという今までの仕組みを変えて、いかに長く住宅を持って、要するに廃材等が出

ないように、新たな住宅を長持ちさせるという量から質へ変わるという部分が法律の根底にあ

ります。日本の住宅は木造でおおむね 30 年くらいというふうに言われていますが、アメリカで

55 年、また、イギリスは 77 年、特にイギリスは古くなるとそれだけ価値が出るような建物の

ものが多くありますが、そういうように住宅を長く持たせるという部分がございます。 

その中で、それでは、長期優良住宅の認定というものなのですが、この表の枠組みの中段ぐ

らいの右側に認定基準というのがございます。１つの丸では、一定以上の住宅の性能を持って

いると。耐久性、耐震性、可変性。可変性というのは、間取りを変えたり、住宅の内部を一部

変えることが可能という意味でございます。それから、維持保全の容易性、こういったものが
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ございます。次の丸の良好な居住環境への配慮。そして３つ目の丸ですが、維持保全に関する

計画の作成。つまり、優良住宅を建てても建てっぱなしではなくて、何年か後には外壁の塗装

をする、屋根の塗装をする、いろいろ維持管理のためにしなければならない計画をきちんとつ

くらなければならない、その計画に沿って維持管理していくということも必要になってきます。 

 その次の中段の枠組み、建築・維持保全に関する計画の認定ということで、供給の促進とい

うふうに吹き出しがなっていまして、点線で囲っている部分です。優良住宅を建てるというこ

とはある程度のお金も、初期投資かかってきます。そうすると、住宅にお金がかかるのでなか

なか進めないという部分があって、一方では、そういう町民の方に軽減しなければならない部

分が、１つには税負担額を一般住宅の負担額以下に抑制すると。これは登録免許税、不動産取

得税、固定資産税がございます。また、超長期住宅先導的モデル事業。これは国の予算ですが、

全国で 20 年度は 130 億円あったという部分でございます。また、３点目で超長期住宅ローン。

償還期間 35 年を 50 年というふうになってございます。 

 次の枠組みが定期点検と必要な補修・交換等。先ほども申し上げましたけれども、外壁や屋

根の塗装、そういったものを計画的に行っていくということで、必ず住宅履歴書の作成、要す

るに記録をつくっていかなければならないというのがございます。 

 一番下にありますが、平成 21 年６月４日から施行というふうになります。 

 裏面を見ていただきたいと思います。それでは、優良住宅の認定基準はどのようなものかと

いう部分がございます。まず、１項目の劣化対策です。数世代にわたって住宅の構造躯体が使

用できること。要するに３世代、４世代というふうに長く持たせるということで使用できると。

これは例えば基礎コンクリートの厚さ、これが厚くなるといったもの。それから、床下の空間

スペース、これも一定の高さが必要と。そういった基準がございまして、それらがチェック項

目になってくるわけであります。 

 また、耐震性ということで、万が一地震があった場合にその建物が継続利用できるよう改修

の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ると。筋交が補強されたりとか、また、建築基

準法の 1.25 倍の耐震性を有しなければならないという、こういった基準がございます。 

 次に、維持管理・更新の容易性ということで、維持管理（清掃・点検・補修・更新）を容易

に行うために必要な措置が講じられていること。 

 それから、可変性とバリアフリーについては共同住宅に該当する内容でございます。 

 省エネルギー性。断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていなければならない。 

 それから、住戸面積、居住環境、最後の項目ですが維持保全の方法として、定期的な点検等

に関する計画が策定されているということが基準にございます。これらをすべて町のほうの審

査ということになると、役場の建築主事のほうでこれらの項目をチェックするという部分が先

ほど申し上げました手数料としていただくというのがこの条例の内容でございます。 

 次に、長期優良住宅関連税制改正の概要でございます。せっかく住宅を建てるのに、お金も

かかって、一方でメリットも必要ということで、この表の中で登録免許税、国の部分ですが、

一般住宅であるものが長期優良住宅だと 1000 分の１。それから、移転登記についても 1000 分



 11 

の１。それから、抵当権設定登記についても 1000 分の１というふうに、税率を一般住宅特例よ

り引き下げるというものであります。それから、不動産取得税。道税になりますが、一般住宅

1,200 万円の控除が 1,300 万円まで控除対象となります。最後に町税でございますが、固定資

産税であります。一戸建て住宅だと１年から３年の２分の１軽減が優良住宅だと５年まで延長

期間が延びます。また、マンションにつきましては７年まで軽減措置があるという部分がござ

います。 

 また、住宅ローン減税の関係ですが、一般住宅の控除率１％が、優良住宅が 1.2％まで、ま

た、最大控除額 500 万円が最大控除額 600 万円までとなる内容、これが法の趣旨で変わる点で

ございます。こういった認定基準を町がチェックするという部分で、手数料をいただく部分と

いうのを今回の制定条例に提案するものでございます。 

以上、簡単でございますが議案第６号についての説明を終わらせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 議案の説明が終わりました。 

 これより議案第６号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要がある方はどうぞ。 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって議案第６号の議案説明を終わります。 

 日程第７、議案第７号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから

議案第９号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてまでの３議案についてまで、一括して議案説明をお願いいたします。 

山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） それでは、３議案一括してご説明したいと思います。議案７

号ですので、議７－１になります。それで、お手元のほうに３枚で資料１から資料３まで配布

させていただいておりますので、それに基づいてご説明をしたいというふうに思います。 

 まず、資料１でございます。一般職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の概要

ということで総務省の資料でございます。人事院は５月１日に、いわゆる賞与に関する勧告を

しております。それを受ける形で５月８日に給与関係閣僚会議において、勧告どおり実施する

ということが決定されております。その法案概要でございますが、平成 21 年６月の期末・勤勉

手当に関する特例措置という形で今回勧告されているものでございます。人事院において実施

した、平成 21 年度民間企業における夏季一時金に関する特別調査、暫定的に行われております

が、この結果を踏まえて一般国家公務員の平成 21 年６月の支給月を下記のとおり暫定的に引き

下げるという内容でございます。当町に関係あるのが一般の職員の部分でございますので、期

末手当 1.4 月を 1.25 月、0.15 月の減。それから、勤勉手当については 0.75 月を 0.7 月、0.05

月の減で、６月の期計が 2.15 月から 1.95 月、0.2 カ月分を引き下げると、こういう内容でご

ざいます。 

 次のページのほうにまいります。この人事院勧告を受ける形で町の今般の特例措置に対して、

町の方針として２つ書いてございますが、人事院勧告に準ずる改定を今回行いますというのが
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１点でございます。 

２点目が、新財政改革プログラムにおいて、既に給与削減を実施しており、その削減額を下

回らない額をもとに改定をする考え方でございます。 

 それで、まず最初に、人事院勧告は既にご説明したとおり、現行においては 2.15 月分でござ

います。その下、町においては支給率、期末手当が 1.4 月分、勤勉手当が 0.725 月分で、現在

2.125 月分。国から見ますと 0.025 月分が少ないという形になっております。これは昨年度の

勧告で賞与の改定を見送っていることによるものでございますが、今般この額の基準について

は人事院に準ずる形で本則を直すとこういう形にしたいというふうに思ってございます。 

 次に②でございますが、今回、現行の本来支給額と、それから、町の財政改革プログラムに

おいて５％を削減しておりますが、その自主削減効果額につきましては 1,000 万円ほどの効果

を持っているとこういう形になってございます。  

 ④番目になりますが、人事院勧告手当率。今回 1.95 月、0.2 月を減ずる形になりますが、町

は現行から合わせますと、人事院に合わせますので 1.95 月分、これを支給する形になりまして、

現行からしますと 0.175 月分の減額という形になります。人事院勧告、それから、自主削減分

を行った場合に、現在の支給額と人事院の勧告差 738 万 6,000 円ほどの差ができます。つまり、

どういうことかといいますと、今回、国の基準額と、それから、現在町の削減額を行っており

ますと、削減額のほうが大きい形になります。その差額が 738 万 6,000 円、役場の職員全体で

見るとこういう形になってございます。ですから、国の 0.2 月分を削減しても、まだ 700 万円

ほどの差が生じて、職員の支給額が低いとこういう形になります。したがいまして、先ほど町

の方針として述べた、既に給与削減を実施しておりますので、その削減額を下回らない額をも

とに改定するとすれば、700 万円ほどの差額が出ているとこういうことでございます。したが

いまして、今回ボーナスでは調整しきれない部分が出るという形になりますので、その分につ

いては今後の方針として町の職員給与については既に新財政改革プログラムに基づいて約

19.2％の自主削減を実施しています。 

 このため、今回の人事院勧告で生じる自主削減額との差額については、８月に出されるであ

ろう、本来、人事院勧告というのは８月に大体出されておりまして、それを注視しながら、こ

の調整しきれないボーナス分については毎月の給与等で調整する考え方であります。具体的に

は８月の人事院勧告を見て、恐らく月給のほうも人事院では下がるというふうに言われていま

すので、その下げ幅等々を見ながら調整については今後進めてまいりたいという考え方であり

ます。いずれにしましても、今回の６月の賞与については人事院勧告を遵守し、0.2 月分を本

則に戻して削減するという考え方でございます。 

 ちなみに参考で書いていますが、人事院勧告と自主削減額を合わせますと１億 9,000 万円ほ

どの削減額総額になるというふうに、これは参考までに記載しているとおりであります。 

 次に、その試算でございますが、35 歳主任職という形で実際に、それでは、どのぐらいにな

るのかということで個別に１つのモデルとして試算したものでございます。最初に人事院勧告

前の手当については、現行 2.125 月分になってございます。これをもとにして計算しますと、
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自主削減額は３万 1,000 円ほどになります。④番目は人事院勧告後手当率が 1.95 月分にします

ので、最終的にはその差額分２万 6,000 円ほどが実際には支給額より少ないという形になりま

すので、この２万 6,000 円については先に言いましたとおり給与等で調整をかけていきたいと、

こういう形になります。 

 次に資料３でございます。議案でいきますと第８号、特別職の町長、副町長、それから第９

号の教育長の部分でございます。今回、町長につきましては、具体的に申しますと、人事院勧

告前手当額でございますが、本来 85 万円になりますが、35％削減しておりますので 55 万 3,000

円という形になります。人事院勧告支給額は記載のとおりでございます。次に、人事院勧告後

の手当で申しますと、町職員と同じように基本的には財政改革プログラムの削減額を実施して

おりまして、その削減額を下回らないことで算定をしております。そうしますと、1.95 月に直

しまして、④番目が現行の支給額、それから⑧が今回③から⑦になりますが、35％の削減額か

ら 29％に修正をして計算しますと 135 万 3,000 円、実質的には 3,000 円ほど多くなりますが、

現行維持という形で修正をしたいというこういう形でございます。したがいまして、自主削減

額については、35％から 29％へ額の変更でございます。 

 続きまして、副町長でございますが、同じように考えまして計算をしていきますと、副町長

についても 29％の削減額の変更とこういう形になります。 

 続きまして、教育長でございますが、教育長につきましても同じような考え方で計算をしま

して、現行自主削減額率 30％を 23.5％に変更するとこういう形になります。そういった形で町

の方針としては現行の額を下回らない形の中で削減し、改定していこうという形でございます。 

 ちなみに、町長、副町長、教育長につきましては、ボーナスの削減額が大きいために今回の

ボーナスの中で削減緩和という形になりますので、ボーナスの中ですべて削減額の変更によっ

て対応したいとこういう考え方でございます。したがいまして、一部、一般職で積み残しの部

分が発生しますけれども、特別職については今回のボーナスですべて調整されると、こういう

形の中で変更していいきたいということでございますのでよろしくお願いいたします。 

以上で説明終わります。 

○議長（堀部登志雄君） 議案第７号から議案第９号までの議案説明が終わりました。 

 議案に関しての質疑を許します。特に聞いておく必要がある方はどうぞ。 

５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） 単純なことだけ１点。今回の人事院勧告について、既にやっているか

ら私のところはもう受けませんよというような市町村もあるやに聞いているのです。苫小牧だ

とか。その辺との絡みというのか、こちらのほうを選択した理由というのは何かありますか。

白老もかなりやっています、財政状況の関係で。ですから、逆にこれを受けることのほうが将

来的なことを考えて、これはこれで整理しておいたほうがいいと、そういう考えなのかどうな

のか。それだけ。 

○議長（堀部登志雄君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 勧告遵守でございますので、出てきた数字はそのとき、その
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都度変えていかなければ不明瞭になる可能性もあるのではないかとこういう形です。ただ、一

部今回見送った自治体については、８月に人事院勧告、通常の場合出てくると思いますので、

総体的ではなく、今回、暫定的に行うので夏のボーナスのみの勧告でございますので、１年分

出るよとこういう形の中でそれをまとめてやりたいということだろうというふうに思います。

基本的には、当町においては人事院勧告が出ましたので、人事院勧告を尊重しながら、その都

度合わせてやっていきたいとこういうことでございます。 

○議長（堀部登志雄君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 私もやはり同じような疑問を感じてはいたのです。といいますのは、

やっぱりこれだけ白老町では自主削減しているわけですから、何も無理して人事院勧告があっ

たからすぐやらなくても８月のときで十分ではないかなと。極端なことを言ったら、自主削減

が町長でしたら 35％、町職員も 19.2％、かなり高額な金額をやっています。そうした中でやは

り、これをちょっと上げるということになりますと、実質的には何も金額は、削減されている

金額は一切変わらないにもかかわらず、町民の目から見たときにやはりパーセンテージが上が

るということは、一瞬、職員とかそういう人たちの給料が上がるような錯覚というか、誤解を

与えると思うのです。その辺はどのように町民の方々に理解してもらうというか、つい２、３

日前も役場の職員の給料上がるのだって。なんて、そんな誤解を受けるような話もちらっと耳

に入ったものですから、ちょっと心配しているのです。何も上がらないと、ただ、人事院勧告

がどうのこうのと言っても何か全然わかってもらえないというか、ちょっと私すごく、ううん

と思いながら聞いていたのです。ですから、その辺をどういうふうにとらえてやられていくの

か。すごくそれが心配なものですから。 

○議長（堀部登志雄君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） まず、ほかの自治体との比較は削減率も違いますし、どうの

こうのほかの自治体の考え方を述べる考えはございませんけれども、ボーナスの調整はボーナ

スでという形に基本的にはなるのです、手法的には。そうしますと、今回 0.2 月分夏のボーナ

スが減るということは、冬のボーナスも 0.2 月減る可能性もあり得るわけでございます。そう

しますと、夏の削減額と冬の削減額を合わせると、両方合わせた年間の賞与の削減を冬のボー

ナスでやるというこういう形になります。ですので、削減額としてはかなり大きなものになる

と思います。それで、合わせましてその部分を、町の削減額というのはボーナス以上に大きい

というふうに話していますので、その削減、ここの月額の給与で合わせていくというこういう

形の手法になります。ただ、ほかの自治体はここまでの削減額、一部ありますけど、夕張です

とか例外的なところはありますけれども、基本的にはうちほどの削減額はないということにな

りますので、ボーナス自体で合わせるということというのは基本的に削減されていくと、こう

いう形の中では合わせやすいのかなというふうに思いますけれども、冬以上に夏のボーナスが

一時的にでも相当な額を減額していかざるを得ない形になりますので、そういうところの、い

わゆる不利益性までも計画性といいますか、職員がボーナスをこういったローンに充てていき

たいというのは結構おりますので、そういったことを考えますと今回多少夏のボーナスは減額
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になって支給しますが、冬で一遍にしわ寄せがいくよりもいいだろうという判断のもとで今回

きちんと夏の勧告については夏でやり、冬分については、出たものについてはその部分でやっ

ていこうという考え方です。 

 それから、町民のご理解だと思いますが、基本的には今回の人事院勧告の削減率、今、全体

的に１年分、年間分の削減率はまだ人事院勧告は正式には出ていません。これは先ほど言った

とおり８月だと思います。仮に人事院勧告で今想像されるのは、民間の景気が相当悪いという

こういう形からしますと、月給のほうにも影響出るだろうというふうに言われております。で

すから、月給のほうも下げるのではないかと、ボーナスとともに。そうしますと、その部分の

削減額が出てくると思いますが、多分白老町の給与削減額より下がることはまずないというふ

うに思います。そこは町民の方にご理解をお願いするより方法はないと思うのですが、白老町

は先ほど言ったとおり 19.2％の削減率を持っているわけでございまして、そうしますと、人事

院勧告がどのぐらいの削減率出てくるかわかりませんが、その削減額を見ていただいて理解を

していただくとこういう形になろうかというふうに思います。そこのところの説明が必要であ

れば、どういうふうな手法を今後取っていくかまだ検討していませんけれども、必要があれば

広報でもその部分の理解を求めるような形を出していきたいと思いますが、そこのところは人

事院勧告の実際に出てきた削減率を見ながら、そのあり方については今後検討してまいりたい

というふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ほかありませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって議案第７号から議案第９号までの議案説明を終わります。 

 日程第８、報告第１号 専決処分の報告についての議案について説明をお願いいたします。 

大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） それでは、最後でございます。報告第１号 専決処分の報告

についてご説明いたします。今回の報告事案につきましては、本年３月 31 日に地方税法等の一

部を改正する法律が公布され、４月１日から施行されてございますが、これによりまして本町

においても白老町税条例の一部を改正する条例を３月 31 日に専決したものでございまして、こ

れを報告するものでございます。 

 早速、今回の改正条例の中身についてご説明させていただきます。まずは条文の改正と、そ

れから、報１－12 ページです。そこから新旧対照表をつけてございます。説明につきましては

最後の１枚ものです。議案説明資料というものを今回ご用意しておりますので、こちらのほう

で説明させていただきたいと思います。 

 まず、今回の法律の大きな改正としまして、個人町民税関係ですが、個人住民税の住宅ロー

ン特別控除の創設というものがございます。これにつきましては、所得税の住宅ローン控除制

度が５年間延長されまして、なおかつ所得税で控除しきれない税額について、それに相当する

分の個人住民税を減額できるものであるとしてございます。 

 対象者でございますが、まず、所得税の住宅ローン特別控除の対象であることと、既に平成
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11 年度から平成 18 年度の入居者については同様の制度がございますが、この目的は税源移譲

に伴い控除される所得税額が少なくなったことから、住宅ローン特別控除の対象者に不利が生

じないよう税源移譲額の範囲内で個人住民税の住宅ローン特別控除を行っていくものでござい

ます。 

 また、新たな制度では、平成 21 年度から平成 25 年度に住宅に入居された納税者が対象とな

りますが、地方税の特別控除は平成 22 年度分の住民税から適用されるということになります。 

 また、住宅ローン控除の規模でございますが、10 年間の特別控除が受けられるということで

平成 21 年度から最高で平成 34 年度まで継続するということになります。 

 また、一般住宅では、先ほども出ましたが 50 万円の 10 年間、認定長期優良住宅では 60 万円

の 10 年間ということで過去最大の規模となっているということでございます。 

 また、個人の住民税の控除額は所得税の住宅ローン控除額のうち、所得税に控除しきれなか

った額で所得税の課税総所得金額等の５％または９万 7,500 円が上限額となるものでございま

す。これによりまして、町の個人住民税は多少減額ということになりますが、この減収額につ

きましては、税収補てん特例交付金ということで全額国から補てんされることになります。こ

の関係の施行日は平成 22 年１月１日から適用ということになります。 

 続きまして、２番目の上場株式等の配当及び譲渡益の課税の軽減でございます。これにつき

ましては、昨年度の税制改正において軽減税率の特例措置の対象を限定解除するとともに、軽

減税率を１年間延長するものでございます。 

現行としまして、平成 20 年 12 月 31 日までは 10％。内訳は括弧内のとおりでございます。

この税率を平成 21 年１月１日から原則 20％とし、特例措置として 21 年から２カ年は 100 万円

以下の配当と 500 万円以下の部分についてのみ 10％とするものでございました。これを今回の

改正によりまして、平成 21 年１月１日から平成 22 年 12 月 31 日までとしていた特例措置を限

定解除してさらに１年間延長し、平成 23 年 12 月 31 日までとするものでございます。これはあ

くまでも投資の活性化を図るために行われるものでございます。ということで、これは昨年、

実は現行という部分で改正があったわけなのですが、これが実際実施されずに次の改正になっ

たというような状況になりますので、非常にややこしいのですけど、最終的には②の改正後の

ことで平成 23 年いっぱいこの措置が継続されるということになります。 

 続きまして、最後のページになりますが、３番目、土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の

創設でございます。この制度につきましても経済情勢を踏まえまして、土地取り引きの活性化

を促すために創設されたものでございます。個人が平成 21 年、22 年中に取得した土地を５年

を超えて所有して、その後、譲渡した場合には 1,000 万円の特別控除が適用されるというもの

でございます。この適用につきましても平成 22 年度から適用されるもので、５年間を超える所

有であることから実際は平成 27 年度の住民税から課税されるというような格好になるもので

ございます。 

 続きまして、固定資産税についての改正について、説明させていただきます。今回、固定資

産税に係るものにつきましては特別大きな改正はございませんが、平成 21 年度、今年度は評価
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がえの年度ということで 20 年度までの時限的な措置を講じた内容について改正するものがあ

ります。 

まず１番目としまして、据え置き年度の下落修正措置の継続ということでございます。これ

につきましては、地価の下落が認められる場合、市町村は据え置き年度においても評価額を下

落修正することができるという仕組みになってございます。これは、これまでの現行制度は平

成 18 年から 20 年までの適用でございましたが、今回、改正により平成 22 年度または 23 年度

に限り現行の制度を維持するというものでございます。 

 続きまして２番目、負担調整措置の仕組みの継続ということでございます。固定資産税の負

担調整措置という部分につきましては、ご承知のとおり、評価額を算定するにあたりまして、

地価公示価格等のおおむね７割を基本とするものでございますが、それより高い場合は据え置

いたり、あるいは低い場合はそれを引き上げる措置を講ずるというものでございまして、これ

につきましても今回、平成 21 年度から平成 23 年度までの固定資産税の負担調整措置の仕組み

について、現行制度を維持するというものでございます。 

以上、簡単でございますが説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 議案の説明が終わりました。 

 これより報告第１号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要がある方はどうぞ。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） １点だけ。１番目と固定資産の関係。これは町民に直接関係ある部

分が出る可能性があります。３番は後年度になるのだろうけれども。それで、２番目の上場株

式の関係ですけど、これは要するに白老町にこれだけの大型の株を持っている人がいなかった

ら関係ないという理解でいいのですか。ただ、住民税３％とあります。道の場合は、住民税の

うちの 40％が道で、60％が町だとか何だとかと書いてあるのですけど、道では 40％の分 10 億

円ぐらいあるということに言っているとか、言っていないとかという報告を聞いたのですけど、

そうなると町村では住民税の関係では何か関係が出てくるのですか。その点だけ。 

○議長（堀部登志雄君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） お答えいたします。まず、個人町民税にかかわりましては、

１番目と３番目というのは、特に１番目が直接町民にかかわる部分かと思います。２番目につ

きましても実は、全く今回、白老町民関係ないというわけではございません。株の譲渡にかか

わる配当あるいは譲渡益の部分につきまして、この個人住民税の控除、これをされている方は

何名かいらっしゃいます。それで、この住民税３％のうち、実質道民税と町民税に分かれるわ

けでございますが、５分の２が道民税、５分の３が町民税ということになりまして、これの影

響につきましては若干ながら、多少控除される方もいらっしゃいますので、多少減額される部

分があろうかというふうに考えてございます。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 政策的なことではなくて、事実関係だけ聞きますけど。ということ
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は、この法律が通ることによって、町への収入が減るという理解でいいですか。 

○議長（堀部登志雄君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 私どものほうはそのような形で、若干ではあると思いますが

減収になるというふうに考えてございます。 

○議長（堀部登志雄君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） ３番目の土地の長期譲渡所得に係る特別控除の創設のところ、もうち

ょっと詳しく知りたいと思ったのですけど。例えば私が、平成 21 年、22 年度中に買った土地

を５年間持っていて、どなたかに売ったときに、700 万円で売ったとか、1,000 万円で売ったと

きには所得が一切かからないということで、つまり、たくさん土地を皆さん買ってくださいと

いう法律だというふうに理解してよろしいのですか。 

○議長（堀部登志雄君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） そのような法律の趣旨だとは思います。今おっしゃられたよ

うに、もちろん 1,000 万円以上の土地ということになりますが、それを平成 21 年、22 年に取

得して、なおかつ、また５年間そのまま持っていて、その後にほかの人に売るとかという、い

わゆる土地の売買を活性化させるといいますか、その辺の法律の趣旨によりまして、このよう

な控除制度をつくったというふうに理解してございます。1,000 万円以下であれば、すべて控

除されるということになります。 

○議長（堀部登志雄君） ほかよろしいですか。 

 それでは、質疑なしと認めます。 

 これをもって報告第１号の議案説明を終わります。 

 以上をもって定例会５月会議の議案説明はすべて終了いたしました。 

                                         

    ◎閉会の宣告 

○議長（堀部登志雄君） これをもちまして議案説明会を終了いたします。ご苦労さまでした。 

（午前１１時１１分） 


