
        － 155 － 

                                         

    ◎議案第７号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定につ 

           いて 

〇議長（山本浩平君） 日程第12、議案第７号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題に供します。 

 提案の説明を求めます。 

 山口総務財政部長。 

〇総務財政部長（山口和雄君） 議案第７号でございます。白老町税条例の一部を改正する条

例の制定について。 

 白老町税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 平成23年12年９日提出。白老町長。 

 議案説明でございます。本町におけるホテル及び旅館業の今後の国際化に対応した施設整備

を促進させるとともに、宿泊施設の新たな誘致や経済不況による撤退を防ぐことを目的に、国

際観光ホテル整備法に基づく不均一課税の導入を図るため、本条例の一部を改正するものであ

る。 

 以上でございます。 

   

白老町税条例新旧対照表 

改正前 改正後 

（固定資産税の税率） 

第６２条 固定資産税の税率は、１００分の

１．７とする。 

（固定資産税の税率） 

第６２条 固定資産税の税率は、１００分の

１．７とする。 

 （固定資産税の不均一課税） 

第６２条の２ 国際観光ホテル整備法（昭和

２４年法律第２７９号）の規定による登録

ホテル及び登録旅館の業務の用に供する家

屋に対して課する固定資産税の税率につい

ては、前条の規定にかかわらず、当該登録

を受けた日以後最初に固定資産税を課する

こととなった年度から５年度分に限り、前

条の規定により算出した額の１００分の７

０とする。 

２ 前項の規定の適用を受けようとする家屋

の納税義務者は、次に掲げる事項を記載し

た申請書に、その登録を証明する書類を添

付して町長に申請しなければならない。 

（１）所有者の住所及び氏名又は名称 

（２）家屋の所在、家屋番号、種類、構造及

び床面積 

３ 第１項の適用を受けた家屋の納税義務者

は、その事由が消滅した場合においては、
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直ちにその旨を町長に届け出なければな

らない。 

   

〇議長（山本浩平君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

 ５番、松田謙吾議員。 

〇５番（松田謙吾君） 松田です。先ほどはどうも。この不況による撤退を防ぐことを目的、

この文言は私は変えるべきだなと思うのだ。例えば不況によればというのであれば何の業種も

皆そうなのです、何の業種も。例えばさっき言おうとしたのは、漁業はサケがとれなければ不

況なのです。建設業界は、土木事業なくなれば不況なのです。ですから、尐なくてもこの文言

を、やるにしてもこの文言では私はちょっと直すべきだと思うのですが、どうですか。 

〇議長（山本浩平君） 高畠企画振興部長。 

〇企画振興部長（高畠 章君） この法律は、国策によって国の観光立国ということを目指す

ために国内のそういうホテルを整備しようというものが背景にありまして、観光によるまちづ

くりを標榜する我がまちとしましても、やはり国のそういう事業の一端を担う、そういう役割

を担うという意味で今回こういう税条例の除外措置を適用させてもらったというのが背景にご

ざいます。 

 その文言につきましては、これはあくまで町としてのミクロ的な見方で、そういうような効

果もありますというようなことで説明の理由の一端とさせていただいたところでございますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（山本浩平君） ４番、大渕紀夫議員。 

〇４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。この間の議案説明の中で、対象物件が１件だと、１

業者というのですか、１件だけだと。この条例をしいていないのは札幌、函館ですよと、こう

いう説明だったのです。趣旨について云々というのではないのです、僕言うのは。ただ、札幌、

函館なんかというのは人口的には１番目と３番目の都市です。そういうところがこの条例をし

いていないと。ということは、逆に言えば地方の都市がしいている、この条例を施行している

ということですよね。そうすればやっぱり対象物件がふえなければ恩恵はほとんどないのです、

条例つくっても。つくることについて反対だとかというのではなくて、この枠を広げるという

のはどうすればいいのか。国がそういうふうに決めているのでは町としてはどうにもならない



        － 157 － 

よというのでは、条例をつくったことによってどれだけ恩恵こうむる人がいるかということが

一番本来大切なことなのだ。それないのにやったってどうにもならない話なのだから、そこら

辺はもっと枠を広げるなんていうことは考えられないのですか。 

〇議長（山本浩平君） 高畠企画振興部長。 

〇企画振興部長（高畠 章君） 確かにつくっただけで、その条例の効果を見据えた中でない

とつくっても意味がないということだと思うのですが、今白老町では１つあります。たまたま

今１つあります。そして、さらにこれから、やはり今の時点でなぜこういうタイミングで申し

上げますかと、そこの部分なのです。それは、今ご存じのとおりアイヌ施策のプロジェクトが

進んでございます。そうなりますと、交流人口もかなりふえると。これ国際交流関係の人口も

ふえるというようなこともございまして、そういった見通しの中で今のタイミングでやらせて

いただいたということで、なおかつ条例がありながらホテルが一件もないという、そういう自

治体も実はございます。これはやはり自治体間の競争ですから、これからの時代を見据えて外

国人客をターゲットにした誘客活動、これはやっぱり北海道の全市町村大きな取り組みとして

とらえておりますので、ますますこの条例を制定する市町村はふえるかなと思っております。 

 以上でございます。 

〇議長（山本浩平君） ４番、大渕紀夫議員。 

〇４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。意味はよくわかります。それはわかりました。さっ

きから言っているように反対するとかではなくて、弱いのは本当は、そういう部分の対象にな

る部分は白老で見ればある意味一定限度の規模のあるところですよね。本当は今一番困ってい

るのはそれより下の旅館というか、そういう接客業を営んでいるところが本来そこのほうが厳

しいはずだと思うのだ。そういう業者の皆さんに対する保護措置がなくて、そこの大きなとこ

ろになるというのはどうも違和感があるのだけれども、そういうことではないのか。 

〇議長（山本浩平君） 高畠企画振興部長。 

〇企画振興部長（高畠 章君） この今回の条例の目的というのは、先ほど来説明している目

的はございます。それで、今大渕議員がおっしゃった部分のホテル、ここのホテルを対象にし

たもの何かという部分、これは行政といたしましてもこの部分については十分今後対処しなく

てはいけない部分かなと思っております。ですから、この部分についてそういうようないろん

な国の制度の改正、あるいは新たな補助制度の部分のメニュー化だとか、そういったものをと

らえた中で、それは当然セットとして取り組まなくてはいけない。たまたまこういう条例あり

ながら制定していなかったので、今回こういうタイミングでやらせていただいたと。でも、同

時に大渕議員がおっしゃるようなやっぱりもっと違う客層をターゲットにしたホテル、旅館、

そういったところも政策的に今後意見を聞きながら支援等を考えていかなくてはいけないと、

このように考えているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（山本浩平君） ４番、大渕紀夫議員。 

〇４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。わかりました。要するに今言ったことはどういうこ

とかというと、一定の基準、これは外国客云々で国でやると。固定資産税は何年間ですか、７



        － 158 － 

年間ですか、免除しますよということですよね。ということは、一定の規模の人たちはそうい

う恩恵を受けると。しかし、白老町にある民宿だとか小さなところだとか旅館業やっている人

たち、そういう人たちには恩恵ないわけです。ですから、今の話はそういうことを十分考慮に

入れて、一定限度の検討はしますよというふうに受けとめたのです、私は。何でも補助を出せ

ばいいとか、何でもまければいいとかと僕はそんなこと言っているのではないのです。だけれ

ども、一定の規模の人のところは軽減措置あるけれども、本来一番苦しくて、そこが頑張らな

くてはいけない部分に補助制度がないというのはやっぱり矛盾していると私は思うので、そう

いうことを検討するということの聞き方でいいですか。 

〇議長（山本浩平君） 高畠企画振興部長。 

〇企画振興部長（高畠 章君） ことしも６月の議会で440万円の経済対策、ああいう補正事業

で、かけ流し宣言だとかああいった事業を展開してございます。今当面はそういった事業を展

開しながら支援していきたいと。このような恒久的な措置の部分、これについては十分関係者

と協議をしながら、意見を聞きながら検討させていただきたいということでご理解いただきた

いと思います。 

〇議長（山本浩平君） ７番、西田祐子議員。 

〇７番（西田祐子君） 私もこの今回の一部条例に関しましてはちょっと疑問を感じているの

です。と申しますのは、ある１店舗だけが対象だと。残りはどうするのだという問題の中で、

やはり私前にもたしか予算委員会か決算委員会で聞いたことあるのですけれども、白老町とし

て入湯税取っていらっしゃいますね、毎年二千何百万円。私は、その入湯税をぜひホテルとか

旅館業、こういうことをやっている方々のために使うべきではないかと、目的税なのだからぜ

ひ使ってほしいとずっと申し上げてまいりましたけれども、なかなかそちらのほうはいかない。

だけれども、今回はこれは１件だけの旅館にだけ適用するというふうになってしまうと、私は

やっぱり違うのではないかな、白老は観光のまちとか今言ったように温泉かけ流しとかいろい

ろな形でＰＲしているのであれば、やはり多くのホテルや旅館が対象にできるものをぜひ出し

ていただきたいなと。そうする中で、例えば税金を安くするにしても補助金出すにしても貸し

付けるにしても例えば国際観光ホテル整備法に合うような、例えばもし直さなければいけない

ものだったら、その分の資金の貸し付けの一部金利を負担するとか、何とかそちらのほうに私

はしたほうがいいのではないのかなと。そうしたことが北海道の中でのやっぱり一つの観光地

として白老の業者さんが成長していただける糧になるのではないかなと思うのですけれども、

その辺の考え方はいかがでしょうか。 

〇議長（山本浩平君） 高畠企画振興部長。 

〇企画振興部長（高畠 章君） 入湯税につきましては、これは基本的に今目的税でございま

すので、西田議員おっしゃったような形で本来使用するということで、ただこの入湯税かなり

幅広く使えるものですから、じかに目に見えた形で関係団体に対する支援という形で予算づけ

はされてございません。周辺の道路整備だとか維持管理だとか、そちらのほうにも使えること

になっていますので、目に見えないというような形でなっているという部分、その部分にしま
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しては西田議員がおっしゃるような形で、毎年そのようには思うのですが、ただいろいろ維持

管理だとかそういった部分で目に見えない形で使われているのが現状でございます。そんな中

で、町としましてもより多くの入湯税が入るように、こういった新たなホテルの参入だとかそ

ういったことも含んだ中でその辺入湯税の額ができるだけ町に入ることによってそういった西

田議員がおっしゃるようなことを実現していきたいと、このように思っておりますので、ご理

解いただきたいと思います。 

〇議長（山本浩平君） 山口総務財政部長。 

〇総務財政部長（山口和雄君） ちょっと補足いたします。 

 入湯税年間23年度の予算で大体1,500万円ほどです。観光協会に事業費を含めて助成している

のが大体2,600万円ということで、基本的には入湯税の目的が十分かどうかはわかりませんけれ

ども、そういった支出をしていると、こういうことでご理解をお願いいたします。 

〇議長（山本浩平君） ７番、西田祐子議員。 

〇７番（西田祐子君） 23年度が入湯税1,500万円程度ということで、前は2,000万円以上あっ

たものですから、随分減ったなと、正直言って。たしか私知っている限りでは、一番多かった

とき2,600万円くらいあったような記憶があったものですから。その額は別にしまして、とにか

くその目的のために観光協会のほうに使っているとか、道路の補修に使っているとかという今

のご説明の意味もわからないわけではないのですけれども、でもやはり地場の企業がどうする

のだというのが一番問題です。先ほども言いましたけれども、経済不況による撤退を防ぐこと

を目的としと、撤退できるところはいいですよね。地元の企業は撤退もどこも行かれないので

す。そっちのほうがちょっと深刻なのではないかと私は思うのですけれども、済みませんけれ

ども、理事者側の答弁をお願いして、２回目の質問とさせていただきます。終わらせていただ

きます。 

〇議長（山本浩平君） 白崎副町長。 

〇副町長（白崎浩司君） まず、入湯税のお話ですけれども、入湯税例えばホテル業を行って

いるものに対して直接ということだけではなくて、周辺環境整備ということで道路であるとか

外灯であるとかそういうもの、あるいは観光の手法というのですか、そういう事業に充てると

か、そういうように幅広く入湯税も使わせていただいているということでまず１点ご理解願い

たいと思います。 

 それと、誘致した企業だとか地場だとかということですけれども、余り誘致した企業だけで

云々ということではなくて、当然今までいろんな経済対策の中で地場企業といいますか、既存

企業に対してもそういう対応策をしてきてございます。特に区分けしてといいますか、そうい

うことではなくて、当然地元の従前からやっている既存企業に対しても経済対策を広く適用で

きるようにこれは対応策としてこれからも検討を進めていきたいというふうに思っています。 

〇議長（山本浩平君） 13番、前田博之議員。 

〇13番（前田博之君） 13番、前田です。今まで議論されていますけれども、先ほど同僚議員

で担当部長のほうでは国のこういう法律整備の中でやるのだと。だから、やめないのだという
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ような答弁聞きましたけれども、これは現実的にいくと各自治体の判断によって不均一課税で

きるのですよね。そして、ニセコはあれだけホテル出てもしていないのです。この国際観光ホ

テル整備法に基づいてやっていないのです。なぜかといったら、町内のそういう企業に対して

不公平感があるからしていないです。全体の中小企業振興かな、何か地元の振興策の中で対応

してこういうことやっているのです、現実に。だから、これが何も国がやっているからと急に

変えなければならないということではないのです、これ。各自治体でできるはずなのです。だ

から、その辺についてまずお伺いします。 

 それと、今言ったように撤退云々と言っていますけれども、工業団地等に進出する企業は５

カ年以内に出なかったら土地の買い戻し条項なんかついているのです。これ仮に言葉悪いけれ

ども、食い逃げしてしまったらどうかということなのです。なるべくそのためにないよと言っ

ていますけれども、まずその２つと、もう一つは非常に類似施設との税負担の公平も考慮すべ

きだったのです、中で。多分今回町長、副町長余りかかわっていないと思いますけれども。そ

うすると、他町村見てもこういう５年でないのです。５年にするとか３年にするとか、あるい

は３年でも傾斜配分でどうするかとか、そういうことをやって、逆に言うと町財政も非常に厳

しいわけです、1,700万円といったら。そういうような本当に議論をしなかったのかということ

ともう一点、これはこれだけの条例でもこれだけ議論出ているのです。根っこは地元の不公平

感なくして、地元のサービス業、旅館業等をどう育成するか、どう育ってほしいか、振興すべ

きですよ。そうすると、これ１本ではなくて、なぜ議会の所管事務調査の協議とかかけて、も

っと地元の声を聞く、議員は代表ですから、もっとどうしたらいいかと、そういうことがある

べきだと思うのですけれども、その辺も十分に議論されたか、その３点伺います。 

〇議長（山本浩平君） 高畠企画振興部長。 

〇企画振興部長（高畠 章君） 今回のこの条例の改正、ここの部分につきましては前田議員

おっしゃるとおり行政としましてもこれは各自治体の判断で、当然この条例を適用するかどう

かは自治体の判断です。そのとおりです。ですから、私も先ほど説明したようにまちづくりに

おいて観光を標榜するという意味でうちはこの条例にのっかって、この町の税条例を改正した

いということを意思として表示しているわけです。ですから、そこの部分は義務的に国がそう

だからとかそういうことではないということで、その辺ご理解いただきたいと思います。当然

これは皆さん方がお考えになって、そして決めることだということは認識して、こういうふう

に提案させていただいております。 

 それから、公平感の部分ですが、これにつきましてはやはり例えば先ほど松田議員から質問

ありましたようにほかの業種どうなのだとかそういった部分もございます。ただ、そういうよ

うなものがあれば、そういう条例があればそういう形でというのは当然その都度、その都度考

慮してやりたいと、やらなくてはいけない部分だと思います。たまたまこれは国がこういう法

律を整備して、こういうことをやろうではないかということを全国の自治体に声をかけた部分

でございますので、その部分について町ではこう判断したいというふうに考えて提案させてい

ただいたところでございます。それと、これも期間限定してございますので、５年間という期
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間で限定して考えております。 

 それと、地元業者の育成をセットとして本来ならやるべきだというお話ですが、この部分に

つきましては地元については先ほど申しましたようにことしの６月で補正かけたようなああい

う部分でやっています。昨年もやっています。それはそれでやって、そして今回こういう条例

を提案することによって、これはあるいは地元の中でもこういう今回の国際観光ホテル法にの

ったような整備をしたいというところもあらわれるかもしれません。ですから、そういったこ

とも踏まえた中で、この条例を提案させていただいて、その中で地元の声を十分吸い上げて、

地元の部分については違う方向で運営したいというところにつきましてはそれなりの考え方を

行政としてはしっかり受けとめた中で検討させていただきたいと、このように考えているとこ

ろでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（山本浩平君） 13番、前田博之議員。 

〇13番（前田博之君） 今部長改正したいと町は意思表示してきょう出したのだと。これ議論

しているのです。たくさん今議論出ているのです。では、この後採決とるのです。判断できま

すか。私は判断して態度決めますけれども。そういうこと言うのなら、私がさっき言ったよう

になぜそこまで部長言い切るのなら、これだけの地域振興、まして観光に対して大きな補助金

出しているのです。では、なぜもっと時間をかけて議論をしないの。単なる国際観光ホテル整

備法による不均一課税だけの話ではないのだ。もっともっとすそ野を広く皆さん議論している

のです。それをこういう形で改正したいと町は意思表示しているのだと。しかし、それは議論

の場ないでしょう、今皆さんこれから意見出るかどうかわかりませんけれども。そういうこと

ではなぜそういう形の議会なり、観光協会とかそういう意見を聞いて、もっと意見の集約を図

れないのだろうか。まず、そこ。 

 それと、財政税務課長にお聞きしますけれども、ここでいけば62条の２で当該登録を受けた

日以後最初の固定資産税を課することになった年度から５年となっていますけれども、これは

実際に課税するのはさかのぼるのか。さかのぼるのであれば、遡及の部分の条例の附則が載っ

ていないのです。そして、多分これは１月１日の課税ですから、当然これ通れば公布の日から

ですから来年からになると思いますけれども、この業者は虎杖浜のふる川ですよね。これはち

ゃんと国のホームページ見たら指定受けて名前出ていますから私言います。そうであれば、も

っと前に白老に進出してきていますから、その課税状況はどういう課税の時点になって、あと

そしたら残り何年になるのか、その辺伺います。 

〇議長（山本浩平君） 高畠企画振興部長。 

〇企画振興部長（高畠 章君） 私の説明は、前田議員が法律による義務だというような形で

はないですよというようなお話があったものですから、私はそのとおりですというふうにお答

えしただけのことでございますので、その辺ご理解いただきたいなと思います。 

 以上です。 

〇議長（山本浩平君） 大黒財政税務課長。 

〇財政税務課長（大黒克己君） ただいまの不均一課税の開始年度でございますが、あくまで
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も遡及ということではなくて、申請書を提出していただいて、その後の始まる初年度から５年

間という条例のつくりにしてございます。 

〇議長（山本浩平君） ８番、広地紀彰議員。 

〇８番（広地紀彰君） ８番、広地です。今同僚議員のほうからもありましたとおり、今回の

条例改正についてどうしても不公平感がぬぐえないという問題がまず指摘されています。それ

を踏まえて具体的にまず質問したいのが１つなのですけれども、今回の条例改正によって減免

になる固定資産税の税額を年当たりで教えていただけますか。 

〇議長（山本浩平君） 暫時休憩をいたします。 

          休憩 午後 ２時４０分 

                                         

          再開 午後 ２時４３分 

〇議長（山本浩平君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 ただいまの答弁を願います。 

 大黒財政税務課長。 

〇財政税務課長（大黒克己君） ただいまのご質問、年間でどのぐらいの減尐額があるかとい

うご質問でございますが、先ほど来お話出ていますとおり該当がホテル業１件ということで、

ちょっと個人情報にかかわる部分ということでご答弁は差し控えさせていただきたいというふ

うに思います。 

〇議長（山本浩平君） ８番、広地紀彰議員。 

〇８番（広地紀彰君） ８番、広地です。まず、その金額は明らかにできないという点につい

ては理解しました。ただ、私が何を言いたいかというと、要は結論としては今回の条例の改正

が賛成だとか反対だとかそういったことを言っているわけではないのです。そうではなくて、

同僚議員のほうからもありましたとおり広くこの白老町の観光施策のその重点だとか、その課

題だとか、既存の宿泊施設だとか、これからの誘致だとか、そういったことを踏まえた総合的

な提案であるべきだというふうに言っているのです。 

 話の中で尐し気になった点が幾つかあるのですけれども、まず１つ目で今回の春に東日本大

震災のときにあったあの緊急経済対策で440万円の事業、緊急事業が実施されていると。それに

ついては承知もしていますし、大変大きな効果があったと思っています。ただ、あれは国難と

も言える東日本大震災の大不況の中で、厳しい財政を勘案しながら、それで何とか440万円ひね

り出して実施した施策だと思うのです。実際にあの440万円も飲食店の方々を中心とした施策、

あと源泉かけ流し宣言だとか宿泊業者を関連とした施策、それぞれに配分して、それぞれにみ

んなが、例えば私はあの源泉かけ流しの会合にはまっていますけれども、私が知っている公式

な会議だけでも７回、ずっと議論、議論を積み重ねて、どうやったらこの使い道が有効になる

のだろうかと、どうやったら白老町が盛り上がるのだろうかとそれは必死に考えて、それこそ

町職員を交えながら一生懸命考えて実行した施策が440万円なのです。なので、今回こういう形

で国際観光に対応した宿泊施設をふやしていきたいと。それは、今後のアイヌ国立博物館の計
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画ともあわせてそういった国際化が必要だと。それはわかりました。わかったのですけれども、

であればやはり企画振興部長のほうからもあったとおり本来はその既存の宿泊施設のレベルア

ップ、国際化、そういったものに対してきちんとセットにして提案されるべき条例だと私は言

っているのです。そのあたりについてのお考えを、先ほど同僚議員のほうからもありましたの

で、総括ありましたけれども、なるべく具体的にお話ししていただきたいと思っています。 

〇議長（山本浩平君） 高畠企画振興部長。 

〇企画振興部長（高畠 章君） 今回ご提案は当然予算ではなくて条例です。ですから、こう

いう条例という部分につきましては、具体の取り組みとその条例が結びつくものもあり、つか

ないものもあります。行政としては、広地議員がおっしゃるようにその取り組みについては、

やはり当然こういう国際観光ホテル法に基づくようなホテルだけではございませんので、セッ

トでという部分、これを十分考えた中で具体の取り組み、これはやらなくてはいけないと、そ

こはご理解いただきたいなと思います。たまたま法律の部分で今回こういう条例改正をこの部

分についてさせていただいたということで理解していただいて、行政としては当然同じ考え方

に立っているということでご理解いただきたいと思います。 

〇議長（山本浩平君） ほか質疑ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（山本浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 ７番、西田祐子議員。 

          〔「反対討論」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（山本浩平君） まず、本案に対する反対討論の発言を許可します。 

          〔７番 西田祐子君登壇〕 

〇７番（西田祐子君） 西田祐子でございます。議案第７号、白老町税条例の一部改正につい

て反対いたします。 

 私は、この国際観光ホテル整備法に基づく不均一課税の導入に反対申し上げます。今回の条

例は、意味はわかりますけれども、一番大切なことは白老町が財政に非常に危機を持ったとき

に多くの白老町民の方々の協力をいただき、固定資産税を増額しております。これは、企業も

個人も含めてでございます。いまだにその固定資産税の増額は変わっておりません。そして、

ただいま財政再建の途中でございます。この中で一部の業者だったらまだしも１件の業者のた

めにこのような整備法をすることよりも、もっと白老町の全体の経済発展のためになるような

条例の一部改定を求めるものであります。 

 以上によりましてこの法案に対して反対討論させていただきます。 

〇議長（山本浩平君） 次に、本案に対する賛成討論の発言を許します。賛成討論はございま

せんか。ほかに討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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〇議長（山本浩平君） これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第７号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手多数〕 

〇議長（山本浩平君） 賛成７、反対、大渕議員、松田議員、坂下議員、西田議員、前田議員、

及川議員、反対６名でございます。 

 よって、議案第７号は、賛成多数になりましたので、原案のとおり可決されました。 


