
○議長（三宅 耕三君）      日程第１、一般質問を行います。 
通告順により、質問を許します。 

１６番、山田眞澄議員。 

○１６番（山田 眞澄君）   初めに、議長並びに議員各位にお断りしたいと思います。 

一般質問の通告の日の締め切りの後に、９月定例会の議案書が配られてまいりました。

そのために、私の通告しました内容が、配られた議案書を読めばわかり切ったようなこと

が出てきます。それで、お笑いにならないように。 

私ども、町側に言いたいんですけど、９月は決算を審査する、これはもう決まっていること

なんです。にもかかわらず、決算書に基づく行政報告なんかが遅れてきますと、一般質問

で本来取り上げたい問題が配られてないもので、締め切りに間に合わない。通告ができ

ない。そして、配られたものをもとにしてしゃべると、それは通告がありません、と答弁を拒

否されると非常にやりにくいので、今後、ご努力を願いたいと思います。まずこれを申し述

べまして、質問に入ります。 

 平成１８年度、今年度の地方交付税の額が決定してきたと思うのです。これを報告して

いただきたい。 

配られた補正予算を見ますと、６億４，０００万円という数字が出ております。これのきちん

とした数字をお示しいただきたい。 

次に、東員町では、よそではやってない三岐鉄道北勢線の運営について、運営負担金、

決算書で言いますと、平成１７年度は１億２，５８５万６，５００円、これも町独自でやってお

りますオレンジバス、いろいろな経費がありますが、そのうちの運行を頼んでおる費用が５，

７５２万２，９０６円、三岐鉄道北勢線の運営負担金とバスの運行管理費、あわせますと約

１億８，３３７万９，０００円となります。厳しい財政状況の中で、これを年々負担していかね

ばなりませんが、これが交付税の算定規準に入っているのか。支出の財政需要額に入っ

ているのか、入っていないのか。入っているとすれば、いくら算定されているかを、お示し

願いたい。これが第１点です。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   おはようございます。 

ただいまの山田議員の、地方交付税についてのご質問にお答えをいたします。 

まず、平成１８年度の普通交付税額は、６億１，０５９万８，０００円と決定されまして、前年

度の１０億９１３万１，０００円に比べますと、３億９，８５３万３，０００円の減額となっており

ます。 

減額の要因につきましては、基準財政需要額におきまして、国勢調査での町人口の減少

などにより、前年度比１．５％、約６，０００万円の減、基準財政収入額におきまして、法人

税をはじめといたします町税や所得譲与税などの増により、前年度比１１．７％、約３億４，

０００万円の増でございます。 



また、北勢線への負担金及びコミュニティバスの運行費用につきましては、普通交付税の

算定基準に入っておりませんので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。  

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      山田眞澄議員。 

○１６番（山田 眞澄君）   今年度、平成１８年度の当初予算を編成する段階で、町税と

ともに大きな歳入のもととなる交付税の算定は、非常に難しいが、これまで厳密に検証し

て、予算に計上されておったと思います。 

それで、交付税を計上する場合には、平成１７年１２月から翌年１月にかけて予算が編成

されると思うんですが、その段階で、平成１７年度の町税の調定額というのは、ほぼ確定

しているはずですね。それにもとづいて、前年より町税がどのぐらいふえるのか、あるいは

減るのか。７５％は交付税の計算に繰り入れられることは、百もご承知だと思う。 

それともう一つは、国の方でいう地方財政計画、これは大きな数字ですけども、この動き

の中で、交付税が大体どのぐらいになるのかということが推定される。そして、町で考えた

数字を県へ問い合わせるはずです。これが今までのやり方であった。 

ところが、私ども今年度当初予算に賛成したのは、昨年度１０億６，０００万円であったの

を、今年９億４，２００万円と計上されたと。堅実にやっているなと。町税の調定額は我々

わかりませんから、堅実な予算を組んだなと思って賛成しておりました。ところが、交付税

額が決定したら、そこから３億円下げてきた。下げざるを得なくなった。これは町の財政収

入、町税収入の大きな見込み違いではないのですか。当初予算を編成されるときに、どう

いう論議をなされて、９億円の交付税額を定められたのか。これは責任問題ですよ。当初

予算を計上した額の３分の２に減った。この見込み違いを誰か責任取るんですか。こんな

危ない予算の編成は、町民から信頼を失いますよ。ご答弁願いたい。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 基本的に交付税というのは収入額と需要額の差でございます。需要額が現実に減って

おるのは人口の関係でございます。人口が、東員町の場合、国勢調査で４１０人減ってお

ります。それだけでも５，８００万円減っておる。交付税というのは、いろいろのことから算

定されるわけでございますけども、人口というのが一番規準になるんです。 

経常経費と投資的経費、２つの項目に分かれてくるわけなんですけど、土木費の中には

道路橋梁費、都市計画費、下水道費、その他土木費とあるんですけど、都市計画費は全

部人口に絡みます。人口というものが全部絡んでくるわけなんです。教育費は人口が絡

みません。これは生徒数でいきますし、児童数でいきますので、変わりませんけど、社会

福祉費にしても、人口というのが絡むんです。投資的経費についても、人口というのが絡

んでくるのです。だから人口が減るというのは、非常に大きい。だから人口増加を図る施

策というのが、私は一番重要であると思っております。 



 基本的に平成１８年度の交付税を見せていただきますと、経常経費は余り下がってない

んです。需要額。下がっておるのは投資的経費なんです。ということは、それだけ投資をし

てない。事業をしてない。これは当然下がる要素でございます。 

収入額を見ますと、現実に税が伸びてきておる。東員町の町民税の場合の所得税で１億

４００万円伸びております。町民税の法人税で１億６，９００万円伸びております。いろいろ

の国の三位一体の改革で、所得譲与税ということで１億６００万円伸びておるんです。合

計３億８，０００万円というのが、入で伸びてきておるんです。入が伸びれば、需要額から

差し引きでございますので、当然減るんです。 

だからその辺は、昨年１２月ごろの当初予算の編成の段階で誤ったのと違うのか、という

んですけど、現実、配偶者の特例控除とか、定率減税の２分の１とか、いろいろ税をいら

ってみえます。そんなことで、当然増税になってくる。そこら辺で現実に私は何ら間違いで

はないと思ってますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      山田眞澄議員。 

○１６番（山田 眞澄君）   人口が減ると財政需要額が減る。これはわかります。税収

が伸びると、７５％は交付税から減額される。これも知ってます。 

そこで、今、町長、わざわざお立ちになってご答弁いただきましたけど、平成１８年度予算

編成の段階、正確にわかりませんが、平成１８年１月としましょう。それから４月までに一

遍に人口がガタンと減ったんですか。減るのは要素になるとおっしゃった。それは認めま

すが、何百人も一遍にガタンと減ったんですか。 

それから町税が伸びたら交付税が減る。これもわかってます。７５％が影響するわけです。

そのときに我々は知らんけども、財政の担当者は、平成１７年度の町民税の伸びは調定

額で握っているはずです。 

そうすると、人口は減った。税が伸びた。これは３億円も交付税の予算を減額する根拠に

はならんです。説得力ないですよ。だからその辺に誤りはなかったのか、ということです。

予算編成の段階で。多分、町長も、交付税これ大丈夫かとおっしゃったと思う。そのときに

町長に、これで大丈夫です、と職員から説明しているはずです。何を根拠に、町長にこん

な間違えた判断を下させたのか。これを私は聞いているんです。 

 ご答弁願いたい。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 人口につきましては、あくまで国税調査規準でございますので、５年前の人口と今回の

人口がそれだけ減ったと。それをもとに算定をされます。 

税の関係は、基本的には、その時点では平成１７年度というのは見通しが立っていると思

います。決算見込みというのは出てると思います。 

すみません。税の関係は助役の方から答弁をいたさせます。 

○議長（三宅 耕三君）      安藤修平助役。 



○助役（安藤 修平君）   算定規準になる日について、お答えをさせていただきます。 

 町民税、俗に言う町税ですけど、前年分を対象に算定されますので、平成１８年度の交

付税というのは、平成１８年６月に課税状況という調査票をつくりまして、それをもとに規準

財政収入額、税の収入額が算定されます。 

法人町民税につきましては、決算の時期がいろいろ法人によって違いますけども、最終的

に多いのは３月が決算時期ということで、そうなりますと２カ月の調整期間があって、町の

方へ来るのは５月でございます。これが年間を通じた算定の方法といいますか、半年ずつ

で計算をするわけなんですけども、最終的にはその辺で３月期の決算というのは多ござい

ますので、その時点をとらえての算定になります。 

ですから今年度、法人町民税が伸びておりますけども、来年度、法人の状況によっては、

計算をやり直して、差し引きして交付税に反映をされてまいりますので、なかなかとらまえ

るのが難しい部分も、法人なんかは特にそうですけども、海外投資とか、そういうことをや

られますと、昨年並みに来るかと思っておっても、ガタンと落ちる場合もありますので、来

年度、平成１９年度の交付税も、法人町民税につきましては、そういう嫌いがありますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      山田眞澄議員。 

○１６番（山田 眞澄君）   またまた間違いをしました、という答弁は出てきません。それ

はいいです。改めて補正予算のところでやります。 

 次の問題に移ります。 

 これも行財政改革検討委員会の中間報告がないといって、一般質問の通告したら、出

てきました。やっぱり言わないとあかんのかなと思って、今ごろ気がついたんですけども。

だから通告いたしましたことより、少し範囲を広げるかもしれませんが、通告のテーマから

は外れませんので、ご了解願いたいと思います。 

 私も町の行政、財政を一遍根本的に見直さねばならん、という認識は承知しております。

町としては行財政改革検討委員会を立ち上げて、これまで３０回、委員会を開催されてき

ました。その議事録を２０回から３０回までまとめて、この間いただきました。 

これを読ませていただいても、町からの提言、あるいはワーキンググループからの案とい

うのが時々出てくるんですが、その中身は我々わからないわけですね。検討委員会にお

出しになっている。だから読んでおっても理解しにくい部分もあります。また、委員会でや

っていらっしゃるので、この中身について、私が口出しをするつもりはございません。ただ

読ませていただいて、感想を言えば、非常に細かく熱心にやっていらっしゃる、という印象

を受けました。 

 そこで、この中で出てくる言葉で気がつきましたのは、検討し、改革しようという意見を述

べていらっしゃる組織は町内に今いくつあるのか。これでいうと、本部からの提言というの

があります。それからワーキンググループの意見、というのが書かれてます。そのほかに

もあるのか。町民協働活動委員会、というのがありますね。これとは直接関係ありません



が、これにも新しい行政のあり方を提言していただこうといって期待しているのか。こういう

組織が町内に今いくつあるのか。一遍お示し願いたい。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えさせていただきます。 

町の行財政改革に関しましては、３つでございます。 

○議長（三宅 耕三君）      山田眞澄議員。 

○１６番（山田 眞澄君）   ３つということですので、確認します。 

町長以下幹部で組織されてます、正式な名前は知りませんが、行財政改革推進本部、２

番目が一般職の職員で組織されているワーキンググループ、３つ目は町民協働活動委員

会、これは２年だと思うんですが、この３つでいいんですか。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 行財政改革の関係では、行財政改革推進本部、それと職員のワーキンググループ、そ

れと行財政検討委員会でございます。協働活動委員会は、直接には関係ございません。 

 以上です。 

○議長（三宅 耕三君）      山田眞澄議員。 

○１６番（山田 眞澄君）   ご検討いただいた議事録をもとにして、若干お尋ねしたいと

思います。 

 委員会の話し合いの中で、総合型地域スポーツクラブ検討委員会の話が出ております。

これは第２７回目、平成１８年５月に開催され、議事録の１０ページから１３ページに、この

問題が記録されております。 

そこで、社会教育課では、地域スポーツクラブの性格をきちんと委員の皆さんに説明して

いたのかどうか。これを読んでみますと、委員は、全然本来の国のいうスポーツクラブの

姿勢と違うことを感じていられるように思うんですわ。ここらちゃんと説明したんですか。社

会教育課と書いてあるだけで、誰かわかりませんけども、お願いします。 

○議長（三宅 耕三君）      石垣征生教育長。 

○教育長（石垣 征生君）   私は検討委員会に出ておりませんので、担当課の方でお

答えをいただきたいと、こんなふうに思います。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   お答えをさせていただきます。 

 昨日からも、いろいろご説明させていただいておるところでございますけれども、補助金、

負担金、いろんな関係をご審議していただく中で、担当課といたしましては総務課でござ

いますが、全庁的にわたるということでございますので、いろんな説明につきましては、担

当課の係長クラスで検討委員の方へ個々に説明をさせていただいているのが現状でござ

います。そういった中での聞き取りの中で提言、という形で出てきておりますので、ご理解

をいただきたいと思います。 



○議長（三宅 耕三君）      山田眞澄議員。 

○１６番（山田 眞澄君）   これ、東員町で勝手につくろうというスポーツクラブではない

んですね。国の法律で、総合型地域スポーツクラブを組織しなさいと。それに基づいて、

県、町でやるわけです。東員町独自でやるのなら、東員町でその性格づけは勝手にでき

ます。けども、これは国の指示、文部省の系統から指示が来ての話です。だから勝手な、

その辺でいうスポーツクラブでは、根本的にないわけですね。それを今、総務部長が答え

てくれましたけども、議事録を見ますと、発言者は全部、社会教育課になってます。 

今、私が取り上げる部分は、陸上競技場の使用料の話を委員はやっているわけです。そ

の中で委員は、あそこの使用料、維持費その他について、いろいろ意見を交わされている。

それはいいんです。ところが、やがてスポーツクラブができ上がるから、陸上競技場の管

理運営もクラブの方で、という話がある。それもいいんです。ところが、陸上競技場まで、

スポーツクラブで管理運営ができるか。あそこへ管理者を１人駐在させるぐらいはできて

も、競技場を管理するというのは、スポーツクラブというのは、町内にあるあらゆる運動ク

ラブの運動をやっている方の連合体ですね。そこで、そんなことをやれるのかどうか。 

私は、中身はいい悪いは言いません。問題は、検討委員会でやっていらっしゃる皆さんに、

スポーツクラブの性格をきちんと理解してもらって論議しないと、話がわからんものですか

ら、この辺のいろんな野球クラブがある。グランドゴルフやゲートボールがある。こんなも

のが２つ３つがある、ぐらいの感覚でやっていらっしゃる。そういう感じを受けるわけです。

スポーツクラブというのはこういうものです、という説明を初めにきちんとしないと、町でや

るのなら何でもいいですが、法で定められている、文部省から組織せよと全国的に指示さ

れている、そういうものですから、勝手な解釈をこちらでするわけにいかんわけです。委員

が勝手なことを解釈したのではなくて、十分説明してない、そういう問題があるんではない

かと思います。 

その論議の中で、こういう話が出ました。維持費の問題で、赤字になるという話が当然あ

るわけです。それはいいんです。そしたら委員の中から、桑名の市民病院もようけ赤字を

抱えておると。市は、それにお金を出していると。それから消防の話になって、消防は東

員町は桑名にお世話になっていると。こういう言い方をしている委員がいらっしゃる。その

ときに、委員の自由な論議を妨げよ、とは言いませんけど、例えば消防分署、確かに事務

系統のことは、桑名市がやっとってくれますけども、あの費用、全部、東員町が出している

んですね。桑名市から１円の助けもかりてない。ここで要る費用は、全部東員町から出し

ているんです。ただ事務的な、例えば職員採用とか人事異動だとか、そういうことは桑名

の方でやっとってくれますが、あと何も我々は、桑名のお世話になっているという、私は意

識はないし、事実ないと思う。ところがそういうことは、あれは桑名の消防士やで、全部世

話になっていると。 

○議長（三宅 耕三君）      山田議員に申し上げます。 



 ただいまの発言は通告の範囲を超えておりますので、通告に従って質問するようにご注

意願います。 

○１６番（山田 眞澄君）   わかりました。 

 では委員会への、これを読んだ限りの感じですが、説明者の立場で、現状を維持したい

という気持ちが、ありありと説明の中で読み取れるわけなんです。 

もう一つ重要なことは、多分、委員長の結語ですけれども、当日の締めくくりの言葉ですけ

ど、５月の会議の発言です。議事録の５ページと６ページです。そこで、委員長から指摘を

受けてますね。ワーキンググループの意見と担当水道課の意見とが違うではないか、こう

いう指摘を受けております。そうしますと、ワーキンググループも町内の一般職の職員で

す。そこの意見と担当課の意見とが違うんですよ。委員会にこんな意見が出されたら、委

員の皆さんは戸惑うだけなんです。これは委員会の判断を間違わせる大きなもととなると

思いますが、こういう意見の違いがあったことを認めますか。 

○議長（三宅 耕三君）      近藤洋総務部長。 

○総務部長（近藤 洋君）   お答えをいたします。 

 行財政検討委員会の中でご議論いただいた項目につきましては、ワーキンググループ

という組織につきましては、課長補佐から主任主事、外部委員長とか、そういった広範囲

にわたります職員を入れております。 

そういった中で、担当課の説明につきましては、自分たちが仕事をやっているという内輪

での見方も当然出てきますので、それを町として全体的な目で見るという見地から、ワー

キンググループを立ち上げて、そこでの検討、方向性を導いておるわけでございまして、

いろんな意見の違いというのは想定をしておりますが、そういったワーキンググループの

検討をしていただく中で、まとめて本部の方で結論立てていくということで、その過程では、

どうしても意見の相違は出てきておりますので、ご報告をさせていただきます。 

○議長（三宅 耕三君）      山田眞澄議員。 

○１６番（山田 眞澄君）   要するに、委員から言ってみれば、中身はわからん、出てき

て、ワーキンググループという意見と担当課から出てくる意見と違っておったら、一体何が

どうなっているのか判断しにくい。全然別の立場からしゃべってくれ、というのはいいです

よ。けども、肝心のデータの判断をする場合に、意見が違っておったら、委員会では審議

できんですよ。ここにはっきり書いてある。担当課とワーキンググループの見解が違う。た

った１行ですが、きちっと書いてある。これは水道料金をどうするか、大きな地震に備えて、

壊れたときに直す金がないから、早目に料金を上げて用意をしろ、という論議の中です。

こういうことでは、委員会が判断を誤る、検討の土台が違うので、非常に困ると思う。 

 そこで平成１７年８月２５日に、負担金使用料のあり方に関する提言書がまとまって、出

していただいた。昨日の部長の答弁では、検討して対応する、といってるんですね。きのう、

そういう答弁があったと思う。 



町長、これどうお考えですか。せっかく長い論議をかけて、まとめてくれた提言。いただい

たらそのとおりにしろという意味ではない。直ちにそれは行革の本部で検討して、去年の８

月ですよ。もう１年前です。間に合えば、今年の当初予算にでも、それを反映した予算編

成の仕方があったと思う。１年たって、いまだに検討中って、これは怠慢で、やる気がある

のかないのか。私は議事録を見て、そういう感じを受けました。 

最終の会議は去年の８月ですね。そのときに細かく皆さんご覧になっていると思う。一番

最後のところ。各項目にわたって、ご意見が出されている。なぜこれをすぐに検討せんの

ですか。１年たってますよ。これは町長にご答弁いただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 

 現在の状況というか、今、町としてやっておるのは、行財政改革推進計画があるわけで

ございます。項目的には、６９項目の計画が出ているわけでございます。その６９項目を平

成１８年度から平成２０年度にやると。それは当然実施するものもありますし、方向性の決

定もございますし、設立もあるということでございますけど、今、議論になりました総合型

地域スポーツクラブの設立というのは、平成２０年度に設立しますということで、年次予定

が組まれております。 

そんなことで、平成１８年度の分もあるわけでございますけど、その平成１８年度で既に実

施させていただいた項目もございますけども、改めて本部を開催して、平成２０年度まで

のいろいろな項目を、実施に向けて、これからきちっと決定をしていく。そんな段階でござ

います。 

 全部で６９項目あるわけなんですけども、平成１８年度実施ということの計画で実施して

おりますのは、委託業務の経費の削減、これらは可能な限り一括発注を実施するというよ

うなことで、既にこれはさせていただいておるというようなことで、いろいろほか、平成１８

年度見せていただきますと、維持補修費の抑制をするんだというようなことから、歳出の

抑制を図っていくということで、いろいろの項目が出ております。コミュニティバスの実証運

行も、一応は平成１８年度も実施していくんだ、というような格好で、もっと大きな項目も、

これからきちっとやっていくという方向は出ておりますので、本部で決定をしていきたい、

そんな思いでございますので、まだ本部会議は開かれておりませんので、確実に実施計

画を策定していく、ということでご理解をいただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      山田眞澄議員。 

○１６番（山田 眞澄君）   順次、改革に手をつけていらっしゃることはわかりません。け

ど、せっかく検討委員会を頼んでつくって、そこで論議してまとまった。提言が出てきたわ

けです。これがまだ実施されてない。この中で採用できんものがあったのは、それはいい

です。そういう見解なら、それは構わんです。けども、これが１から１０まで全部採用するこ

とはできない、というお考えとはとても思えません。 



そうすると、慎重にやるのはいいですけども、悪い言葉でいえば「たなざらし」。せっかく委

員会から町の方へ出していただいた提言がたなざらしになっている。これは委員会に対し

ても無礼だと思う。それから町の改革の遅さを示すものだと思う。６９ある項目の中から、

変えていく方向が見えたものはどんどん変えていく。いいと思う。ところがおっしゃることと

提言がたなざらしになっていることと、少し合わんように思います。 

もうこれについて言いません。ただ、急いでどうするか決めて、実行していただきたいと思

います。 

 今のことに関連して３番目に入ります。 

 東員町の一般職です。職員が改革に取り組む姿勢というのは、ワーキンググループとい

うのをつくっていらっしゃるのですが、その中に直接町長は入ってないと思いますが、庁内

の一般的な話で、町の職員の中で改革について積極的な者とそうでない者、あるいは言

葉をかえれば、全体としてよい点はどれなのか。よくない点はどれなのか。どのようにお

感じになっていらっしゃるか、ご答弁いただきたい。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   行財政改革に対する職員の姿勢についてのご質問に、お答え

をいたします。 

 本町は、大規模な住宅開発により、人口が急増し、また、地域が狭い中にも優秀な企業

も立地をしており、これまでの町の財政を支えていただきました。こうした豊かな財政力に

甘んじて、職員の創意工夫がいまひとつ欠けていたところも、ないとは申せません。その

反面、健全財政維持という観点からは、時代に応じた行政運営の改善や合理化に、職員

一人一人が取り組んでまいりました。 

地方分権による権限や自己決定権の拡充に伴い、地方自治体が、自らの責任において、

住民ニーズや地域の実情に則した総合的な政策を自ら考え、実施していく必要があり、職

員の力量が大いに試されることになります。すなわち職員の優劣と意欲が、まちづくりの

結果となってあらわれる時代を迎え、職員一人一人がさらに能力を開発し、創意工夫を行

っていく体質の構築が必要であります。 

 例えば、行政運営に経営感覚を培ってスピードとコストを意識すること、前例主義にとら

われずチャレンジ精神を持つこと、地域とのかかわりを今以上持つことなど、常日ごろか

ら申しております。 

私は、本町職員は、このような時代の要請に十分こたえられる資質を有するものと確信い

たしておりますので、よろしくご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（三宅 耕三君）      山田眞澄議員。 

○１６番（山田 眞澄君）   今の町長のお言葉、非常に結構な言葉だと。具体的に一つ

だけ例を挙げて尋ねます。 

 行政報告書によると、平成１７年度の町税の徴収率が書いてない。いろいろ探しました。

そしたら２５ページの上のところに、町民税の口座振替のパーセントが示されてます。とこ



ろが、特別徴収というのは非常に多いことはわかりますが、これはまず滞納がないんです

ね。勤め先の会社で引かれて、会社が取り込んでいれば別ですが、大体基本的にきちん

と払われる。そうすると、口座振替はほとんど心配ない。滞納はどのぐらいあるか、我々も

心配です。 

計算すると、個人の窓口納付は１億５３８万５，０００円ぐらい、と私は計算してみました。

間違っているかもしれない。けど、滞納の回収機構を全県的につくって、そこへ依頼してま

でやってる状態です。なぜこれに滞納率はこのぐらいですと、前年比がようけ出てますが、

前年と比べてどうなんですか。私の経験では、まず徴収率は、９８％ぐらいがずっと続いて

いたと思う。それ以上の納付はきちっとされていた。よっぽど事情のある方が少しあって、

それが１％か２％滞納している、ということが数字で出ていた。こういう記憶があります。現

在、こんな１けたの滞納やないはずです。 

 そうしますと、職員は、滞納は税務課が対応すればいいんやと。前、滞納整理の係を３

人置いた。私は賛成しましたけど、あれやっぱり私は間違いだったと思います。３人の職

員が滞納整理する時代やないんです。 

町税というのは、人間でいえば血液です。この血液が回っているから、目も手足もあるわ

けです。滞納整理を、なぜ全職員でやらんのですか。大概、町内のあらゆる地域から、自

治会から、職員は来てるはずです。それを分担して、なぜやらんのですか。地域に住んで

おれば、あそこは今どうしても払えない家だとわかるわけです。それが税務課の９名の仕

事だ。 

私は意識の改革というのは、その辺から必要だと思う。２％、３％の滞納では、こんなこと

言いませんよ。二けた台の滞納率だと思うんです。 

 それからもう一つ、重要な発言があります。県の滞納回収機構へお願いして、経費は２

１０万円払ってます。そして６７３万８，０００円回収しましたと。これはわかります。ところが、

ほかのところでは、東員町の町税だけだと思うんですが、滞納は２億円、そして滞納者は

約１００件だと。このうちで大口もあるようですから、１件当たり２０万円弱なんですね。そ

んな多重債務とか、民間のローン会社で借りた金と違うんです。そんな大きな金じゃない

んです。よくよく話し合えば、２０万円を１年分割で払うとか、何とか話はできるはずです。 

職員は、おれは何課やから税収のことは関係ない、そうじゃなくて、税収があって初めて

役場の職員は仕事ができるんです。そこらのとこについてのワーキンググループかどこか

知らんけど、何の提案もないと思うんです。改革について、もっと我々も考えなあかんのだ

と。町長はさっき、職員によい評価をされてましたけども、そういう積極性、これが必要だと

思います。すぐに全課で徴収に行けとは言いませんが、私の提言についてご意見を伺い

たいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）      佐藤均町長。 

○町長（佐藤 均君）   お答えをさせていただきます。 



 今の税の関係で、国の流れと申しますか、来年度からそういう方向になってくる、という

のが見えてまいりました。といいますのは、もうご承知だと思うんですけど、３兆円の税源

移譲を、来年度から国はやると。所得税から町民税へ、全国で３兆円の移譲をやりますと

言われており、決定をされております。 

その中で、先ほど交付税というのは、収入額７５％を見ると。１００％算入ではない、という

ことでございますけども、実は今までの所得譲与税については、来年度は１００％算入す

ると。７５％とは違いますよ、ということになってまいりますので、そうなりますと、滞納をつ

くった分だけは東員町がそれだけマイナスになる。だから徴収率を上げないと、その町は

だんだん厳しくなっていくんだぞ、ということで、徴収率を上げるように指示をさせていただ

きました。来年度に向けて、そうならないように、１００パーセント算入されるんだぞ、という

ことを指示をさせていただいたところでございます。 

徴収につきましては、税務課だけではなく、全職員でやることも検討してほしい、という指

示もさせていただきました。そんなことで、これから努力をさせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）      山田眞澄議員。 

○１６番（山田 眞澄君）   町の行財政改革は、タンチョウヅルみたいに頭だけで考えて

おってもダメです。足の先まで力を合わせて改革に取り組まなければ成功しないと思う。

そのことをご努力されるよう願って、一般質問を終わります。 

 


