
総務部・各局

ご　意　見　・　ご　提　言　の　内　容 ご意見等に対する見解及び対応

（人事活性課）

　事業が半分になるのに、土木部の職員は１２００人も必要なの
か？私は納得しかねる。

　公共事業等の削減に伴い、業務量の減少が見込ま
れることから、新たな行政需要への対応を踏まえつ
つ、土木部の職員数を削減する予定です。

（人事活性課）

　県の業務を安易に民間委託やアウトソーシングすることなく慎
重に対応すべき。また、アウトソーシングする場合は、賃金や待
遇の低下や短期雇用労働者への置き換えにならないように配慮
すべき。

　アウトソーシングは県民へのサービス向上、行財政
運営の簡素効率化、産業活性化・雇用創出を目的に
推進しており、決して安易に進めようとしているもの
ではありませんが、御指摘の点も踏まえつつ対応し
てまいります。

（人事活性課・管財課）

　県職員の服装を「私服」として冷暖房費を削減する。
　１２月２８日付の『信毎』２８ページを見て驚いた。県庁土木部の
職員が長袖腕まくりのワイシャツ姿で仕事をしている。県庁はな
んと暖かいことか。これはエネルギーの無駄というものだ。県庁
や現地機関の職員の服装を「カジュアル化」すれば、冷暖房費を
必ず節約できるはずだ。

　庁舎の冷暖房については、経費節減や地球温暖化
防止の観点から、適正な運転管理に努めておりま
す。ご提案にありました服装のカジュアル化を実施し
ても、冷暖房費の節約に結びつくものではありませ
ん。なお、県では毎週水曜日を「さわやか水曜日」と
してカジュアルデーを実施しておりますが、これを毎
日とすることは現在考えておりません。

（人事活性課）

　行政機関の２４時間化、または警察への出向・派遣
　県や市町村が扱うべき行政部門に関して、２４時間稼動してい
る警察へ相談や対応を求める住民が多くなってきており、例えば
DVに至らない夫婦喧嘩、金銭トラブル、老人等の福祉問題、精
神病患者の取扱いなど各行政部門が２４時間体制で稼動すれ
ば、適時・適切な解決策が講じられ、県民のためにもなると思う。
　若しくは、県の知事部局等の減員も関係職員を警察職員として
出向、または派遣していただければ、警察官の増員効果になると
ともに、いかに行政関連の業務が持込まれているか分かってい
ただけると思う。

　各行政部門の窓口を２４時間化するのは、人員・経
費の面から大変困難であると考えられます。
　ただ、総合現地機関の検討にあわせ、窓口サービ
スのあり方につきましては、今後検討すべき課題で
あると思います。
　当面は、警察署とその他の行政機関の連携を密に
して、迅速に対応できるようにしていきたいと思いま
す。

（人事活性課・財政改革課）

　公社等外郭団体へ県職員の給与削減と同様の検討の要請に
ついて

このことは団体の判断すべきことであり、越権行為となることから
行うべきではありません。

　公社公団等外郭団体は県の機関ではありませんの
で、各団体の職員給与のあり方については、それぞ
れの団体において判断されることになります。

（人事活性課）

　最近の治安情勢から、警察官は、昼夜を問わず勤務することを
求められており、労働三権がない状況での一方的な給料カットは
勤労意欲を減退させ、治安悪化をまねくものである。（同様10通）

　事件対応等のため、警察官の勤務は、時間に関係
なく求められており、非常に特殊であることは認識し
ております。しかし、今回の給与カットは、財政再建
団体への転落の危機を回避し、持続可能な財政構
造を構築するために一時的に実施するものであり、
ご理解をいただきますようお願いします。

財政改革推進プログラム(案）に対するご意見・ご提言（県民・団体）
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（財政改革課）

　財政改革推進プログラムは、県民、市町村、団体等に広く関係
することから、当事者間のコンセンサスを得る手続きに十分に配
慮した対応を行うとともに、広く関係団体の意見を聞いた上でプ
ログラムを決定されたい。（同様２通）

　財政改革推進プログラム（案）については、新聞や
テレビ・ラジオでの広報、ホームページへの掲載、市
町村との意見交換など様々な機会を通じ意見を募集
し、多くの県民・団体等の皆さんから意見をお寄せい
ただきました。こうした意見を踏まえ、財政改革推進
プログラムを決定しました。

（財政改革課）

　「財政構造改革」宣言は突然すぎる。修正の道があったかもし
れないのに、今まで放置しておいた仕事に対する怠慢な姿勢に
責任がある。今後の対応に期待する。

　本案は、財政悪化の理由をマイナス成長や義務的経費の増加
など他人事のようにとらえており、予算編成担当者の責任が全く
省みられていない。この点をどう総括するのか。

　歴代知事がどれだけ県債を発行し、県の財政悪化を招いたか
きちんと示すべきである。

　借金財政に関与した関係者は何ら責任を取らず理不尽であ
る。

　前県政と県議会与党議員による政府の政策に沿った野放図な
公共事業を主とした過去の借入金の増大とその返済が県財政を
圧迫していることを明記すべき。（同様1通）

　前知事を始めとした当時の県幹部と与党県議会議員に対して、
このような県財政の危機を招いた責任を認めさせ、それなりの償
いを要求すべき。

（財政改革課）

　本案では、経済成長率を０．５％と見込んでいると聞いたが、事
実か。ゼロ成長やマイナス成長になった場合のシミュレーション
はしているのか。次は、見通しが甘かったでは済まされない。

　中期財政試算の前提となる経済成長率は、各種機
関の経済見通し等も考慮しつつ、国の「中期展望」を
参考として＋０．５％としております。仮に経済成長率
０％として試算すると、平成18年度までの財源不足
額は1,400億円程度となります。この場合には、更に
厳しい見直しが必要となるため、その時点での社会・
経済情勢を踏まえ、財政改革推進プログラムの見直
しを行っていきます。

財政改革推進プログラム(案）に対するご意見・ご提言（県民・団体）

　これまでも、毎年事務事業の見直しや新たな借金
を縮減する等、数々の改革を行ってきました。しか
し、依然として県財政が極めて厳しい状況にあるの
は、長引く景気の低迷による税収の大幅な減少と、
バブル経済崩壊後も社会資本整備に投資してきた巨
額の借金の返済がここ数年ピークを迎えているのが
原因です。
　今後は、財政改革推進プログラムを着実に実行す
ることにより、中・長期的な展望に立って、基金の取り
崩しに頼ることのない持続可能な財政運営を進めて
いきます。
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財政改革推進プログラム(案）に対するご意見・ご提言（県民・団体）

（財政改革課）

　経済成長がなければ財政は破綻するが、日銀はデフレを放置
してきた。県は日銀に圧力をかけるべきである。

　経済・金融政策については、国や日銀の動向を注
視してまいります。

（財政改革課）

　「優しさ・確かさ・美しさ」とか「いつでも・どこでも・だれもが」とか
美辞麗句が先行し、何を言おうとしているのか解らない。耳の聞
こえの良いキャッチフレーズより実質的な目標が必要ではない
か。

　財政改革推進プログラムでは、本県財政改革の目
指すものとして６つの目標を掲げています。また、厳
しい財政状況を克服するため、歳出削減・歳入確保
に向けた具体的取組みとその取組みによる目標額を
記載しています。

（財政改革課）

　財政改革推進プログラムの実施に当って、職員を「担い手」と位
置付け、知事と職員との対話を行い、情報提供をし、協力を求め
ること。（同様１通）

　財政改革推進プログラムの実施に当っては、職員
に十分情報提供を行い意識の共有化を図りながら、
協力して進めていきます。

（財政改革課・警察本部）

　警察職員には、これまでこの財政改革についてほとんど説明が
なく、知事からの説明は全くない。説明の場がもうけられるべきで
はないか。

　財政改革推進プログラムの策定に当っては、警察
本部も構成員となっている部長会議・財政会議で検
討を進め、決定しました。また、県財政の現状につい
ては、これまで新聞広告やホームページ等を通じ公
表しています。
　また、警察本部においても、財政改革推進プログラ
ム(案）をパソコンネットワークを通じ全所属に配信す
るとともに、署長会議においても説明し周知徹底を
図っています。

（財政改革課）

　予算をつけても雇用に結びついていない。事業内容について財
政サイドできちんと把握した上で予算を認めるべきである。また、
事業の効果を追跡調査をすべきである。

　予算編成に当っては、雇用創出効果など費用対効
果を考慮し、より効果的な方法を検討していきます。
また、政策評価の結果などを踏まえ、翌年度以降の
事業実施に生かしていきます。

（財政改革課）

　「ゼロからの見直し」をスローガンに終わらせず、本気になって
進めてほしい。

　事務事業の見直しに当たっては、すべての事務事
業について事業評価シートを作成し、その必要性や
費用対効果等を検討しました。今後も引き続き、原点
に立ち返って見直しを進めていきます。

（財政改革課・人事活性課）

　事業評価シートは甘すぎる。自己評価でなく他の職員がやった
らどうか。

　今回の見直しにとどまることなく、引き続き事務事
業の見直しを進めていきます。
　また、行政評価を一体的に推進するため、政策評
価室を設置します。
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（財政改革課）

　「市町村の自主性を尊重し、意欲ある市町村を積極的に支援し
ます」とあるが、具体的な支援策はあるのか。また、何をもって意
欲あると判断するのか。

　県民ニーズに応え、真の県民益を創出するための
市町村の取組みに対して、県としても様々な方策に
より積極的に支援していきます。
　このため、産業構造を転換し地域経済の活性化や
雇用の創出を図る市町村の取組みに対して新たに
助成していきます。

（財政改革課）

　市町村も財政状況が厳しく、住民生活に影響を及ぼす補助事
業の廃止・縮小は止めてほしい。（同様３通）

　県と市町村の役割分担や県民ニーズを踏まえ、よ
り地域に密着した事業や所期の目的を達成した事業
について見直しを行いました。

（財政改革課）

　投資的経費の削減は、財政危機の原因に正面からメスを入れ
ようとするものであり評価できる。(同様1通）

　旧来型の大型公共事業から、福祉・医療、環境、教
育、産業・雇用など県民の目線に立ってきめ細やか
な施策を展開することにより、活力ある長野県を創造
します。

（財政改革課）

　国の直轄事業についても県の公共事業削減と同様の削減規模
となるように、国に対して強く要望すべき事を提案する。

　国の直轄事業負担金は、地方財政法第17条の２の
規定に基づき、事業の進捗状況等に応じその経費の
一部を当該地方公共団体が負担するものです。国直
轄事業は基本的には国の事業であり、県が行う事業
に対し国が補助する公共事業とは異なり、県の意思
のみで事業費を削減することは困難です。
　ご提案の趣旨をも踏まえ、直轄事業の実施に当
たって県との事前協議を十分行うよう、引続き国に強
く求めていきます。

（財政改革課）

　県債を県職員に引き受けてもらったらどうか。（同様1通） 　県職員に県債を引き受けてもらうとしても、発行利
率などの引受条件が他の県債と同様であれば、新た
な歳入確保策とはなりません。
　また、多くの職員に少額ずつ県債を引き受けてもら
う場合には、相当の事務コストがかかることが想定さ
れます。

（財政改革課）

　市町村に低利で県債を引き受けてもらったらどうか。県財政が
厳しい折、市町村も協力すべきである。

　市町村に低利で県債を引き受けてもらうことについ
ては、それぞれの市町村の財政状況が許し、それぞ
れの市町村議会の議決を得られるものであれば、実
現可能と思われます。　　（参考：平成１５年２月の１０
年債発行条件０．８％）

（財政改革課）

　県債を低利のものに借り換えて公債費を削減する。 　現在も、満期到来ごとに、順次有利な条件の県債
に借り換えを行い公債費の削減に努めています。
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（財政改革課）

　県財政の硬直化の原因は、人件費ではなく公債費の増大にあ
ることから、給与カットを行う前に公債費が財政運営の負担となら
ないよう改革することが先決である。

　過去に借り入れた県債の償還が県財政を圧迫して
いることから、実質的な県債依存度（借換債、臨時財
政対策債を除く）を１０％以下に抑制し、将来の公債
費の負担を減らしていきます。

（財政改革課）

　警察は、県民の安全を守るため２４時間体制で勤務しており、
「時間外ですから処理できません。予算がないから出動できませ
ん。」とはいかない。超過勤務手当を削減しないよう再考を求め
る。（同様11通）

　警察官の超過勤務手当については、勤務の特殊性
に鑑み、平成17年度までの間超過勤務手当の削減
率を５％とします。

（財政改革課）

　人件費を削減しなくても財政赤字額は２１４億円にとどまり、財
政再建団体に転落しないと思う。

　本県の場合、財政赤字額が概ね２５０億円を超える
と財政再建団体に転落することになりますが、財政
再建団体にならない範囲内であれば財政赤字が発
生しても良いということではなく、健全な財政運営と
は、財政赤字を生じることなく持続可能な財政構造を
構築することです。

（財政改革課）

　産業活性化・雇用創出をはじめとする「長野モデル創造枠予
算」に一般財源３００億円以上を投入するとしていることから、こ
の投資効果を反映させた県税収入の確保をされたい。（同様1
通）

　長野モデル創造枠予算による県税の増収額を見積
もることは困難ですが、今後、長野モデル創造枠予
算等により産業活性化と雇用創出を促進する施策を
講じることにより、税収の確保に努めていきます。

（財政改革課）

　県にある各種基金からの一時的借り入れや取り崩しにより歳入
の不足分を補うことを提案する。

　多くの基金は国の制度・寄付金等の制約や今後の
活用予定により、一時的な借入や取崩しにより財源
として活用することは困難な状況にあります。
　また、財源として活用可能な場合であっても、基金
からの一時的な借入れは、それをいずれ基金に返さ
なければならないため実質的には借金と変わりなく
単なる問題の先送りであり、後年度の財政運営を厳
しくすることとなります。
　このような中で、財政改革推進プログラムにおいて
は、財源不足に対応するため、一時的に基金を取り
崩してその使用目的の範囲内で今後重点的に取組
んでいく施策に有効活用を図ることとしています。
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（財政改革課・人事活性課）

　今予定している賃金削減については、カットではなく、削減部分
を無利子または低利子で長期間県が借り上げるか、その部分を
県債で支給する。長期借り上げとなった場合、期間中の退職者
にはその時点で返金する。

　すべての職員から借り入れを強制することはできな
いため、財政改革推進プログラムの財源として見込
むことは困難です。
　職員貯蓄の活用については、預かり金として処理さ
れることとなるため、返済に備えて常に一定額の現
金を確保しておく必要があり、安定的な財源とはなり
ません。また、長期借入は県債となるため新たな財
源とすることはできません。
　また、地方公務員法では、職員の給与は、通貨で、
直接職員に、全額を支払うことを原則としています。

　財政改革に向けた緊急的な措置として、県職員を中心に無利
子の長期貸付金からなる「財政改革基金」（仮称）を創設する。そ
の拠出に向けて職員団体も積極的に取り組む。(同様１通）

　昭和４０～５０年代に行われていた職員貯蓄の活用

（財政改革課）

　「受益者負担の適正化」の名のもとに、県立高校の授業料をは
じめとする使用料・手数料を値上げすることは賛成できない。

　使用料・手数料は、行政サービスを受ける人からそ
のサービスにかかる経費の実費相当額を公平に負
担していただくものであり、ご理解をお願いします。

（財政改革課）

　臨時財政対策債は後年度に元利償還金が全額基準財政需要
額に算入される一般財源であることから、この財源を活用した歳
出削減の見直しをされたい。（同様１通）
　また、平成１５年度政府予算案を踏まえ、地方交付税の中期財
政試算については再調整の上適正な確保を図るべき。

　平成15年度の地方財政対策を踏まえ中期財政試
算を行っており、臨時財政対策債も既に織り込んで
試算しています。

（財政改革課）

　削減一辺倒では県民も希望はもてない。限られた財源の中でも
提案される「長野モデル」による教育・福祉・環境・雇用改善につ
ながる積極的な施策の実施を希望する。（同様２通）

　「長野モデル創造枠予算」では、福祉・医療、環境、
教育、産業・雇用をはじめ、県民ニーズに応えきめ細
やかな施策を積極的に展開していきます。平成15年
度予算では、総額で５０億円の事業費を確保し、県政
の喫緊の課題に積極的に対応していきます。

　新たな「長野モデル創造枠予算」への３００億円以上投入するこ
とは明るい材料であるが、その概要及び県内経済への波及効果
などについて、早急に開示と説明を行うべきである。
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（財政改革課）

　赤字の会社（県）が、長野モデルなる内容も分からない事業を、
職員の賃金カットをしてまで必要があるのか。こんな予算はカット
すべきで、さもなくば大幅に圧縮するべきである。

　長野モデル創造枠予算は、福祉・医療、環境、教
育、産業・雇用の分野をはじめ、県民ニーズに応え、
県政の喫緊の課題に積極的に対応するために必要
な予算を確保するものです。

　長野モデル創造枠について、具体的積算のないまま２１０億円
の組み立てはいかがなものか。財政困難な5年間について２０％
圧縮する。

（財政改革課）

　地方税財政制度改革を実現し地方財政の確立と健全化への取
り組みをされたい。（同様２通）

　国庫補助負担金の廃止・縮減、税源移譲、地方交
付税制度の「三位一体」となった地方税財政制度の
抜本的な改革を、他の自治体とも協力しながら国に
働きかけていきます。

（財政改革課）

　基準財政収入額と基準財政需要額の算定を、恣意的な基準に
基づくのではなく、実態を正確に反映したものに改め、財源保障
をさせるよう県財政の実態に即した要求を国に提言すべき。

　普通交付税は、どの地方団体に対しても行政の計
画的な運営が可能となるよう,一定の基準により合理
的に算定されるものであり、全国的な規模で公平に
財源を保障する制度であることから長野県の実態を
そのまま反映させる制度とすることは困難ですが、地
方交付税率の引上げ等による地方交付税総額の安
定的な確保について国に提言を行っていきます。
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（人事活性課）

　職員の家計への負担を考え、給与カットの率は最初は３％くら
いから始めて、次第に率を大きくする。

　今回の給与カットは、財政再建団体への転落の危
機を回避し、持続可能な財政構造を構築するために
実施するもので、給与カットの率は、今後の財政見通
しを考慮して定めているものです。

（人事活性課）

　早期退職者の退職金の割り増しを行い、早期退職者を募る。 　早期退職特例措置については、現在、国に準じて
制度化しているところですが、本県独自の優遇措置
については、財政、人事などの状況を見ながら検討
していきます。

（人事活性課）

　給料月額のカットでなく、ボーナスと寒冷地手当をカットする。 　職員のボーナス（期末・勤勉手当）は、既に４年連
続で減少しており、ローン返済等の生活実態を考慮
して、今回は、月々の給料をカットすることとしまし
た。

（人事活性課）

　来年から給与カットは性急なので、もう１年か２年後から給与
カットする。

　今回の給与カットは、財政再建団体への転落の危
機を回避し、持続可能な財政構造を構築するために
実施するもので、現在の財政状況を勘案し、15年度
から実施することとしています。

（人事活性課）

　人事委員会勧告における削減だけで十分ではないか。（同様２
通）

　財政再建団体への転落の危機を回避し、持続可能
な財政構造を構築するためには、人事委員会勧告に
基づく減額では十分な財源の確保につながらないこ
とから、独自の給与カットが必要となります。

（人事活性課）

　公務員の給与カットは労働意欲の低下をまねき、公共の福祉
の低下につながる。

　給与カットにつきましては、職員団体と７回の交渉
を重ねた結果、職員の理解を得ることができ、合意に
至りました。職員の労働意欲の面では、士気を低下
させず、意欲を持って職務に精励できるよう努力して
いきたいと考えます。

（人事活性課）

　青森県今別町長にならい、知事の給与は30％カットでなく、
50％カットする。

　知事の30％というカット率は、財政健全化に向けて
同様に給与カットを行っている他の都道府県知事と
比べても最も高い率となっており、ご理解をいただき
ますようお願いします。
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（人事活性課）

　生活給である給料でなく、管理職手当を50％カットする。（同様
２通）

　管理職手当は既に10％カットが行われています。
管理職は、部下の指導、監督する立場にあるととも
に、より一層重い責任を負うことから管理職手当が支
給されるものですので、これ以上、管理職員に負担を
求めることは、職員間の均衡上、適当ではないと考
えます。

（人事活性課）

　祝日を勤務日とする代わりに、その代休日とお盆休みで夏季２
週間を閉庁し、冷房費を節減する。

　長期間にわたる閉庁は危機管理上の問題もあり、
また、県民サービスの低下につながるものと考えま
す。

（人事活性課）

　公務員の労働三権を制約したままの交渉はフェアでないので
公務員に労働三権を完全保障する。

　公務員の労働基本権の制約は、全体の奉仕者とし
ての職務の性質から法律上に定められているもので
す。

（財政改革課・人事活性課）

　県職員の給与カットは地域経済や景気回復に影響を及ぼすた
め、慎重に対応すべきである。（同様２通）

　職員の給与カットにより、地域経済への影響も想定
されますが、今回の給与カットは、財政再建団体へ
の転落の危機を回避し、持続可能な財政構造を構築
するための一時的な措置ですので、ご理解をいただ
きますようお願いします。なお、「長野モデル創造枠
予算」の活用等により産業・雇用対策の充実を図るこ
ととしています。

（人事活性課）

　単身赴任者、遠距離通勤者を縮減する。 　単身赴任・長距離通勤者については、本県の地理
的事情や職員の生活の本拠地と職員数とのアンバラ
ンスから一定数生じざるを得ません。人事異動にあ
たっては、職員の健康や家庭事情への配慮から単身
赴任や遠距離通勤をできる限り生じさせないよう努
めており、今後も一層努力したいと考えています。

（人事活性課）
　人事委員会勧告を上回る給与カットは制度の根幹をゆるがすも
のである。（同様２通）

　今回の給与カットは、人事委員会勧告制度との関
係では、財政再建団体への転落の危機を回避する
ための緊急避難的措置と考えており、勧告制度その
ものを否定するものではありません。
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（職員課）

　上田市に独身寮があるが、誰も入居していない。もっと、有効活
用すべきである。あるいは、建てるべきでない。
　その独身寮は、まだ新しい状況であり、どこかの企業にでも処
分をできればよいが、無駄にならないようにされたい。

　ご指摘の独身寮は、昭和63年4月に建設されたも
のであり、平成９年度までは、ほぼ満室の状態で運
営されていましたが、職員の採用抑制の影響等によ
り、平成10年度より空室が目立ち、平成13年度より
閉鎖状況にあります。
　現在職員宿舎は、建替えを含め、すべての建設を
凍結しています。また、老朽化等により、利用の見込
みのない宿舎については、売却等処分を含め、有効
活用が図れるよう検討しているところです。

（管財課）

　職員が現地機関等の敷地内に駐車することは県有地の目的外
使用に該当する、として駐車場を徴収してはいかがか。

　職員の通勤用駐車場は業務遂行上必要なもので
あり、目的内使用に該当します。

（管財課）

　県の機関で使用する用紙は基本的にザラ紙とする。 　管財課では、経費節減の観点から、新たに一括購
入の品目にザラ紙を追加しました。

（税務課）

　歳入（県税）増加策について

①社会資本整備により恩恵を受けた土地所有者に対する課税の
強化
②公共交通機関重視と環境対策推進の立場から、自動車税を
大幅引上げ
③県独自の炭素税の創設
④専門家による長野県独自の税制研究会の発足

（税務課）

　財源確保のため、県外から長野県に来県する人からも税を徴
収してはどうか。

①観光地を訪れる人から「観光税」の徴収

②スキー場等で遊戯関連施設を利用する人から「遊戯税」の徴
収
③北アルプス等に入山する人から「入山税」の徴収

（税務課）

　中小企業に経営を圧迫する恐れがある法人事業税の外形標準
課税に反対（同様１通）

　法人事業税は県税収の大きな柱ですが、所得に課
税するため景気の変動を受けやすく、税収が極めて
不安定なものになっております。薄く広く公平に負担
をお願いする外形標準課税は、税収の安定的確保
にも寄与するため、地方自治体ではかねてから導入
を働きかけてきました。今般、法人事業税の外形標
準課税を平成16年度から導入する方針が示されまし
たが、資本金１億円以下の中小企業は除外されるな
ど、中小企業の方に配慮した内容となっておりますの
で、ご理解をいただきたいと思います。

財政改革推進プログラム(案）に対するご意見・ご提言（県民・団体）

　新税（法定外普通税・目的税）の導入や超過課税
の実施につきましては、県内部に検討会を発足さ
せ、いただいたご意見等も参考にしながら検討を進
めていく予定です。検討内容につきましては県民の
皆様にも公表し、ご意見等をお寄せいただいた上で、
実施可能なものから実現を図ってまいります。
　なお、ご提言中①につきましては、社会資本整備が
行われますと、その地域の土地評価額が上昇するこ
とで土地の売却益等が増え、一般的にはご負担いた
だく租税等が増加します。

　ご提言は、いわゆる法定外税（新税）に関するもの
と思われますが、法定外税の導入については、ご提
言の内容も参考にしながら検討を進めていく予定で
す。検討内容につきましては県民の皆様にも公表し、
ご意見等をお寄せいただいた上で、実施可能なもの
から実現を図ってまいります。
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（税務課）

長野モデル創造枠予算の財源として、「森林資源保全税・水資源
保全税」を創設すべき。

　いわゆる法定外税（新税）の導入については、いた
だいたご意見等も参考にしながら検討を進めていく
予定です。検討内容につきましては県民の皆様にも
公表し、ご意見等をお寄せいただいた上で、実施可
能なものから実現を図ってまいります。

（税務課）

　新税の導入（木曽地域の環境を守るため、大型車から協力金
を徴収し、国道19号バイパスの建設費等に充てる。）

　新税の導入については、今後検討を進めていく予
定ですが、国道については、協力金という形でも税と
いう形であってもその利用を制限することは困難で
す。

（税務課）

　平成15年度政府予算案が決定されたが、県税収入に影響があ
る「法人事業税の外形標準課税」導入、「消費税の免税売上高基
準額の引き下げ」について増収額を算定していくべきである。

　平成16年度に導入が予定されている法人事業税の
外形標準課税については、対象が資本金１億円超の
法人に限られますが、外形部分が現行の1／4相当
部分となっており、税収中立とされております。また、
実際に納税されるのは平成17年度となり、現時点で
影響額を算定するのは困難です。消費税の免税点
引き上げについては、積算可能な資料がなく、影響
額の算定は現時点では困難です。

（税務課）

　プログラム文案中、「軽油引取税については、近隣県等と連携
して不正軽油の撲滅に向けた取組みを行うとともに、検査体制を
強化し、厳正な課税処分を行います。」の部分の「検査体制」を
「調査体制」に訂正

　「検査」としているのは、新たに導入した軽油の分
析機器による税法規格検査により、灯油や重油が混
和された不正軽油の摘発を強化しようとする趣旨で
すので、ご理解をいただきたいと思います。

（税務課・会計局）

　収納代理機関（コンビニ等）の拡大を検討 　現在、国において、コンビニエンスストアに地方税
の収納を委託できるよう法改正を検討しています。ま
た、将来的には「電子納税」を実現するべく研究が進
められておりますので、こうした状況を見守りつつ、コ
スト面等も考慮しながら対応を図ってまいります。

（まちづくり支援室）

　17ページにある合併に関する記載について、合併をしない市町
村に対し不利益が生じるのではないか？と解釈される可能性が
あり、ここでの表現は適切でないと感じた。

現在、法定・任意合併協議会が１５協議会（県内４９
市町村）も設置されており、自主的な合併を進める市
町村から、新しいまちづくりに対する県の適切な支援
について要望を受けています。記載の趣旨は、合併
を選択しない市町村を不利に扱うということではあり
ませんので、ご理解をいただきたいと存じます。

（議会事務局）

　知事不信任決議に賛成した議員は、議員報酬の何割かを自主
返納すべきである。

　知事不信任は、県民の負託を受けた県議会議員が
判断し、地方自治法に基づき所定の手続きで行った
ものであり、議員報酬を自主返納することは、公職選
挙法で禁止されている寄付行為に当たるためできな
いことになっております。


