
                                         

    ◎議案第１号 平成１５年度白老町一般会計補正予算（第９号）  

〇議長（堀部登志雄君） 日程第６、議案第１号 平成15年度白老町一般会計補正予算（第９

号）を議題に供します。  

 提案理由の説明を求めます。  

 辻財政課長。  

〇財政課長（辻 昌秀君） 議案説明に入ります前に議案第１号の１ページにつきまして訂正

箇所がございましたので、本日配付しております議案の１ページに差しかえをお願いしたいと

存じます。  

 それでは、議案第１号の１ページでございます。  

 議案第１号 平成15年度白老町一般会計補正予算（第９号）。  

 平成15年度白老町の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9,241万円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ99億9,852万7,000円とする。  

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。  

 （繰越明許費）  

第２条 地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費

は、「第２表 繰越明許費補正」による。  

 （債務負担行為の補正）  

第３条 既定の債務負担行為の変更及び追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。  

 （地方債の補正）  

第４条 既定の地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。  

 平成16年３月４日提出。白老町長。  

 次、３ページになります。３ページ、第１表、歳入歳出予算補正につきましては記載のとお

りでありますので、以下６ページまで説明を省略させていただきたいと存じます。  

 次、７ページになります。第２表、繰越明許費補正。８款土木費、６項住宅費、事業名、町

営住宅火災復旧事業、金額736万1,000円。12月９日に発生しました美園団地４階建て１階１戸

の火災の復旧事業で、歳出予算の方に計上しているものでありますけれども、15年度中に工事

が完了しないことから、全額繰越明許費を設定するものであります。  

 次、11款災害復旧費、１項公共土木施設災害復旧費、事業名、白老港港湾災害復旧費557万6,

000円であります。昨年９月の十勝沖地震によります白老港の埠頭用地が液状化現象により陥没

等の被害を受けたことから、その災害復旧事業を行うものであります。災害査定によりまして

直轄災害復旧事業として採択を受けたことから、歳出予算に町の負担金を計上したものであり

ますが、年度内に完了しないことから、全額繰越明許費を設定するものであります。  



 なお、国の直轄事業の事業費は2,787万7,000円で、負担割合は20％となっております。  

 次のページ、第３表、債務負担行為補正。１、変更、漁業近代化資金利子補給金からこの表

の一番下、日の出公営住宅建設事業までの10件につきましては、15年度のこれまでの予算の中

で債務負担行為の議決を得ているものでありますが、実績見込みに基づきまして変更を行うも

のであります。各事項名と期間、限度額については記載のとおりでありますので、説明を省略

させていただきます。  

 ２、追加、児童手当システム変更業務委託料、期間、平成16年度、限度額59万7,000円。16年

度から国の制度改正によりまして児童手当の支給年齢が引き上げとなる予定でありますことか

ら、システム変更のため15年度中に前もって準備しようとするものであります。 

 次、肉用牛肥育推進事業利子補給、平成16年度から平成17年度、75万2,000円。実績見込みに

基づきます限度額の設定であります。  

 次、石山大通改良舗装事業、16年度、3,000万円。これにつきましてはゼロ国事業でありまし

て、16年度予算に計上いたします予算額の一部を景気対策として前倒しで15年度中に着手しよ

うとするものであります。 

 次、国直轄白老港建設事業管理者負担金、平成16年度、9,150万円。これにつきましてもゼロ

国分でございます。  

 次のページ、第４表、地方債補正につきましては、記載のとおりでございます。  

 次、歳入歳出事項別明細書に入りますけれども、歳出の方からご説明させていただきます。3

6ページをお開き願います。36ページ、２、歳出、１款議会費、１項１目議会費1,411万4,000円

の減であります。（１）の議員報酬でありますが、１節報酬につきましては、解散によります

不在期間分などの減額でありまして、３節の職員期末手当等は独自削減や就任期間での支給率

の設定による減額分であります。  

 （２）、議会運営経費と（３）、議会だより発行経費は、実績見込みによる不用額の整理で

あります。  

 次、２款総務費、次のページとなります。１項１目一般管理費381万5,000円の減額でありま

す。（１）の定例表彰等経費以下、全体的に不用額の整理でありますけれども、説明としては

増額分のみ説明させていただきます。  

 まず、（２）、文書管理経費の中の11節需用費50万円につきましては、加除書籍の不足分で

ございます。  

 （４）、庁舎管理経費109万9,000円の追加でありますけれども、11節需用費の中の修繕料48

万3,000円につきましては、健康増進法に基づきます分煙対策として庁舎内に喫煙室を設けるた

めの改修費であります。15節工事請負費のワークステーション設置工事125万円につきましては、

庁舎１階に雇用相談のためのコーナーを設ける工事費であります。  

 次、（５）、情報化推進経費以下、次のページまでは執行残の整理でございますけれども、

説明を省略させていただきますが、特定財源としては（５）の情報化推進経費に対しまして、

諸支出金といたしまして市町村振興協会助成金260万円が増額となっており、充当しております。  



 次、40ページの下の段でございますけれども、５目広報広聴費68万8,000円の減額であります。

広報の印刷費の不用額の整理であります。  

 次のページ、９目車両管理費からこのページの一番最後、16目町民活動推進費まで全体的に

整理であります。特定財源につきまして若干ご説明いたします。11目の総合計画費に諸収入30

万円が充当されておりますけれども、地域づくり研修会助成金、12目、16目の道費の減額につ

きましては決算見込みによります補助金の整理であります。  

 次のページでございます。44ページ、17目町営防犯灯管理費、次の２項町税費、さらに次の

ページまででございますけれども、次のページ４目衆議院議員選挙費まで、それぞれの科目に

つきまして執行残の整理でございます。  

 次のページ、48ページ、３款民生費、１項１目社会福祉総務費につきましても整理でござい

ます。  

 ２目老人福祉費263万6,000円の追加であります。（１）、在宅老人福祉事業経費のうち、12

節役務費につきましては、緊急通報システムの移設費の不足分、13節委託料につきましては、

介護予防生活支援事業委託料として配食サービスの不足分の計上であり、歳入として同額負担

金を見込んでおります。20節の扶助費につきましては、整理でありますけれども、財源として

道補助金も減額となっております。  

 （２）、介護保険事業特別会計繰出金につきましては、介護給付費分の増額と事務費分の減

額であります。  

 （３）、老人福祉単独事業経費124万7,000円の減でありますけれども、次のページになりま

す。19節の補助金の敬老会、または20節扶助費の長寿祝金、老人温泉等入浴券、これらの事業

にかかわります不用額の整理でありまして、財源といたしましては同額社会福祉基金繰入金を

減額しております。  

 （４）、施設入所者措置費支弁経費の追加67万円につきましては、養護老人ホームの入所者

がふえたことから追加するものであります。財源として国費と道費も増額されます。  

 （５）、老人保健特別会計繰出金363万7,000円につきましては、老人保健特別会計の医療給

付費の増加によるもので、一般会計負担分の計上であります。  

 次、３目身体障害者福祉費258万5,000円の追加であります。（１）、身体障害者援助事業経

費につきましては、13節の委託料と20節扶助費ともに実績見込みによります過不足の整理であ

ります。財源として国費、道費もあわせて整理しております。  

 （２）、身体障害者自立事業経費と（３）の障害者地域共同作業所運営事業経費は整理であ

ります。  

 次のページ入ります。（４）、重度身体障害者医療費給付事務経費と、（５）の同じく医療

費給付費につきましては、実績見込みによります不足分の追加であります。特定財源といたし

まして、高額医療費納入金180万円の歳入を見込んでおります。  

 （６）、公共施設トイレ改修事業は整理であります。  

 次、４目乳幼児福祉費、増減ゼロでありますけれども、高額医療費納入金の財源振りかえで



あります。  

 ６目、総合保健福祉センター管理運営費131万6,000円の減でありますけれども、全体的に実

績見込みによります過不足の整理であります。特定財源につきましては、決算見込みによる浴

室使用料と電話料の減であります。  

 次のページ、８目生活館・福祉館費も整理でございます。特定財源の減につきましては、自

動販売機設置使用料の減であります。  

 ９目ウタリ住宅新築資金等貸付事業費1,256万1,000円の減であります。貸付金の中のウタリ

住宅新築資金等貸し付けの実績がなかったことから、全額減額するものであります。財源とし

て道費と町債も減額となります。  

 ２項３目母子福祉費58万円の追加であります。実績見込みに基づきまして、母子家庭と医療

給付費等の不足分の追加であります。財源として高額医療費が増額となっております。  

 ４目児童福祉施設費34万3,000円の減であります。（１）の町立保育園運営経費につきまして

は、未満児の入所増加によります臨時保育士賃金の不足額の追加であります。  

 （２）、緑丘保育園運営費等経費の減額につきましては、人事院勧告に沿った人件費単価の

減と入所人員の減によるものであります。財源の増減のうち分担金の計245万8,000円につきま

しては、低所得世帯の入所者がふえたことによるものであります。また、保育園関係で広域入

所受託収入が297万4,000円見込まれておりますけれども、これにつきましては給与費の方に充

当しております。  

 次のページでございます。５目子ども発達支援センター費69万1,000円の減であります。実績

見込みに基づきまして、全体的に不用額の整理でありますけれども、特定財源につきましては、

給与費の充当分を含めまして子育て支援センター運営費補助金が国費から道費への振りかえと

なっていること、また諸収入の児童ディサービス支援費収入の増額であります。 

 次、４款環境衛生費、１項１目地域保健費1,567万8,000円の追加であります。（１）、母子

保健事業経費と次のページ、（２）、検診管理事業経費につきましては、実績見込みによりま

す不用額の整理であります。財源として、がん検診の負担金等の諸収入が62万6,000円減額とな

っております。  

 （３）、国民健康保険事業特別会計繰出金につきましては、保険基盤安定等分の追加であり

ます。財源といたしまして、国費1,134万9,000円、道費536万6,000円、計1,671万5,000円の財

源がふえてございます。  

 ３目予防費とその下２項３目火葬場費につきましては、不用額の整理でございます。  

 次、60ページ、４目墓園費から３項の２目塵芥処理費まで、整理でありますけれども、２目

の一般廃棄物広域処理経費につきましては広域処理負担金でございまして、前年度の精算分も

含めまして施設の維持管理経費の減額分であります。  

 なお、歳入といたしまして、実績見込みによりごみ処理手数料を減額しております。  

 ４項１目病院事業費1,600万円の追加であります。国民健康保険病院事業会計繰出金等であり

ますけれども、24節の投資及び出資金につきましては、出資金対象分の実績見込みによる整理



であります。28節繰出金につきましては、病院会計の決算見込みによりまして医療収益の減額

分を補てんするものでございます。  

 次、５項１目上水道施設費100万円の減であります。（１）、上水道施設整備事業出資金であ

りますけれども、次のページ、老朽管更新事業分の実績見込みによる減であります。  

 ５款労働費、１項２目勤労者施設管理費55万9,000円の追加であります。（２）のしらおい経

済センター改修事業につきましては、雨漏りの対策として屋根改修工事を緊急的に実施するも

のであります。  

 ６款農林水産業費、１項２目農業総務費938万2,000円の減であります。石山２期地区道営農

免農道整備事業の完了に伴います負担金の整理であります。あわせて町債も減額となっており

ます。  

 ４目畜産業費88万8,000円の追加であります。（１）、肉用牛飼育推進事業は、実績見込みに

よる利子補給金の整理でございます。  

 次のページ、（２）、畜産振興総合対策事業257万2,000円の追加であります。公有財産購入

費につきましては、負担金へ科目振りかえすることによる減額であります。19節の負担金補助

及び交付金の部分でございますけれども、科目振りかえ分を除く自主的な増といたしましては、

草地整備事業の対象面積の増加による追加であります。特定財源につきましても財産収入から

分担負担金へ科目振りかえしております。  

 次、３項１目水産総務費と次、２目水産振興費につきましても不用額の整理であります。  

 ２目水産振興費の中の（３）、水産振興対策事業のうち、えぞばか貝種苗放流事業につきま

しては、種苗不足で未実施となったものでありますけれども、財源として水産業振興基金の繰

入金を減額しております。 

 ７款商工費、次のページでございます。１項２目商工振興費92万9,000円の追加であります。

中小企業振興資金貸付金でありますけれども、貸付期間の長期化によりまして信用保証料補給

金の増額であります。  

 ２項１目観光対策費でありますけれども、不用額の整理でありますが、（２）、アイヌ文化

伝承・解説員養成事業につきましては緊急雇用対策事業のため、同額道費も減額となっており

ます。  

 ８款土木費、２項１目道路維持費、これは整理でございます。  

 次のページでございます。２目道路新設改良費も整理で記載のとおりでございますけれども、

財源の減額といたしましては（１）の補助事業のうち、石山大通にかかります道からの橋梁等

受託事業収入の減であります。  

 また、（２）の単独事業の分といたしまして町債の減額を見込んでおります。 

 ４目交通安全施設整備費も整理であります。  

 次、次のページでございます。３項２目河川改良費についても整理で記載のとおりでござい

ますけれども、財源といたしまして、（１）のバンノ沢川の砂防事業のうち、国費の減額、

（２）の緊急雇用対策であります河川景観美化事業の町費が減額となっております。  



 また、（３）のフシコベツ川用地取得の関係では、諸収入といたしまして委託事業収入がそ

れぞれ減額となっております。  

 ３目排水対策費についても整理でございますけれども、財源として町債が減額となっており

ます。  

 次のページでございます。72ページ、４項１目港湾管理費15万4,000円の追加であります。港

湾施設管理経費の過不足の整理であります。財源として港湾施設使用料の増額分133万円のうち、

本目では15万4,000円を充当しております。残りは、給与費に充当されます。  

 ２目港湾建設費473万3,000円の減であります。港湾建設事業でありますが、基本構想作成業

務委託料につきましては執行残でございます。白老港建設事業の負担金につきましては、精算

還付分の整理であります。負担金の財源といたしまして、町債が390万減額となっております。  

 ５項１目都市計画総務費、これにつきましても不用額の整理でありますけれども、財源とし

て都市計画手数料が実績見込みで減額となっております。  

 次のページでございます。２目公共下水道費90万円の追加であります。公共下水道事業特別

会計繰出金でありますけれども、下水道施設費といたしまして、白老地区の合流式改善に係る

調査費の財源不足分を追加するものであります。  

 ３目公園費500万3,000円の減であります。全体的に整理でありますけれども、（４）のスロ

ーライフ空間整備事業につきましては、緊急雇用対策の中小企業枠の事業でありますけれども、

対象条件といたしまして売り上げが３分の１以上減少した該当事業所が町内になかったという

ことから事業中止になったもので、全額減額となり、道費も減額となっております。  

 次、特定財源のところの繰入金の18万4,000円の減は、（３）の萩の里自然公園整備事業並び

に（５）の街区公園整備事業の分でございます。  

 次、次のページでございます。６項２目住宅管理費736万1,000円の追加であります。繰越明

許費でご説明いたしました町営住宅火災復旧事業の追加でありまして、全額保険金が充当とな

ります。なお、財源欄の国費につきましては、家賃収入と家賃対策の補助金であります。また、

この目の中では同額使用料を減額しておりますが、住宅使用料につきましては、実績見込みに

よりまして現年分と滞繰分を合わせて724万9,000円の減額を見込んでおりますが、給与費の財

源の方で調整しております。  

 ９款消防費、１項１目常備消防費から４目災害対策費まで整理でございまして、記載のとお

りでありますけれども、４目の海岸流木清掃事業につきましては緊急雇用対策事業でありまし

て、補助対象分として道費が５万3,000円減額となっております。  

 次のページ、78ページになります。10款教育費、１項１目教育委員会費は整理でございます。  

 ３目財産管理費11万9,000円の追加であります。（１）、教職員住宅管理経費の中の22節補償、

補てん及び賠償金につきましては、萩野地区の公民館に近接いたします教職員住宅２棟４戸分

の入居者の移転費用であります。隣接する医療法人に対しまして、施設関連敷地として16年度

に土地を貸し付けするための関係経費として事前に入居者の移転を図るものであります。この

経費につきましては、借り受け者の負担とすることにしてございます。この目の特定財源の財



産収入につきましては、住宅貸付料の実績見込みによる減額であります。  

 ２項１目学校管理費から次のページ、２目教育振興費までは、記載のとおりで整理でありま

す。  

 ２目教育振興費の財源欄の国費１万4,000円の減額につきましては、就学援助費補助金の整理

であります。  

 次のページでございます。３目特殊学級費581万7,000円の追加であります。  

 （２）の小学校特殊学級設備整備事業でありますけれども、16年度に開設いたします緑丘小

学校の３学級分の施設関係の準備経費であります。  

 次、３項１目学校管理費と次の２目教育振興費につきましても全体的に整理でありますけれ

ども、２目の財源欄、国費59万円の減は就学援助費補助金の減額であります。  

 次のページであります。３目特殊学級費33万1,000円の追加であります。（２）、中学特殊学

級設備整備事業につきましては、16年度に開設予定の萩野中学校、竹浦中学校、虎杖中学校の

各学校合わせて３学級分の付設準備経費であります。  

 ４項１目15万円の追加であります。（１）の幼稚園教育補助金でありますが、次のページで

ございます。市立幼稚園入園料と私立幼稚園就園奨励費の不足分の計上であります。  

 ５項１目社会教育総務費であります。54万円の減は整理でありますけれども、財源の繰入金2

5万8,000円の減につきましては、（１）のみんなの基金事業経費分でございます。  

 ２目公民館費と４目文化財保護費につきましても整理でございますけれども、特定財源欄の

国費の22万7,000円の減につきましては、史跡等買い上げ事業の確定によるものでございます。  

 ６目仙台藩白老元陣屋資料館管理費と次のページ、７目高齢者学習センター費につきまして

も不用額の整理であります。  

 ６項１目保健体育総務費10万円の追加でございますけれども、児童生徒スポーツ大会派遣費

の不足分でございます。  

 11款災害復旧費、１項１目公共土木施設災害復旧費518万6,000円の追加であります。萩野地

区道路災害復旧事業と次のページ（２）の石山団地排水路災害復旧事業につきましては、不用

額の整理でありますけれども、財源の町債が査定の結果、不用額分も含みまして110万円減額と

なっております。  

 （３）、白老港港湾災害復旧事業につきましては、繰越明許費で説明したものでありますが、

財源として負担金のほぼ全額について町債を見込んでおりますけれども、その償還金につきま

しては95％交付税措置されます。  

 12款公債費、１項１目元金につきましては、整理でございます。  

 ２目利子2,979万4,000円の減であります。（１）の長期債利子支払い費及び（２）の一時借

入金利子支払い費につきましては、当初予算で見込んだよりも金利が低下していることから、

整理するものでございます。  

 13款給与費、次のページでございます、１項１目給与費8,908万円の減であります。職員人件

費の減額でございますけれども、増減の内訳といたしまして人事院勧告による改正分が4,974万



4,000円の減でございます。別な資料として本日配付の補正予算の概要の方は、5,040万2,000円

ということでなってございますけれども、そちらについては4,974万4,000円に訂正をお願いし

たいと思います。  

 内訳の二つ目といたしまして、特別職に係る独自削減と不在期間分で、期間分につきまして

は1,889万6,000円の減でございます。また、途中退職者の分で1,457万9,000円の減、その他586

万1,000円の増であります。  

 なお、財源といたしまして分担金、負担金の保育料、公営住宅等の使用料、手数料が減額と

なっておりますけれども、保育所広域入所と児童ディサービスの諸収入は増加となっておりま

す。また、国費と道費につきましては、子育て支援センター運営費補助金の科目振りかえが主

なものでございます。  

 次、14款諸支出金、１項１目基金管理費6,683万8,000円の追加であります。各種基金積立金

でありますけれども、その中の育英奨学基金積立金108万円、配当金分でございます。株式会社

日本ユニパックホールディングの中間配当等の増額分を積み立てするものでありますけれども、

町が所有する株式の区分につきましては町の財産の中で約44％分が育英奨学基金に属するもの、

約56％分が普通財産に属するものとして管理してございますけれども、今年度は普通財産分も

含めて配当金の全額を奨学金の財源として積み立てしようとするものでございます。次のペー

ジでございます。一番上の社会福祉基金の寄付分５万円につきましては、10月21日大宮定雄さ

んからの寄付分15万円のうち、当初予算に計上した10万円を差し引いた額を計上するものであ

ります。みんなの基金積立金57万2,000円のうちの寄付分57万円でありますけれども、12月22日

だるま食品からの寄付50万円と２月４日苫小牧日商連の６万9,166円でございます。最後の退職

手当追加負担金積立金でありますけれども、一部ちょっと字句の追加をお願いします。退職手

当追加負担金基金積立金、基金の文字を入れていただきたいと思います。6,500万円の積み増し

ということでございます。条例制定によりまして、新たに設置された基金に16年度の退職手当

追加負担金の一般会計負担分6,584万7,000円にほぼ見合った6,500万円を積み立てまして、次年

度の財源とするものでございます。  

 なお、16年度の当初予算の方では、当初段階の繰入額としては6,500万円のうち5,000万円を

計上してございます。  

 以上で歳出の説明を終わらせていただきます。  

 次、10ページの歳入をお開き願いたいと思います。１、歳入、町税、１項１目個人3,644万4,

000円の追加であります。所得割の調定額の伸びによるものであります。  

 ２目法人2,461万6,000円の追加であります。これも法人税割の調定額の伸びによるものでご

ざいます。  

 ４項１目町たばこ税1,131万4,000円の減であります。15年度の税制改正で旧３級品以外の税

率が７月以降引き上げられておりますけれども、売り上げ本数が当初の見込みより減ってきて

いることから減額するものであります。  

 ６項１目入湯税428万円の減であります。決算見込みを踏まえた見積もりによる減額でありま



して、調定人数が12月末時点で前年度の14年度より約10％ほど減っているものでございます。  

 ２款地方譲与税、２項１目地方道路譲与税1,470万円の減であります。15年度から地方道路税

の市町村への剰余割合が57％から42％に引き下げられたことによるもので、決算見込みに基づ

くものであります。  

 ３款利子割交付金から次のページの５款ゴルフ場利用税交付金までにつきましては、それぞ

れこれまでの交付額から決算見込みを試算したものでありまして、概算によります増減であり

ます。確定額をもちまして、３月31日付で補正予算の専決処分を行いたいと考えておりますの

で、ご理解いただきたいと存じます。  

 ７款国有提供施設等所在町助成交付金につきましては、確定額の整理でございます。  

 次のページとなります。８款地方特例交付金も確定による整理でございます。 

 ９款地方交付税4,395万3,000円の追加であります。普通交付税の追加でありますけれども、

補正前の留保額8,141万5,000円のうち、今回の補正予算に必要な一般財源の不足額4,395万3,00

0円を計上するものでございます。補正後の留保額は、3,749万2,000円となりますが、３月中旬

に特別交付税が確定することから、それとあわせまして今会期中に補正予算で追加提案し、整

理する予定であります。  

 次、11款分担金及び負担金から飛びまして26ページ、15款の財産収入の１項１目財産貸付収

入までは、特定財源として歳出の方に充当しているものでありまして、歳出の関連でそれぞれ

説明をしておりますので、省略させていただきたいと思います。  

 次、26ページになります。26ページの15款１項２目利子及び配当金121万8,000円の追加であ

りますけれども、各基金の利子及び配当金の整理でございます。  

 ２項１目不動産収入につきましては、堆肥舎整備の農業者の負担分でありますけれども、11

款の分担金負担金へ科目振りかえしております。  

 16款寄付金については、歳出で説明済みのものであります。  

 次のページ17款繰入金であります。１項４目から８目まで繰り入れする該当事業の不用額の

整理に伴うものであります。  

 11目町債管理基金繰入金でありますけれども、当初予算で計上しておりました公債費への繰

り入れ7,000万円を財源調整によりまして全額減額するものでございます。  

 19款諸収入、４項１目から次のページの３目民生費受託事業収入までにつきましても歳出の

関連でございます。  

 ５項６目雑入につきましても全体的に歳出関連の特定財源の整理でございますけれども、こ

のうち４節の北海道市町村備荒資金組合積立支消金につきましては、事業財源といたしまして

当初計上しておりました5,000万円分の取り崩しを財源調整の結果、全額減額して取り崩し額ゼ

ロとするものでございます。  

 次のページでございます。20款町債、１項１目民生債から４目土木債までは、歳出で説明済

みでございます。  

 ５目減税補てん債と６目臨時財政対策債につきましては、確定による整理でございます。  



 ７目災害復旧費につきましては、歳出で説明済みであります。  

 町債の15年度の総体的な状況を申し上げますと、今回の補正後の町債発行額は13億2,360万円

で、５目から７目の町債を除きます通常分の事業分としては６億6,720万円となり、財政健全化

の目標額８億円を下回るものであります。現在本年度の最終的な財源対策といたしまして、一

般公共事業債の財源対策債調整分を約7,000万円程度北海道に要望しておりますが、全額認めら

れた場合でも通常債ベースでは目標の枠におさまるものであります。  

 以上で一般会計補正予算の説明を終わらせていただきますけれども、今後の補正予算につき

ましては、定例会の開会中に特別交付税等の歳入や歳出の追加分につきまして提案させていた

だきまして、さらに町債許可額の確定を待ちまして３月31日付の補正予算の専決処分をあわせ

て行う予定でございますので、ご理解をいただきたいと存じます。  

 以上で説明を終わらせていただきます。  

〇議長（堀部登志雄君） 暫時休憩をいたします。  

          休憩 午後 ３時２０分  

                                         

          再開 午後 ３時３４分  

〇議長（堀部登志雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 提案理由の説明が終わりましたので、これより本案に対する質疑を許しますが、まずページ

が数多いものですから、歳出から質疑に入ります。36ページ１款議会費から56ページの３款民

生費まで、質疑のございます方はどうぞ。  

 ４番、鈴木宏征議員。  

〇４番（鈴木宏征君） ページ数は40から41ですか、総務費の中の関連でちょっと聞きたいの

ですが、４月から禁煙のやつありますよね。庁舎内をどのようにされようとしているのか。分

煙するとか禁煙するとかとありますが、庁舎内の状況をちょっとお話しいただきたいなと。  

〇議長（堀部登志雄君） 白崎総務課長。  

〇総務課長（白崎浩司君） ご説明のとおり健康増進法の施行に伴いということで、その対応

策として本庁舎の方、役場の方は４月から１カ所のみ喫煙室を設置すると。これは、町民も職

員も共用に使える場所ということで、具体的には正面玄関入りまして総務課の方に向かいまし

て、通路の左側に今男性用の更衣室あります。全部が全部ロッカーの移設はできないのですが、

第２会議室の下にもう一つ男性用のロッカー室がありますので、今使っていない部分もござい

ますから、そちらの方に使っていない部分を移設しまして、その部分を分割しましてそちらで

喫煙をできる状態にすると。庁内については１カ所と。それから、議会棟といいますか、そち

らの方につきましては今ご質問の中には入っていませんでしたけれども、議会の方につきまし

ては小会議室、議会の中にはありますので、そちらを喫煙室でということでお願いしてござい

ます。  

 以上です。  

〇議長（堀部登志雄君） ほかございませんか。  



          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇議長（堀部登志雄君） なければ、次に56ページ、４款環境衛生費から76ページの８款土木

費までを質疑のございます方。  

 14番、大渕紀夫議員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。59ページの検診の関係で相当減額されています。特

に生活習慣病の部分の減額が多いのですけれども、何でこういうふうに減るのか。私は、この

検診というのは極めて大切なものだというふうなことで何度か質問で取り上げております。そ

れがふえるというのならわかるのだけれども、減るというのはどうして減るのか、その点だけ

お尋ねをしたいと思います。  

〇議長（堀部登志雄君） 三戸健康福祉課長。  

〇健康福祉課長（三戸功二君） ご質問のようにこの検診皆さん本当に受けていただいて、早

期発見し、あるいはまたそういう状況あったときには早期治療をしていただく、そういう面で

は大変に重要な事業というふうに私どももとらえております。確かに今回の減額の大きな理由

は、全体的に検診の受診者数が減ったというのがまず実態でございます。私どももこれも実際

それでは何が一番要因なのかなというふうに考えておりますけれども、一つには、それ以前に

やっておりました受診する期日の前ぐらいにチラシを差し上げて、そして受診の喚起を促して

いたと、そういう例がございましたけれども、実は15年度におきましてはいろいろ歳出削減の

関係でチラシの配布を取りやめた経過がございます。一つには、やはりそれが大きな障害とい

いましょうか、この減につながっている要因があるのかなと、そんなふうには一応分析はして

ございます。それだけではないのかもしれません。しかし、一応我々の方としては確かにチラ

シの効果というのは大きいのではないのかなと、そんなふうに実はとらえておりまして、15年

度についてはそういうような措置の結果というふうにとらえておりますけれども、それらを反

省して、これはこれからご審議いただく16年予算でございますけれども、その中ではチラシの

効果というものが大きいということも踏まえて、また復活という考え方を実は持ってございま

す。減った大きな理由がそれだけかということを必ずしもそうではないかもしれませんが、大

きな要因としてはあるのかなと、そんなふうにはとらえてございます。  

〇議長（堀部登志雄君） 14番、大渕紀夫議員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。この検診の中身というのは、総合計画の中でも実績

として押さえられているものなのです。私の記憶では、例えばチラシ以外に今までは宣伝カー

で何月何日ここで検診やるということやっていましたですよね、以前は。それから、がん検診

なんかの場合は朝５時からやると、６時からやるとかということもやっていたように私は記憶

しております。それから、例えば産婦人科の関係で言えば、地域をまとめられてきているとい

う状況もございます。本当にこれから保健と福祉と医療が一致してということになれば、私は

ベースは検診だと思うのです。そこが経費の削減だとか絞ったとかということで縮小していく

というのは、私は逆行だと思うのだ、政策に対する。そこら辺のことをもうちょっと正確にひ

とつ答弁を願いたいと思います。  



〇議長（堀部登志雄君） 三戸健康福祉課長。  

〇健康福祉課長（三戸功二君） ただいま申し上げましたように、一つの大きな要因であろう

というふうに私どもとらえているのは、チラシの効果というのは大きな要因があっただろうな

と、そんなふうに思います。それと、今ご指摘のがん検診等の朝早くからの各地域にお邪魔し

てやっている状況というのは、それは現在も同様でございます。それと、宣伝カーのことにつ

いては、それについては現在そういう措置をとっていない部分はございますので、そういうこ

とを全体今のこういう状況を勘案しながら、先ほど新年度予算のことの絡みもちょっと申し上

げましたけれども、チラシの問題なんかについては16年度予算でまた反映していきたいという

ふうに思っておりますし、今お話あったような、そういう検診の前における宣伝カーによる周

知、あるいはまたもっといろんな方法がないのか、そんなことを含めて今後やっぱりそういう

受診のための周知喚起を強めていきたいなと、そんなふうに考えております。  

〇議長（堀部登志雄君） 14番、大渕紀夫議員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。これ毎年下がっているような傾向がずっと続いてい

るのです。それで、それに対する努力がどのようにされているのか。そして、保健、福祉、医

療ということが叫ばれている中で、そういう減るということに対する認識が単なるチラシが減

ったとか、僕はそういう次元の話ではないような気がするのです。ですから、保健婦さんをど

ういうふうに運用するか、活用するかということを含めまして、私はやっぱりこういうことが

起きないような対策をきちっととらない限り従来の延長線上での物の考え方だというふうにし

か思えないのですけれども、３回目ですからこれで終わりですけれども、少なくとも新次元計

画の中でつくった計画に基づいてみたって下がっているのです、ずっと。それは、当然課長認

識されていると思うのです。そういう上で、また下がっているのです。では、その前は去年チ

ラシが入っていても下がっているということであれば、もっと下がるということになってしま

うのです。そういうことに対してどういう認識でいるのかと。これを本当にふやすためにどう

努力されたのかというところが私は見えてこないのです。単なるチラシが出なかったと。宣伝

カーが出なかったから減ったのですと。そういう姿勢の方が僕は問題だと思うのです。だから、

本当に町民の健康を守って検診の数をふやすとしたら、どうすればいいのかということをどこ

かで議論されて、例えば来年度方針が出されているのかどうか。チラシ出すだけではなくて、

こういうふうにしたらふえると方針が出ているのですか。その点どうですか。  

〇議長（堀部登志雄君） 三戸健康福祉課長。  

〇健康福祉課長（三戸功二君） 来年度の受診率の向上、検診数の底上げという部分での抜本

策という形でどういうことがあるかという部分に直接的にお答えすれば、一つには先ほどの言

ったチラシの効果というものが大きいだろうということを考えていまして、それは予算措置上

も含めて対応を今考えておりますけれども、そのほかのことにつきましてはここで明確にお答

えする方策というものは今現在まだちょっと持ち合わせておりませんので、今後十分その辺検

討させていただきたいなと、こんなふうに思います。  

〇議長（堀部登志雄君） 三國谷助役。  



〇助役（三國谷公一君） 私の方からもちょっとお答えをさせていただきますけれども、今担

当課長の方からるる申し上げましたが、この問題については確かに総合計画の中でもきちっと

年次計画で目標を立てて、受診率を高めていこうというような目標を持ってございます。残念

ながらこういう結果でございますが、これ基本的には町民の皆さんももう少し意識を高めてい

ただきたいなというようなのは根底にございますが、やはりＰＲの仕方とか、前々から非常に

議会の場で議論ございます。今三戸課長の方から答弁いたしましたように、ことしそういった

対策というものは、私ども入りまして原課の方ときちっと対応を図ってまいりたいというふう

に考えておりますので、ひとつご理解いただきたいと思います。  

〇議長（堀部登志雄君） 18番、加藤正恭議員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤でございますが、61ページ、病院事業費です。拠出金1,605

万9,000円、この説明のところに28節、下の方に不採算地区病院運営経費分というふうに説明欄

に書いています。このうちから1,600万円が繰り出しになるのですよと、こういう説明だろうと

思うのですが、しからばこの不採算地区病院運営経費分というのはトータルで何ぼになってい

るのか。そのうちの一部がそこから1,600万円が病院会計の方に繰り出されると、こういうふう

に理解していいのだろうと思うのですけれども、そのあたりはどうでございますか。  

〇議長（堀部登志雄君） 辻財政課長。  

〇財政課長（辻 昌秀君） 一般会計側からちょっと繰り出しの内訳をご説明しますけれども、

病院会計に対する繰り出しの補正は今回15年度では初めてということでございます。それで、

当初予算の方で組んでいる内訳といたしましては、出資金は事業関連ですからこれちょっと省

略いたしまして、繰出金当初予算では２億1,712万8,000円見込んでおります。このうち今ご質

問の不採算地区病院運営経費分につきましては１億1,930万3,000円と。約１億2,000万円ぐらい

ということでございまして、補正後の額といたしましては約１億3,600万円ぐらいということで

す。この不採算地区病院運営経費分の考え方でありますけれども、病院会計に対する繰出金も

含めて基本的には繰出金について国の方で通知される繰り出しの基準というのがあります。そ

の中で白老町内に町立病院以外に大きな病院がないといいますか、そういう要因から、この町

立病院がやはり町内の基幹病院として運営せざるを得ないと、そういうような位置づけの中で、

多少不採算部門があっても運営せざるを得ないと。そういう中での該当する病院になるという

ことで、繰り出し基準に基づく不採算地区病院という位置づけをしてございます。  

 以上です。  

〇議長（堀部登志雄君） 18番、加藤正恭議員。  

〇18番（加藤正恭君） 18番、加藤ですが、ということになると最終的にまだ決算で締めてい

ないのですが、大体の見込みとしては２億7,600万円病院の方へ繰り出しになると、こういうふ

うに理解していいのですね。純然たる不採算とか、もう一項目ありますね。経営改善か何かの

項目があったと思うのですが、それを除いた純然たる町の一般会計から出る金額は１億円ちょ

っとくらいになるのではないかと思うのですが、そのあたりはわかりますか。純然たる一般会

計からの繰り出しと、国とかから来る金ではなくてです。それをお聞かせ願いたいと思うので



すが。  

〇議長（堀部登志雄君） 辻財政課長。  

〇財政課長（辻 昌秀君） 数字ちょっと手元に持ち合わせておりませんけれども、病院会計

の繰り出しに対する交付税での措置という部分かと思いますけれども、普通交付税の分と特別

交付税の分合わせてたしか１億数千万円繰り出しの対象になっているかと思います。そういう

部分でいけば一般財源分としては約１億円程度、それが町の持ち出しということになっている

と思います。  

〇議長（堀部登志雄君） 12番、吉田和子議員。  

〇12番（吉田和子君） 12番、吉田です。77ページの土木費までいいのですよね。  

          〔「土木費の前」と呼ぶ者あり〕  

〇12番（吉田和子君） 前までなのですか。済みません。  

〇議長（堀部登志雄君） 76ページまではいいのです。どうぞ、よろしいです。 

〇12番（吉田和子君） 77ページの土木費の町営住宅火災復旧事業あります。これは、公営住

宅の火災による復旧工事だと思うのですが、町の住宅ですから借りて家賃を払っているわけで

すから、町でこういうふうに修理ということは保険も掛けていると思うのですけれども、その

火災の原因が大抵ほとんどが不注意だと思うのですけれども、そういう原因にかかわらず全額

町でこのような負担をされるのかどうなのか、その点ちょっと伺いたいと思います。  

〇議長（堀部登志雄君） 松井都市整備課長。  

〇都市整備課長（松井俊明君） 公営住宅の復旧費用なのですけれども、町の方としては保険

掛けておりまして、町のかかった費用の全額については保険で適用していただけますので、そ

れで全部町で負担をしたいと。ただ、保険適用にならない部分が出てきますので、その部分に

ついては原因者の方に負担を考えなければならないと思いますけれども、現時点では復旧費用

の全額について全額保険で補てんされますので、今のところ火災原因者に対して請求するとい

うことは考えておりません。  

 以上でございます。  

〇議長（堀部登志雄君） 12番、吉田和子議員。  

〇12番（吉田和子君） この火災復旧、それは保険で適用になるのですけれども、火災に遭わ

れた住宅ばかりではなくて、火災に遭った方に対しての町としてどのような支援策を行ってい

るのか伺いたいと思うのですけれども。  

〇議長（堀部登志雄君） 松井都市整備課長。  

〇都市整備課長（松井俊明君） 私の方都市整備課としての対応なのですけれども、仮にもし

住宅がなくて入らなければならないという場合、緊急的にあいている公営住宅をあっせんして

公営住宅に入ってもらうように考えております。ただ、今回12月９日の火災の方については、

知り合いの方がおられまして知り合いの方のうちに行かれたということで、そういうことで対

応されましたので、都市整備課としてはあいている公営住宅に入れるとかという対応はしなく

てよかったということでございます。  



 以上でございます。  

〇議長（堀部登志雄君） どこかほかの課で支援策。  

 久慈生活環境課参事。  

〇生活環境課参事（久慈幸男君） 火災とか災害になったら、火災災害弔慰金が出ます。です

から、全焼の場合は10万円、半焼の場合は５万円出ることになっておりまして、ここの場合は

ちょっと後でご報告申し上げたいと思います。よろしいでしょうか。  

          〔「はい」と呼ぶ者あり〕  

〇議長（堀部登志雄君） 19番、根本道明議員。  

〇19番（根本道明君） 19番、根本です。65ページの農業開発公社事業の堆肥舎等整備事業に

ついてちょっとお聞きしたいのですが、これは以前産建で所管事務調査で取り上げたことの継

続だと思いますが、当時やったのがちょっと記憶が薄らいできていますが、この農業支援３法

案の状況、特に白老町にかかわらず畜産の部分でこの部分の説明と現在これ白老町における実

態どのようになっているのか。また、これたしかポストパワーアップ事業というのは時限立法

で出されていると思うのですが、この時限立法と道のポストパワーアップ事業の今後の見通し

ですか、その見通しもしわかれば教えていただきたいというのと、それによる白老町の今後の

整備がどのようにとり行われるのか、そこら辺把握していれば今ここで教えていただきたいと

思います。  

〇議長（堀部登志雄君） 和野産業経済課参事。  

〇産業経済課参事（和野敏夫君） これにつきましては、以前平成13年の産建の部分で言われ

ました家畜ふん尿、要するに新農業基本法定まって、その中で家畜ふん尿等に関する適正化と

いう法律ができまして、それに基づいて牛で言えば飼養頭数10頭以上飼っている農家について

は家畜ふん尿処理施設として堆肥舎をつくりなさいと。屋根のかかって側壁のあるコンクリー

ト打ちの建物を建てなさいという法律ができまして、それに基づきましてうちの方では13年に

計画を上げて14年に整備に取りかかっています。それで、これの部分につきましては当初道の

パワーアップ事業ということで、その事業が13年で終わりまして、それで国の法律等の状況に

基づいて14年からもポストパワーアップ事業ということで国の補助金、それから道の補助金、

そして市町村が支援することによって道もかさ上げの支援をするという事業が17年３月までと

いうことでなりまして、それにあわせてうちの方も生産者の負担軽減と、そして環境に優しい

地域づくりの一環ということで堆肥舎整備事業を進めております。  

 それで、この管理基準に係る農家というのが約32戸ぐらいあります。それで、この32戸につ

きましては自分で自助努力するものと、それから道が、町が上乗せをする支援のパワーアップ

事業で整備するという二つに分かれまして、それでパワーアップ事業につきましては25戸の農

家が事業参加したと。それで、その残っている７戸につきましては飼養規模が常時飼養頭数と

いうことでお母さん牛を飼っているのが10頭以上ということになっていまして、そういう形で

高齢の農家ということで、今後規模を縮小していくということで自助努力で整備する、または

経営規模として管理基準以下にするというような状況の農家が７戸あります。それで、今のご



質問ありました資源リサイクル事業、堆肥舎整備事業としてやっているのが25戸です。それで、

14、15で17戸の農家が既に整備終わりまして、それで最終年の16年度につきましては８戸の農

家が整備する形で現在事業を進めております。  

 それで、道のパワーアップ事業の今後の推移というのですが、それにつきましては一応今の

ところ17年３月までの事業が該当ということでお話を聞いております。ただ、その後どうする

のかという部分が、これが畜産環境リース事業というものがありますので、これについては道、

町の上乗せがないと農家が25％負担という事業に変わっていくのかというふうに思っておりま

す。  

 以上です。  

〇議長（堀部登志雄君） 19番、根本道明議員。  

〇19番（根本道明君） わかりました。  

 それでは、多分これ５％だと思いますが、それでいくとこの6,400万円というのは町の負担金

が6,400万円ということは、白老の事業費でこれの20倍としたならば12億円の事業であったとい

うふうな計算でよろしいのでしょうか。  

〇議長（堀部登志雄君） 和野産業経済課参事。  

〇産業経済課参事（和野敏夫君） ここで申し上げています6,689万2,000円というのは、堆肥

舎の整備、それから草地整備、それを含めてなっています。それで、実際に堆肥舎の方の整備

に関しましては、町の方で金額的には3,000万円から4,000万円の間で町の負担になろうかなと

思っております。それに道の歳入が出てきますので、それを含めてなります。  

〇議長（堀部登志雄君） ４番、鈴木宏征議員。  

〇４番（鈴木宏征君） ６款の農林水産業費の関連でちょっと聞きたいのですが、今京都あた

りで盛んに問題になっております鳥インフルエンザなのですが、その対策として白老もやっぱ

り道内の中でも卵の出荷量としては全道１位とか２位とかと言っておりますので、そういうも

のが白老に入ってきますと、産業界にとっては非常に大きな打撃になろうというふうな考えを

持っているのですが、その対策として白老町もどういう対策をとっているのかというようなこ

とを聞きたいのですが、よろしいでしょうか。いいですか。  

〇議長（堀部登志雄君） 和野産業経済課参事。  

〇産業経済課参事（和野敏夫君） この鳥インフルエンザ、そして今騒がれているのは高病原

性鳥インフルエンザということで、感染力の強いインフルエンザということでなっております。

それで、これにつきましては平成16年１月の12日に山口県で発生して、昨日も京都府の丹波町

の中でブロイラー飼養農家が発生という状況になっております。それで、うちの方で町内で飼

われている採卵鶏というか、養鶏で飼われている羽数が約94万羽おります。その中で採卵鶏と、

要するに卵をとる鶏というのは約66万6,000羽ぐらいおります。そして、あと残りが育雛と。こ

れは、卵をとる鳥のひな、それが27万羽強います。そういう中で現在おりまして、それでちな

みに言いますと、農業生産額四十数億円のうち養鶏の生産額というのは約67％ぐらいを占めて

おります。そういう中で地域の一つの畜産業の中の大きなウエートを占めているということで、



これにつきましては今町内の養鶏業者の方々と事前に打ち合わせをしまして、それらの万が一

の出た場合の対策として、そういう連絡体制のための組織を設立に向けて今現在取り組んでお

ります。できれば今月の中旬ぐらいまでにその組織を動かしていきたいなと。それで、これの

組織化につきましては、今鳥のインフルエンザが出たときの一番最初の通報先であります胆振

家畜保健衛生所、ここにもそれらの対策、それから地元の協議会等のそういうものの立ち上げ

について協力要請を３月１日にしております。そういう中で地元としての対策が講じられてく

るのかなと思っております。  

 以上です。  

〇議長（堀部登志雄君） ほかございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇議長（堀部登志雄君） それでは次に、76ページの９款消防費から95ページ14款諸支出金ま

で、質疑のございます方はどうぞ。  

 12番、吉田和子議員。  

〇12番（吉田和子君） 12番、吉田です。79ページの小学校運営経費の中の日本体育・学校健

康センター災害共済給付というのがありますけれども、これはたしか学校でけがをしたりとか

通学の途中に何かあったときにけがをしたりとか、そういう場合にいろんなものが保険から給

付されるのではないかと思うのですけれども、今大変多くなっております切りつけられたとか、

そういった場合のことにも全部これは対応されるものなのかどうなのか、その点ちょっと伺い

たいと思います。  

〇議長（堀部登志雄君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） その辺まで調べておりませんので、ちょっと今お答えできま

せん。後ほど調べてお伝えしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。  

〇議長（堀部登志雄君） 暫時休憩いたします。  

          休憩 午後 ４時０８分  

                                         

          再開 午後 ４時１１分  

〇議長（堀部登志雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） 済みません。先ほどのご質問ですけれども、学校の下校、登

校についてそういった事故があった場合については、当然保険はききます。ただ、私的な部分

についてそういう事故があったときにはきかないと、こういうことになります。 

〇議長（堀部登志雄君） 12番、吉田和子議員。  

〇12番（吉田和子君） 12番、吉田です。今なぜこういうことを聞いたかといいますと、北海

道内で、今テレビ報道でもそうなのですけれども、不審者による子供が襲われるという事件が

大変多くなっております。道内のデータを見ても、去年の５月の時点で道内では３割の小学校

が防犯ブザー等を取り入れているという話が出ているのです。中学校においても18％近くがそ



ういう備品を備えてやっているということなのですけれども、白老町としてそういう対応、そ

ういうことについての対応をどのようにされているのか伺いたいと思います。  

〇議長（堀部登志雄君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） ブザーについては、今のところ考えておりません。ただ、学

校内についてはマニュアル、そういったものについては一応校長会あるいは教頭会で指示はし

ております。ブザーについては、一応値段はある程度確認はしておりますけれども、今度新１

年生、16年度以降小中合わせますと1,600人ですから、１個当たり800円とすると130万円ぐらい

かかるでしょうか。そのような試算はしておりますけれども、そういう財政的な問題もござい

ますので、この先どういうふうになるか、それは今後検討していく必要があるかと。当然それ

は、貸し出しという、貸すという形になりまして、年度がわりで持ち回りすると、そんなよう

なことが。そこまで白老町としてやっていかなければいけないかどうか、学校教育課としてば

かりではなくほかのそういう青少年育成だとか、あるいは防犯上の問題の団体と協議が必要で

はないかというふうに考えております。  

〇議長（堀部登志雄君） 12番、吉田和子議員。  

〇12番（吉田和子君） 子供たちを守るのに130万円が高いか安いかという議論は、それはこれ

からもまたいろんな一般質問とかで出てくると思いますけれども、道内において連れ去られた

のが２件ほどあるのです、事件として。不審者がいて大変なおっかない思いしたというのは、

数え切れないぐらいあるというのが現状的に北海道内であるのですから、白老町だけが安全だ

と言えるのは何物もないということだと思うのです。これは、一つの提案というか、こういう

ふうにやっている町村があるということなのですけれども、私は防犯ブザー130万円は高いとは

思いません。それで、子供たちが緊急なときに、もちろん緊急の避難所の設置はしていますか

らある程度見届けるということはできると思いますけれども、そうではなくて緊急に、この補

正予算見ましたら遠距離通学者もいますよね。そういうことを含めると、やっぱり安全性とい

う点からは大抵大人の目の行き届かないところで事件というのは起きているものですから、そ

ういうことを考えると私は安いものではないかなというふうに思いますけれども、そのほかに

町の職員、町長は職員のボランティアとか言っていますけれども、町職員がいろんな用があっ

て町内を巡回したりしますよね。そのときに子供たちの通学路、それから学校の周りをその時

間に合わせて、もしその時間に合ったらそこをちょっと遠出をして見回ってくるとか、そうい

う情報をキャッチしながら歩いているというのを新聞で見たことがあるのです。そういう方法

も含めて、私は検討するべきときではないかなというふうに思いますけれども。 

〇議長（堀部登志雄君） 牧野教育長。  

〇教育長（牧野正典君） 今のご意見、130万円が安いか高いかということもありましょうけれ

ども、要するにこういうものを全部公費で負担するのは果たしてどうなのかということもあり

ましょうし、自分の命はまず自分で守るということ、そういう観点も必要でしょうし、それか

ら今お話ありましたように、町内見回りの場合にまちの職員があれをすると。それから、ほか

の町村では、郵便配達の方にいろんな情報を入れてもらうという方法、それから子供の通学の



時間と、それから学校から帰る時間に合わせて地域の人の散歩、ジョキングの時間を合わせて

もらうというような取り組みをしている町村なんか等ありますので、いろんなことを検討しな

がら前向きなことで考えていきたいなと。130万円すぐ用意できるか別ですけれども、できると

ころからやれるのかなと思っていますので、検討させてもらいたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君） それでは、先ほど同じく吉田和子議員から質問出ていました公住の

火災に対する支援等について、久慈生活環境課参事の方で答弁できるということですので、答

弁してください。  

〇生活環境課参事（久慈幸男君） 先ほどのご答弁にお答え申し上げたいと思いますが、火災

発生に対する支援措置ですけれども、正式には白老町災害弔慰金等支給要綱に基づきまして、

先ほど言いましたように全焼の場合は10万円、半焼の場合は５万円を支給するというふうにな

っております。  

 それで、参考までに、公営住宅が昨年の12月９日火災になったのですけれども、あくまでも

白老町民であるということが条件でございまして、実はこの方は前日に苫小牧の方に転居され

まして該当にならなかったと、こういうようなことでございます。参考までにお知らせしたい

と思います。  

 以上でございます。  

〇議長（堀部登志雄君） ９番、吉田正利議員。  

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田でございます。91ページの港湾の災害復旧について質問さ

せていただきます。  

 前回の災害におきまして、地層の液状化現象によるクラックが発生したのは現地で視察させ

ていただきましたけれども、その基本的な原因はもちろん地震による一つの災害ということで

あろうと思うのですが、専門的な分析、あの現象の分析はなされてあったのかどうかという問

題、それからもう一つは、同じ白老港におきましても異常のないところは全く異常のないわけ

であります。あの部分にそのような災害の落ち点があったのかどうかということを一つお聞き

したいと思います。  

〇議長（堀部登志雄君） 堀江港湾課長。  

〇港湾課長（堀江 寛君） 港湾災害についてのご質問ですが、１点目の専門的な分析という

ことで、これ直轄災害ということで国土交通省の災害の査定官が現地に入りまして、その専門

的な検知から見て液状化現象と、こういう判定をして災害事業として採択になったわけであり

ます。我々見ましてもああいった形で部分的にひび割れ起こしたり陥没したりして、なおかつ

下から土砂が吹き出してくるというのは、明らかに液状化だろうと、こういう感じを持ってお

ります。  

 あと、２点目の他の部分ということなのですが、液状化が起きやすいというのは、埋め戻し

た、日本の港湾埋め立てしてやっているところ、埋立地にはよく起きることなのですけれども、

埋め立てした土砂が粒子が均一といいますか、あの部分につきましてはしゅんせつした土砂を

埋めたということを聞いておりまして、それが転圧しにくいといいますか、力学的に見ても均



一な土砂についてはなかなか転圧しにくいということがあったと思います。それを転圧したの

ですけれども、結果的にはああいう形になったと。ほかの場所については、公共事業の残土等、

町の公共事業の残土、それから道の残土ですとか、そういういろんな土砂がまざって、それで

均一の土質でないと、そういうことで起きなかったのではないかなということで推定はしてお

ります。  

 以上です。  

〇議長（堀部登志雄君） ９番、吉田正利議員。  

〇９番（吉田正利君） よくわかりましたが、今回のこの災害復旧費用の五百数十万円という

のは、相対的にあの現象から見ると大きな工事ではないなという判断がつくのでございますが、

例えば今おっしゃったように原状復帰の工事なのか、あるいはそれらの要因を十分分析した中

で対策を講じた工事なのか、それについてお伺いしたいと思います。  

〇議長（堀部登志雄君） 堀江港湾課長。  

〇港湾課長（堀江 寛君） それにつきましては、負担金が550万円ということで、工事費全体

が先ほども申し上げていますけれども、3,000万円弱ということで、それで特に対策を講じた工

法ではございません。舗装をはがして、砂利を充てんして再度舗装をかけるということで、こ

れで心配ないのかということだと思うのですけれども、基本的に抜本的な対策を講じるとなれ

ば相当お金をかけるということもあるのですが、一般的に言われているのは一度液状化が起き

た部分についてはなかなか起きにくいと。地震の振動等で締まるといいますか、そういう形に

なりますので、一度起きた部分についてはなかなか起きにくい場所だということを聞いており

ますので、原状復旧の工法でも問題はないかというふうに判断しています。  

 以上です。  

〇議長（堀部登志雄君） 13番、斎藤征信議員。  

〇13番（斎藤征信君） 13番、斎藤でございます。83ページの教育問題の中の小中学校の特殊

学級開設の問題についてちょっとお伺いしておきたいと思うのですけれども、先ほどの説明で

緑小の３学級とかという話ですが、今度新しくこれは16年度から開設されるものですね。それ

で、新しく開設される特殊学級の種別といいますか、中身は何なのか。そして、それによって

どれだけの教員が配置されるのか、そのあたりお知らせください。  

〇議長（堀部登志雄君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） まず、緑小学校の関係ですね。まず、知的障害の子供が３人

です。それから、情緒の関係が１人、肢体不自由の子供が１人、合わせて５名になります。  

 それで、先生の関係ですね。特学の教員が３クラスですから、４人です。  

 以上です。  

〇議長（堀部登志雄君） 13番、斎藤征信議員。  

〇13番（斎藤征信君） 教員の方は、３学級４定員という数で賄われるということですね。新

しく緑の場合には、この４人が配置されると。それから、中学校の方で新しく配置される特学

の部分というのはなかったのですか。  



〇議長（堀部登志雄君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） 中学校につきましては、虎杖中学校が新しく開設されます。

これは、１名で１クラスです。それから、竹浦中学校が今現在１名ですけれども、新年度はも

う１名ふえますので、ここは新たに教員の方が２名ふえます。中学校の場合は、２クラスにつ

いて３名配置ですから、２名ふえると、こういう形になります。それから、萩野中学校です。

萩野中学校につきましては、新年度１名ふえますので、今現在２人ですから３人です。３人で、

これは２クラスですから、ここも３人配置ですから、ここはふえないのです。  

 以上です。  

〇議長（堀部登志雄君） 13番、斎藤征信議員。  

〇13番（斎藤征信君） 今の話は、全部知的障害の関係でしょうか。  

〇議長（堀部登志雄君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） 済みません。ふえる分につきましては、まず虎杖中学校が知

的です。それから、竹浦中学校が情緒、萩野中学校が情緒、こういうふうになっています。よ

ろしいでしょうか。  

〇議長（堀部登志雄君） 13番、斎藤征信議員。  

〇13番（斎藤征信君） 白老町が各学校に特殊学級を配置して、どこの地域からもそういう障

害を持つ子供たちが身近なところへ通学できるという措置をとっているという、これはすばら

しいことだし、本当に評価されるべきものなのだろうというふうに思います。ただ、今話を聞

いていますといろいろと子供の数が動いているようですので、やはりそれがこれから先々そう

いう需要というのがもっともっとふえるのか。今学級があるけれども、また一人卒業したらな

くなってしまうとか、そういう状況にあるのか。やっぱり先の見通しというのがどんなふうに

立っているものなのか。できましたら、これ今すぐというわけにはいかないと思うけれども、

町全体で知的障害の学級が幾つあるのか、情緒障害が幾つあるのか、肢体不自由学級幾つある

のか、そのあたり総数でわかれば、今でなくてもいいですけれども、教えていただければ。そ

して、それらの見通しというのがこれからふえていくのか、今の状態が続くのか、見通しはど

んなふうに持っているのか、そのあたり聞かせていただければと思うのですが。 

〇議長（堀部登志雄君） 目時学校教育課長。  

〇学校教育課長（目時廣行君） 昨年との比較ですけれども、まず小学校につきましては、ク

ラスはマイナスになっています。特学についてです。中学校については、クラスはプラス３に

なっています。将来的な傾向の推移ですけれども、ちょっと今資料持ち合わせしておりません

ので、また試算していない部分もあるものですから、後ほど何かの機会のときにお知らせした

いなというふうに思います。よろしいでしょうか。  

          〔「いいです」と呼ぶ者あり〕  

〇議長（堀部登志雄君） 牧野教育長。  

〇教育長（牧野正典君） 今特別な支援を要する子供ということでございます。非常にそこの

判断が難しゅうございます。障害のある特別な支援を要する子供、就学指導委員会というのが、



斎藤先生だとよくわかっていると思いますけれども、子供の状況に応じて特別な教育を必要と

するか、それとも普通の学級で勉強するのがいいのかという形で町内の学識経験者、先生方に

集まってもらいまして、年に３回でしたか、判定をします。判定しますけれども、父兄によっ

てはうちの子供をぜひ普通のクラスで授業を受けさせてくれというお父さん、お母さんもいら

っしゃいますし、あるいは私どもが見ても就学指導委員会が判定してもこの子はやはり特別な

教育、要するに養護学校だとか、そういう特別な特殊小学校、養護学校ってございますね。あ

あいうところへ行くのが妥当と。あるいは肢体不自由児の専門の学校へ行くのが正当だという

ことがありましても、ぜひ自分の手元から通学をさせたいという大きな親の願いがございます。

そんなことで、この後どう推移するのかと聞かれると非常に難しいのですけれども、特別支援

教育ということが最近出てございますけれども、これはどういうことかというと、そういう特

別な教室をつくるのではなくてみんな同じ教室へ入ると。入るけれども、特別に支援をしなけ

ればならない子供のためのまた違うセンター的なそういう施設をつくって、そこの部分につい

てはそこで勉強するとかという形で今変わりつつございます。  

 それと、今大きく問題になっているのが多動性というのでしょうか、落ちつきがないという

のでしょうか、教室の中何ぼ言っても走り回って歩くとか、それから高機能障害、要するにＩ

Ｑが非常に高いのですけれども、高いがゆえに同じ学年の中にいて疎外されて、頭がいいがた

めに反対に障害になってしまうというような子供さんもいまして、今そういう意味ではそうい

う教育は本当にこれから学校として取り組む大きな課題ということになっていますので、これ

から特殊学級という制度そのものが変わりつつあるというような状況かと思いますので、後ほ

ど資料などお持ちしまして説明したいと思いますので、ご理解願いたいと思います。  

〇議長（堀部登志雄君） ほかございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇議長（堀部登志雄君） なければ、歳出全般について、特に質問漏れのございました方がお

りましたらどうぞ。  

 14番、大渕紀夫議員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。先ほど鳥インフルエンザの話がちょっとございまし

たけれども、鶏だけではなくて野鳥から来るということもございまして、何かハトを飼ってい

る人たちはもう飛ばしてもだめとかレースにも出られないとかというようなことが上からきち

っと来ているのだそうでございます。白老町では、鶏以外の鳥に対するペット含めて鳥に対す

るそういう処置が、例えばＰＲ含めて処置をする、死んだ場合はどこへ届けるとか、そういう

ことは考えているかどうか、その点だけ。  

〇議長（堀部登志雄君） 和野産業経済課参事。  

〇産業経済課参事（和野敏夫君） それについては、ハトにつきましては伝書鳩レース協会と

いうところがありまして、そこが今の鶏から鶏でなくてほかの地域を飛んで、その鳥が持って

きて地元へ来るというようなことを想定しまして、極力そういう部分についての指導を徹底す

るということで、ハトの飼っている方々へはそういう文書が来ております。  



 それから、私どもの方でこれから３月中旬めどにつくる対策協議会、仮称ですけれども、そ

の中でそれらのペット的なもの、それらも含めて万が一発生したときの処分、例えば今埋設と

いう中で処分されておりますが、各養鶏業者については事前に万が一発生した場合の埋設箇所

だとか、それらも含めて組織の流れを今回構築したいなと思っております。  

 以上です。  

〇議長（堀部登志雄君） 14番、大渕紀夫議員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。そこはわかりました。私が言っているのは、ペット

飼っている人でわからない。だから、ＰＲ、チラシか何かで配るか何かしないと、その人たち

はわからないわけです。ちょっと私聞いたのは、あるところで何羽か自分のうちで飼っている

鶏が死んだと。それを言ったということで、それでさっき言った胆振の家畜どこだかというと

ころに電話をした方も町内で実際にいらっしゃるの、聞いていると思うのだけれども。そうい

う人たちがわからないでやるという行為があると、広まる可能性もあるでしょう。ですから、

全体的に周知徹底して、そういうことが起こった場合、どこに相談するとかどういうふうな処

置をするとかということが全町民がわかるような仕組みをつくらないと、渡り鳥の場合は飼っ

ている鳥全部そうですから、家庭で飼っている鶏もみんなそうですから、そういう点に対する

ＰＲをどうするのかということを聞きたいのです。  

〇議長（堀部登志雄君） 和野産業経済課参事。  

〇産業経済課参事（和野敏夫君） 渡り鳥が病原菌を、ウイルスを運んでくるという、それに

ついては渡り鳥の体内に鳥インフルエンザというそれのウイルスは持っているのは確認されて

います。ただ、今鳥インフルエンザが発生している部分には、その原因として渡り鳥だという

確固たるものがありません。それで、そういう状況で町民に対しての周知という部分につきま

しては、今の対策協議会の中で養鶏業界、それから一般の町民あてへの、そういうものも含め

て対策を講じていきたいと思います。そういう中で進めておりますので、ご理解ください。  

〇議長（堀部登志雄君） 14番、大渕紀夫議員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。ちょっと聞き方悪いので、ごめんね。要するに早い

話が回覧か何かで全町民に周知するというふうでいいですか。そういう理解でいいですか。私

聞きたいのは、町民がちゃんとわかって、鳥が死んだらこうやってやるということがわかれば

いいのだから、それをいつまでやるの、どうやってやるの、金はどこで出すのと。主体がどこ

ですかと、そこだけわかればいいのです。  

〇議長（堀部登志雄君） 煤孫助役。  

〇助役（煤孫正美君） 鳥インフルエンザのことなのですけれども、今課長の方から協議会を

つくっていろんな鳥等についてまとめると言っておりますので、それを待って、こういうシビ

アな問題ですので、出すことによって影響が非常に大きくなる可能性というものもありますの

で、やはり協議会だとか北海道あたりのそういうご意見を聞きながら、そういう判断に立てば

例えば広報だとか、そういうものについて通知いたしますし、もうちょっと待つ必要があるの

ではないかというようなことであれば、そういう形の中で協議をしながら進めていって判断で



持っていきたいというふうに思っております。ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） ただいまの、要するにペット等のたぐいの一般、我々がわからない範

囲でいっぱい飼っています。インコから何からです。鳥インフルエンザの情報が入っていない

人もたくさんおります。その点については、今助役が申し上げましたが、緊急性、すぐ対応し

た方がいいということであれば、町の方でチラシ等で緊急に対応したいという考え方です。た

だ、次の４月の広報を待っても可能であるよという家畜保健所なり情報等いろいろ調べなけれ

ばならないと思うのですが、そういうことで４月でも大丈夫ということであれば、４月の広報

で対応したいと。ただ、その辺の判断を関係機関にお願いして、急ぐものであれば急いで対応

したいという考え方です。 

 以上です。  

〇議長（堀部登志雄君） 吉田正利議員。  

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田です。聞き漏らしであれば、お許しいただきたいと思いま

す。特殊学級の該当児童生徒に対する登下校の現在の送迎は、今は父兄がやっているのでしょ

うか、あるいは何か方法をとっているのでしょうか。  

〇議長（堀部登志雄君） 牧野教育長。  

〇教育長（牧野正典君） 子供の登下校は児童がそれぞれ独自で、特別な対策はとっていませ

ん。登下校、要するに放課後自宅まで帰る、それは特別な対策は……ただ、遠距離通学という

形の部分については、スクールバス出ている分ございますけれども、それ以外はそれぞれの力

で学校へ行って、そして自宅へ帰るという基本。これは、基本としてそういうことで対応して

ございますので、ご理解願いたいと思います。  

〇議長（堀部登志雄君） ほかにございませんね。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇議長（堀部登志雄君） それでは次に、繰越明許費あるいは債務負担行為、地方債の補正及

び歳入全般に入ります。  

 初めに、７ページから９ページまでの第２表、繰越明許費補正、第３表、債務負担行為補正

及び第４表、地方債補正について、質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇議長（堀部登志雄君） それでは次に、10ページ、１款町税から35ページ、20款町債まで。

ありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇議長（堀部登志雄君） それでは、これで繰越明許費あるいは債務負担行為、地方債の補正

及び歳入全般が終わりましたけれども、この中で特に質疑漏れの方ございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇議長（堀部登志雄君） 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。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。  

 採決いたします。  

 議案第１号 平成15年度白老町一般会計補正予算（第９号）、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。  

          〔挙手全員〕  

〇議長（堀部登志雄君） 全員賛成。  

 よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。  

                                         

 


