
                                         

    ◎議案第３３号 白老町長寿祝金条例の一部を改正する条例の  

            制定について  

     議案第１０号 平成１６年度白老町一般会計予算  

     議案第１１号 平成１６年度白老町国民健康保険事業特別会  

            計予算  

     議案第１２号 平成１６年度白老町老人保健特別会計予算  

     議案第１３号 平成１６年度白老町公共下水道事業特別会計  

            予算  

      議案第１４号 平成１６年度白老町学校給食特別会計予算  

     議案第１５号 平成１６年度白老町工業団地造成事業特別会  

            計予算  

      議案第１６号 平成１６年度白老町臨海部土地造成事業特別  

            会計予算  

      議案第１７号 平成１６年度白老町港湾機能施設整備事業特  

            別会計予算  

      議案第１８号 平成１６年度白老町墓園造成事業特別会計予  

            算  

      議案第１９号 平成１６年度白老町介護保険事業特別会計予  

            算  

      議案第２０号 平成１６年度白老町立特別養護老人ホーム事  

            業特別会計予算  

      議案第２１号 平成１６年度白老町水道事業会計予算  

     議案第２２号 平成１６年度白老町立国民健康保険病院事業  

            会計予算  

〇議長（堀部登志雄君） 日程第15、議案第33号 白老町長寿祝金条例の一部を改正する条例

の制定について、議案第10号 平成16年度白老町一般会計予算、議案第11号 平成16年度白老

町国民健康保険事業特別会計予算、議案第12号 平成16年度白老町老人保健特別会計予算、議

案第13号 平成16年度白老町公共下水道事業特別会計予算、議案第14号 平成16年度白老町学

校給食特別会計予算、議案第15号 平成16年度白老町工業団地造成事業特別会計予算、議案第1

6号 平成16年度白老町臨海部土地造成事業特別会計予算、議案第17号 平成16年度白老町港湾

機能施設整備事業特別会計予算、議案第18号 平成16年度白老町墓園造成事業特別会計予算、

議案第19号 平成16年度白老町介護保険事業特別会計予算、議案第20号 平成16年度白老町立

特別養護老人ホーム事業特別会計予算、議案第21号 平成16年度白老町水道事業会計予算、議

案第22号 平成16年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算、以上平成16年度各会計予算13

件と、これに関連する条例の改正議案１件の合わせて14議案を一括議題に供します。  



 順次提案理由の説明を求めます。  

                                         

     議案第３３号 白老町長寿祝金条例の一部を改正する条例の  

            制定について  

                                         

〇議長（堀部登志雄君） 議案第33号の説明をお願いいたします。  

 三戸健康福祉課長。  

〇健康福祉課長（三戸功二君） それでは、ご説明を申し上げます。  

 議案第33号でございます。白老町長寿祝金条例の一部を改正する条例の制定について。  

 白老町長寿祝金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16年３月４日提出。白老町長。  

 白老町長寿祝金条例の一部を改正する条例。  

 白老町長寿祝金条例の一部を次のように改正する。  

 以下、改正条文につきましては、新旧対照表でご説明申し上げます。  

 附則  

 この条例は、平成16年４月１日から施行する。  

 議案説明を申し上げます。長寿祝金事業につきましては、本町に住所を有する高齢者に対し、

長寿を祝福し、社会に貢献した労をねぎらうため、祝金を贈呈しているところでございますが、

近年の急激な高齢化に伴い、多様な高齢者福祉サービスに対応するため、事業の一部を見直す

こととし、本条例の一部を改正するものでございます。  

 改正内容を新旧対照表でご説明を申し上げたいと思います。  

 まず、受給資格第２条でございます。現行におきましては、この１号から６号まであります

ように75歳の者から５歳刻みで95歳まで、それと６号については99歳というような６区分でご

ざいました。これを今回改正後にあっては、77歳の者、88歳の者、99歳の者、いわゆる日本古

来からあります節目、喜寿、米寿、白寿というような形で見直しをさせていただきたいという

内容のものでございます。 

 それから、２項につきましては、号の縮小によりまして従前第６号であった者が第３号に変

更するものでございます。 

 それから、祝金の額及び支給日、第４条でございます。これにつきましては、先ほど第２条

でご説明申し上げましたように、６区分あったものが３区分への改正によるものでございまし

て、また額の改正も行ってございます。  

 まず、１号の77歳の者につきましては１万円、２号、88歳の者につきましては３万円、３号

の99歳の者につきましては現行制度10万円と変わらず10万円ということにしていただいており

ます。  

 以上、改正内容の説明でございますけれども、この事業につきましては昭和49年から長きに

わたっている事業ではございますけれども、これまで町長の執行方針でも申し上げております



ように、あるいはまた先ほど来いろいろお話、意見出されておりますように、いろいろ私ども

の方も今回第４次の行革の一環でもございます。いわゆる聖域なき事務事業の見直し、そうい

う流れの中から歳出削減プロジェクトの中でもいろいろと検討すべき事項というようなことの

事業の指摘もございまして、これは今回やむなくこういうような改正をさせていただきたいと

いうことのご提案でございます。よろしくご理解をいただき、ご審議をいただきたいと思いま

す。  

 以上で説明を終わります。  

                                         

     議案第１０号 平成１６年度白老町一般会計予算  

                                         

〇議長（堀部登志雄君） 次に、議案第10号の説明をお願いいたします。  

 辻財政課長。説明が非常に長時間にわたりますので、着席のままひとつご説明をお願いした

いと思います。  

〇財政課長（辻 昌秀君） それでは、議長のお許しをいただいて、着席したままでご説明さ

せていただきたいと思います。  

 一般会計予算書をご用意いただきたいと思います。一般会計予算書の１ページをお開きいた

だきたいと思います。  

 議案第10号 平成16年度白老町一般会計予算。  

 平成16年度白老町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ102億9,900万円と定める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。  

 （債務負担行為）  

第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、

「第２表 債務負担行為」による。  

 （地方債）  

第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。  

 （一時借入金）  

第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、25億円と

定める。  

 （歳出予算の流用）  

第５条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。  

 （１）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  



 平成16年３月４日提出。白老町長。  

 次のページになります。第１表、歳入歳出予算。  

 １、歳入、１款町税22億4,841万9,000円。各項、記載のとおり。  

 ２款地方譲与税２億4,530万円。各項、記載のとおり。  

 ３款利子割交付金1,780万円。１項、同額。  

 ４款配当割交付金10万円。１項、同額。  

 ５款株式等譲渡所得割交付金10万円。１項、同額。  

 ６款地方消費税交付金２億1,420万円。１項、同額。  

 ７款ゴルフ場利用税交付金750万円。１項、同額。  

 ８款自動車取得税交付金6,670万円。１項、同額。  

 ９款国有提供施設等所在町助成交付金5,100万円。１項、同額。  

 10款地方特例交付金5,620万円。１項、同額。  

 11款地方交付税34億4,000万円。１項、同額。  

 12款交通安全対策特別交付金430万円。１項、同額。  

 13款分担金及び負担金１億992万4,000円。１項、同額。  

 14款使用料及び手数料２億5,511万7,000円。各項、記載のとおり。  

 15款国庫支出金５億5,174万8,000円。各項、記載のとおり。  

 16款道支出金５億6,435万5,000円。各項、記載のとおり。  

 17款財産収入3,380万4,000円。各項、記載のとおり。  

 18款寄付金10万円。１項、同額。  

 19款繰入金５億302万9,000円。１項、同額。  

 20款繰越金2,500万円。１項、同額。  

 21款諸収入３億3,600万4,000円。各項、記載のとおり。  

 22款町債15億6,830万円。１項、同額。  

 歳入合計、102億9,900万円。  

 次のページでございます。２、歳出、１款議会費9,456万8,000円。１項、同額。  

 ２款総務費４億4,497万円。各項、記載のとおり。  

 ３款民生費13億6,118万6,000円。各項、記載のとおり。  

 ４款環境衛生費９億9,628万4,000円。各項、記載のとおり。  

 ５款労働費1,314万7,000円。１項、同額。  

 ６款農林水産業費３億7,280万6,000円。各項、記載のとおり。  

 ７款商工費２億1,385万7,000円。各項、記載のとおり。  

 ８款土木費17億1,225万5,000円。各項、記載のとおり。  

 ９款消防費7,887万9,000円。１項、同額。  

 10款教育費５億5,328万7,000円。各項、記載のとおり。  

 11款災害復旧費10万円。１項、同額。  



 12款公債費19億7,559万4,000円。１項、同額。  

 13款給与費24億3,126万1,000円。１項、同額。  

 14款諸支出金4,205万5,000円。１項、同額。  

 15款予備費875万1,000円。１項、同額。  

 歳出合計、102億9,900万円。  

 次、６ページでございます。第２表、債務負担行為。  

 事項、白老町土地開発公社の資金借入れに対する債務保証、期間、平成16年度、限度額10億

円。苫小牧市医師会と締結する予防接種業務委託契約に基づき被接種者に健康被害が生じた場

合の担当医師の損害賠償等に対する補てん、平成16年度、担当医師が負担すべき損害賠償額及

びこれに係る費用の実費額。漁業近代化資金利子補給、平成17年度から平成21年度まで、237万

9,000円。肉用牛肥育推進事業利子補給、平成17年度から平成18年度まで、142万6,000円。バン

ノ沢川砂防事業、平成17年度、4,426万5,000円。北海道市町村備荒資金組合からの小学校用教

育用コンピュータ等購入年賦金、平成17年度から平成20年度まで、746万8,000円。北海道市町

村備荒資金組合からの中学校教育用コンピュータ等購入年賦金、平成17年度から平成20年度ま

で、806万1,000円。北海道市町村備荒資金組合からの情報システム等購入年賦金、平成17年度

から平成20年度まで、1,530万円。北海道市町村備荒資金組合からの電話交換設備購入年賦金、

平成17年度から平成20年度まで、2,500万3,000円。パーソナルコンピュータ賃借、平成17年度

から平成18年度まで、118万7,000円。情報システム賃借、平成17年度から平成21年度まで、317

万円。情報システム等保守点検に係る業務委託、平成17年度から平成21年度まで42万円。施設

等用地賃借、平成17年度、55万円1,000円。施設等用地賃借、平成17年度から平成31年度まで、

34万2,000円。倉庫賃借、平成17年度から平成18年度まで、51万6,000円。車両賃借、平成17年

度から平成19年度まで、118万2,000円。債務負担行為は以上であります。  

 次のページ、第３表、地方債。  

 起債の目的及び限度額でありますが、ウタリ住宅新築資金等貸付事業940万円。上水道老朽管

更新事業（出資債）1,600万円。白老滑空場線改良舗装事業720万円。石山大通改良舗装事業2,1

60万円。虎杖浜西５番通り改修事業460万円。日の出通り改修事業330万円。竹浦虎杖浜通り改

修事業140万円。川沿１号通り改修事業230万円。栄町７号通り改修事業190万円。緑泉郷地区排

水対策事業3,000万円。白老港建設事業４億8,630万円。萩の里自然公園整備事業6,000万円。日

の出団地公営住宅建設事業6,670万円。消防施設整備事業2,110万円。緑丘小学校屋体屋根改修

事業820万円。白老中学校校舎・屋体改修事業2,010万円。白老町中央公民館暖房改修事業820万

円。減税補てん債4,900万円。減税補てん債（借換債）３億2,200万円。臨時財政対策債４億2,9

00万円。計15億6,830万円であります。起債の方法でありますが、普通貸借又は証券発行、利率

につきましては３％以内。ただし書きは、記載のとおりであります。償還の方法については、

記載のとおりでございます。  

 補足説明いたします。利率につきましては、近年の利率低下を考慮し、昨年度の５％を16年

度は３％に見直ししたものであります。  



 なお、現在の政府資金20年物の利率は1.5％となっております。  

 次、９ページからの歳入歳出予算事項別明細書でありますが、総括表の10ページ、歳入と11

ページ、歳出につきましては、記載のとおりでありますので、説明を省略いたします。  

 次に、歳入歳出予算事項別明細書の内容をご説明いたしますが、前年度との比較を中心にし、

要点を説明させていただきます。  

 それでは、恒例によりまして歳出からご説明いたします。100ページをお開き願います。100

ページであります。１款議会費、１項１目議会費、前年比1,479万円の減であります。主な内訳

でありますが、（１）、議員報酬等は人事院勧告に基づく期末手当の支給率減などにより78万3,

000円の減となっております。  

 （２）、議会運営経費は経費の見直しの結果、需用費なども含め54万円の減となっておりま

す。  

 次のページ、議会だより発行経費は、前年実績を踏まえまして、15万6,000円の減となってお

ります。  

 次、104ページ、２款総務費でございます。１項１目一般管理費、前年比1,684万8,000円の増

であります。（３）の文書管理経費でありますが、11節の需用費につきまして、加除書籍の見

直しなどから65万5,000円の減となっております。  

 次、107ページ、（４）、共通通信運搬経費であります。13節の電話交換業務委託料なども含

め、117万4,000円の減となっております。  

 （６）、庁舎管理経費でありますが、歳出削減の取り組みによります消耗品の削減などによ

り、63万8,000円の減となっております。  

 次、109ページでございます。（８）、臨時職員経費でありますが、正職員の退職者、育児休

業などの代替職員分の計上でありまして、863万7,000円の増となっておりますが、給与費も含

めた一般職、嘱託職員及び臨時職員全体の人件費は減額となっております。  

 （９）、職員研修経費でありますけれども、前年度の町村会派遣職員の派遣期間が満了とな

ることから、92万6,000円の減となっております。  

 次、111ページになります。（11）、情報化推進経費でありますが、住民記録、税、財務会計

等を含めた内部情報システムとして一括管理しておりますシステムの運用経費などであります。

住民基本台帳ネットワークシステムの委託料など、各種システム全体で373万円の増となってお

ります。  

 次、飛びまして115ページになります。（15）、秘書事務経費であります。13節委託料の公用

車運転業務委託料などで413万円の増となっております。  

 次、117ページの事業費の（17）、町制施行50周年記念事業であります。10月に記念式典を行

うほか、町民の参加により実行委員会を運営し、各種記念事業を実施するものであります。記

念事業の事業名につきましては、別に配付しております予算の概要の方に掲載しておりますの

で、ごらんになっていただきたいと思います。本事業に対しての財源といたしまして、北海道

市町村振興協会の助成金を300万円見込んでおります。  



 次、119ページでございます。（18）、情報化推進事業であります。行政情報の高度化や地域

情報化などを推進するための事業として632万1,000円を計上するものであります。行政情報デ

ータベース整備、地域ＩＴリーダー育成の二つから成っており、緊急雇用対策の道費補助事業

として行うもので、雇用人数は合わせて８名、延べ840人日でございます。  

 （19）、電話交換設備更新事業であります。老朽化した電話交換機、事務用電話機の更新及

びダイヤルイン方式導入によるサービス強化を図るものであります。備荒資金を活用した債務

負担行為事業として2,478万円の事業費を見込んでおりますが、初年度の利子分として５万4,00

0円を計上するものであります。  

 次、２目姉妹都市費、119ページの（２）、シラオイハウス日本文化支援事業であります。ケ

ネル市に建設されますシラオイハウスの日本間建設の支援のため、補助金として交付するほか、

オープニングセレモニー参加の代表団派遣経費も含めて計上しております。なお、財源といた

しましては、海外交流基金からの繰り入れを全額の273万1,000円見込んでおります。  

 次、３目国際親善費につきましては、記載のとおりでございます。  

 次、120ページ、４目職員厚生管理費につきましては、前年比28万2,000円の減で記載のとお

りでございます。  

 次、５目広報広聴費は前年比58万1,000円の減となっております。前年までの広報事務経費及

び広報ビデオ政策事業経費は、広報活動経費に統合して全体的に経費の見直しを図っておりま

す。  

 次、122ページ、６目財政管理費及び７目会計管理費は、記載のとおりであります。  

 次、124ページになります。８目財産管理費、前年比476万円の増となっております。その主

なものでありますが、127ページになりますけれども、（５）、町有林保育事業であります。前

年度６款の農林水産業費に計上しておりました広葉樹改良事業を統合したことなどにより、117

万4,000円の増になっております。  

 （６）、町有地処分事業356万7,000円であります。萩野地区に建設予定の民間の介護老人保

健施設への支援策として隣接する町有地を貸し付けするため現在ある教職員住宅を解体するも

ので、その経費につきましては借り受け者の負担となります。  

 次、９目車両管理費につきましては、車検経費など135万2,000円の増で記載のとおりであり

ます。  

 次、128ページ、10目企画調整費につきましては、前年比3,990万8,000円の増であります。

（３）のアイヌ文化振興に係る総合的人材育成事業でございますが、アイヌ文化振興策として

アイヌ文化にかかわる雇用機会を創出し、伝承者、技能者の育成を行うもので、3,997万5,000

円を計上するものであります。全額緊急雇用対策の道費補助事業で、雇用人数は合わせて25名、

延べ2,785人日であります。  

 次、11目総合計画費は前年比120万3,000円の増であります。131ページの（４）、男女共同参

画推進事業につきましては、男女共同参画推進計画の策定に要する経費の計上であります。  

 次、132ページ、12目計画調査費から14目交通安全対策費までは、記載のとおりであります。  



 次、134ページ、15目自治振興費、（２）の環境衛生推進助成事業は前年度に引き続き町内会

の環境美化等の活動に助成するものであります。  

 次のページでございます。137ページの（３）、町内会集会施設増築補助事業でありますが、

竹浦中央第２町内会館の水洗化整備事業に助成するものであります。  

 （４）、町内会活動推進事業は新規事業でございまして、町内会活動等に要する草刈り機な

どの購入経費を町連合へ補助するものでありまして、財源は全額コミュニティ助成事業助成金

を見込んでおります。  

 次、16目町民活動推進費、（２）、町民まちづくり活動センター運営経費でありますが、前

年度事業費からの移行分でありまして、前年度の当初予算の比較では75万4,000円の増となって

おります。  

 （３）、元気まち研修会事業でありますが、前年度は６月補正での計上のため、当初対比で

は30万円、全額増になっております。  

 （４）、町民まちづくり活動センター整備事業につきましては、新規事業でセンター内の環

境整備と利用者への情報提供のため備品購入経費38万2,000円を計上するものであります。  

 次、17目町営防犯灯管理費、前年比11万2,000円の減となっております。主な増減の要因であ

りますが、（１）の町営防犯灯維持管理経費で電気料などの減によりまして86万2,000円の減と

なっております。  

 次のページ、（２）、町営防犯灯設置事業でありますが、前年度は６月補正のため、当初対

比では75万円の全額増となるものであります。  

 18目諸費につきましては記載のとおりでありまして、前年度と同様でございます。  

 次、２項徴税費、１目賦課徴収費であります。前年比540万6,000円の増となっております。

全般的に経費の見直しを行い減額しておりますが、増額の要因といたしましては二つの事業で

ございます。まず、143ページの事業でございますが、（５）、固定資産税路線価鑑定評価決定

調査経費であります。平成18年度評価替えに伴う事前作業として不動産鑑定士による路線価決

定までの業務を３カ年で実施するもので、16年度は路線データ調査及び路線設定を予定してお

り、前年比147万円の増であります。  

 次の（６）、固定資産税標準宅地鑑定評価事業でありますが、これも平成18年度評価替えに

向けて不動産鑑定士による標準宅地の鑑定評価を94地点で実施するもので、新規事業でござい

ます。  

 次、３項１目戸籍住民基本台帳費、前年比32万9,000円の減で、記載のとおりであります。  

 次、144ページ、４項選挙費は参議院議員選挙及び胆振海区漁業調整委員会委員選挙が今年度

執行されることから、次の146ページ、２目参議院議員選挙費と148ページ、３目胆振海区漁業

調整委員会委員選挙費を計上してございます。  

 北海道知事及び北海道議会議員選挙費、町長及び町議会議員選挙費は廃目であります。  

 次、148ページの５項統計調査費から次のページ、150ページ、６項監査委員費までにつきま

しては、それぞれ記載のとおりでございます。  



 次、154ページになります。３款民生費でございます。１項１目社会福祉総務費につきまして

は、前年比948万6,000円の増となっております。その増の要因の主なものでございますが、157

ページお開きいただきたいと思います。（４）の社会福祉団体等補助金でありますが、社会福

祉協議会に対する補助金で、前年度は２目老人福祉費に計上されておりました高齢者クラブ連

合会補助金の中の専門指導員の人件費分が16年度につきましては社会福祉協議会の方に振りか

えたこととボランティアセンター運営分の増などによりまして、社会福祉協議会の補助金は341

万1,000円の増となっております。  

 次、159ページになります。（９）の地域人権啓発活動活性化事業でありますけれども、新規

事業でありますけれども、法務省が北海道を通じて行う人権啓発委託事業を実施するものであ

ります。  

 次、（10）の障害者福祉計画策定事業でありますが、新規事業でありますけれども、計画の

見直しでございます。ノーマライゼーション社会の実現を目標とした障害者福祉計画の策定に

要する経費でございます。 

 次に、（11）、地域福祉計画策定事業につきましても新規事業であります。地域福祉の推進

に当たり老人介護、児童、障害の個別計画を横断した計画として地域福祉計画を策定するもの

でございます。なお、以上の社会福祉総務費の全体の財源といたしましては、循環福祉バス運

行事業に社会福祉基金繰入金を1,500万円繰り入れすることにしております。  

 次、２目老人福祉費、前年比1,619万8,000円の増であります。（１）の在宅老人福祉事業経

費でありますが、前年比176万2,000円の減であります。次のページの20節扶助費の中の訪問介

護低所得利用者負担金一部給付分で261万8,000円の減になっております。  

 次に、（２）、介護保険事業特別会計繰出金でありますが、前年比975万7,000円の増であり

まして、内訳につきましては記載のとおりでありますが、その増減の額といたしましては、介

護給付費で384万1,000円の増、事務費が591万6,000円の増となっております。事務費分につき

ましては、特別会計に対する国の事務費交付金が一般財源化されたことから、全額一般会計の

負担となっております。  

 次、（３）、老人福祉単独事業経費でありますが、前年比336万9,000円の増となっておりま

す。敬老会開催事業補助金につきましては、前年度は６月補正予算で計上していたことから、1,

093万1,000円の増であります。なお、高齢社会が進む中、限られた財源で対応するため、前年

度ありました老人温泉入浴券を廃止するとともに、長寿祝金の支給年齢の見直しを行い、その

二つの事業で748万円の減となっております。なお、老人福祉単独事業経費の財源といたしまし

ては、社会福祉基金繰入金から1,200万円の繰り入れを見込んでおります。  

 次、（４）、老人福祉活動補助金でありますけれども、前年比210万円の減となっております。

１目の社会福祉総務費でご説明しましたが、高齢者クラブ連合会補助金につきまして、専門指

導員の人件費分を社会福祉協議会の補助金へ繰りかえしたことによる減などであります。なお、

高齢者クラブと高齢者事業団分を合わせまして、社会福祉基金から300万円の繰り入れを見込ん

でおります。  



 次、163ページになります。（６）、福祉バス運行経費でありますけれども、前年比329万9,0

00円の減であります。バス購入年賦金が前年度で終了したことなどによるものであります。  

 次、（８）、老人医療費給付費でありますが、前年比577万1,000円の減であります。実績見

込みによる減でございまして、内訳といたしましては道老が17万8,000円の増、町老が594万9,0

00円の減であります。  

 次、（９）、老人保健特別会計繰出金でありますけれども、前年比1,578万7,000円の増であ

ります。内訳といたしましては、給付費が1,397万円の増、支給費で192万2,000円の増、事務費

で10万5,000円の減となっております。  

 次、165ページでございます。（11）、元気まちすこやか住まい事業経費でありますが、最近

の実績が住宅改造が介護保険の対象となっていることなどを考慮して、予算枠を前年度の150万

円から50万円減額し、100万円としております。  

 次、（12）、特別養護老人ホーム事業特別会計繰出金でありますが、前年比189万5,000円の

減になっております。  

 （14）、在宅介護地域型支援センター運営事業であります。新たに石山、萩野、北吉原地区

を対象といたします地域型支援センターを設置するものであります。  

 次、166ページ、３目身体障害者福祉費であります。前年比8,460万4,000円の増となっており

ます。（１）、身体障害者援助事業経費でありますが、支援費制度に係るものが実績見込みで

ふえており、前年比5,119万8,000円の増となっております。13節委託料のうち、精神障害者地

域生活援助業務及び身体障害者ディサービス事業分が前年比で全額ふえております。20節扶助

費につきましては、身体障害者施設訓練等支援費が1,960万5,000円の増、知的障害者施設訓練

等支援費が2,586万6,000円の増となっております。  

 次、（３）の障害者地域共同作業所運営事業経費であります。共同作業所フロンティアの補

助金につきまして、補助基準のランクアップに伴いまして、226万円の増となっております。  

 次、169ページでございます。（５）重度心身障害者医療費給付費でありますが、前年比2,99

5万7,000円の増であります。実績見込みによります医療費の増によるものであります。  

 （６）、公共施設トイレ改修事業であります。オストメイト障害者のために排せつ物を処理

できるようにトイレの改修を行うものであります。前年度は、いきいき４・６の多目的トイレ

の改修を実施しておりますが、16年度は白老コミュニティセンターの改修を予定しているもの

であります。  

 次、４目乳幼児福祉費につきましては、医療費の増加によりまして、前年比425万7,000円の

増であります。  

 次、５目国民年金費につきましては、記載のとおりであります。  

 ６目総合保健福祉センター管理運営費でありますが、前年比64万9,000円の増となっておりま

す。全体的に経費の見直しを行っておりますけれども、11節の需用費の修繕料が増となってい

るものであります。  

 次、170ページ、７目老人憩の家運営費につきましては、記載のとおりであります。  



 次、172ページになります。８目生活館・福祉館費につきましては、前年度計上の北吉原ふれ

あいプラザ前庭簡易舗装事業が減となっておりまして、175ページになりますけれども、（５）、

虎杖浜生活館取付道路整備事業を新たに計上しております。  

 次、９目……  

〇議長（堀部登志雄君） ここでちょっと休憩いたしますので、９目から次の説明をお願いい

たします。  

 暫時休憩いたします。  

          休憩 午後 ３時４４分  

                                         

          再開 午後 ４時００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。  

 辻財政課長。  

〇財政課長（辻 昌秀君） それでは、次、９目ウタリ住宅新築資金と貸付事業費であります。

次のページの21節貸付金でありますけれども、16年度につきましては新築１戸、改修１戸の計

上であります。  

 次、２項１目児童福祉総務費、前年比346万3,000円の増であります。（３）の次世代育成支

援行動計画策定事業が増額分の主なものでありますけれども、計画の策定に要する経費の計上

でございます。  

 次、178ページ、２目児童措置費、前年比65万円の増であります。（１）、児童手当支給事務

経費でありますが、16年度に予定されております支給年齢引き上げの制度改正に伴う電算シス

テム変更業務委託料など65万円の増となっております。  

 次、３目母子福祉費、医療費の増加などによりまして前年比201万4,000円の増であります。  

 ４目児童福祉施設費、前年比2,108万6,000円の増であります。（１）の町立保育園運営経費

につきましては、町立の五つの保育園分の計上でありますが、前年比で203万9,000円の増とな

っております。７節の賃金につきましては、臨時保育士でありまして、前年比248万4,000円の

増となっております。  

 次、183ページとなります。（３）の緑丘保育園運営費等経費であります。前年比で1,095万8,

000円の増となっておりまして、園児数が前年比で147名の増加見込みなどによる増であります。  

 次、（４）の緑丘保育園修繕補助事業でありますが、築後27年、屋根の塗装後11年を経過し

ており、施設老朽化により雨漏りなどで保育園に支障を来していることから、施設修繕のため

に840万円の助成を行うものであります。なお、この児童福祉施設費の関係につきましては、国

の三位一体改革の国庫補助負担金の一般財源化によりまして、公立保育所分の負担金が廃止さ

れておりまして、道費と合わせました本町への影響額は１億1,190万7,000円であります。  

 次、５目子供発達支援センター費、前年比80万5,000円の減であります。全体的に経費の見直

しを行っておりますけれども、前年度とほぼ同様の内容で記載のとおりでございます。  

 次、186ページ、６目児童館費、前年比295万9,000円の増であります。事業費としまして、



（２）、萩野児童館トイレ水洗化事業を実施するものであります。  

 次、188ページ、４款環境衛生費であります。１項１目地域保健費につきましては、前年比6,

137万4,000円の増となっております。（２）の検診管理事業経費でございますけれども、次の

ページの12節の役務費の手数料の中に、検診のＰＲのためのチラシ配布料を計上しております。  

 次、（４）、国民健康保険事業特別会計繰出金でありますが、前年比6,378万9,000円の増で

あります。増減の大きなものといたしましては、次のページになりますけれども、保険税軽減

世帯の増加によります財政安定化支援分でございますけれども、この計上されている金額のう

ち2,378万4,000円が前年度より増となっております。また、保険基盤安定等分で2,208万2,000

円の増、その他繰り出し分といたしまして赤字解消分ですけれども、前年度より1,500万円の増

となっております。  

 次、２目健康づくり費、前年比32万7,000円の増であります。195ページになります。（２）、

保健福祉医療ネットワーク推進事業でありますが、町民カルテシステムの構築を図るため、町

内連携システムを推進するための先進事例の調査旅費を計上しております。  

 次、３目予防費につきましては、記載のとおりでございます。  

 次、２項１目環境衛生諸費、前年比18万4,000円の増となっております。（１）の事業以下次

のページ以降、前年度とほぼ同様の内容で記載されておりますので、説明を省略いたします。  

 次、202ページになります。２目公害対策費でございます。（１）の環境審議会運営経費であ

りますが、環境基本条例の制定及び環境基本計画を作成するために６回の開催経費を計上して

おります。  

 次、３目火葬場費、前年比110万2,000円の減であります。前年度の火葬炉修繕が完了したこ

となどによる減であります。  

 次、204ページ、４目墓園費であります。前年比53万6,000円の増であります。（１）の白老

霊園及び町有墓地管理経費の中の11節需用費の修繕料で管理棟の屋根及びあずまやの修繕のた

め、前年比109万6,000円の増となっております。また、管理委託日数の見直しを行いまして、1

3節委託料で51万9,000円の減となっております。  

 ５目緑化推進費でありますが、事業費も含めまして前年比98万2,000円の減であります。前年

度に計上しておりました町民植樹祭開催事業が２款総務費の中の町制施行50周年記念事業の中

に計上しているため、減額となっております。  

 次、206ページでございます。３項の清掃費全体では、前年比で1,702万8,000円の減でござい

ます。財源内訳といたしましては、特定財源として一般廃棄物処理手数料が6,754万7,000円と

なりますが、前年比で193万3,000円の減であります。１目の清掃総務費につきましては、記載

のとおりであります。  

 ２目塵芥処理費につきましては、209ページになります。（２）、ごみ収集経費でありますけ

れども、ごみ収集車の減価償却費の減などによりまして、456万9,000円の減となっております。  

 （３）、一般廃棄物広域処理経費でありますが、施設の維持管理経費の見直しによりまして、

本町の負担分につきましても前年比967万2,000円の減となっております。  



 次、４項１目病院事業費であります。出資金も含めまして、前年度と同額の２億6,000万円の

繰り出しとなっております。  

 次、210ページになります。５項１目上水道施設費でありますけれども、臨時事業の老朽管更

新事業分の出資金を計上しております。  

 次、212ページ、５款労働費であります。１項１目労働諸費でありますけれども、（４）、ワ

ークステーション雇用推進員設置事業につきましては、実施効果が大きいことから、本年度も

補助事業として実施するものであります。前年度の当初につきましては、単独事業のため補助

事業としては636万7,000円の増となっておりまして、財源につきましては緊急地域雇用特別対

策推進事業で道費100％であります。本事業の雇用人数は４名で、延べ462人日であります。あ

と他の科目に計上しておりますこの事業も含めました雇用対策事業の全体では52名で、延べ5,1

74人日となっております。  

 ２目経済センター施設管理費であります。前年度まで勤労者施設管理費の名称で計上してお

りましたが、しらおい経済センターの管理経費であります。  

 215ページ、（２）、しらおい経済センター改修事業であります。築後16年を経過して、外壁

のコーキング等腐食が著しく、雨漏りなどに支障を来していることから、外壁補修工事を計上

するものであります。  

 次、216ページ、６款農林水産業費となります。１項１目農業委員会費につきましては、記載

のとおりでございます。  

 ２目農業総務費、前年比1,512万9,000円の減であります。前年度に計上しておりました石山

２期地区道営農免農道整備事業が完了したことによる減であります。  

 次のページ、（３）、中山間地域等直接支払交付金交付事業につきましては、前年と同様で

ございます。  

 次に、３目農業振興費、前年比277万4,000円の増であります。（３）の農業関係資金利子補

給事業経費ですけれども、19節の補助金分でＢＳＥ対応畜産経営安定化資金利子補給金が98万2,

000円増となっております。なお、前年度に計上しておりました農業経営基盤強化資金利子補給

については完了しております。  

 次、（４）、特定農山村地域活動支援事業でありますけれども、前年度は６月補正での計上

のため、16年度は190万円、全額増となっております。財源としては、当該基金から繰り入れを

見込んでおります。  

 次、220ページの４目畜産業費であります。前年比6,405万9,000円の増であります。223ペー

ジになります。（４）の肉用牛飼育推進事業につきましては、前年度と同額であります。  

 （５）の優良和牛受精卵生産助成事業でありますけれども、継続事業でありますが、前年比1

80万円の減で、今年度につきましては40個分の補助金を計上するものであります。  

 （６）、家畜導入助成事業も継続事業でありますけれども、実績見込みによりまして、前年

比200万円の減となっております。本年度分は、20頭分の助成を見込んでおります。  

 （７）の白老牛改良センター運営費助成事業については、前年度と同額であります。  



 （８）、畜産振興総合対策事業ですけれども、堆肥舎や草地整備等を14年度から４カ年で行

っております。継続事業でありますけれども、本年度は堆肥高度化処理施設整備１棟、堆肥舎

整備８棟、草地整備24ヘクタールを予定しております。総事業費につきましては、５億3,102万

5,000円でありまして、うち町費計上分が１億3,858万7,000円であります。町費計上分の財源と

いたしましては、道費が6,556万1,000円、農家負担分が2,952万7,000円、町債が4,130万円で、

一般財源につきましては219万9,000円であります。  

 次、２項林業費、１目林業振興費につきましては、前年度に計上されておりました林業総務

費と統合してございます。次のページになります。（３）の北の森づくり緊急対策事業につき

ましては、前年と同様、道の補助事業で28万6,000円の減額となっております。  

 （４）の21世紀北の森づくり推進事業につきましては、事業面積の増から前年比816万4,000

円の増となっております。 

 （５）の森林整備地域活動支援交付金事業ですけれども、対象面積の増加から144万6,000円

の増額となっております。 

 （６）、ホロケナシの森整備事業でありますけれども、これ新規事業でありまして、年２回

森野地区のホロケナシの森の下刈りを行うものであります。なお、事業費の財源といたしまし

ては、道の補助金のほかに、緑化基金からの各事業への繰り入れを見込んでございます。  

 次、226ページになります。２目白老ふるさと2000年の森管理費ですけれども、前年比133万8,

000円の増となっております。（１）の白老ふるさと2000年の森運営経費につきましては、イン

フォメーションセンターの管理費が委託対象に加わりまして、43万8,000円の増となっておりま

すけれども、利用客の減少する冬期間の12月中旬から３月末までビジターセンター及びバンガ

ロー、キャンプ場を閉鎖することとして、経費面では約58万円の削減を見込んでおります。  

 次、（２）、白老ふるさと2000年の森補修事業につきましては、需用費でありますけれども、

老朽化しておりますビジターセンターなど各施設の小破修繕を実施するものであります。  

 林業総務費につきましては、１目林業振興費との統合によって廃目となっております。  

 次、３項１目水産振興費、前年度計上しておりました水産総務費と統合しております。次の

ページの（３）、水産振興対策事業でありますが、この中の漁協青年部・女性部合同研修事業

とほっき貝種苗放流事業につきましては、それぞれ前年度とほぼ同様のものであります。秋さ

けの選別台設置事業につきましては新規事業で、岸壁における選別作業の衛生管理体制の強化

のための支援として２台分160万円の計上であります。漁業協同組合組織緊急再編対策事業につ

きましては、本年４月の漁協合併に向け、旧組合単位で行っていた事務、生産処理などを標準

統一するためのシステム導入経費でありまして、総額3,025万5,000円に対する支援として本町

負担分として360万2,000円を計上するものであります。水産業漁村振興推進事業につきまして

は、白老港の漁港区域内に冷凍冷蔵施設を総額２億1,000万円で建設するもので、その支援とい

たしまして道費の１億円も含めまして１億5,000万円の計上であります。水産振興費全体では、

財源として道の補助金のほか、水産業振興基金からの繰り入れを合計5,170万2,000円見込んで

おります。  



 廃目の水産振興費につきましては、水産振興費が１目の水産総務費と統合して１目になった

ということで、前年度の額が記載されております。  

 次、230ページであります。７款商工費でありますけれども、１項１目商工振興費で前年比3,

098万8,000円の減であります。（１）の商工振興対策経費につきましては、前年度の１目の商

工総務費を統合して、前年比8,000円の減となっております。  

 （２）の商工会補助金でありますが、前年比で322万2,000円の減となっております。その内

訳と、その増減額でありますが、人件費分につきましては、このうち1,491万2,000円でござい

ます。派遣職員分を含めまして、前年比268万3,000円の減となっております。あと経営改善普

及事業分といたしまして、912万9,000円の内訳となっておりまして、前年比51万4,000円の減と

なっております。  

 次、（４）、中小企業振興資金貸付金でありますが、次のページの貸付金でございます。中

小企業の振興資金貸付金につきましては、前年度と同額であります。中小企業設備資金特別貸

付金につきましては、償還の進捗によりまして、前年比1,413万5,000円の減となっております。

不況対策緊急資金貸付金につきましても、同様に前年比1,204万5,000円の減であります。  

 （５）の観光物産プロモーション推進事業につきましては、継続事業であります。  

 （６）の中小企業者経営安定化補助事業でありますけれども、セーフティネット関連事業で、

前年度までの貸し出しに対する利子補給であります。  

 次、２目企業誘致費でありますが、事業分の減によりまして、前年比1,239万3,000円の減と

なっております。  

 （２）の企業立地助成金でありますけれども、前年比512万1,000円の増であります。設備投

資に係るものでございまして、大島工業株式会社の分が３年目、株式会社山珍の分が２年目、

丸市食品が１年目の助成分であります。  

 次、234ページになりますが、記載の商工総務費につきましては、現在の１目商工振興費との

統合による廃目であります。  

 次、２項１目観光対策費ですけれども、前年比555万5,000円の減であります。237ページに飛

びますけれども、（４）、観光協会補助金につきましては、前年比40万円2,000円の減でありま

す。主な内訳といたしましては、人件費が1,370万9,000円で前年比24万5,000円の減、観光振興

推進費159万円で前年比25万円の減、海外キャンペーン80万円で前年比20万円などの減でありま

す。  

 次、（５）、祭りイベント等助成経費につきましては、それぞれの祭りにつきまして実行委

員会に補助するものであります。  

 （６）、観光協会特別事業補助金ですけれども、旅行情報誌への掲載料あるいは修学旅行の

道外誘致事業、虎杖浜温泉郷の共同誘致事業、観光ガイドマップ作成などを主な内容とする補

助金であります。  

 （７）、観光客誘客推進事業でありますが、広域的な取り組みの継続事業でありますが、前

年度は６月補正での継続になっておりますので、前年比全額増加になっております。  



 次、（８）、快適空間づくり事業と（９）のうるおいのある空間づくり事業、両方とも新規

事業で緊急雇用事業でございます。快適空間づくり事業の方は、ポロト湖周辺などの自然散策

及び体験学習の場としての環境整備に緊急雇用事業を活用するものであります。うるおいのあ

る空間づくり事業につきましては、ポロト湖周辺の花壇設置などを実施するものであります。

二つの事業によりましての雇用人数は９名、延べ677人日であります。  

 次、238ページになります。８款土木費でございます。１項１目土木総務費でございまして、

前年度とほぼ同様で記載のとおりであります。  

 次、２項１目道路維持費ですけれども、前年比1,816万3,000円の増でありまして、事業費計

上による増加であります。（１）の道路施設維持補修経費でありますけれども、７節賃金とい

たしまして、町の所有する重機の運転手が平成15年度末で定年退職となることから、その代替

として臨時職員で対応する分を含めて計上してございます。  

 次、241ページになります。（２）、道路排水処理事業でありますが、いずみ団地の分につき

ましては、前年度に引き続きまして破損トラフを改修して排水機能の改善を図るものでありま

す。太平洋団地の道路排水処理工事につきましても、同様の目的による新規事業であります。

財源につきましては、昨年の十勝沖地震によりまして、両地区においてトラフの破損があった

ことから、北海道市町村備荒資金組合の支消積立金のうち、普通の部分を全額充当しておりま

す。  

 次、（３）、町道改修事業でありますが、町の単独事業でありまして、竹浦飛生線舗装補修

工事ほか４件につきまして、それぞれ記載の内容となっております。財源につきましては、全

額一般財源での実施であります。  

 次、242ページ、２目道路新設改良費でありますけれども、前年比7,869万2,000円の減であり

まして、石山大通の事業費減額によるものが大きな要因であります。（１）の町道整備事業の

補助事業分でありますけれども、15節に内訳が載っております。石山大通の改良舗装事業につ

きましては、16年度で完了となりまして、事業費につきましては6,069万6,000円であります。

財源として国費3,300万円、町債2,160万円を見込んでおります。次の白老滑空場線改良舗装事

業でありますが、事業費が2,021万1,000円で、財源といたしましては国費が1,100万円、町債72

0万円を見込んでおります。  

 次、245ページの（２）、町道整備事業の単独事業分であります。虎杖浜西５番通り簡易舗装

工事ほか４件でありまして、それぞれ記載の内容となっております。事業費につきましては、1,

494万円に対しまして、財源は町債が1,350万円となっております。  

 次、３目橋梁維持費については、記載のとおりであります。  

 ４目交通安全施設整備費につきましても記載のとおりで、ほぼ前年度と同様のものでござい

ます。  

 次、246ページ、３項１目河川総務費につきましても記載のとおりであります。  

 次のページになります。248ページでございます。２目河川改良費でございます。前年比１億

839万2,000円の減であります。（１）の河川改修事業補助事業分でありますけれども、事業内



容は15節に記載しておりますバンノ沢川砂防事業でございまして、２カ年継続の国庫債務負担

事業の２年目の８割分及び本年度着工分につきましては事業費の２割分の計上であります。事

業費7,896万9,000円のうち、国費は7,795万円を見込んでおります。  

 次のページ、３目排水対策費であります。前年比で3,079万2,000円の増であります。（３）

の排水施設整備事業が当初予算の対比で全額増額となっております。緑泉郷地区の排水対策工

事の内容は、記載のとおりでございますけれども、本年度で事業が完了するものであります。

財源は、全額町債であります。  

 （４）の排水路施設補修事業でありますが、石山団地排水路の施設補修でありまして、道路

冠水及び床下浸水被害対策としまして、排水路の河床の水草の除去及び防藻処理によりまして、

流下断面の確保を図るものであります。  

 次、252ページになります。４項１目、港湾管理費は記載のとおりでありますけれども、財源

としては全額港湾施設使用料が充当となっております。  

 次、254ページになります。２目港湾建設費であります。前年比3,011万9,000円の増でありま

す。（２）の臨海部土地造成事業特別会計繰出金でありますけれども、臨海部会計の造成地に

つきましては港湾事業のヤードとして使用しており、当分の間赤字額の増加が見込まれるもの

であります。今後の収支見通しを踏まえまして、一般会計から赤字解消分の繰り出しを再開す

るものであります。  

 次に、（３）港湾建設事業でありますが、島防波堤の整備が主体となっておりまして、直轄

事業ベースでは外郭分が26億8,200万円、内郭分で２億5,200万円、計29億3,400万円でございま

す。町の負担金につきましては、外郭分が15％、内郭分が３分の１で計４億8,630万円となって

おります。財源は、町債を見込んでおりますが、従来年度末に財政状況を踏まえて追加要望し、

許可予定後補正予算で計上しておりました財源対策債の調整分、充当率10％の分でございます

けれども、これを近年の実績を踏まえまして、当初から見込みまして町債を100％計上しており

ます。なお、償還金の交付税措置率につきましては、単位費用への措置分を除きまして、50％

でございます。  

 次、３目海岸保全費につきましては、昨年度計上の海岸保全施設整備事業が完了したことに

よりまして、１億59万5,000円の減となっております。 

 次に、５項１目都市計画総務費でありますが、前年度の都市計画マスタープラン策定事業な

どの完了から、前年比658万2,000円の減となっております。257ページになりますけれども、

（３）、公営住宅ストック総合活用計画策定事業でありますが、総合的な住宅対策の検討と町

営住宅再生計画を策定するものでございます。財源として国費399万8,000円を見込んでおりま

す。  

 次、２目公共下水道費、公共下水道事業特別会計の繰出金で前年比887万9,000円の減となっ

ておりますけれども、繰り出しの内訳につきましては259ページに記載のとおりであります。下

水道会計につきましては、公債費の増加によりまして、平成13年度以降赤字決算になっており

まして、16年度につきましては新たに資本費平準化債を活用しまして、町債償還財源の確保に



努めるところでありますけれども、さらに一般会計の支援分といたしまして、元金償還財源の

不足分として5,000万円を追加するものであります。  

 次、３目公園費であります。事業費の増加によりまして、前年比9,762万9,000円の増であり

ます。261ページの（５）の萩の里自然公園整備事業でありますが、前年比で9,300万円の増で

あります。事業の内容といたしましては、263ページになりますが、15節の工事請負費に記載の

施設整備を行うほか、17節の公有財産購入費といたしまして、土地開発公社から公園用地の買

い戻しを行うものであります。事業費１億1,500万円の財源内訳は、国費が3,500万円、町債が6,

000万円、繰入金が2,000万円で、一般財源はございません。  

 次、（６）、公園施設里親事業につきましては、公園施設を地域との共同管理を行うための

所要の経費の計上であります。  

 次、265ページ、（７）、街区公園改修事業でありますが、施設の老朽化が著しく緊急性の高

い二つの公園の施設について改修を行うものであります。（８）、萩の里自然公園森林空間整

備事業ですけれども、これは緊急雇用対策事業でございまして、萩の里公園の良好な森林空間

を創出するため、間伐や下草刈りなどを行うものであります。全額道費補助金でありまして、

雇用人数は４名、延べ212人日であります。  

 次、６項１目住宅総務費につきましては、記載のとおりであります。  

 次、２目の住宅管理費、前年比326万2,000円の増となっております。267ページの（２）、町

営住宅の維持管理経費のうち11節の需用費の修繕料の2,174万6,000円の主な内訳でございます

けれども、入退去修繕に係るものが1,242万2,000円、緊急修繕に関するものが760万2,000円な

どでございます。  

 次、（３）、町営住宅改修事業につきましては、旭ケ丘団地の物置改築工事で１棟２戸分で

あります。  

 次に、（４）、町営住宅解体事業であります。東団地の解体工事でありますけれども、政策

空き家になっております東団地の９棟42戸のうち、16年度は２棟８戸を解体するものでありま

す。  

 次、３目住宅建設費でございますけれども、前年度は６月補正で計上しておりましたので、

全額増額であります。269ページの15節、工事請負費でありますが、日の出団地公営住宅建設工

事は５号棟分で２年目分の計上によりまして完成を目指すものであります。地域関連施設等整

備工事につきましては、園路などの外構整備のほか、周辺道路の整備であります。日の出団地

公営住宅駐車場整備工事でありますが、５号棟の駐車場、12戸分を整備するものであります。

本年度の事業費は、総事業費は１億3,332万7,000円でありますが、財源として国費が6,621万7,

000円、町債6,670万円を見込んでおります。  

 次、270ページ……  

〇議長（堀部登志雄君） ちょっとここでお諮りしますので。  

                                         

 


