
                                         

    ◎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２、引き続き議案第33号及び議案第10号から22号までの議案

を一括議題に供します。  

                                         

     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） 引き続き議案第10号の説明を願います。  

 辻財政課長。270ページ、９款消防費からの説明をお願いいたします。  

〇財政課長（辻 昌秀君） それでは、引き続き着席したままご説明させていただきます。  

 ページは、一般会計予算書の270ページになります。それでは、270ページ、９款消防費であ

ります。１項１目常備消防費ですけれども、前年比71万2,000円の増であります。（１）の消防

本部運営経費以下、全体的に前年度並みでありますので、説明の方は275ページの（６）、救急



救命士養成経費であります。255万8,000円の計上でありますけれども、救急救命士の養成、全

体計画10名のうちの８人目の養成を目指すものであります。  

 次、276ページになります。２目の非常備消防費であります。非常備消防費、全体的に経費の

見直しを行っておりまして、前年比118万7,000円の減となっております。  

 次、278ページでございます。３目消防施設費でありますけれども、（２）の消防施設整備事

業でございます。石油貯蔵施設立地対策交付金事業として実施するものでありまして、前年比2,

276万4,000円の増になっております。18節備品購入費に記載のとおり、高規格救急車１台と、

それに積載する資器材を購入するものでありまして、事業費3,578万5,000円の財源につきまし

ては、道費が1,221万2,000円、町債が2,110万円であります。  

 次、４目災害対策費につきましては、記載のとおりでございます。  

 次、282ページになります。10款教育費でございます。１項１目の教育委員会費については、

記載のとおりでございます。  

 ２目事務局費についても記載のとおりでございまして、前年度とほぼ同様のものであります。  

 ページ飛びまして、286ページになります。３目の財産管理費で、前年比344万2,000円の減で

あります。（２）の共済住宅購入年賦金で、平成５年度整備の住宅分の償還が完了したことな

どによりまして減となるものでございます。なお、共済住宅購入年賦金の16年度末の未償還の

現在高は、６棟分で3,083万6,000円の見込みであります。  

 ４目指導厚生費につきましては、記載のとおりでございます。  

 次のページ、５目諸費、前年比576万4,000円の増であります。（３）、アイヌ文化を学ぶふ

るさと学習事業ですけれども、ふるさと白老のアイヌ文化の学習を充実させるため、教職員の

研修会、教師用手引書の作成及び体験学習などを実施するものであります。  

 （４）の入学準備金貸付事業ですけれども、高校、大学等に入学するための入学資金の調達

が困難な保護者を対象に、金融機関を通して無利子貸し付けを行うものであります。金融機関

へは500万円を預託するものとし、貸付利子分につきましては町が負担するものであります。  

 次、２項小学校費、290ページ以降、小学校６校の学校運営等に係る所要額を計上しておりま

す。16年度の小学校の見込み数といたしまして、学級数は前年より２学級増の56学級、児童数

につきましては前年より31名増の1,115名で想定しております。  

 290ページの２項１目学校管理費ですけれども、前年比750万3,000円の増であります。295ペ

ージになりますけれども、（５）の学校施設整備事業ですが、まず１点目、緑丘小学校屋体屋

根改修工事につきましては、築後29年を経過し、腐食などによる雨漏りを解消するため屋根の

全面張りかえを実施するものであります。財源といたしまして、町債を820万円見込んでおりま

す。竹浦小学校窓枠改修工事につきましては、昨年度に引き続き実施するものであります。  

 次、２目教育振興費であります。教育コンピュータ整備事業費の減などによりまして、前年

比1,729万7,000円の減となっております。（２）の就学援助、特殊教育就学奨励事業経費です

けれども、前年比124万5,000円、12.5％の増で、対象者の増加によるものであります。  

 297ページ、（５）、小学校教育用コンピュータ整備事業です。本年度は、１校17台を更新す



るものであります。財源といたしまして、特定防衛施設周辺整備調整交付金297万5,000円を充

てます。  

 次、（６）、小学校教育用コンピュータ教材購入事業ですけれども、文部科学省推奨の教育

用ソフトを整備するものであります。備荒資金を活用した債務負担行為事業でありまして、購

入事業費は277万9,000円を見込んでおりますけれども、16年度は利子分のみの計上となってお

ります。  

 次、（７）、小学校学校図書館図書充実事業です。各小学校の図書館を充実させ、図書を巡

回させるシステムを構築するものでありまして、前年度に引き続き計上するものであります。  

 次、299ページになります。（８）の小学校教職員用コンピュータ整備事業ですけれども、各

小学校に教職員のパソコンを配置し、ネットワークを構築するものでありまして、各学校２台、

計12台を購入するものであります。これにつきましては、備荒資金を活用した債務負担行為に

よるものでありまして、購入事業費は282万5,000円を見込んでおりまして、予算は利子分のみ

の計上であります。  

 次、（９）、小学校ホームページ・図書館図書データベース整備事業であります。各小学校

でホームページを作成するための技術指導を行うとともに、昨年整備した各学校の図書館蔵書

情報等をホームページで提供し、他の学校や町立図書館と連携させるものであります。財源に

つきましては、緊急地域雇用創出特別対策推進事業として道費99万8,000円が充当されまして、

一般財源で事務費２万8,000円を計上しております。  

 次、３目特殊学級費であります。（２）、小学校特殊学級新設整備事業ですけれども、緑丘

小学校の特殊学級３学級の新設に伴います教材備品の整備であります。  

 次、３項中学校費につきましては、中学校４校の学校運営等にかかわる所要額を計上してお

ります。新年度の見込み数といたしましては、学級数は前年より４学級減の27学級、生徒数は

前年度より57名減の527名で想定しております。  

 ３項１目学校管理費でありますけれども、事業費の増額によりまして前年比2,470万円の増で

あります。（１）の事業以下、記載のとおりでありますけれども、303ページの（４）、学校施

設整備事業です。築後27年を経過し、立地条件から塩害による施設の老朽化が著しい白老中学

校の管理棟及び南側教室棟の外部改修工事を行うものであります。財源として町債2,010万円を

見込んでおります。  

 次、２目教育振興費でありますが、事業費の増額によりまして前年比1,364万1,000円の増と

なっております。説明は、305ページの（６）、吹奏楽楽器購入事業からでありますけれども、

吹奏楽楽器購入事業につきましては、萩野中学校のペダルティンパニーの購入であります。  

 次、307ページ、（７）、基礎学力定着度調査事業です。15年度に引き続きまして中学生の学

力の状況を調査し、指導方法の工夫、改善を通して確かな学力を定着させようというものであ

ります。  

 次、（８）、中学校教育用コンピュータ整備事業です。計画的に整備を図っているものであ

りまして、本年度は白老、萩野、竹浦、３校のコンピュータ98台分を更新するものであります。



小学校同様、特定防衛施設周辺整備調整交付金1,715万円を充当いたします。  

 次、（９）、中学校コンピュータ教材購入事業です。備荒資金を活用して、デジタルカメラ

と教科用ソフトを整備する債務負担行為事業であります。購入事業費は2,072万円を見込んでお

り、利子分のみを計上しております。  

 （10）、中学校学校図書館図書充実事業です。小学校と同様の事業でありまして、前年度に

引き続き計上するものであります。  

 （11）、中学校教職員用コンピュータ整備事業、これも小学校と同様の事業で備荒資金を活

用した債務負担行為事業でありまして、各学校２台、計８台を購入するものであります。購入

事業費は198万5,000円を見込んでおり、利子分のみを計上しております。  

 （12）、中学校ホームページ・図書館図書データベース整備事業、この事業も小学校と同様

でありまして、財源は緊急地域雇用創出特別対策推進事業として、道費66万5,000円が充当され

ます。一般財源で事務費２万8,000円を計上しております。雇用人数につきましては、小学校分

も含めまして２名、延べ200人日であります。  

 次、308ページ、３目特殊学級費であります。（２）の中学校特殊学級新設整備事業でありま

す。萩野、竹浦、虎杖中学校の特殊学級、３学級を新設することに伴う教材備品の整備であり

ます。  

 次、４項１目幼稚園費です。前年度と同様の内容でありますが、対象園児が前年よりも増加

していることから、77万6,000円の増となるものでございます。  

 次、５項１目社会教育総務費であります。前年比347万 6,000円の増となっております。

（１）の事業から次のページ以降、全体的に前年度並みでありますが、説明の方は315ページに

なります。（９）、ふるさと体験館「森野」施設管理経費であります。条例の提案説明でもご

説明しておりますふるさと体験館「森野」施設の管理運営費を計上するものでございます。  

 （10）、コミュニティカレッジ事業につきましては、前年度に引き続きの事業でございます。  

 次、２目公民館費でございます。事業費の増額等によりまして前年比832万2,000円の増とな

っております。全体的に前年度と同様でありますが、歳出削減の見直しで（１）の公民館管理

運営経費につきましては、前年比166万6,000円の減となっております。  

 次、317ページの（２）、白老町コミュニティセンター多目的トイレ改修事業でありますが、

現在の障害者用の便器を取りかえるほか、室内にベビーシートを取りつけるものでございます。  

 次、319ページの（３）、白老町中央公民館暖房改修事業ですけれども、暖房施設の老朽化に

よりまして、講堂及び事務室内の暖房施設の改修を行うものであります。事業費1,100万円の財

源としては、町債820万円を見込んでおります。  

 次、３目図書館費につきましては、（１）の事業以下、記載のとおりでございまして、全体

的に前年度とほぼ同様でございます。  

 次、322ページでございます。４目の文化財保護費ですけれども、説明につきましては325ペ

ージの（６）、史跡白老仙台藩白老陣屋跡赤松管理事業ですが、現存する赤松を末永く後世に

伝えるため、残された１本の土壌改良等の管理業務を行うものであります。  



 次、326ページの（７）、歴史と文化のまちＰＲ事業については、これにつきましては文化財

保護費の方に前年度から移行しております。前年度の科目からこちらに移っております。  

 次、５目の仙台藩白老元陣屋資料館管理費ですけれども、説明につきましては329ページの

（３）、仙台藩白老元陣屋資料館20周年記念「文書資料集」刊行事業です。資料館収蔵の三好

家文書を初めとする320点ほどの解読作業が15年度で完了したことから、まとめて資料集として

刊行するものであります。 

 次、６目高齢者学習センター費から次のページ、330ページ、７目青少年センター費までは前

年度とぼぼ同様の内容で、記載のとおりでございます。  

 次、332ページでございますけれども、廃目の民俗資料館管理費及び屋根のない博物館費は前

年度の予算が少額のため、４目文化財保護費の方に統合してございます。  

 次、６項１目保健体育総務費であります。前年対比202万円の増であります。（２）、スポー

ツ団体補助金、19節の補助金のうち白老町体育協会分が前年対比で294万2,000円の増となって

おります。補助金の中の人件費として、体育協会のプロパー職員１名分を見込んでいることな

どによるものであります。財源といたしましては、体育振興基金からの繰入金を500万円見込ん

でおります。なお、体育協会の歳入となります体育施設使用料につきましては、実績見込みに

よりまして前年比10万2,000円増の587万3,000円を見込んでおります。  

 次、335ページでございます。（４）、総合型地域スポーツクラブ調査事業です。町民が自主

的、継続的にスポーツに親しむことができるスポーツクラブの創設に向けまして、研修会の開

催やアンケート調査などを実施するものであります。  

 次、２目体育施設費、前年比239万5,000円の減となっております。（１）の体育施設管理委

託経費の委託料に含まれる人件費分につきましては、町の嘱託職員の人件費単価の減に準じま

して、295万1,000円減額となっております。  

 次、336ページでございます。７項１目給食センター管理運営費、前年比で390万3,000円の増

となっております。339ページの（３）、給食センター運営経費、この中の13節委託料の中に施

設管理委託料といたしまして、給食センター施設管理委託料495万4,000円を新たに計上してお

りますけれども、定年退職に合わせまして職員を１名減とし、ボイラー等の施設管理を民間委

託に切りかえるものであります。  

 （４）、給食センター機器等増設事業ですけれども、前年度に引き続き給食用の食器を購入

するものであります。  

 次、340ページでございます。11款災害復旧費10万円であります。科目存置のための計上であ

ります。  

 次、342ページ、12款公債費です。１項１目元金であります。長期債元金償還費につきまして

は、前年比３億283万2,000円の増であります。平成７年度、８年度に発行いたしました減税補

てん債３億2,200万円の一括償還分も含めての計上をしているものでありますが、一括償還分に

つきましては全額起債により借りかえするものであります。なお、財源といたしましては、借

換債のほか町営住宅使用料やウタリ住宅資金貸付金元利収入のほか、町債管理基金からの繰り



入れを１億5,000万円見込んでおります。  

 次、２目の利子、前年比3,439万5,000円の減であります。（１）の長期債利子支払費につき

ましては、金利の低下により前年比3,549万1,000円の減となっております。なお、財源の一部

として町営住宅使用料とウタリ住宅資金貸付金元利収入を見込んでおります。  

 （２）の一時借入金支払費につきましては、前年比111万7,000円の増であります。予定利率

は１％で見込んでおります。  

 （３）の基金繰りかえ運用利子支払費であります。17万1,000円で前年比２万1,000円の減で

あります。平成10年度に財政健全化計画に基づきまして、縁故債の繰上償還の財源として総額

９億2,000万円を各種基金から繰りかえ運用、簡単に言いますと借り入れをしてございます。基

金繰りかえ運用の15年度末の残高６億1,000万円に対して、１年物の定期預金に相当する率で各

基金に利子を支払うものであります。  

 次、344ページでございます。13款給与費で24億3,126万1,000円の計上で、前年比6,784万7,0

00円の減となっております。16年度の当初予算額につきましては、独自削減分を含んでいない

額でございます。特別職３名、教育長を含みます一般職258名、嘱託48名、計309名分の人件費

を計上してございます。嘱託職員を除いた分では23億4,218万円で、前年比6,226万7,000円の減

となっております。主な増減の内訳といたしましては、減額分といたしましては退職者12名分、

１億3,969万4,000円の減、人勧等に基づきます給与改定分で5,403万5,000円の減、あと事業費

の振りかえ、あるいは会計間異動等の分で2,153万7,000円の減、計２億1,526万6,000円であり

ます。増額分といたしましては、退職手当負担金で平成13年度から15年度に支払った事前納付

金の精算負担金が6,586万7,000円、定期昇給等の昇給、昇格分で3,211万5,000円、新規採用分

で1,507万8,000円、あと独自削減を見込まないで計上したことによる増分が1,058万2,000円、

共済率の改定、その他によります増分が2,935万7,000円、合わせて１億5,299万9,000円の増で

ございます。その差し引きが6,226万7,000円となります。嘱託職員分につきましては、本年度

の経常額は9,466万1,000円で、職員数は変わっておりませんが、前年比558万円の減となってお

ります。財源区分欄ですけれども、特定財源の合計は１億5,859万4,000円で、前年比1,069万1,

000円の減となっております。退職手当追加負担金積立基金からの繰入金を5,000万円見込んで

おりますが、公立の保育所運営費負担金の一般財源化によりまして、国費で3,617万4,000円、

道費で1,814万1,000円が減額になっているなどの理由によりまして、特定財源が減っているも

のでございます。  

 次、346ページでございます。14款諸支出金、１目の基金管理費、（１）、各種基金の積立金

3,205万5,000円であります。この中に繰りかえ運用の繰り戻し、いわゆる基金への返済分とし

ては社会福祉基金に3,000万円計上してございます。残りについては、利子分あるいは寄付分で

ございます。基金から平成10年度に繰りかえ運用した総額９億2,000万円に対しまして、繰り戻

しの累計、返済の累計は平成16年度までで３億4,000万円となりまして、16年度末の残額は５億

8,000万円となります。  

 次、（２）の教育関係施設整備基金積立事業ですけれども、小学校適正配置に係る校舎改築



に備えるために1,000万円の積み増しを行うものであります。  

 次、348ページになります。14款予備費につきましては、除雪経費の追加等も考慮いたしまし

て、予算額全体の端数調整も含めて、前年比244万7,000円増の875万1,000円としてございます。  

 以上で歳出の説明を終わりますけれども、次に351ページ以降の給与費明細書あるいは地方債

現在高見込額調書、債務負担行為に関する調書につきましては記載のとおりでありますので、

例年どおり説明を省略させていただきます。  

 続きまして、歳入の説明に入らせていただきます。ページの方は14ページとなります。14ペ

ージ、１款の町税であります。１項町民税、１目個人、１節現年課税分５億674万1,000円であ

りますが、前年比728万6,000円、1.5％の増となっております。均等割の税額が2,000円から3,0

00円に改正されるのを見込みまして調定額を増額し、収納率を前年度と同様の97％と見込み計

上したものであります。次、２節滞納繰越分につきましては、前年度と同様11％の収納率で見

込んでおります。  

 次、２目の法人、１節現年課税分１億1,880万円でありますが、前年比587万5,000円、5.2％

の増であります。15年度の決算見込みを踏まえまして調定額を見積もり、収納率は前年度より

１ポイント増の99％として計上したものであります。２節滞納繰越分については、前年度と同

様に５％の収納率で見込んでおります。  

 次のページであります。２項固定資産税、１目固定資産税、１節現年課税分13億6,041万1,00

0円でありますが、前年比5,011万6,000円、3.6％の減であります。16年度は評価替え後２年目

でありますが、地価が下落していることから一部の土地について見直しを行ったものでありま

す。現年分を差し引いた税額ベースでの内訳を申し上げますと、土地については３億1,492万1,

000円、前年比639万1,000円、2.0％の減で、評価額の低下等によるものであります。家屋につ

きましては５億8,921万円、前年比605万円の増、1.0％の増であります。償却資産につきまして

は４億5,628万1,000円で、前年比4,977万4,000円の減、9.8％の減であります。大型投資が進ま

ない中での償却や除却による減額であります。なお、収納率につきましては、前年と同率の97.

5％を見込んでおります。２節滞納繰越分につきましては、前年度と同様に8.2％の収納率を見

込んでおります。  

 ２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金につきましては、町内所在の国、道等の収益性

のある資産に係る固定資産税相当分でありまして、固定資産通知に基づく計上でございます。  

 ３項１目軽自動車税でありますが、１節の現年課税分2,002万6,000円でありますけれども、

前年比129万8,000円、6.9％の伸びであります。税率が最も高い４輪乗用の台数で前年比176台、

10.5％の伸びが見込まれるものであります。なお、収納率につきましては、前年度と同様の97.

5％を見込んでおります。２節滞納繰越分につきましても、前年度と同様の15％の収納率を見込

んでおります。  

 次のページになります。４項１目町たばこ税、１節現年課税分１億7,843万4,000円でありま

すが、前年比210万5,000円、1.2％の伸びであります。昨年度の税制改正によりまして、旧３級

品以外の税率が４月以降、1,000本につき309円の増となっておりますが、全体の本数では2.2％



の減の見込みであります。 

 ５項１目特別土地保有税、土地税制の改正の一環として昨年度特別土地保有税が廃止されて

おりますが、１節現年課税分の1,000円につきましては、過年度分の申告があった場合の科目存

置であります。２節滞納繰越分につきましては、前年度と同様の14％の収納率を見込んでおり

ます。  

 次、６項１目入湯税でございます。１節現年課税分2,619万7,000円でありますが、前年比441

万6,000円、14.4％の減を見込んでおります。15年度決算見込みを踏まえた見積もりで、調定人

数につきましては15年度の積算のベースといたしました14年度実績と比べ8.6％の減を見込んで

おります。収納率は、実績見込みを考慮して98％で計上しております。次の２節滞納繰越分に

つきましては、前年度と同様の74.7％の収納率を見込んでおります。  

 以上、町税全体では22億4,841万9,000円で、前年比4,315万9,000円、1.9％の減で計上してお

りますが、15年度の決算見込みとの対比ではおおむね8,000万円、3.4％程度の減を見込んでお

ります。  

 それでは、次のページになります。20ページになります。２款地方譲与税でありますが、地

方譲与税は地方税収入の一つとされているもので、一たん国税として徴収され、法令で定める

配分基準に従って地方自治体に譲与されるものであります。１項１目の所得譲与税3,600万円、

新設の譲与税であります。平成16年度の三位一体改革の税源移譲の一つとして新設されたもの

で、国庫補助負担金の一般財源化に伴います財源措置であります。都道府県及び市町村に対し

ては、それぞれ総額の２分の１を譲与することとされておりまして、個々の自治体への譲与の

基準は人口によることとされております。  

 ２項１目自動車重量譲与税１億5,750万円、前年比930万円、6.3％の増であります。国の徴収

した自動車重量税が地方道路財源、特に市町村道路財源の一部として譲与されるものでありま

す。平成15年度の地方財政対策で、市町村への譲与割合が４分の１から３分の１に引き上げら

れましたが、15年度は年３回交付のうちの２期分からのため、16年度は年間を通して改正後の

譲与割合で見積もったものであります。  

 ３項１目地方道路譲与税5,180万円、前年比1,490万円、22.3％の減であります。国の徴収し

た地方道路税が、地方道の整備に要する財源として譲与されるものであります。平成15年度の

地方財政対策で市町村への譲与割合が57％から42％に引き下げられたものでありまして、15年

度の実績を見込んでの計上であります。以上、地方譲与税全体といたしましては２億4,530万円

で、前年比3,040万円、14.1％の増で計上しております。  

 次のページでございます。３款利子割交付金1,780万円、前年比630万円、54.8％の増であり

ます。道府県民税利子割収入額の一定割合が市町村に交付されるものであります。地方財政対

策の道府県民税利子割の見込みに基づきまして、15年度見込額の10％増としたものであります。  

 次のページでございます。４款配当割交付金10万円、新設の科目でございます。平成15年度

の税制改正によるものでありますが、金融証券税制の軽減、簡素化のため一定の上場株式等の

配当及び株式譲渡益に係る課税方式として都道府県民税の配当割、株式等譲渡所得割が創設さ



れたもので、配当割につきましては68％が市町村に交付されるものであります。金額について

十分把握できないことから、一応10万円を計上するものであります。  

 次のページ、５款株式等譲渡所得割交付金10万円、これも新設の科目でございます。配当割

と同様に、平成15年度の税制改正で創設された道府県民税の株式等譲渡所得割について、配当

割と同じく68％が市町村に交付されるものでございます。  

 次のページでございます。６款地方消費税交付金２億1,420万円、前年比990万円、4.8％の増

であります。消費税５％のうちの１％分の地方消費税につきまして、２分の１が市町村へ交付

されるものでありまして、16年度の地方財政対策の地方消費税の見込みに基づきまして、15年

度決算見込額の4.3％の増を見込んでおります。  

 次のページになります。７款ゴルフ場利用税交付金750万円、前年比260万円、25.7％の減で

あります。ゴルフ場所在の市町村に対しまして、都道府県が収納した当該ゴルフ場に係るゴル

フ場利用税額の10分の７に相当する額を都道府県からその市町村に交付されるものであります。

利用者１人当たりの税額が下がっていることから、15年度決算見込みに基づく計上であります。  

 次のページ、８款自動車取得税交付金6,670万円であります。道路整備事業の財源に充てるた

めの目的税であります都道府県の自動車所得税の収入額のうち、町税経費を差し引いた額の7

0％が市町村へ交付されるものであります。15年度決算見込額及び地方財政対策の伸び率に基づ

く計上であります。  

 次のページ、９款国有提供施設等所在町助成交付金5,100万円でございます。自衛隊基地の施

設のうち法令で定めます固定資産税が所在する市町村に対し、国が予算の範囲内で交付するい

わゆる基地交付金でありますが、15年度実績に基づく計上であります。  

 次のページ、10款地方特例交付金5,620万円、前年比820万円、17.1％の増であります。平成1

1年度の恒久的減税で生ずる地方税減収額の一部を補てんするための交付金であります。前年度

の15年度は、国庫補助負担金の一般財源化に伴います所要財源の暫定措置として第２種交付金

の分が含まれておりましたが、16年度につきましては所得譲与税として税源移譲されることと

なっておりますので、第２種交付金は廃止されております。15年度の決算見込額及び地方財政

対策の伸び率に基づく計上であります。  

 次のページ、11款地方交付税であります。34億4,000万円で前年比5,000万円、1.5％の増であ

ります。このうち普通交付税につきましては、地方財政対策等の情報に基づいて算定を行って

おりますが、16年度の見込額は32億4,000万円であります。臨時財政対策債への振りかえ分や段

階補正による影響のほか、国庫補助負担金の一般財源化も考慮して前年実績33億7,525万5,000

円に対して、地方財政対策の見込みの6.5％減よりも率的にはちょっと低い４％の減を見込んで

おります。なお、当初予算額につきましては、16年度見込額から留保財源5,000万円を差し引い

た31億9,000万円を計上しております。特別交付税につきましては、15年度の決算見込みなどを

踏まえて２億5,000万円を計上しております。  

 次のページ、12款交通安全対策特別交付金430万円であります。交通反則通告制度によります

反則金の収入見込額から事務経費を控除した金額が、都道府県及び市町村の道路交通安全施設



整備事業の財源として交付されるものであります。予算額につきましては、15年度決算見込み

に基づく計上でございます。  

 次、42ページ、13款の分担金及び負担金であります。１項負担金でありますが、負担金は特

定の事業につきまして、その経費の全部または一部に充てるため、特に利益を受けるものに負

担を命ずる公法上の金銭給付義務であります。１目民生費負担金につきましては、保育料も含

めまして福祉サービス提供等の利用者負担分の計上であります。２節児童福祉費負担金7,180万

6,000円でありますが、前年比415万6,000円、5.5％の減となっております。園児保護者の低所

得階層の増加などから、保育料の減額が見込まれるものであります。  

 ２目農林水産業負担金につきましては、畜産振興総合対策事業の堆肥舎整備や草地整備にか

かわる受益者負担金であります。  

 次、14款使用料及び手数料でありますが、公共施設の利用や行政サービスなどの費用を賄う

ために徴収する収入であります。46ページに飛びますけれども、６目の土木使用料の５節住宅

使用料１億1,208万1,000円の計上を見込んでおります。前年比723万4,000円、6.1％の減でござ

います。収納対策に取り組んでおりますけれども、15年度の収納見込みに基づき減額を見込む

ものでありまして、現年度分につきましては収納率93％を見込んでおります。滞納繰越分につ

きましては、収納対策を強化し、15年度決算見込みより約７ポイント増の14.7％を見込んでお

ります。  

 次、50ページであります。２項手数料のうち、２目環境衛生手数料6,862万6,000円でありま

す。前年比197万5,000円の減となっております。このうち一般廃棄物処理手数料は実績を踏ま

えて6,754万7,000円を計上しておりますが、前年対比193万3,000円、2.8％の減となります。  

 次のページであります。15款国庫支出金であります。歳出で説明いたしました事務事業に係

ります国の負担金、補助金、委託金でありますが、前年度の15年度予算と比較して増減の大き

なものをご説明いたします。  

 まず、１項１目民生費の国庫負担金、１節社会福祉費負担金１億2,533万2,000円の計上であ

ります。前年比2,284万8,000円、22.3％の増であります。15年度から導入されました心身障害

者の支援費制度に係る障害者施設訓練等支援費負担金２件の増額が主なものであります。２節

の児童福祉費負担金3,120万円でございまして、前年比6,720万2,000円、68.3％の減であります。

三位一体改革の国庫補助負担金の一般財源化として公立保育所の運営費負担金が廃止されたこ

とによる町立保育園分の減額であります。なお、緑丘保育園分は従来どおりであります。６節

の保険基盤安定等負担金4,841万円であります。前年比1,134万9,000円、30.6％の増であります。

国民健康保険事業会計の繰り出しのうち、保険基盤安定分に対する国の負担分の増加でありま

す。  

 次、54ページ、２項１目民生費国庫補助金15万円の増でありますが、身体障害者のディサー

ビス事業補助金185万9,000円が当初予算では新設のための増額、前年度の子ども支援センター

運営費補助金、ここにございませんけれども、前年度270万1,000円が道支出金に振りかわって

全額減額となっております。  



 次、２項２目の土木費国庫補助金でありますけれども、前年比１億562万3,000円、29.4％の

減であります。１節で石山大通が前年比4,675万円の減となっております。３節の公営住宅建設

事業補助金6,621万7,000円と、次のページの関連事業推進事業補助金399万8,000円が全額増額

になっております。４節の防衛施設周辺整備事業補助金が１億430万9,000円の減、前年度の海

岸保全施設整備事業補助金5,500万円が15年度で完了のため全額減額となっております。  

 ４目の（旧）新産業都市建設費補助金でありますが、13年度に従来の新産補助金が廃止され

たものでありますが、経過措置として一部事業が該当になっているものであります。  

 ５目の特定防衛施設周辺整備調整交付金は、一時交付分のみの計上といたしまして、417万5,

000円減額としております。  

 廃目の農林水産業費国庫補助金は、前年度計上しておりました中山間地域交付金と森林整備

地域活動交付金が国費分を含めまして道支出金での計上となったため、廃止したものでありま

す。  

 次、60ページでございます。16款道支出金でございます。国庫支出金と同様に、歳出の方で

ご説明しました事務事業にかかわります北海道の負担金、補助金、委託金でありまして、前年

度と比較して増減の大きなものをご説明いたします。１項１目民生費道負担金が１億1,271万3,

000円で、前年比1,681万円、13％の減であります。１節の中の障害者支援費負担金の増額、国

の負担金の廃止に合わせまして、２節の公立保育所分の廃止、減額、５節の保険基盤安定等負

担金の増額が主なものでございます。  

 次、62ページでございます。２項１目の総務費道補助金は519万円の減でありますが、前年度

ありました地籍調査事業補助金の減が大きな要因でございます。説明欄の緊急地域雇用創出特

別対策推進事業補助金につきましては、行政情報データベース整備事業分でありますが、ＩＴ

政策推奨枠のため総務費の補助金の方に計上しております。  

 ２目民生費道補助金1,643万7,000円の増となっておりまして、67ページの方に移りますけれ

ども、４節、５節、６節、各医療費の助成の伸びが大きな要因となっておりますが、道の補助

率が30分の16から30分の15へ引き下げとなっております。  

 ４目労働費補助金につきましては、緊急地域雇用特別対策推進事業８事業分の計上でありま

すが、総務費補助金に計上した事業も含め、９事業の合計額は6,325万円となります。  

 ５目農林水産業費道補助金１億4,287万円の大幅な増でございますが、１節の中の堆肥舎整備

に係る食料・環境基盤緊急確立対策事業推進交付金3,359万9,000円の増と、３節の水産業漁村

振興推進事業費補助金１億円の新規計上が大きな要因であります。  

 70ページになります。３項の委託金、１目総務費委託金545万3,000円の増であります。５節

の選挙費委託金で参議院議員選挙費と海区漁業調整委員選挙費が新たに加わりまして、前年度

あった知事、道議選挙費との差額464万6,000円が増額の主なものであります。  

 次、74ページになります。17款の財産収入でございますけれども、全体的におおむね前年度

と同様の内容でありますが、76ページになりますけれども、２項１目不動産売払収入が1,050万

円の計上で、前年比663万8,000円の減となっております。１節の土地売払収入は、前年度より5



66万7,000円の増を見込んでおりますけれども、前年度計上の農業用施設売払収入が16年度につ

きましては13款の負担金の科目に振りかわったことによって1,230万5,000円減額となっており

ます。  

 次のページ、18款寄付金でありますけれども、例年どおりの科目存置の計上であります。  

 次のページ、19款繰入金であります。５億302万9,000円でありまして、前年比２億9,925万2,

000円、146.9％の増であります。主に歳出に計上済みの該当事業、あるいは経費に係る特定財

源として各基金から繰り入れするものでありますが、１項１目の財政調整基金繰入金につきま

しては、本年度の事業費の一般財源として計上額のうち１億2,910万9,000円分、また経常経費

の財源不足分といたしまして、5,266万9,000円の一般財源として充てるための取り崩しでござ

いまして、予算計上額は１億8,177万8,000円、前年比9,677万8,000円の増であります。  

 次の２目から９目までは、歳出で説明したそれぞれの該当事業、経費に充当するものであり

ます。  

 次のページ、10目及び11目でございますけれども、15年に制定いたしましたそれぞれの基金

条例に基づきまして、該当する事業経費の財源として繰り入れするものでございます。  

 続いて、84ページでございます。20款繰越金でありますけれども、例年同様前年度の決算剰

余金を5,000万円と見込みまして、その２分の１の2,500万円を繰越金として計上するものであ

ります。  

 次のページ、21款諸収入であります。このうち３項の貸付金元利収入ですけれども、全体で

前年比2,218万8,000円の減となっております。  

 次のページの４項受託事業収入でありますけれども、２目の土木費受託事業収入で前年度に

計上されていた石山大通の橋梁整備の受託事業収入がなくなったため減額となっております。  

 次、５項６目の雑入でありますけれども、前年比5,510万9,000円の増でありますが、次のペ

ージの６目４節の北海道市町村備荒資金組合積立支消金8,817万円が増の主なものでありまして、

超過納付分につきましては16年度の事業費の一般財源として、普通納付分につきましては道路

排水処理事業特定財源に充てるため取り崩すものであります。  

 次、94ページでございます。22款の町債でございますけれども、歳出に計上済みの事業の特

定財源として借り入れするものでありますが、３目の土木債、そのうち４節港湾費の中の財源

対策債３億4,040万円につきましては、通常の充当率の引き上げ分でありまして、その中に事業

財源の不足分を確保するため、例年年度末に財政状況を踏まえ追加要望しまして、許可予定後

に補正計上しております調整分を16年度は当初予算から4,870万円含んでおります。  

 次、96ページの６目の減税補てん債でありますけれども、前年度と同様に恒久的な減税によ

ります減収の一部及び15年度税制改正における先行減税による減収の補てん分4,900万円に加え

まして、歳出の公債費のところでもご説明しておりますけれども、平成７年度及び８年度に発

行した減税補てん債の一括償還が16年度に予定されておりますので、その借換債として３億2,2

00万円を計上するものであります。後年度の元利償還金につきましては、全額普通交付税の基

準財政需要額に算入されます。  



 ７目の臨時財政対策債でありますが、16年度の見込額は15年度の実績見込みに対して地方財

政対策とほぼ同様の約29％の減で見積もりました４億2,900万円と試算しまして、その全額を計

上しております。前年度の当初予算対比では２億3,400万円の減、35.3％の減であります。後年

度の元利償還金につきましては、減税補てん債同様、全額普通交付税の基準財政需要額に算入

されます。なお、町債全体の計上額の15億6,830万円のうち臨時財政対策債と減税補てん債の特

別な財源手当て分を除きます通常債ベースの予算計上額は７億6,830万円でありまして、財政健

全化の目標の８億円を下回るものであります。  

 以上で歳入歳出についてのご説明を終わりますが、次に予算の概要を含めた配付資料につき

まして若干ご説明したいと思いますので、お手元に予算の概要と平成16年度の一般会計予算説

明資料、二つの資料をお手元の方にご用意いただきたいと思います。  

 最初に、平成16年度の白老町予算の概要という資料をご説明したいと思いますけれども、よ

ろしいでしょうか。  

 予算の概要の１ページでございますけれども、平成16年度の白老町各会計の総括表でござい

ます。  

 全会計の予算額が前年比で記載されております。一番上が一般会計分で次が特別会計10会計

分、次に企業会計２会計分で、その下に総合計でございます。全会計の総合計について申し上

げますと、210億3,280万7,000円、前年当初比で５億4,928万1,000円、2.7％の増であります。

前年６月補正後との対比では、20億3,179万円の減、8.8％の減でありますけれども、15年度の

６月補正後につきましては、特別会計の繰り上げ充用金が含まれておりますので、これを除き

ますと、実質的には１億7,346万6,000円、0.8％の増となっておりまして、予算総額につきまし

てはほぼ前年度並みというようなことでございます。この総合計の額につきましては、最近10

カ年では当初予算ベースで下から３番目、６月補正を含めると下から２番目となってございま

す。  

 一番下の欄につきましては、一般会計から各会計への繰出金でありますが、この中で下から

二つ目の水道事業会計分につきましては、臨時事業費の位置づけとなっておりまして、それを

除いた分が経常経費での繰り出しということになっております。それぞれ前年比が記載されて

おります。  

 次、この概要の一番最後のページの40ページ、お開きいただきたいと思います。40ページの

方に各会計の事業費の合計額と会計ごとの内訳を記載してございます。合計額が23億8,318万8,

000円で、括弧につきましては前年６月補正後との比較でありまして、１億3,236万7,000円、5.

3％の減でございます。この合計額につきましては、最近10カ年では一番低い数字になっており

ますけれども、一般会計分では下から４番目ということになってございます。  

 予算の概要につきましては、そのほかに目的別とか性質別の前年度比較、経常経費、補助金、

事業費の概要が載っておりますが、記載のとおりでありますので、説明は省略させていただき

たいと思います。  

 次に、先日配付しております横判の資料で平成16年度一般会計予算説明資料というのが別途



お配りしているかと思いますので、そちらをお手元にご用意いただきたいと思います。  

 平成16年度の一般会計予算の説明資料でありますけれども、１ページになります。１番の一

般会計歳入につきましては、特に一般財源を記載した資料でございますけれども、15年度の当

初予算との比較でございます。一般財源の増減の主なものをご説明したいと思います。  

 増減額の一般財源欄ですけれども、１款の町税及び２款の地方譲与税、11款の地方交付税に

つきましては、予算の方でご説明のものでございます。  

 19款の繰入金につきましては、財政調整基金の分ということでございます。  

 21款の諸収入につきましては、備荒資金の積立支消金が大きなものでございます。  

 あと22款の町債につきましては、減税補てん債と臨時財政対策債の合計額の分でございます。  

 合計しまして、一般財源の増減額、三角の944万5,000円の減ということで、町税等の減につ

きましては地方交付税で補てんし、町債等の減につきましては繰入金等で補てんと、そういう

ような形になっております。  

 次、２ページでございます。２番の一般会計歳出ということで、経常経費と事業費に分けた

額と当初予算ベースでの増減でありますけれども、これも一般財源の増減のところをご説明し

たいと思います。まず、経常経費の増減額３億6,566万8,000円の増でありますが、歳出の経常

経費に要する一般財源ベースでは3,213万3,000円の減であります。その内訳につきましては、

給与費、公債費がマイナスで、繰出金と一般行政経費がプラスというような内訳になっており

ます。事業費につきましては、当初予算ベースで増減額は３億4,933万2,000円でありますが、

一般財源ベースでは2,268万8,000円の増でありますけれども、６月補正後の比較では、ここに

ちょっと記載してございませんけれども、一般財源ベースでは3,456万7,000円の減となってお

ります。  

 次、３ページの３番の表につきましては、経常経費のうち一般行政経費の主な増減でありま

す。  

 ここで１点、訂正をお願いしたいと思います。上の増加分の８番の臨海部土地造成事業特別

会計繰出金、これについては繰出金で一般行政経費の分類に入らないということで、この分は

削除をお願いしたいと思います。  

 この増額分の主な内訳としては、ここに記載のとおりの８項目が大きなものでございます。

減少分につきましては、下の表に記載の部分でありますけれども、１番から６項目ございます

けれども、１番と５番についてはほとんど一般財源ベースでは変わりなしということでござい

ます。  

 次、４ページでございます。４ページにつきましては、一般会計における歳出削減等の取り

組み結果を記載してございます。平成15年度に続きまして、内部にプロジェクトチームをつく

り、歳出削減の取り組みを全庁的に行っており、その結果を記載してございます。その対策に

よる削減額でありますが、１の（３）の対策取り組み効果額7,199万8,000円の減でございます。

15年度も同様の取り組みをしてございまして、15年度の効果額が１億1,612万5,000円というこ

とで、15年度に比較して4,000万ほど落ちておりますけれども、15年度に全体的にかなりの取り



組みを行った上での削減ということでご理解をいただきたいと思います。この7,199万8,000円

に２番の職員人件費削減の取り組みということで、給与費の削減額6,784万7,000円を加えた額

が歳出削減効果額計ということで１億3,984万5,000円でございます。  

 これに対しまして、３番につきましては経常経費での当初予算での増加分あるいは一部減額

分ありますけれども、記載しております。  

 １点訂正をお願いしたいと思うのですけれども、この前年度対比については前年度当初対比

ということで、金額が４億9,430万7,000円の増になっておりますけれども、この額は６月補正

後の比較でございまして、当初ベースでは５億551万3,000円の増となっております。内訳につ

いては、記載のとおりであります。その関係で、（９）のその他の分が2,255万円になっており

ますけれども、3,375万6,000円の増ということでございます。これらを足したものが、先ほど

の削減額と増加額の５億551万3,000円を足したものが経常経費の前年度当初対比の額でありま

して、これについても６月補正後の額を記載してございます。当初予算の額は３億6,566万8,00

0円の4.4％の増、３億6,566万8,000円ということでございます。先ほどご説明しました7,199万

8,000円の削減の内訳につきましては、５ページから７ページまで記載のとおりでございます。  

 次、８ページでございます。８ページの資料につきましては、事業費の方の補助、単独ある

いは新規、継続別に財源内訳を載せてございまして、これは当初予算との比較になっておりま

して、記載のとおりということで説明は省略させていただきたいと思います。  

 ６番の方につきましては、一般会計の事業費の主な増減ということで、これについても当初

予算との比較でございまして、増加分の主なものは新規、減少分につきましては継続事業とい

うことでございますけれども、減少分の２事業につきましては、16年度ゼロということで、15

年度で完了しているものでございます。  

 次のページ、10ページでございます。７番の平成16年度基金現在高見込みでありますが、財

政調整基金あるいは町債管理基金、教育関係施設整備基金以降、特定目的基金16の基金と備荒

資金組合の普通納付分、超過納付分のそれぞれの積み立て額、取り崩し額、そして各年度末の

現在額を載せてございます。16年度の見込みの欄でございますけれども、基金合計の16年度の

積み立て額は6,705万5,000円になってございますけれども、このうち財政調整基金の決算見込

みの積み立て2,500万円も含んでおります。取り崩しにつきましては、基金の部分では５億302

万9,000円で、年度末の残高は７億8,852万8,000円という見込みでございます。その下に備荒資

金組合の普通納付分も含めての見込額を計上してございます。  

 次、８番の当初予算額の推移でございますけれども、これは過去10カ年の一般会計並びに全

会計の予算額の推移ということでございますけれども、先ほどもご説明しておりますけれども、

一般会計の総額と事業費ともに、一般会計につきましては６月補正後と比較いたしますと、16

年度については下から３番目ということになっております。16年度につきましては、当初ベー

スでいくと下から４番目、６月補正を含めると下から３番目ということになってございます。  

 次、12ページでございます。12ページの資料は、一般会計予算の６月補正ごとの比較の数字

を載せてございますけれども、予算総額はこれまで説明のとおりでございますけれども、予算



総額の下の減税補てん債一括償還金を除く総額ということで、16年度から特殊要因を除きまし

た総額は99億7,700万円で、15年度の６月補正後と比較して5,735万9,000円、0.6％増というこ

とで、ほぼ実質的には横ばいというような状況になってございます。  

 あと歳出の欄でございますけれども、経常経費の中の一般行政経費のうちシーリング対象の

増減でありますけれども、三角の3,284万6,000円、マイナス2.8％ということとなってございま

す。シーリング対象といたしましては、一般行政経費のうち扶助費などの義務的経費を除きま

す町民サービスとか施設の管理、一般事務経費でありますが、予算要求前に一応３％の削減と

いうのを目標にして取り組み、結果としては2.8％ということで、ほぼ目標に近い数字となって

ございます。  

 その下の10番の財源不足額とその補てん財源ですけれども、これにつきましては経常経費と

事業費のそれぞれ、予算編成の最終段階での繰入金等を活用しない場合の不足額について記載

してございます。財源不足額、総額５億1,047万8,000円、経常経費で２億5,266万9,000円、事

業費で２億5,780万9,000円でありますけれども、その補てん財源といたしましては繰入金４億6,

177万8,000円、財政調整基金が経常経費と事業費の財源不足分、町債管理基金が経常経費の不

足分、退職手当負担金基金につきましては経常経費の分、備荒資金については事業費分という

ことになっております。そのほか、事業費の補てん財源として、従来は当初予算で見込んでお

りません財源対策債の調整分4,870万円を見込んでおります。  

 次、13ページの表でありますけれども、一般会計に計上しております高齢者福祉関係予算の

全体的な予算額あるいは事業の見直し、追加項目について記載しております。  

 上の表ですけれども、一般会計の老人福祉費に限って、その内訳を整理したものでございま

すけれども、計の欄の増減のところを見ていただきたいと思います。計（Ａ）の増減です。15

年度６月補正後と比較して、老人福祉費としては総額97万4,000円の減、一般財源については基

金等との入りくりもありまして、1,323万円の増になっておりますけれども、その内訳といたし

ましては、介護とか医療費関係の継続事業で332万2,000円の増、見直し事業といたしまして798

万円の減、この見直し項目については上に記載の長寿祝金、老人温泉入浴券、すこやか住まい

事業でございます。追加事業といたしまして368万4,000円、これについては在宅介護支援セン

ターの経費でありまして、経常経費と事業費の合計で368万4,000円の増となっております。こ

ういう見直しをすることによりまして、全体的にはほぼ横ばいの水準におさめたということで

すけれども、老人福祉費以外の一般会計の高齢者に関する予算の主なものをその下に載せてご

ざいます。新規分としては、地域福祉計画あるいは障害者福祉計画の策定事業、保健・福祉・

医療ネットワーク推進事業を入れてございます。また、教育費の高齢者学習センター費も載せ

てございまして、老人福祉費以外の高齢者に関する予算の主なものとしては、計のＢの欄です

けれども、前年度と比較して3,337万1,000円の増になってございます。合計いたしまして、Ａ

とＢの合計ですけれども、前年度に比較して見直しを行った部分も含めて3,239万7,000円の増、

一般財源ベースでは2,162万3,000円の増というようなことでございます。  

 次、14ページにつきましては、平成16年度予算における財政健全化の主な取り組みを載せて



ございまして、歳出削減につきましては先ほどご説明のとおりでございます。あと歳入確保と

いうことで、土地の売り払い1,050万円を計上してございます。あと、他会計への健全化支援分

ということで１億円の繰出金の追加項目を記載してございます。  

 そのほか下水道会計といたしましては、元金償還財源の確保ということで、資本費平準化債

（拡大分）を１億円発行するというようなことになってございます。これによりまして、１億

円の下水道会計の発行によりまして、一般会計の繰出金については5,000万円、２分の１減ると

いう要因にもなってございます。残りの5,000万円については、特別会計の元金償還の負担減と

いうことでございます。  

 次、15ページの13番、平成16年度予算における地方財政の「三位一体改革」等の影響であり

ますけれども、まず国庫補助負担金の部分でございますけれども、全国ベースでは約１兆円の

削減が行われるということでございますけれども、白老町の影響額については、これは歳入の

減と若干歳出の増の要因もありますけれども、合わせまして１億2,200万円の影響でございます。

マイナスの影響であります。大きなものといたしましては、児童保護費等の負担金、公立保育

所分の国費、道費の減額が１億1,190万7,000円ということでございます。あと一般会計以外に、

若干介護保険、国保会計の影響額もございます。  

 次、税源移譲ですけれども、全国ベースで6,558億円のプラスということでございますけれど

も、白老町につきましては約3,500万円の歳入増ということでございます。内訳といたしまして

は、所得譲与税3,600万円の増、地方特例交付金95万6,000円の減ということでございます。  

 次、地方交付税の関係ですけれども、全国ベースでいきますと、交付税約1.2兆円の削減、マ

イナス6.5％となっておりますが、白老町につきましては15年度の見込額との比較ですけれども、

１億8,500万円の歳入減、これは一般財源化の増額要因も含めてということで試算しております。

率にしてマイナス5.0％ということでございます。  

 それで、三位一体改革に限っての影響額としては、全国ベースで1.5兆円の減ということでご

ざいますけれども、白老町につきましては２億7,200万円の減となります。このほかに、三位一

体改革以外の地方財政対策の中での影響の大きなものといたしましては、臨時財政対策債の削

減がございます。全国ベースで約1.7兆円、28.6％の減でございます。白老町分につきましては、

１億7,200万円ほど、率にして28.7％の減であります。この分も三位一体改革の分と合わせます

と、白老町の影響額といたしましては４億4,400万円というようなことになってございます。  

 最後に、16ページの表につきましては、これは地方財政及び白老町財政のこれまでの推移の

抜粋でございます。上の表の地方交付税の推移でありますけれども、13年度以降16年度までず

っとマイナスで推移してございます、マイナス5.0、マイナス4.0とかということで。これに対

しまして、15年度まで臨時財政対策債で減額分を補うということで、小計の実質的な地方交付

税等の合計額でいきますと、15年度まではプラスで来ていたというものが16年度については交

付税とともに臨時財政対策債が減額となり、トータルとして地方財政全体でマイナス12％とい

うようなことでございます。白老町につきましても同様の傾向でございまして、13年度以降、

地方交付税マイナスということでございますけれども、15年度まではほぼ総額を維持すること



ができたということでございますけれども、小計の欄の16年度ですけれども、マイナス8.3％と、

交付税と臨時財政対策債を合わせた総額では、現時点の見通しではマイナス8.3％という部分で

ございます。  

 これで資料の説明は終わらせていただきます。  

 以上をもちまして一般会計の予算につきまして全体的な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 午前１１時２４分  

                                         

          再開 午前１１時３５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。  

                                         

     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  

                                         

〇議長（堀部登志雄君） 引き続き説明を願います。  

 議案第11号の説明をお願いいたします。  

 長野町民サービス課長。  

〇町民サービス課長（長野征幸君） 別冊になってございますので、特別会計予算書という方

をお開きいただきたいと思います。  

 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。  

 平成16年度白老町の国民健康保険事業特別会計の予算は、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22億7,300万9,000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。  

 （一時借入金）  

第２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、６億円と

定める。  

 （歳出予算の流用）  

第３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）保険給付費の各項に計上された予算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 

 （２）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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。  

 次のページをお開きください。第１表、歳入歳出予算。  



 １、歳入、１款国民健康保険税６億5,001万6,000円。１項、記載のとおり。  

 ２款国庫支出金９億1,026万8,000円。１項、２項、記載のとおり。  

 ３款療養給付費等交付金４億196万円。１項、記載のとおり。  

 ４款道支出金1,215万3,000円。１項、２項、記載のとおり。  

 ５款連合会支出金1,000円。１項、記載のとおり。  

 ６款共同事業交付金4,748万7,000円。１項、記載のとおり。  

 ７款財産収入1,000円。１項、記載のとおり。  

 ８款繰入金２億4,980万6,000円。１項、記載のとおり。  

 ９款繰越金1,000円。１項、記載のとおり。  

 10款諸収入131万6,000円。１項から３項まで記載のとおり。  

 歳入合計、22億7,300万9,000円。  

 ２、歳出、１款総務費2,257万円。１項から４項まで記載のとおり。  

 ２款保険給付費14億6,713万8,000円。１項から５項まで記載のとおり。  

 ３款老人保健拠出金６億2,105万7,000円。１項、記載のとおり。  

 ４款介護納付金9,768万8,000円。１項、記載のとおり。  

 ５款共同事業拠出金4,749万7,000円。１項、記載のとおり。  

 ６款保健施設費795万7,000円。１項、記載のとおり。  

 ７款基金積立金1,000円。１項、記載のとおり。  

 ８款公債費300万円。１項、記載のとおりです。  

 ９款諸支出金110万1,000円。１項、記載のとおり。  

 10款予備費500万円。１項、記載のとおり。  

 歳出合計、22億7,300万9,000円。  

 続いて、歳入歳出事項別明細ですが、72ページ、歳出の方からご説明を申し上げます。72ペ

ージをお開きください。１款１項１目一般管理費でございます。事務執行上及び管理に要する

経費でございまして、説明欄に記載のとおりでございます。  

 ２目連合会負担金１万9,000円の増でございますが、これにつきましては昨年同様の計上でご

ざいます。  

 ２項１目賦課徴収費291万3,000円のマイナスでございますが、精査によりまして減といたし

てございます。特にこの中では、６回を10回に納期をしたということで一時的に委託料がふえ

ましたが、それをもとに戻したということで減になってございます。  

 次のページ、74ページ、２目納税奨励金でございますが、１万円の減でございますが、基本

的には昨年、例年同様でございます。  

 次のページ、３項１目運営協議会費70万7,000円の減となってございます。これにつきまして

は、国保運営協議会の委員さんの先進地視察については隔年で実施してございまして、16年度

については実施しない年になってございますので、まずその分を減額したということと、それ

から今まで会議録については委託してございましたが、それを自前で実施するということで、



その分を減といたしてございます。  

 ４項１目医療費適正化特別対策事業費28万9,000円の減でございますが、ここにつきましても

筆耕翻訳料の減額、それから賃金等の減額により計上いたしてございます。  

 次、80ページでございます。２款１項１目一般被保険者療養給付費7,040万9,000円の増でご

ざいます。これにつきましては、加入者が昨年より100人増、医療費平均も１万7,240円の増と

いうことの実績勘案の上、計上いたしてございまして、１人当たり平均医療費として27万6,240

円、4,332名の７割が医療機関へ受診するという考え方の中で予算計上いたしてございます。  

 ２目退職被保険者療養給付費8,900万7,000円の減でございますが、15年度から退職者につい

ては医療費が減の状況になってきてございまして、その実績に基づいて減額計上いたしてござ

います。受診者自身は大きな変化はございませんが、医療費が平均で約４万円ほど安くなって

ございまして、現在１人平均43万5,270円、1,459名の７割が受診するという計算をいたしてご

ざいます。  

 ３目一般被保険者療養費98万6,000円の減でございますが、これは一般の方の補装具、いわゆ

るコルセットや食事の差額代、この分を計上いたしてございます。それで、1,824円、4,332名

の７割という計算をいたしてございます。  

 ４目退職被保険者等療養費でございますが、106万3,000円の減ということになってございま

して、これは退職者のコルセット及び食事代の差額分。それで、これにつきましては2,356円、

1,459名分ということで計算してございます。  

 ５目審査支払手数料37万円の増でございますが、これにつきましてはレセプトの手数料、そ

れから診療請求明細の手数料等の実績勘案で増になってございます。  

 ２項１目一般被保険者高額療養費907万4,000円の増でございますが、4,332名に対して、１人

平均２万7,137円という単価で額を算出いたしてございます。  

 次のページ、２目退職被保険者等高額療養費430万円の増でございますが、1,459名の該当者

に対して２万9,151円を掛け算出してございます。人数、単価、それぞれ100人程度、1,500円程

度上がっているという考え方で計上いたしてございます。  

 ３項１目及び２目につきましては、昨年同様の計上でございます。  

 ４項１目出産育児一時金150万円の増でございますが、１件30万円、25件分の計上でございま

す。ちなみに、14年度は32件、15年度は２月末現在で27件となってございます。  

 ５項１目葬祭給付費170万円で20万円の増でございますが、１件につき１万円、16年度予算と

しては190件分を計上いたしてございます。ちなみに、14年度は170件、15年度は２月末現在で1

55件という実績でございます。  

 次のページをお開きください。３款１項１目老人保健医療費拠出金でございます。8,534万9,

000円の減でございますが、保険者の負担割合が14年度から18年度までの５年の間に７割負担か

ら５割負担という形で減ってまいります。その負担割合の変更によりまして、減額計上するも

のでございます。  

 ２目の老人保健事務費拠出金については、昨年同様の計上でございます。  



 次のページ、86ページでございます。４款１項１目介護納付金1,024万円の増でございますが、

概算の納付する額が１億768万8,000円、14年度の確定額が納付額よりもマイナスの1,000万円と

いうことになり、その差額分9,768万8,000円を計上するものでございます。  

 次のページ、88ページでございます。５款１項１目高額医療費拠出金でございます。587万9,

000円の減額でございますが、過去３カ年間の医療費の総額に拠出率を掛けまして、それで額を

確定するということで、今年度については減額計上となってございます。  

 ２目共同事業事務費拠出金については3,000円の増でございますが、退職者該当名簿作成料で

３回分を計上いたしてございます。  

 次、90ページ、６款でございます。６款１項１目保健衛生普及費76万5,000円の減でございま

す。ここの部分では、特に（１）の短期人間ドック、それから脳ドック、それからコンピュー

タ健診等々の予算計上でございまして、人間ドックについては50名分、２万5,000円、個人負担

が１万3,997円、脳ドックについては50名分の２万5,000円、個人負担が１万1,000円ということ

になってございます。なお、医療費通知につきましては、例年どおり８回分という形で計上い

たしてございます。  

 次、92ページ、７款でございます。７款１項１目国民健康保険事業基金積立金1,000円でござ

いますが、これは科目存置をしておくものでございます。  

 ８款１項１目利子、これについては300万円、昨年同様の計上でございます。  

 96ページ、９款１項１目一般被保険者国保税還付金及び２目退職被保険者等国保税還付金、

３目の償還金、これについては昨年同様の計上でございます。  

 次、98ページ、10款１項１目予備費につきましては、昨年同様の計上でございます。  

 続きまして、歳入の説明を申し上げます。48ページになります。１款１項１目一般被保険者

国民健康保険税でございます。収納率は、例年どおり94％と設定いたしてございます。加入者

は増加傾向にございまして、現在の被保険者9,053名、267人の増、世帯は5,007世帯、202世帯

増として設定いたしてございます。なお、この世帯内訳は年金生活世帯が1,688世帯、総所得等

のない世帯が1,459世帯で、全体の65％を占めてございます。なお、この税に関する軽減世帯は、

実績で2,748世帯、約57％が６割、４割の軽減を受けているということでご理解いただきたいと

思います。また、課税のいわゆる応能、応益の割合ですが、応能が60.11％、応益が39.89％と

いうことになってございます。節については、記載のとおりでございます。  

 次、２目退職被保険者等国民健康保険税でございます。この該当者は、他保険に20年以上、

または40歳に達した月以降の被保険者であった期間が10年以上という条件がございますが、現

在1,459名を見込んで計算してございます。99％の収納率を見込んでございます。１節から４節

まで記載のとおりでございます。  

 ２款国庫支出金、１項１目の療養給付費等負担金でございますが、2,183万5,000円の増とい

うことで計算してございます。これにつきましては、先ほども歳出でお話ししましたが、一般

の被保険者が現在医療費ふえている状況がございまして、その負担割合に応じて国の方の負担

額もふえているということでご理解いただきたいと思います。  



 ２目高額医療費共同事業負担金、これについては昨年同様の金額でございます。  

 ２項１目財政調整交付金１億4,012万5,000円の減でございますが、一般会計からの繰り入れ

によりまして、歳入がまずふえたということが一つと、それから収支のバランスを保つために

架空計上しておりました、いわゆる赤字分でございますが、その分が金額は変わらないのです

が、一般会計からの歳入がふえたということでバランスをとって大幅な減額というふうにした

わけでございます。  

 次のページ、54ページになります。３款１項１目療養給付費等交付金でございますが、3,500

万円の減でございます。この療養給付費交付金につきましては、退職者の医療分でございまし

て、退職者の医療費の減によりまして支払基金からの交付金の減額になるということで計上い

たしてございます。  

 次、56ページ、４款１項１目高額医療費共同事業負担金でございますが、これは昨年同様、

それから２項１目の国保財政特別対策費補助金につきましても、基本的には昨年同様の計上で

ございます。  

 次、58ページ、５款１項１目保健事業等推進給付金、これは科目存置をしておくものでござ

います。  

 次、60ページ、６款１項１目共同事業交付金587万9,000円の減でございますが、連合会から

交付金として高額医療費に係る費用の交付を計上するものでございますが、実績によりまして、

ことしは減額計上しておくものでございます。  

 次、62ページ、７款１項１目利子及び配当金については、科目存置しておくものでございま

す。  

 次、64ページ、８款１項１目一般会計繰入金6,378万9,000円の増でございますが、ルールに

よる繰入金の部分と、それから赤字解消分ということで2,000万円プラスされまして、対前年よ

り6,378万9,000円の増ということになってございます。  

 次、66ページ、９款１項１目繰越金ですが、これについては例年赤字会計でございますが、

一応科目存置しておくものでございます。  

 次、一番最後になりますが、10款１項１目一般被保険者延滞金、２目退職被保険者等延滞金、

２項１目町預金利子、３項１目一般被保険者第三者納付金、２目退職被保険者等第三者納付金、

３目一般被保険者返納金、４目退職被保険者等返納金、５目の雑入、すべて昨年同様の計上で

ございますので、特に説明を要するものはございません。  

 以上で国保会計の歳入歳出の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君） 暫時休憩をいたします。  

          休憩 午前１１時５５分  

                                         

          再開 午後 １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。  

                                         



     議案第１２号 平成１６年度白老町老人保健特別会計予算  

                                         

〇議長（堀部登志雄君） 引き続き議案第12号の説明を願います。  

 長野町民サービス課長。  

〇町民サービス課長（長野征幸君） 議案第12号でございます。  

 平成16年度白老町老人保健特別会計予算。  

 平成16年度白老町の老人保健特別会計の予算は、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30億279万6,000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。  

 （一時借入金）  

第２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、３億円と

定める。  

 平成16年３月４日提出。白老町長。  

 次のページをお開きください。第１表、歳入歳出予算。  

 １、歳入、１款支払基金交付金18億2,927万8,000円。１項、記載のとおり。  

 ２款国庫支出金７億7,802万8,000円。１項、２項、記載のとおり。  

 ３款道支出金１億9,433万2,000円。１項、記載のとおり。  

 ４款繰入金２億64万4,000円。１項、記載のとおり。 

 ５款繰越金1,000円。１項、記載のとおり。  

 ６款諸収入51万3,000円。１項、２項、記載のとおり。  

 歳入合計、30億279万6,000円。  

 ２、歳出、１款総務費281万円。１項、記載のとおり。  

 ２款医療諸費29億9,980万2,000円。１項、記載のとおり。  

 ３款公債費８万3,000円。１項、記載のとおり。  

 ４款諸支出金1,000円。１項、記載のとおり。  

 ５款予備費10万円。１項、記載のとおり。  

 歳出合計、30億279万6,000円。  

 続きまして、歳入歳出の歳出の方から説明いたします。120ページをお開きください。１款１

項１目一般管理費でございます。一般事務経費及びレセプト点検に要する経費でございますが、

（３）の老人医療費適正化推進事業経費でございます。これについて説明させていただきます。

平成15年９月、厚生労働省におきまして指針が示されまして、対象人員2,000人以上、医療費が

全国平均以上の市町村は、医療費適正化推進事業に取り組むよう指針が出たところでございま

す。苫小牧保健所管内では、苫小牧市と白老町が該当いたしまして、医療費の現状と分析を実

施して、地域の特性を踏まえた上で疾病予防や効率的な医療の提供を図りなさいということで

ございます。作成年度は17年度でございますので、その事前準備として連合会との協力を仰ぎ



ながら事前調査し、その内容等を検討委員会に図り、意見を聴取するものでございます。なお、

事前調整においては、庁舎内に検討チームを立ち上げる予定でございます。また、推進組織と

しての検討委員会は、既存組織の活用もよしということでございますので、国保運営協議会の

委員にお願いしたいというふうに考えてございます。  

 では、124ページをお開きください。２款１項１目医療給付費4,473万8,000円の減でございま

す。個人負担の増と対象年齢の引き上げから減額し、計上いたしてございます。この科目につ

きましては、医療機関への支払い、また入院等による個人負担分以外の負担分は、病院は個人

には請求しないで町に請求するということになりますので、その分が含まれていると。なお、

対象人員としては72歳以上、3,457名で想定いたしてございます。  

 ２目医療費支給費2,663万5,000円の増でございますが、この１月から個人の請求がなくても

窓口で口座振替をいたしてお支払いしてございます。そういう関係もございまして、予算上で

は大きな伸びになっているということでご理解いただきたいと思います。  

 ３目諸手数料７万円の減でございます。これにつきましては、説明欄に記載をしております

とおり、審査支払手数料等が含まれてございます。  

 次のページをお開きください。３款１項１目公債費、これにつきましては一時借り入れの利

息分を計上いたしてございます。日数としては、60日を想定いたしてございます。  

 次、128ページ、４款１項１目償還金でございます。これについては、科目存置しておくもの

でございます。  

 次、130ページ、５款１項１目予備費でございます。これは、昨年同様の計上でございまして、

予算計上しておくものでございます。  

 続きまして、歳入の説明をいたします。106ページをお開きください。１款１項１目医療費交

付金１億1,345万5,000円の減額でございますが、支払基金交付金につきましては今までは費用

の７割を各保険者が負担していたところでございますが、14年度から18年度の５年間の間で７

割負担から５割負担になるということで、減額になるということで交付金を計上いたしてござ

います。  

 ２目審査支払手数料交付金17万円の減でございますが、６万2,822件、単価として111円60銭

という計算でちょっと細かいのですが、そういう計算の中で計上いたしてございます。  

 次のページ、２款１項１目医療費負担金6,356万8,000円の増でございます。国の方でもご存

じのとおり３割が公費で負担するわけですが、そのうちの２割、それと移行分、その分で6,356

万8,000円増になっているということでご理解ください。  

 ２項１目国庫補助金42万6,000円の増でございますが、これは年間レセプト処理枚数で補助さ

れるものでございますが、昨年までは概算で補助されておりましたが、実績に基づきまして計

上いたしたために大幅な伸びになっているということでご理解いただきたいと思います。  

 次のページ、110ページでございます。３款１項１目道負担金1,589万2,000円の増でございま

す。これにつきましても、負担割合５％から8.3％までに移行する途中の段階で1,589万2,000円

の負担増になっているということでご理解いただきたいと思います。  



 次のページ、112ページですが、４款１項１目一般会計繰入金1,578万7,000円の増でございま

すが、これにつきましても道費と同じように、それぞれの負担割合によって増額になっている

ということでご理解いただきたいと思います。なお、法の改正によりまして、老健会計につき

ましては年齢が引き上げられておりまして、一般的に医療費の伸びは抑制傾向にあるというこ

とが言えると思います。  

 では、続きまして114ページでございます。５款１項１目繰越金1,000円でございますが、こ

の繰越金につきましては科目存置をしておくものでございます。  

 次、116ページ、６款１項１目町預金利子、２項１目第三者納付金、２目雑入につきましても、

昨年同様の計上でございます。  

 以上で歳入歳出の説明を終わります。よろしくお願いいたします。  

                                         

     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  

                                         

〇議長（堀部登志雄君） 続いて議案第13号の説明を願います。  

 佐久間下水道課長。  

〇下水道課長（佐久間輝男君） 議案第13号でございます。  

 平成16年度白老町公共下水道事業特別会計予算。  

 平成16年度白老町の公共下水道事業特別会計の予算は、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16億2,226万8,000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、14億円と

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、第１表、歳入歳出予算。  

 １、歳入、１款分担金及び負担金4,385万7,000円。１項負担金、記載のとおり。  

 ２款使用料及び手数料４億円。１項、２項、記載のとおり。  

 ３款国庫支出金１億2,092万円。１項、記載のとおり。  

 ４款財産収入22万3,000円。１項、記載のとおり。  

 ５款繰入金５億6,000万6,000円。１項、記載のとおり。  

 ６款諸収入3,626万2,000円。１項から５項まで記載のとおり。  

 ７款町債４億6,100万円。１項、記載のとおり。  

 歳入合計、16億2,226万8,000円。  

 ２、歳出、１款公共下水道事業費８億3,737万4,000円。１項、２項、記載のとおり。  

 ２款公債費７億8,439万4,000円。１項、記載のとおり。  

 ３款予備費50万円。１項、記載のとおり。  

 歳出合計、16億2,226万8,000円。  

 12ページ、第２表、債務負担行為であります。  

 事項、パーソナルコンピュータ賃借、期間、17年度から19年度、限度額37万7,000円。積算シ

ステム賃借、17年度から18年度、159万1,000円。  

 第３表、地方債。  

 起債の目的、白老町公共下水道施設整備事業、限度額３億6,100万円。資本費平準化債、限度

額１億円。起債の方法、利率、償還の方法は、記載のとおりであります。  

 資本費平準化債について、若干ご説明を申し上げたいと思います。今年度から新たに認めら

れる制度が創設されたもので、下水道事業債の元利償還期間は25年と、それから下水道処理施

設の減価償却期間44年が異なっていることから、資金不足を補うための制度でございます。こ

れを言いかえますと、16年度で償還する元金を平準化債で支払い、後年度負担にする制度でご

ざいます。  

 歳入歳出事項別明細書に入ります。恒例により歳出の方から説明を申し上げます。154ページ

でございます。１款１項１目下水道総務費9,905万4,000円、財源内訳、特定財源の欄ですが、

検査手数料16万円、一般会計繰入金が542万4,000円、水洗化資金貸付金等で3,000万5,000円、

一般財源は下水道使用料の6,346万5,000円で、これから出てきます一般財源の欄についてはす

べて下水道使用料でございますので、以降については説明を省略いたします。（１）の下水道

業務一般事務経費は6,785万7,000円を計上しております。１節の上下水道事業運営審議会の開

催を３回計上し、下水道使用料改定について審議していただくことにしております。第２節、

人件費については５人分を計上しており、13節委託料のうち下水道使用料賦課徴収業務委託料1,

457万1,000円は、水道課に業務を委託しているものでございます。  

 次に、157ページ、（２）の水洗便所普及経費と排水整備促進経費については、3,119万円を

計上しております。大半が水洗化資金貸付金の元利分であります。参考までに、本年１月末の



融資実績は、融資残高件数が207件でございます。うち新規融資が47件、融資率が88.6％となり

ます。  

 次に、２目の下水道維持管理費、特定財源は一般会計繰入金の807万5,000円でございます。

（１）の管渠維持管理費1,243万8,000円は、13節委託料のうち下水道管渠施設管理委託料823万

5,000円を管渠清掃、延長6,000メートル、管網図作成、路面舗装補修の経費を計上してござい

ます。159ページ、15節工事請負費220万円につきましては、管渠の補修２カ所とマンホール高

調整６カ所の工事費を計上してございます。  

 （２）の管渠維持管理費、15節の工事請負費1,640万円につきましては、不明水対策、管の破

損等による地盤の不等沈下防止を図るための補修工事でございます。  

 次に、３目処理場管理費１億7,623万5,000円、特定財源、し尿処理施設使用料576万5,000円、

財産貸付料22万3,000円、一般会計繰入金が5,819万5,000円となっております。（１）の処理場

管理一般事務経費102万1,000円につきましては、必要経費を例年どおり計上してございます。  

 （２）の処理場管理経費１億7,521万4,000円につきましては、終末処理場中継ポンプ場２カ

所、マンホールポンプ場14カ所、し尿処理場の運転管理に要する経費を計上してございます。1

1節需用費3,160万1,000円につきましては、重油等燃料費、電気料、小破修理の修繕費を計上し

ております。12節役務費571万5,000円は、通信運搬費と脱水汚泥運搬手数料、下水道汚泥運搬

手数料を計上してございます。13節委託料のうち施設管理委託料として終末処理場中継ポンプ

場、マンホールポンプ場、し尿処理施設の運転管理に要する民間委託として１億1,105万1,000

円を計上してございます。その他の委託料ですが、2,667万9,000円は脱水汚泥処分業務委託料、

下水汚泥処分業務委託料、ベルトプレス型脱水機点検整備業務委託料、中央監視装置ハードデ

ィスク交換整備業務委託料を計上してございます。  

 次に、160ページ、２項１目の下水道施設費５億3,324万7,000円、特定財源、受益者負担金4,

385万7,000円、図面の複写手数料20万円、国庫補助金１億1,000万円、一般会計繰入金が1,818

万7,000円、雑入3,000円、地方債３億6,100万円となっております。（１）の管渠整備費（公共

下水道）事業として４億9,324万7,000円を計上しております。２節から12節までについては、

事業執行に伴う事務費でございます。13節4,600万円のうち設計監理等の委託料が4,599万1,000

円、クラウン団地、それから萩野緑泉郷地区、延長を1,650メートルと終末処理場の施工監理及

び合流改善緊急計画策定委託料を計上してございます。15節工事請負費３億8,979万円を計上し

ておりますが、管渠整備で虎杖浜地区、クラウン団地、柏洋団地、萩野緑泉郷団地など、延長2,

722メートルを計画してございます。終末処理場の最終沈殿池の設備の改修工事等を計画してご

ざいます。工事箇所につきましては、議員控室の方に後ほど図面を張り出しますので、ごらん

いただきたいと思います。163ページ、17節公有財産購入費824万7,000円につきましては、終末

処理場の施設用地として4,632.49平米を土地開発公社から買い戻すこととしております。今年

度で終了いたします。  

 （２）の管渠整備費（特定環境保全公共下水道）事業として4,000万円を計上して、13節委託

料420万円については、設計監理等の委託料として萩野緑泉郷地区を500メートル計画してござ



います。15節工事請負費は3,310万円を計上しておりまして、いずみ団地、ゆうかり団地の420

メートルの面整備を計画してございます。  

 166ページになります。２款公債費に入ります。１項１目元金４億4,270万8,000円、特定財源、

国庫補助金1,092万円、旧新産都市等の補助率差額分でございます。一般会計繰入金が２億7,46

3万8,000円でございます。先ほど説明いたしました平準化債の１億円についても充当してござ

います。予算計上額につきましては、長期債の元金償還分を計上してございます。  

 ２目利子３億4,168万6,000円、特定財源は一般会計からの繰入金でございます。予算計上額

につきましては、長期債の利息分と一時借入金の利息分を計上してございます。  

 次、168ページ、３款予備費、１項１目予備費につきましては、例年どおり同額を計上してご

ざいます。  

 次に、歳入に入ります。138ページをお開きください。１款１項１目都市計画下水道事業受益

者負担金4,385万円、１節の現年度分については歳出で説明済みでございますが、滞納繰越分に

ついては件数が183件となっております。そのうち町外分が95件と半数以上を占めている状況で

ございます。  

 次、140ページ、２款１項１目下水道使用料３億9,387万5,000円のうち6,856万9,000円につい

ては、16年度歳入歳出差し引きで不足する分でございます。単年度で赤字になる分を多く見込

んでいるということになります。  

 以下、歳出で説明しておりますので、説明を省略いたしますが、３款国庫支出金から150ペー

ジの７款町債までは、同じく歳出で説明済みでございます。  

 次に、172ページから177ページ、給与費明細書、180ページの地方債現在高見込額調書、182

ページから183ページ、債務負担行為に関する調書につきましては、記載のとおりでございます

ので、説明を省略させていただきます。  

 以上、説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。  

                                         

     議案第１４号 平成１６年度白老町学校給食特別会計予算  

                                         

〇議長（堀部登志雄君） 議案第14号の説明を願います。  

 長内学校給食センター長。  

〇学校給食センター長（長内正男君） 議案第14号でございます。15ページでございます。  

 議案第14号 平成16年度白老町学校給食特別会計予算。  

 平成16年度白老町の学校給食特別会計の予算は、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8,163万2,000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。  

 平成16年３月４日提出。白老町長。  

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算。  



 １、歳入、１款諸収入8,158万1,000円。１項から４項、記載のとおりであります。  

 ２款繰越金５万1,000円。１項、記載のとおりであります。  

 したがいまして、歳入合計、8,163万2,000円となります。  

 ２、歳出、１款給食費8,163万2,000円。１項、記載のとおりであります。  

 したがいまして、歳出合計は8,163万2,000円となります。  

 続きまして、186ページをお開き願います。歳入歳出予算事項別明細書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。  

 それでは、続きまして190ページです。学校給食特別会計につきましては、歳入からご説明を

させていただきたいと思います。給食費でございますが、小学校低学年１食当たり219円、小学

校高学年１食当たり225円、中学校１食当たり263円、給食供給日数につきましては、年間190日

で、給食費、給食供給日数とも前年と同様の予算措置といたしました。  

 まず、１款諸収入、１項１目学校給食費収入8,158万1,000円で、前年度に比較して27万4,000

円、0.3％の減となります。これは、児童生徒及び教職員の10名の減少によるものであります。

給食費の収納率につきましては、現年度分98％、滞納繰越分15％で計上をいたしました。  

 ２項１目預金利子、３項１目消費税還付金は、科目存置のため1,000円を計上いたしました。  

 ４項１目雑入につきましては、前年度と同額を計上いたしました。  

 次に、192ページでございます。２款繰越金、１項１目繰越金は、決算見込みによりまして５

万1,000円を計上し、前年度に比較して2,000円の増となります。  

 続きまして、196ページ、歳出をご説明いたします。１款給食費、１項１目給食材料購入費8,

163万2,000円で、前年度に比較し27万2,000円、0.3％の減となります。１週間の給食献立は、

米飯３回、パン１回、めん１回で、各献立供給日数につきましても前年度と同様で計上してお

ります。需用費、委託料は、これらに伴う経費で記載のとおりであります。  

 以上、簡単でありますが、学校給食特別会計の説明を終わらせていただきます。よろしくご

審議のほどお願いいたします。  

                                         

     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  

                                         

〇議長（堀部登志雄君） 続きまして、議案第15号の説明を願います。  

 上坊寺産業経済課長。  

〇産業経済課長（上坊寺博之君） 19ページをお開きいただきたいと思います。 

 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。  

 平成16年度白老町の工業団地造成事業特別会計の予算は、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2,067万4,000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。  



 （一時借入金）  

第２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、2,000万

円と定める。  

 平成16年３月４日提出。白老町長。  

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算。  

 １、歳入、１款財産収入2,067万1,000円。１項、２項、記載のとおりです。  

 ２款繰越金1,000円。１項、記載のとおりです。  

 ３款諸収入2,000円。１項、２項、記載のとおりであります。  

 歳入合計、2,067万4,000円。  

 ２、歳出、１款工業団地造成費353万1,000円。１項、記載のとおりであります。  

 ２款公債費1,713万8,000円。１項、記載のとおりであります。  

 ３款予備費5,000円。１項、記載のとおりであります。  

 歳出合計、2,067万4,000円。  

 続きまして、202ページをお願いいたします。歳入歳出予算事項別明細書の総括につきまして

は、省略をさせていただきます。  

 次に、214ページ、歳出からご説明申し上げます。１款１項１目工業団地造成費353万1,000円

の計上であります。新規の造成経費は見込まず、石山工業団地及び特別工業地区の管理運営経

費に要する経費を計上しております。13節委託料につきましては、工業団地内の草刈り等維持

費及び埋立地の環境調査費の経費を計上してございます。15節工事請負費につきましては、分

譲等に係る関連工事経費を最小限計上させていただいております。  

 次のページ、お願いいたします。２款公債費、１項１目元金1,600万円の計上であります。こ

れにつきましては、長期債の元金を見てございます。  

 ２目利子113万8,000円の計上でございます。これにつきましては、長期債の利子、一時借入

金の利子を計上させていただいております。  

 次のページをお願いいたします。３款予備費、１項１目予備費5,000円の計上であります。こ

れは、例年どおりの計上をさせていただいております。  

 次に、歳入に戻ります。206ページをお開き願いたいと思います。１款１項１目不動産売払収

入1,993万9,000円の計上であります。不動産売払収入につきましては、歳出予算の見合い金額

を土地の売払収入をもって充てております。内訳は、石山工業地区の2,292平米、単価8,700円

で1,993万9,000円を計上させていただいております。  

 ２項１目財産貸付収入73万2,000円、財産貸付収入につきましては工業団地内の未造成地につ

いて、工事等の資材置き場等に貸し付けをしてございます。前年度の貸付実績により見込みを

する金額でございます。  

 次のページをお開きいただきたいと思います。２款１項１目繰越金1,000円、科目存置のため

の計上であります。  

 次のページをお願いいたします。３款１項１目町預金利子、２項雑入、１目雑入、これにつ



きましては科目存置のために計上させていただいております。  

 次に、221ページからの地方債現在高見込額調書につきましては、記載のとおりでありますの

で、説明を省略させていただきます。  

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。  

                                         

     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  

                                         

〇議長（堀部登志雄君） 続きまして、議案第16号の説明を願います。  

 堀江港湾課長。  

〇港湾課長（堀江 寛君） それでは、議案第16号のご説明をいたします。23ページになりま

す。  

 平成16年度白老町臨海部土地造成事業特別会計予算。  

 平成16年度白老町の臨海部土地造成事業特別会計の予算は、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１億6,935万7,000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。  

 （一時借入金）  

第２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、１億6,00

0万円と定める。  

 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款使用料及び手数料14万6,000円。１項、記載のとおり。  

 ２款財産収入１億3,920万9,000円。１項、２項、記載のとおり。  

 ３款繰入金3,000万円。１項、記載のとおり。  

 ４款繰越金1,000円。１項、記載のとおり。  

 ５款諸収入1,000円。１項、記載のとおり。  

 歳入合計は、１億6,935万7,000円となります。  

 ２、歳出、１款臨海部土地造成費308万4,000円。１項、記載のとおり。  

 ２款公債費１億4,033万3,000円。１項、記載のとおり。  

 ３款繰出金2,594万円。１項、記載のとおり。  

 歳出合計は、１億6,935万7,000円になります。  

 続きまして、歳入歳出事項別明細の歳出の方からご説明申し上げます。総括につきましては、

説明を省略させていただきますので、240ページをお開き願います。１款臨海部土地造成費、１

項１目臨海部土地造成費308万4,000円の計上であります。95万2,000円の増額となっております

が、これにつきましては主に新しい白老港のパンフレット作成に伴う費用でございます。旅費、



需用費、委託料につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。  

 次のページをお開き願います。242ページになります。２款公債費、１項１目元金１億2,056

万4,000円の計上であります。これにつきましては、長期債元金償還金であります。平成７年度

から12年度までの借り入れ分でございます。本年度から元金償還金の増加に伴いまして、他会

計からの繰入金として3,000万円を計上させていただいております。  

 ２目利子1,976万9,000円の計上であります。これにつきましても、長期債利子償還金及び一

時借入金の利子の償還金でございます。長期債利子につきましては、先ほど申し上げましたよ

うに平成７年から15年度分の借り入れでございます。  

 次のページに移ります。244ページになります。３款繰出金、１項１目繰出金2,594万円の計

上でございます。港湾機能施設整備事業特別会計繰出金公債費元金です。これにつきましては、

平成14年度に港湾機能施設整備事業特別会計から繰り入れた額の戻し入れ分でございます。  

 続きまして、歳入のご説明をいたします。戻ります。228ページとなります。１款１項１目港

湾使用料14万6,000円の計上となります。公共空地占用料です。これは、漁船修理施設用地使用

料でございます。  

 次のページになります。230ページです。２款１項１目財産貸付収入1,411万6,000円の計上で

す。港湾関連施設用地貸付収入です。これは、主に工事の作業ヤードとして貸し付けた分の収

入となります。前年と比較しまして、709万6,000円の増となっておりますが、これは貸付面積

及び貸付期間が増加したことによるものでございます。  

 ２項１目不動産売払収入１億2,509万3,000円の計上です。これは、港湾関連施設用地売払収

入で造成の完了しております第１商港区、第２商港区及び漁港区の用地の売払収入を見込んで

おります。  

 次のページになります。232ページです。３款繰入金、１項１目他会計繰入金3,000万円の計

上であります。これにつきましては、特別会計健全化支援策の一環といたしまして、一般会計

から繰り入れしたものであります。  

 次のページに移ります。234ページになります。４款繰越金、１項１目繰越金1,000円の計上

であります。前年度繰越金で決算を見ながらの科目存置でございます。  

 次のページに移ります。236ページです。５款諸収入、１項１目町預金利子1,000円の計上で

す。昨年と同額を計上しております。  

 続きまして、248ページの地方債現在高見込額調書ですが、内容につきましては記載のとおり

ですので、説明を省略させていただきますが、ごらんのとおり年々減少する形となっておりま

す。  

 以上で臨海部土地造成事業特別会計の説明を終了させていただきます。よろしくご審議のほ

どお願いいたします。  

                                         

     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  



                                         

〇議長（堀部登志雄君） 続きまして、議案第17号の説明を願います。  

 堀江港湾課長。  

〇港湾課長（堀江 寛君） 引き続き議案第17号のご説明を申し上げます。27ページになりま

す。  

 平成16年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算。  

 平成16年度白老町の港湾機能施設整備事業特別会計の予算は、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7,256万8,000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。  

 平成16年３月４日提出。白老町長。  

 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算。  

 １、歳入、１款使用料及び手数料1,999万8,000円。１項、記載のとおり。  

 ２款財産収入107万9,000円。１項、記載のとおり。  

 ３款繰入金2,594万円。１項、記載のとおり。  

 ４款繰越金2,555万円。１項、記載のとおり。  

 ５款諸収入1,000円。１項、記載のとおり。  

 歳入合計は、7,256万8,000円となります。  

 ２、歳出、１款港湾機能施設運営費214万2,000円。１項、記載のとおり。  

 ２款公債費4,563万1,000円。１項、記載のとおり。  

 ３款予備費2,479万5,000円。１項、記載のとおり。  

 歳出合計につきましては、7,256万8,000円となります。  

 次に、歳入歳出の事項別明細の歳出の方からご説明申し上げます。総括につきましては、説

明を省略させていただきますので、266ページとなります。１款港湾機能施設運営費、１項１目

港湾機能施設運営費214万2,000円の計上で、これにつきましては公共中央１号上屋の維持管理

に係る費用でございます。前年と比較いたしまして35万8,000円の減額となっておりますが、こ

れにつきましては公課費の減額分となります。需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料は、

それぞれ記載のとおりでございます。  

 次のページに移ります。268ページをお開き願います。２款公債費、１項１目元金3,443万円

の計上で、前年度と比較いたしまして3,159万6,000円の増額となっております。これにつきま

しては、平成12年度借り入れの長期債の元金の償還が開始されることによる増額となるわけで

すが、その財源といたしましては平成14年度に臨海部土地造成事業特別会計へ繰り出した2,549

万円の戻し入れと上屋の使用料金849万円を充当する予定でおります。  

 ２目利子1,120万1,000円の計上です。長期債利子償還金で平成11年度、12年度に借り入れま

した分の利息でございます。財源といたしましては、上屋の使用料と直轄工事に伴いまして土

地を貸し付ける、その収入を充当する予定でございます。  



 次のページとなります。270ページをお開き願います。３款予備費、１項１目予備費2,479万5,

000円の計上です。この予備費につきましては、先ほど公債費のところで申し上げた平成14年度

に繰り出しいたしました臨海部土地造成事業特別会計からの繰り入れによりまして剰余金とな

ったもので、これを予備費に計上したものであります。  

 続きまして、歳入の説明を申し上げます。戻りまして、254ページとなります。１款使用料及

び手数料、１項１目港湾使用料1,999万8,000円の計上であります。公共上屋の使用料金であり

ます。全面積3,200平方メートル分を貸付予定しております。  

 次のページに移ります。256ページです。２款財産収入、１項１目財産貸付収入107万9,000円

の計上であります。土地の貸付収入ですが、埠頭用地背後の港湾機能施設用地の一部を港湾工

事の資材置き場として貸し付けるものであります。  

 次のページ、258ページをお開き願います。３款繰入金、１項１目他会計繰入金2,594万円の

計上であります。先ほど歳出のところでもご説明いたしましたが、14年度に臨海部土地造成事

業特別会計に対して繰り出した額の繰り入れ分でございます。  

 続きまして、260ページお開き願います。４款繰越金、１項１目繰越金2,555万円の計上であ

ります。これにつきましては、記載のとおり前年度繰越金でございます。  

 次のページに移ります。262ページ、お開き願います。５款諸収入、１項１目町預金利子1,00

0円の計上であります。これは、記載のとおり町預金利息でございます。前年と同様、計上して

おります。  

 続きまして、274ページの地方債現在高見込額調書ですが、内容につきましては、これにつき

ましても記載のとおりでございますので、説明を省略させていただきます。  

 以上で港湾機能施設整備事業特別会計予算の説明を終了させていただきます。よろしくご審

議のほどお願いいたします。  

 以上です。  

                                         

     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  

                                         

〇議長（堀部登志雄君） 議案第18号の説明を願います。  

 二瓶生活環境課長。  

〇生活環境課長（二瓶 充君） 31ページになります。  

 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。  

 平成16年度白老町の墓園造成事業特別会計の予算は、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、それぞれ174万8,000円とする。  

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。  

 平成16年３月４日提出。白老町長。  



 次のページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算。  

 １、歳入、１款使用料及び手数料153万9,000円。１項、記載のとおり。  

 ２款繰越金20万8,000円。１項、記載のとおり。  

 ３款諸収入1,000円。１項、記載のとおり。  

 歳入合計、174万8,000円。  

 ２、歳出、１款墓地区画費14万8,000円。１項、記載のとおり。  

 ２款公債費129万2,000円。１項、記載のとおり。  

 ３款予備費30万8,000円。１項、記載のとおり。  

 歳出合計、174万8,000円。  

 次に、276ページになります。歳入歳出予算事項別明細書の総括は、これについては省略させ

ていただきます。  

 次に、歳出の288ページになります。１款１項１目墓地区画費であります。７節の賃金１万6,

000円ですが、これにつきましては墓地の使用状況を処理するための賃金計上でございます。７

節の賃金１万6,000円につきましては、これは墓地の使用状況を処理するための賃金を計上して

おります。それから、11節需用費７万3,000円ですが、これは事務用の消耗品を見込んでおりま

す。次に、18節備品購入費５万9,000円ですが、管理用のデジタルカメラを見込んでおります。  

 290ページ、次のページに移らせていただきます。２款１項公債費、１目元金106万円であり

ます。霊園の第２期造成地につきましては、これまで12年から15年度の４カ年間、分譲した使

用料を毎年繰上償還しております。それに従いまして、15年度末で起債残高1,044万円となって

おりますが、それに対する元金の償還分でございます。  

 ２目利子23万2,000円であります。起債残高に対する利率2.27％の利子償還分でございます。  

 次に、292ページに移ります。３款１項１目予備費30万8,000円でございますが、元利償還の

資金繰りにかかわりますために、予備費として計上しているものでございます。 

 296ページの地方債残高見込み調書につきましては、記載のとおりですので、省略させていた

だきます。  

 次に、歳入、280ページの方に戻っていただきます。１款使用料及び手数料、１項使用料、１

目墓園使用料153万9,000円でございます。これは、歳入見合いで計上するものでございまして、

４平米６区画、６平米４区画、９平米１区画を見込んでおります。  

 次のページの282ページに移ります。２款１項１目繰越金20万8,000円であります。前年度の

資金繰り等で対応するための繰り越した分を16年度におきましても計上するものでございます。  

 284ページ、次のページに移ります。３款諸収入、１項１目預金利子でございます。これは、

昨年と同様に科目存置でございます。  

 以上で説明を終わります。  

〇議長（堀部登志雄君） 暫時休憩をいたします。  

          休憩 午後 １時５８分  

                                         



          再開 午後 ２時１５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。  

                                         

     議案第１９号 平成１６年度介護保険事業特別会計予算  

                                         

〇議長（堀部登志雄君） 議案第19号の説明を願います。  

 山口健康福祉課参事。  

〇健康福祉課参事（山口和雄君） では、35ページでございます。  

 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。  

 平成16年度白老町の介護保険事業特別会計の予算は、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11億7,952万6,000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。  

 （歳出予算の流用）  

第２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）保険給付費の各項に計上された予算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 

 （２）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。  

 次のページであります。第１表、歳入歳出予算。  

 １、歳入、１款介護保険料１億9,717万5,000円。１項、記載のとおり。  

 ２款国庫支出金３億144万5,000円。１項、２項、記載のとおり。  

 ３款道支出金１億4,420万6,000円。１項、２項、記載のとおり。  

 ４款支払基金交付金３億6,916万2,000円。１項、記載のとおり。  

 ５款財産収入1,000円。１項、記載のとおり。  

 ６款繰入金１億6,753万1,000円。１項、２項、記載のとおり。  

 ７款繰越金1,000円。１項、記載のとおり。  

 ８款諸収入5,000円。１項から３項まで記載のとおり。  

 歳入合計、11億7,952万6,000円であります。  

 次のページ、２、歳出、１款総務費2,332万6,000円。１項から５項まで記載のとおりであり

ます。  

 ２款保険給付費11億5,363万1,000円。１項、２項、記載のとおり。  

 ３款財政安定化基金拠出金116万2,000円。１項、記載のとおり。  

 ４款基金積立金100万9,000円。１項、記載のとおり。  



 ５款諸支出金38万5,000円。１項、記載のとおり。  

 ６款予備費１万3,000円。１項、記載のとおりであります。  

 歳出合計、11億7,952万6,000円であります。  

 次に、298ページの歳入歳出予算事項別明細書の総括については、記載のとおりであります。  

 続きまして、320ページに入ります。320ページの歳出からご説明します。１款１項１目一般

管理費、これは介護保険運営にかかわる共通管理経費であります。平成16年４月から更新での

認定有効期間、原則６カ月から12カ月に規則改正されることから、申請の総件数が前年度の1,5

50件から1,300件に減る見込みによる減額の計上であります。  

 ２項１目賦課徴収費、これは介護保険料の賦課徴収に係る経費であり、昨年実績による計上

であります。  

 次に、322ページ、３項１目介護認定審査会費、これは要介護等の認定審査に係る経費であり

ます。先ほど申しましたとおり、認定有効期間の改正に伴う減額の計上であります。  

 ２目認定調査費、これは要介護等の認定調査にかかわる経費でありまして、同じく改正に伴

う減額の計上であります。 

 次に、324ページ、４項１目趣旨普及費、これは介護保険制度の趣旨普及に係る経費でありま

すが、制度開始５年目になり、制度の理解が図られてきていることから、町広報等の活用を図

りながら減額計上しておるものでございます。  

 ５項１目計画策定費、これは昨年同様の計上であります。  

 次に、326ページ、２款保険給付費についてでありますが、介護サービス利用者の居宅分506

人、施設分185人、計691人、前年度比3.8％の増額を見込み、これにより保険給付費の総額は対

前年比3,074万8,000円、2.7％の増額となっております。なお、介護サービスの数量、給付見込

み等の詳細については、第２期介護保険事業計画書に記載されておりますので、参考方よろし

くお願いいたします。  

 ２款１項１目介護給付費、これは要介護状態１から５までの介護サービス給付費であります。  

 続きまして、２目居宅支援給付費、これは要支援状態にかかわる介護給付費であります。  

 ３目審査支払手数料、これは国保連に支払う審査支払手数料であります。  

 ２項１目高額介護サービス費、これは所得に応じた自己負担額上限額を超えた経費の給付分

であります。  

 次、330ページ、３款１項１目財政安定化基金拠出金、これは県単位で介護保険事業財政安定

化のための拠出金であり、昨年同様の計上であります。  

 次に、332ページ、４款１項１目介護給付費事業基金積立金、これは介護保険料が３年間を１

期として平準化を定めておりますが、２年目においては100万9,000円の黒字となる見込みであ

り、この分を基金に積み立てるものであります。  

 次に、334ページ、５款１項１目第１号被保険者保険料還付金、これは過年度保険料に還付が

生じたときの経費でありまして、昨年同様の計上であります。  

 ２項償還金、科目存置として計上しております。  



 次に、336ページ、６款１項１目予備費は昨年同様の計上であります。  

 次に、340ページ、債務負担行為に関する調書でありますが、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。  

 次に、302ページに戻りまして、歳入であります。１款１項１目第１号被保険者介護保険料で

あります。第２期介護保険事業計画に基づき第１号被保険者数を5,647人、前年比2.9％の増、

介護保険料は収納率98％を見込み、保険料額509万3,000円、前年比2.7％の増を計上しておりま

す。  

 次に、304ページ、２款１項１目介護給付費負担金、これは給付費における国の負担割合20％

分の計上であります。  

 ２項１目調整交付金、これは負担割合５％が基本となりますが、後期高齢者状況、所得状況

によって調整率が掛けられ、本年度は昨年同様に6.1％を見込み計上しております。  

 事務費交付金でありますが、本年度から一般財源化されておりまして、廃目しております。  

 次に、306ページ、３款１項１目介護給付費負担金、北海道の負担割合12.5％として計上して

おります。  

 ２項１目、２目は、いずれも科目存置であります。  

 次に、308ページ、４款１項１目介護給付費交付金、支払基金の負担割合32％分であります。  

 次に、310ページ、５款１項１目利子及び配当金は科目存置であります。  

 次に、312ページ、６款１項１目介護給付費繰入金、町の負担割合12.5％分であります。  

 ２目その他一般会計繰入金、これは総務費を一般会計から繰り入れるものですが、従来介護

認定審査に係る経費の２分の１が国の補助金でありましたが、本年度から一般財源化されたた

め591万6,000円の増を計上しております。  

 ２項１目介護保険基金繰入金は、科目存置であります。  

 次に、314ページ、７款１項１目繰入金は科目存置であります。  

 次に、316ページ、８款１項１目第１号被保険者延滞金から３項３目雑入までは、いずれも科

目存置と計上しております。  

 以上でご説明を終わらせていただきます。  

                                         

     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  

                                         

〇議長（堀部登志雄君） 議案第20号の説明を願います。  

 千石寿幸園長。  

〇寿幸園長（千石講平君） 議案は39ページになります。39ページをお開き願いたいと思いま

す。  

 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。  

 平成16年度の白老町立特別養護老人ホーム事業特別会計予算は、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２億2,311万9,000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。  

 （一時借入金）  

第２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、6,000万

円と定める。  

 平成16年３月４日提出。白老町長。  

 次に、40ページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算。  

 １、歳入、１款サービス収入１億8,360万8,000円。１項、２項、記載のとおり。  

 ２款財産収入５万2,000円。１項、２項、記載のとおり。  

 ３款寄付金1,000円。１項、記載のとおり。  

 ４款繰入金3,856万3,000円。１項、２項、記載のとおり。  

 ５款繰越金1,000円。１項、記載のとおり。  

 ６款諸収入89万4,000円。１項、２項、記載のとおり。  

 歳入合計、２億2,311万9,000円。  

 ２、歳出、１款総務費１億9,443万円。１項、記載のとおり。  

 ２款サービス事業費2,824万2,000円。１項、記載のとおり。  

 ３款基金積立金5,000円。１項、記載のとおり。  

 ４款公債費26万4,000円。１項、記載のとおり。  

 ５款予備費17万8,000円。１項、記載のとおり。  

 歳出合計、２億2,311万9,000円であります。  

 次に、343ページになります。343ページからの歳入歳出予算事項別明細書ですが、総括につ

きましては記載のとおりでありますので、説明を省略させていただきまして、361ページの歳出

の方から説明申し上げます。362ページをお開き願います。１款総務費、１項１目一般管理費で

ございます。本年度１億9,443万円、前年度１億9,236万円、予算比較、増額の207万円、特別養

護老人ホーム一般事務経費の内訳ですが、１節報酬、12年度設置いたしました入所判定委員会

開催に伴う委員報酬でございます。年４回の開催を予定しております。２節給料から７節の賃

金を含め、前年度285万1,000円の増額ですが、前年度産休、また育児休暇であった職員の復帰

に伴う増額でございます。管理体制、配置人員はほぼ前年同様でございます。一般職が17名、

嘱託職13名、臨時職６名の計36名体制でございます。９節旅費、10節交際費は、ほぼ前年同様

の計上でございます。11節需用費については、光熱水費、印刷製本費等を見直しし、減額した

ほかは経年の実績をもとに計上いたしております。12節役務費から次のページの27節公課費ま

では、例年どおりの計上でございます。  

 次は、366ページであります。２款サービス事業費、１項１目施設介護サービス事業費で365

万9,000円の増額です。新たに移送用車両を購入するための経費393万6,000円を計上したことに

よる増であります。その他につきましては、ほぼ前年計上どおりであります。移送用車両の購



入でありますが、現在病院等へ送迎に使用してございます車両は、一般的な乗用のワゴンタイ

プの車で、搬送用シートでその都度乗せかえ作業を行っているものであります。このことから、

病人、傷を負った患者のそういう苦痛を、また危険を解消、防止するため、ストレッチャーの

ままで乗降できるリフトつきの送迎車両を購入するものであります。なお、購入に際しまして

は、特別養護老人ホーム事業基金のうち393万6,000円を活用し、整備するものであります。  

 次に、368ページをお開き願います。３款基金積立金、１項１目特別養護老人ホーム基金積立

金ですが、これは寄付金や基金の利息分を基金に積み立てるものであり、実績として見込まれ

る金額を計上しております。  

 次のページをお開き願います。４款公債費、１項１目利子ですが、一時借入金利子の償還金、

資金運用のための借入金の利子であります。借り入れ利子は、予算上4,000万円を１％の利息で

240日間借り入れする予定で計上してございます。  

 次に、372ページ、５款予備費、１項１目予備費でございますが、前年とほぼ同様の計上でご

ざいます。  

 次の375ページから379ページの給与費明細書、それから381ページから383ページの債務負担

行為に関する調書につきましては、記載のとおりでございますので、説明を省略させていただ

きます。  

 それでは、続いて歳入についてご説明いたしますので、347ページに戻っていただきたいと思

います。348ページをお開き願います。１款サービス収入、１項１目居宅介護サービス費収入17

6万円ですが、これはショートステイ利用収入で実績に基づき、前年度の５割増しの180日の利

用を見込み計上しております。  

 １項２目施設介護サービス費収入ですが、259万5,000円の増額です。これは、別途稼働率を

昨年同様の93％と見込んでおります。入所者の介護度のアップによる単価アップによる増でご

ざいます。  

 次の２項１目自己負担金収入は、介護サービス報酬費の１割と食事代の自己負担の合計を計

上し、35万9,000円の増額ですが、これは１項２目介護サービス費収入と同様の理由でございま

す。  

 次に、２款財産収入、１項１目利子及び配当金ですが、特別養護老人ホーム事業基金積立金

の利子であります。  

 ２項１目土地建物貸付収入４万9,000円ですが、自動販売機の設置による貸付収入でございま

す。  

 次のページになります。次に、３款寄付金、１項１目指定寄付金ですが、科目存置でござい

ます。  

 次のページ、354ページになります。繰入金、１項１目一般会計繰入金3,462万7,000円です。

189万5,000円の減額ですが、これは本会計に一般会計より財政的支援をいただくものでありま

す。  

 次の２項１目特別養護老人ホーム事業基金繰入金でありますが、これを今年度は活用いたし



まして、移送用車両の購入に充てるため、基金から繰り入れるものであります。 

 次に、356ページになります。５款繰越金、１項１目繰越金ですが、科目存置であります。  

 次のページでございます。６款諸収入、１項１目町預金利子及び２項１目雑入については、

例年どおりの計上であります。雑入については、20万円の増額ですが、内訳は記載のとおりで

あります。  

 以上、本会計の新年度予算の歳入歳出についてご説明いたしました。よろしくお願いいたし

ます。  

                                         

      議案第２１号 平成１６年度白老町水道事業会計予算  

                                         

〇議長（堀部登志雄君） 議案第21号の説明を願います。  

 武岡水道課長。  

〇水道課長（武岡富士男君） 水道事業会計予算につきましては、別冊になっておりますので、

お出しください。  

 １ページをおめくりください。議案第21号でございます。  

 平成16年度白老町水道事業会計予算。  

 （総則）  

第１条 平成16年度白老町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （業務の予定量）  

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。  

 （１）給 水 予 定 戸 数 9,983戸。  

 （２）１ 日 平 均 給 水 量 5,588立方米。  

 （３）年 間 総 給 水 量 203万9,904立方米。  

 （４）主要な建設改良事業  

      配 水 管 移 設 工 事  事 業 費 １億3,729万円。  

      浄 水 施 設 工 事  事 業 費 2,121万円。  

      有形固定資産購入  量 水 器 2,098万円。  

                メ ー タ ー 台 14万3,000円。  

                無 線 機 114万8,000円。  

                広 報 車 175万7,000円。  

 ２ページでございます。  

 （収益的収入及び支出）  

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

 収入、第１款水道事業収益４億4,205万6,000円。第１項から第３項まで記載のとおりでござ

います。  

 支出、第１款水道事業費用４億3,430万8,000円。第１項から第４項まで記載のとおりでござ



います。  

 （資本的収入及び支出）  

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出

額に対して不足する額１億9,130万1,000円は、過年度分損益勘定留保資金5,677万9,000円、当

年度分損益勘定留保資金１億2,546万円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額774

万8,000円及び建設改良積立金131万4,000円で補てんするものとする。）  

 収入、第１款資本的収入7,315万円。第１項から第４項まで記載のとおりでございます。  

 支出、第１款資本的支出２億6,445万1,000円。第１項から第４項までは記載のとおりでござ

います。  

 次に、３ページをおめくりください。  

 （企業債）  

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。  

 起債の目的、配水管整備事業。限度額4,990万円。起債の方法、利率、償還の方法につきまし

ては、記載のとおりでございます。  

 （一時借入金）  

第６条 一時借入金の限度額は、5,000万円と定める。  

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）  

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又

はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。  

 （１）職員給与費9,937万6,000円。  

 （２）交際費１万3,000円。  

 （たな卸資産購入限度額）  

第８条 たな卸資産の購入限度額は、2,227万1,000円と定める。  

 平成16年３月４日提出。白老町長。  

 次のページ、４ページから５ページの実施計画、それから６ページの資金計画、７ページか

ら９ページまでの給与費明細書、同じく９ページの債務負担行為に関する調書、それから10ペ

ージの損益計算書、11ページから14ページまでの貸借対照表、15ページの事項別明細書までは、

例年どおり省略させていただきます。  

 次に、16ページお開き願います。16ページは、収益的収入であります。17ページから23ペー

ジまでの支出でございます。まずは、支出からご説明いたします。17ページをお開きください。

収益的支出、第１款水道事業費用、１項１目給与費、職員９名、嘱託職員３名分の給料、職員

手当などで所定により算出計上しております。前年比488万4,000円の減額につきましては、職

員平均給与1.1％、これは期末手当などの値下げによるものでございます。それから、白老浄水

場の嘱託職員１名の減員によるものでございます。嘱託職員の減員分は、業務委託の中で増に

いたしております。  

 ２目原水及び浄水費、各施設の維持管理経費で、（１）、白老浄水場維持管理経費では3,437



万5,000円を計上しておりますが、前年比814万9,000円の減額となります。主な増減でございま

すが、増額分では15節委託料1,578万3,000円、前年比201万1,000円の増であります。これにつ

きましては、給与費でご説明いたしました嘱託職員１名の減員分を業務委託することと、委託

先社員の１名の給料表の渡りの関係で増となっております。16節手数料184万1,000円、前年比6

7万7,000円の増であります。平成16年４月から水道法改正によりまして水質検査の項目が大幅

に見直されます。現行46項目で追加が11項目、削除が７項目、それと検査方法の変更が２項目

で改正後は50項目に変更されることによる増であります。減額分につきましては、13節通信運

搬費105万6,000円、前年比13万円の減であります。警報通報システムの安定化によるものでご

ざいます。次に、18ページの22節工事請負費でございます。工事請負費は、532万3,000円の計

上ですが、これは浄水場周辺整備工事でフェンス94メートルの更新と階段整備工事であります。

前年比1,065万6,000円の減となります。これは、15年度で更新いたしました原水流量計、濁度

計、残留塩素計の取りかえと施設のガラス取りかえ工事がなくなったことによる減となるもの

でございます。  

 （２）、虎杖浜第１浄水場維持管理経費で285万8,000円を計上しております。前年比121万5,

000円の減となります。主な増減でございますが、増額部分では16節手数料132万1,000円、前年

比75万円の増でございます。これにつきましては、法改正に伴うもの、水質検査項目の変更に

よる定期水質検査などの単価増、消毒副生成物検査が年３回ふえたことによる増であります。1

8節修繕費33万7,000円、前年比23万7,000円の増でございます。浄水場施設の管理強化を図るた

め、入り口ドアの改修と窓の修繕などでございます。減額分につきましては、22節工事請負費

の計上はありませんが、前年は210万円で残留塩素計を取りかえ実施しておりますので、前年比

210万円の減でございます。  

 （３）、虎杖浜第２浄水場維持管理経費では、1,242万円を計上しております。前年比96万2,

000円の増額となります。主な増減でございますが、増額分では16節手数料171万2,000円、前年

比84万4,000円の増でございます。他の浄水場でもご説明のとおり、法改正に伴う水質検査項目

の変更によります増であります。18節修繕費82万2,000円、前年比67万2,000円の増でございま

す。浄水場内のデータ通信機器の不測の事態に備えて計上しておくものでございます。19節動

力費422万7,000円、前年比６万9,000円の増でポンプなどの運転時間増加による増でございます。

20節薬品費242万3,000円、前年比23万7,000円の増で取水量の増加に伴う次亜塩素ソーダ、硫酸

バンドなどの薬品の増加によるものでございます。減額分につきましては、15節委託料156万4,

000円、前年比31万1,000円の減で、原水ポンプ清掃業務は前年実施していることから、本年は

実施しないことの減でございます。22節工事請負費150万円の計上ですが、親水公園内の降雨時

の水処理のため排水設備を設置いたすものであります。前年実施いたしました第２排水残留塩

素計取りかえ工事が減額となることから、前年比で60万円の減となるものでございます。  

 次のページをお開きください。（４）、森野取水場維持管理経費で74万9,000円を計上してお

りますが、15節委託料、沈砂池清掃業務取水口しゅんせつ作業委託は前年同額計上ですが、緊

急時の除雪作業委託は過去の実績などを踏まえ、３万8,000円減額しております。  



 ２目の原水及び浄水費の前年比844万3,000円の減額でございますが、ただいまご説明申し上

げましたように、水道法の改正によります水質検査項目が見直されたことにより検査手数料は

ふえますが、前年実施いたしました原水流量計、濁度計、残留塩素計の更新が終わりましたこ

とにより減額となるものでございます。  

 次に、３目配水及び給水費でございます。（１）、配、給水管の事故復旧に係る経費では、

前年比105万5,000円の増であります。主な増減でございますが、増額分では15節委託料107万9,

000円、漏水修繕等復旧工事費でございます。18節修繕費18万1,000円、漏水などの件数見込み

増によるものでございます。減額分は、21節材料費17万7,000円の減額でございます。  

 次に、（２）、検満量水器更新に係る経費では、前年比252万9,000円の減であります。増額

分では、18節修繕費40万円、検満工事に伴う小修繕の増であります。減額は、21節材料費45万8,

000円、メーターボックスの個数減でございます。22節工事請負費247万1,000円で、検満工事件

数の減少によるものでございます。  

 （３）、配水管維持管理に係る経費では、前年比24万円の増であります。次のページの18節

修繕費、仕切り弁の取りかえ、高さ調整などの増加によるものでございます。  

 ４目受託工事費16万4,000円の増であります。職員１名分の給料と諸手当などでございます。

22節の工事請負費を実績見合いで増としております。  

 次の21ページをお開きください。５目総係費でございます。これは、水道事業全般に要する

経費でございます。（１）、水道料金調定に係る経費では、前年比55万9,000円の減で、主なも

のは10節燃料費35万2,000円の減であります。これは、（２）の料金収納に係る経費へ変更した

ための減となります。12節印刷製本費の減によるものでございます。  

 （２）、水道料金収納に係る経費では、前年比33万7,000円の増で、主なものは10節燃料費で

先ほどご説明いたしました料金調定に係る経費からの変更分を計上しております。  

 次に、（３）、上下水道事業運営審議会経費、（４）の水道週間事業経費に係る経費は、ほ

ぼ前年同額でございます。 

 次の22ページ、水道料金及び財務会計の電算処理経費では、９節備消耗品601万2,000円の減

ですが、前年に会計システム一式を購入したことによります減額でございます。17節賃借料174

万3,000円の減につきましては、前年に料金管理システムを更新したことに伴うリース料の減で

ございます。  

 （６）、水道事業一般経費では、前年比71万6,000円の減でございます。主な増減ですが、増

額分では９節備消耗品費５万円、図書購入及び追録等でございます。16節手数料12万3,000円、

公用車３台分の12カ月点検と消火器の保守点検で増であります。減額は、６節旅費36万3,000円

の削減でございます。12節印刷製本費20万4,000円の減でございます。これは、オフセット印刷

に切りかえするものでございます。13節通信運搬費25万6,000円、決算見込みを立てた中での減

でございます。  

 次に、23ページお開き願います。６目減価償却費、これは15年度末で保有している資産に対

して減価償却するもので、説明欄に記載のとおりでございます。  



 ７目資産減耗費1,502万6,000円の増につきましては、量水器の検満取りかえ、老朽管更新の

除去とたな卸資産減耗費の計上で、指定による計上でございます。  

 次に、２項１目支払利息及び企業債取扱諸費でございます。企業債利息は、財務省、公営企

業金融公庫に対する利息分です。一時借入金利息につきましては、前年同額を計上いたしてお

ります。  

 ２目の繰延勘定償却、３目消費税につきましては、償却、消費税の計上で水源調査償却はト

プシナイと14年度、15年度で実施いたしました竹浦、メップ上流分の計上でございます。  

 ３項１目過年度損益修正損でございます。これは、水道料金などの時効分で居所不明、死亡、

さらに生活困窮などで64万9,000円の減となります。  

 ４項１目予備費、前年同額を計上しております。  

 以上で支出を終わります。  

 16ページにお戻りください。収入でございます。１款水道事業収益、１項１目給水収益、こ

れにつきましては収入の根幹となります給水収益につきましては、長期化する景気低迷による

と思われる井戸水への使用切りかえ、節水及び需要期における平準化傾向、さらには大口利用

企業などの減少などから、15年度決算見込みで前年比0.8％の減収が想定されるところでありま

す。これらを受けまして、16年度の実績収入見込みを試算し、４億1,822万4,000円を給水収益

として計上しております。 

 ２目受託工事収益は、住宅の新築などは前年並みに計上し、各メーターに応じた管理費140件

分とその他の修繕10件を見込んでおります。  

 ３目その他の営業収益は、給水工事における検査手数料で15年度実績見合いを計上しており

ます。  

 ２項１目受取利息及び配当金につきましては、利率の低下によりまして減となっております。  

 ２目雑収益は、下水道料金手数料の単価減のため減となっております。  

 ３項１目過年度損益修正益は、前年同額を計上しております。  

 これで収益的収入と支出の説明を終わります。  

 次に、24ページをお開きください。資本的収入、支出でございます。この予算につきまして

は、国からの借入金などによりまして老朽管更新事業を継続しながら配水施設の拡充を図って

おります。  

 次のページの支出からご説明いたします。25ページでございます。１款資本的支出、１項１

目配水施設改良費は、前年比1,029万3,000円の減となります。15節委託料441万円は、竹浦地区

老朽管更新実施設計業務委託で橋梁添架工、鉄道横断工が伴うものであります。22節工事請負

費は、１億3,269万円で、前年比1,217万5,000円の減で、これにつきましては道と町の補償工事

量の減によるものでございます。配水管新設と移設工事では、直径75ミリから200ミリ、3,922.

4メートルを実施するものでございます。詳細につきましては、予算概要でもお示ししておりま

すので、省略させていただきます。  

 ２目浄水施設整備費2,121万円は、老朽管と機能低下のおそれがあることから、白老浄水場の



ＰＡＣ、これにつきましてはＰＡＣとは泥などを固める凝集剤でございます。それと、次亜塩

注入ポンプ、各２台の更新及び関連施設の更新工事であります。  

 ３目有形固定資産購入費では、42節機械及び装置購入費で量水器の新設、検満などの購入分

と無線機の更新であります。43節車輌運搬具購入費では、広報用のライトバン１台、拡声機を

備えている車両の購入費でございます。  

 ２項１目水源調査費は、15節委託料は竹浦、メップ川上流の水源調査で３年目の調査で最終

年度の調査であります。  

 ３項１目企業債償還金につきましては、これにつきましては財務省、公営企業金融公庫の元

金償還でございます。  

 ４項１目特定資金公共投資事業償還金は、ＮＴＴ無利子貸付金の償還で、16年度から３カ年

間償還が続くものでございます。  

 次に、24ページにお戻りください。１款資本的収入、１項１目企業債4,990万円で老朽管更新

事業の起債分で国庫補助金２件と単独分８件の計上でございます。  

 ２項１目出資金1,600万円、これにつきましては老朽管更新事業分として一般会計からの出資

金で、事業費6,400万円の４分の１の計上でございます。  

 ３項１目建設改良補助金、前年比1,472万1,000円の減でございます。支出でご説明いたしま

したとおり、道と町の補償工事の工事量の減によるものでございます。  

 ４項１目国庫補助金675万円、老朽管更新事業として国からとＮＴＴ無利子貸付金の補助金で

ございます。  

 以上で水道事業会計の説明を終わります。よろしくご審議をお願い申し上げます。  

                                         

     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） 議案第22号の説明を願います。  

 須貝病院事務長。  

〇病院事務長（須貝 貢君） それでは、別冊の病院事業会計の予算書でございます。  

 予算書と一緒に正誤表を配付させていただいております。この中で②の二つの表でございま

すけれども、その中に款、本年度予定額、本年度予定額、増減、そしてまた本年度予定額、本

年度予定額、増減と表二つありますけれども、これは本年度予定額、そして前年度予定額の誤

りでございますので、右側の本年度予定額というのは全部前年度予定額に修正していただきた

いと思います。正誤の修正の部分については、網かけになっている部分が修正でございますの

で、網かけの部分を訂正いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、予算書の１ページでございます。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。  

 （総則）  



第１条 平成16年度白老町立国民健康保険病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （業務の予定量）  

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。  

 （１）病 床 数 98床。  

 （２）年 間 患 者 数 

      入 院 ２万7,375人。  

      外 来 ４万9,680人。  

 （３）１日平均患者数  

      入 院 75人。  

      外 来 184人。  

 （収益的収入及び支出）  

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

 収入、第１款病院事業収益13億2,083万5,000円。１項から第３項まで記載のとおりでござい

ます。  

 支出、第１款病院事業費用13億2,083万5,000円。第１項から第４項まで記載のとおり。  

 次のページでございます。  

 （資本的収入及び支出）  

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

 収入、第１款資本的収入6,751万6,000円。１項、２項、記載のとおり。  

 支出、第１款資本的支出6,751万6,000円。第１項、第２項、記載のとおり。  

 （企業債）  

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。  

 起債の目的、施設改良及び医療機器整備事業、限度額2,400万円。起債の方法、利率、償還の

方法は、記載のとおりでございます。  

 （一時借入金）  

第６条 一時借入金の限度額は、８億円と定める。  

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費）  

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又

はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。  

 （１）給与費５億6,308万1,000円。  

 （２）交際費152万2,000円。  

 （他会計からの補助金）  

第８条 企業債利息等に充当するほか運営の健全化を促進するため、一般会計からこの会計へ

補助を受ける金額は、２億1,648万4,000円と定める。  

 （たな卸資産購入限度額）  

第９条 たな卸資産購入限度額は、４億1,620万6,000円と定める。  



 平成16年３月４日提出。白老町長。  

 ４ページでございます。16年度の実施計画につきましては、記載のとおりでございます。５

ページも同じでございます。６ページの資金計画書につきましても、記載のとおりでございま

す。７ページ、給与費明細書、８ページ、９ページ、10ページ、11ページも記載のとおりでご

ざいます。説明を略させていただきたいと思います。  

 12ページ、債務負担に関する調書、これにつきましても記載のとおりでございますが、医療、

財務、薬品管理システムのリース期限終了に伴い、これまで単年度契約を行っていましたが、

今回オーダリングシステムと、それから健診システムを新たに加えまして、５年間のリース契

約をしようとするものでございます。この際に昨年度単年度契約を行っておりました給食シス

テムについても、残りのリース期限４年分をあわせてリース契約しようとするものでございま

す。  

 次に、13ページ損益計算書、それから14ページ、15ページの予定貸借対照表、それから16ペ

ージ、17ページの16年度の予定貸借対照表につきましても記載のとおりでございますので、説

明を省略させていただきたいと思います。  

 それから、18ページ、予算事項別明細書、総括につきましても記載のとおりでございます。  

 次に、予算説明でございますが、21ページの収益的支出の方からご説明申し上げます。実績

に基づきまして、昨年同様に掲載されてございますので、特別考え方の変わったもの、新規に

出たものについてご説明させていただきたいと思います。総額につきましては、13億2,083万5,

000円ということで、対前年78万9,000円、0.1％の減ということで、収入、支出ともほぼ前年の

予算計上となってございます。  

 １款１項１目給与費でございます。５億6,308万1,000円、511万2,000円の減でございます。

事務部門の人件費でございますが、907万1,000円の増となってございます。32節の負担金の部

分の職員退職手当組合追加負担金でございます。938万2,000円ということに計上してございま

すが、13年度から15年度までの３カ年間の退職者分をまとめて支払うこととなりましたので、

この間の退職者数４名分をここでまとめて計上してございます。  

 次に、次のページ、看護部門の人件費でございます。ことし定年退職１名、勧奨退職１名、

自己都合１名の３名が退職となります。この補充分として、職員として２名、１名を臨時職員

として計上してございます。その差し引き分で１億2,680万3,000円の計上でございます。  

 それから、22、23ページの説明につきましては、積み上げ形式で昨年同様に計上してござい

ます。  

 次に、24ページ、材料費でございます。２目材料費４億1,620万6,000円で1,677万3,000円の

増でございます。材料費全般には15年度実績見合いで計上してございますが、17節の薬品費、1

8節の診療材料費についてでございます。薬品費については、高額の注射薬剤の投与を必要とす

る患者が増加したことによりまして、429万円を増額してございます。先日補正予算でご説明し

たように、特定疾患分がふえてございますので、その分の金額を、注射薬剤を増額してござい

ます。診療材料費についてでございますが、これにつきましても町立病院での手術を希望する



患者が増加してございまして、それに伴う衛生材料1,252万9,000円ほど増額して計上してござ

います。ちなみに、前年度との比較でございますけれども、全身麻酔を要する手術の患者さん

は14年度11件でございましたが、15年度では２月末で20件ということで、３月にも手術を予定

していますので、ほぼ倍に及ぶ実績となる見込みでございます。  

 次に、25ページ、３目経費でございます。２億8,767万2,000円、1,034万3,000円の減でござ

います。全般的に経費の見直しを図ってございます。まず、事務部門経費でございますが、全

体で627万5,000円の増額で計上してございます。中間ほどの賃借料です。先ほど債務負担のと

ころでもご説明したように、医療事務、財務会計システムのリースがえに伴って、新たにオー

ダリングシステムと健診システムを加えて計上したものでございます。オーダリングシステム

でございますが、これはこれまで医師の指示はすべて手作業といいますか、投薬の処方箋なん

かも手書きで出していたものを、内部情報化、コンピュータ化するということでございます。

これによりまして、患者様の待ち時間だとか、それから転記あるいは計算の誤りが相当解消さ

れると。それと、あわせて保険請求につきましても、保険請求漏れの解消が図れるということ

につながってまいります。次に、健診システムでございますが、健診システムも同じように健

診データはすべて手作業でつくり、単年度、単年度の作成ということになってございます。こ

れもコンピュータ化することによりまして、データを複数年、同じコンピュータの中にストッ

クできるということになりますので、これによりまして受診者におけるトータルケアといいま

すか、これが可能となりまして、医療、保健の連携の充実を図れるというふうになります。  

 次に、26ページでございます。26ページの中間ほど、（２）の医局部門管理運営経費でござ

います。ここにつきましては、８節報償費と９節旅費、合わせて578万6,000円を増額して計上

してございます。これにつきましては、乳幼児健診、予防接種業務等に小児科医師を専属で14

年度までお願いしてございました。毎日来ていただいている出張の小児科の先生にこれらを担

っていただくということになりましたので、この分の報償費、旅費を削減してございます。そ

れと、あわせて神経内科の診療を週２回、14年度まで行っていたものを、内科の先生が固定で

きたということで、週１回にしてございます。これによります減額と、それから昨年10月から

整形の先生に診療をお願いしております。これらの報償費を差し引き見合いで計上させていた

だいてございます。  

 次に、27ページから28、29ページ、30ページまでは、実績見合いで昨年同様に計上させてい

ただいてございます。  

 次に、31ページ、４目減価償却費3,644万3,000円、25万8,000円の減でございます。それと、

５目資産減耗費172万6,000円、31万6,000円の減でございます。６目研究研修費206万7,000円で、

9,000円の減でございます。いずれも実績見合いで計上させていただいてございます。  

 ２項医業外費用、支払利息及び企業債取扱諸費1,338万7,000円、106万5,000円の減でござい

ますが、これも実績見合いで計上させていただいてございます。  

 ２目雑損失、３目消費税につきましては、科目存置でございます。  

 ３項１目過年度損益修正損、これは不納欠損分に係るものでございますけれども、13万2,000



円、45万9,000円の減でございますけれども、実績見合いで計上させてございます。  

 ４項１目予備費でございます。10万円、前年と同額を計上させていただいてございます。  

 次に、戻りまして19ページ、収益的収入でございます。１款１項１目入院収益、根拠となる

入院見込み数は昨年と同じ１日75人を見込んで計上してございます。  

 ２目外来収益５億1,667万2,000円、117万8,000円の増でございますが、これも外来見込み数

を昨年と同じ１日184人を見込んで計上してございます。  

 ３目その他医業収益2,783万6,000円、83万5,000円の増でございますが、これも実績見合いで

計上してございます。  

 ２項１目受取利息配当金、これは預金利息でございまして、預金利息も実績見合いで1,000円

計上させていただいてございます。  

 ２目他会計補助金２億1,648万4,000円、64万4,000円の減でございます。一般会計からの支援

総額は昨年と同額の２億6,000万円を予定してございます。４条予算に64万4,000円増額配分と

したことから、こちらの方の金額64万4,000円減ということになってございます。  

 次に、20ページ、３目患者外給食収益241万8,000円、７万4,000円の減。４目その他医業外収

益444万8,000円、56万8,000円の減でございます。いずれも実績見合いで計上させてございます。  

 ３項１目過年度損益修正損は、科目存置でございます。  

 続きまして、32ページ、資本的収支でございますが、資本的支出の方からご説明申し上げま

す。１款１項１目有形固定資産購入費2,405万円、200万円の増でございます。毎年2,500万円を

限度に計画的に老朽機械器具の更新あるいは新規購入を行ってございます。16年度は、新規で2

22万3,000円、更新で2,182万7,000円の購入を予定してございまして、これらに係る財源は2,40

0万円を起債で、残りの５万円は一般会計の出資金をもって充てるということでございます。  

 ２項１目企業債償還金4,346万6,000円、64万4,000円の増でございます。16年度の企業債償還

金は積み上げ計算で4,346万6,000円となりますけれども、これらの財源は全額一般会計からの

出資金で賄ってございます。  

 次に、資本的収入でございます。１款１項１目出資金4,351万6,000円、64万4,000円、支出の

方でご説明させていただいたとおりでございます。  

 ２項１目企業債2,400万円、これも支出の方で説明させていただきました。  

 以上、雑駁でございますが、説明を終わらせていただきたいと思います。よろしくご審議の

ほどお願いいたします。  

〇議長（堀部登志雄君） ただいま議案第10号から第22号までの各会計予算13件と、これに関

連する議案１件の合わせて14件についての提案理由の説明が終わりました。  

 ここでお諮りいたします。これら平成16年度各会計予算と、これに関連する議案を本会議に

おいて審議することは困難であると思われます。  

 そこで、恒例により議員全員による予算等審査特別委員会を設置し、これに付託の上、慎重

審議を行うことが適切と考えます。  

 よって、ここに特別委員会を設置いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。  



          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇議長（堀部登志雄君） ご異議なしと認めます。  

 よって、議員全員による予算等審査特別委員会を設置することに決定しました。  

 なお、この特別委員会に付託する案件は、議案第10号から第22号までの平成16年度各会計予

算13件と関連議案１件の合わせて14件であります。これらを一括して同委員会に付託し、審査

をお願いすることでご異議ありませんか。  

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

〇議長（堀部登志雄君） ご異議なしと認めます。  

 よって、平成16年度各会計予算案13件と関連議案１件を同特別委員会に付託することに決定

しました。  

 次に、委員会条例第７条第２項の規定により、委員長、副委員長の互選をお願いいたします。  

 暫時休憩いたします。  

          休憩 午後 ３時２８分  

                                         

          再開 午後 ３時２９分  

〇議長（堀部登志雄君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  

                                         

 


