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平成２０年第１回白老町議会定例会会議録（第１号） 

 

平成２０年２月２８日（木曜日） 

   開  会  午前１０時０１分 

   開  議  午前１０時０１分 

   散  会  午後 ４時１９分 
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第 １ 会議録署名議員の指名                             
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第 ４ 平成２０年度教育行政執行方針説明                       
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    ◎開会の宣告 

〇議長（堀部登志雄君）  ただいまから平成20年第１回白老町議会定例会を開会いたします。 

（午前１０時０１分） 

                                         

    ◎開議の宣告 

〇議長（堀部登志雄君）  これより本日の会議を開きます。 

                                         

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、議長において、７番、玉井昭一議

員、８番、近藤守議員、９番、斎藤征信議員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

                                         

    ◎会期の決定 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第２、会期決定の件を議題といたします。 

 先に議会運営委員会委員長から２月25日開催の議会運営委員会での本定例会の運営につい

て、協議の経過と結果について報告の申し出がありましたので、これを許可いたします。 

議会運営委員会山本浩平委員長。 

〔議会運営委員会委員長 山本浩平君登壇〕 

〇議会運営委員会委員長（山本浩平君） 議長の許可をいただきましたので、２月25日に開催

した議会運営委員会の経過と結果についてご報告いたします。 

 本委員会での協議事項は、平成20年第１回定例会の運営の件であります。 

 まず、町長及び議員等から提出予定の事件について、総務課長、経営企画課長及び議会事務

局長から、その概要についての説明を受けた後、その取り扱いについて協議を行いました。 

 本定例会に付議され提案されている案件は、町長の提案に係るものとして、平成19年度の各

会計の補正予算７件、平成20年度各会計の予算14件、条例の制定・廃止・一部改正14件、町道

の認定・廃止２件及び郵便局の指定協議１件の合わせて議案38件であります。 

 また、議会関係としては、選挙管理委員及び補充員の選挙２件、議員の派遣承認１件並びに

意見書案が予定されております。 

その取り扱いの協議結果は、会議規則第37条の規定に基づき、一括して議題とする事件は、

議案第８号から第21号までの平成20年度各会計予算及び議案第22号から第23号、議案第25号か

ら第35号、議案第38号までの新年度予算に関連する議案並びに町道路線の認定及び廃止に係る

議案第36号・第37号の議案合わせて２件であります。 

次に、平成20年度予算と関連議案の24議案は、申し合わせにより、議長を除く全議員による

予算等審査特別委員会を設置し、３月17日・18日・19日の３日間、休会中の審査とすることに

決定いたしました。 
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次に、選挙管理委員及び補充員の選挙の件でありますが、地方自治法第118条及び議会運営基

準の規定により、選挙の方法は、議長発議により指名推選の方法によるものといたします。 

次に、意見書案は、各会派から２件の提出が予定されており、会派調整の結果、２件の意見

書案については、全会派一致により提案することといたしました。このことから、意見書案第

６号・第７号は、議会運営基準により議長が会議に諮って質疑・討論を省略することといたし

ます。 

 次に、代表質問及び一般質問は、３月11日から４日間を予定しており、11日・12日はナイタ

ー議会として各会派代表者の質問を行い、13日・14日に一般質問を行う予定としております。 

 代表及び一般質問の通告締め切り日は、さきに議長により各議員にご案内のとおり、３月４

日・午前10時となっておりますので、ご承知願います。 

 以上のことから、本定例会の会期については、代表・一般質問の調整期間及び予算等審査特

別委員会の審査期間を考慮して、本日から３月21日までの23日間としたところであります。 

 最後に、本定例会は、新年度予算の審議等もあり、会期も長期となることから、議会運営に

特段のご理解とご協力をいただきますよう心からお願いを申し上げ、議会運営委員会の報告と

いたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  議会運営委員長の報告がありました。 

委員長報告に対し、質疑はございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  質疑なしと認めます。 

これで委員長報告は報告済みといたします。 

お諮りいたします。本定例会の会期は、ただいま議会運営委員長から報告のとおり本日から

３月21日までの23日間といたしたいと思います。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、本定例会の会期は、本日から３月21日までの23日間と決定いたしました。 

                                         

    ◎諸般の報告 

〇議長（堀部登志雄君）  次に、議長からの諸般の報告をいたします。 

 本定例会における会期は23日間と決定しましたが、会期における全日程の予定につきまして

は別途お手元に配付のとおりであります。また、議会閉会中における動向につきましても別途

お手元に配付のとおりであります。 

 次に、定期監査、財政援助団体等に関する監査及び例月出納検査の報告について。 

地方自治法第199条第４項の規定による定期監査及び同条第７項による財政援助団体等の監

査結果を、同条第９項の規定並びに地方自治法第235条の２第１項の規定による例月出納検査の

結果を同条第３項の規定により監査委員から別紙のとおり報告がありました。 

別紙報告書の内容については、朗読を省略をいたします。 
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この件について、何かお聞きしたいことがあれば、どうぞ。 

３番、西田祐子君議員。 

〇３番（西田祐子君） 財政的援助団体等の監査の結果についてお伺いさせていただきます。 

 この最後のページのところに（３）とありまして、この種の不適切な処理がいつまでも絶え

ない原因として下記のようなことが感じられたので、これらを含め今後より厳格な対応を要望

したとなっておりますけれども、ここのところでいつまでも絶えない原因ということが今回明

記されておりまして、今までこの種のことがなぜ指摘されなかったのかということを１つ、そ

れともう一つは今後このような対応を要望したということに対しまして、それらの関係すると

ころからこのようにやりたいとかなんとかと、そういうようなものがあったのかどうか、その

辺お伺いさせてください。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡代表監査委員、どうぞ。 

〇監査委員（岡 英一君） 実は、去年の今ごろの議会のときに、１年前も同じ種類のことに

ついて指摘しております。去年はちなみに申し上げますと今回補助金の対象事業費を上回った

ものが１件、それから10％云々に該当するのが９件、合わせて10件とありますが、１年前の場

合は１件プラス12件、13件ありました。前回は件数だけ申し上げたのです、記載したのです。

そのときにも最後に感想としてこう書いておきました。総じて財政的援助団体等に関する事務

について担当者が軽視しているように感じられたので、より厳格な対応を要望したと。そのと

おり要望したのです。私就任以来四、五年たちますけれども、最初からこの事務については非

常に軽視されていて、規定どおりきちっと行われていなかったのです。最初のうちは猶予期間

ということで、毎回注意はしておりましたのですが、昨年度これではいかぬということで件数

を挙げたのです。そのときにやはり議員さんから質問がありまして、もっと詳しく説明という

ことで説明しました。そのときに私はこう言いました。もうこれで４年も５年もたちまして、

毎回言っておりますから、声を大にして言っていますから、もう来年はないと思いますと。来

年ありましたら個別に出しますと、こう言ったのです。でも、恐らくないでしょうと言ったの

ですが、私は今になってその不明を恥じなければいけないと思っております。 

そういうことで、せっかくご質問ありましたからあれですけれども、なぜいつまでもこうい

うふうになる、つまり極めて単純な優しい手続なのです。やるつもりなら極めて簡単。それが

いつまでもなされないというのはなぜかと私もつくづく考えましたのは、そこに書いてありま

すとおり、まずこの業務が軽視されているということです。本業とみなされていないと。極め

て副業的な、非常に軽んじられているということが１つです。それから、規則よりも前例が重

視されていると。これは、規則読めば、そのとおりやればいいのですが、去年こうやっていた

と、おととしも、今までこうやっていたのだから、これでいいのだろうということで、規則を

重視していないと、それしか言いようがないのです。もう一つは、やっぱり人事異動等のとき

にきちっと前の人からそういうことについて、つまりこういうことについて監査委員から厳し

く指摘されているぞと、したがってこの仕事については軽視しないできっちりやらなければい

けないよというようなことが多分引き継ぎされていないのだなと思うのです。ですから、前年
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指摘した部署についてはきちっとことしはなされています、概して。また新たなところで出て

くるのです。何度も申しますけれども、財政援助団体については規則がきちっとあるのですか

ら、言うなればこの業務についての憲法みたいなものですが、これをそばに置いて熟読してし

っかりやる、何も難しいあれではございませんので。ということでございますので、ことしも

随分厳しくというか、強く言ったつもりですが、ですから来年はもう出ないでしょうと言いた

いところですが、去年のことがありますからそうも言えないのですが、来年出ましたら、今度

は担当者名と担当課長、参事名、これを出したいと思っています。もしそれでだめなら顔写真

などつけることも考えるかもわかりません。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  ないようですので、それでは本件はこれをもって報告済みといたし

ます。 

次に、議員の派遣結果について報告いたします。 

会議規則第121条第１項ただし書きの規定に基づき、12月第４回定例会において議員派遣の議

決をした以降、現在まで議会に関するものまたは町及び各団体から出席要請があったもののう

ち、議会との関連性など派遣の必要性を議長において判断し、議員の派遣を決定したものであ

ります。 

この派遣結果については、お手元に配付のとおりであります。 

                                         

    ◎町長・教育長行政報告 

〇議長（堀部登志雄君）  次に、町長及び教育長から行政報告の申し出がありますので、これ

を許可いたします。 

 最初に、飴谷町長、どうぞ。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 平成20年第１回白老町議会定例会の開会にあたり行政報告を申し上げ

ます。 

 はじめに「ホクレン南北海道家畜市場移転」についてであります。 

 これまでの経過を申し上げます。昨年５月にホルスタイン農業協同組合発行の通信誌に、白

老町のホクレン南北海道家畜市場と安平町のホルスタイン農業協同組合市場の統合検討の記事

が掲載され、町としても早速、ホクレン苫小牧支所に事実確認したところでありますが、その

内容は、平成19年度から21年度までの中期計画には本事業の計画はないとのことでありました。 

 しかしながら、昨年12月25日にホクレン本部の酪農畜産部長が来町し、本町に設置されてい

る市場について、安平町移転がホクレンにおいて内部決定されたとの通告がありました。町と

しては事前協議もないままの通告であり、当然納得できない旨を伝えたところであり、道庁を

はじめ生産者と対応について協議を進めてまいりました。さらに本年１月29日に酪農畜産部長
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が再度来町された際も、本町としては地元生産者や経済に与える影響も大きく、また、移転決

定までの一方的な進め方など、到底納得できない旨を再度伝えたところであります。 

 その後、２月26日に白老和牛生産改良組合役員14名への説明がありましたが、その内容も生

産者である組合員は納得できるものではなく、改めて町内の全生産者への説明会開催を要望し

たところであります。 

 今後の対応につきましては、大きな動きがあり次第、生産者をはじめ議会にもご相談いたし

たいと考えております。 

 次に、「安愚楽共済牧場」の進出についてであります。 

 安愚楽共済牧場の概要につきましては昨年３月議会の行政報告でお伝えしているところであ

りますが、白老町での事業概要がまとまりましたのでご報告申し上げます。 

 安愚楽共済牧場白老牧場につきましては繁殖を主として、字竹浦の約60ヘクタールの土地に

母牛約7,700頭、年間生産子牛約7,000頭の飼育を計画しております。工事期間については、本

年４月より事業に着手し、平成22年３月までの２年間を予定しており、牛舎竣工に併せ生産牛

を順次導入する見込みであります。事業内容としては土地代を含め総事業費が約30億円、施設

は牛舎棟など約60棟の建設を予定しており、牧場社員数につきましては正社員50から60名程度、

パートを含めると200名程度の雇用が見込まれることから、現在、ワークステーションにおいて

も従業員の募集を行っております。 

 また、家畜排せつ物につきましては、発酵菌を使用した堆肥化に向けて検討中であります。 

 本町にとっては、税収面さらには雇用面に及ぼす相乗効果、素牛購入など農家にとっても大

きな期待を寄せているところであります。 

 次に、国民健康保険税における資産割課税に関する問題であります。 

 今回、道の調査に基づき国保税の資産割額について一部不適切な事例が判明したとの報道に

より、議会、町民の皆様に大変ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。 

 道の調査では対象となった173市町村のうち、資産割を採用している150市町村のなかで、共

有資産を保険税賦課の際、案分していなかった市町村が40市町村あったとの結果がまとまって

おり、残念ながら白老町はこのうちの一つでありました。 

 白老町における国保税の資産割の徴収洩れにつきましては、国保税の基本的なあり方を含め、

所用の検討を行い、抜本的な解決を図るよう担当部署にも指示したところであります。いずれ

にいたしましても、不適切な事例でありますので、国および道の指導に基づき対応していく考

えでありますのでご理解願います。 

 なお、本定例会には、各会計新年度予算案を含む、議案38件を提案申し上げておりますので、

よろしくご審議賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  次に、教育長、どうぞ。 

          〔教育長 白崎浩司君登壇〕 

〇教育長（白崎浩司君）  教育行政報告を申し上げます。 
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 はじめに、緑丘小学校の学校閉鎖についてであります。 

 去る、２月５日から８日までの４日間、緑丘小学校で感染性胃腸炎と思われる児童が増加し

たことから、学校閉鎖の措置を講じたところであります。 

 ２月４日、20名程の欠席児童の内９名が感染性胃腸炎の疑いの症状を有していたことから、

学校医の助言を受け学校閉鎖としたものであります。 

 同日、苫小牧保健所から、消毒方法や給食の配膳等について指導を受け、校内の消毒作業を

実施したところであります。 

 また、感染性胃腸炎と思われる教職員及び児童の検便検査の結果、集団感染ではないとの報

告を受けておりますが、依然として、症状を有している児童がおり、今後も家庭との情報交換

や消毒等の強化に努め、感染の終息に努めていくこととしております。 

 なお、他小中学校からは、同様の報告は現在、受けていないところであります。 

 次に、保育園の統廃合についてであります。 

 ２月７日から14日までの期間において、２回目となります地域説明会を開催し、本計画の決

定にいたるまでの経緯と、保護者の方々から寄せられました心配や不安に対する町の対応策及

び考え方についての説明を終わらせていただいたところであります。 

 今後とも、保護者の皆様をはじめ議会や地域の方々との協議を十分行いながら、本計画の推

進に努めてまいりたいと考えております。 

 計画の第一段階といたしまして、まきば保育園を、本年４月に小鳩保育園と統合するにあた

り、３月23日（日）午前10時からまきば保育園閉園式を執り行うことといたしました。 

 以上、２件報告させていただきます。 

〇議長（堀部登志雄君）  暫時休憩をいたします。 

          休憩 午前１０時２３分 

                                         

          再開 午前１０時２６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。 

                                         

    ◎平成２０年度町政執行方針説明 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第３、この際、町長から平成20年度の町政執行方針等の発言の

申し出がありますので、これを許可いたします。 

 町長、どうぞ。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 平成20年第１回白老町議会定例会の開会に当たり、町政執行に臨む私

の所信と予算概要について申し上げます。 

 私は、平成15年11月に多くの町民の皆さんからご支援を受け、町長に就任してから今日に至

るまでの間、厳しい行財政環境の中、「町民が主人公、活力あふれるまち」の実現を目指して、

長年の懸案事項の解決や将来に向け希望の持てるまちづくりのため、全力で取り組んでまいり
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ました。 

私は、日頃からまちづくりの姿勢を「駅伝ランナー」に例えて用いておりますが、本年は私

がタスキを受けてから実質的な２期目のスタートの年となるものであります。また、平成16年

度を初年度としてスタートした「新生しらおい21プラン」第４次白老町総合計画後期４年間の

スタートの年に当たるものでもあります。 

このことから、私に与えられた使命と責任の重さを今一度認識し、本町にとって最重要課題

であり目標である「財政再建」をはじめ、長年の懸案となっている町立病院の運営方針や、保

育園の再配置・民営化、小中学校の適正配置などの改革に対し、スピード感をもって全力で取

り組み、まちづくりを推進してまいる覚悟であります。 

さて、国内では政治の不安定、社会保険庁の年金問題、さらには相次いだ偽装と児童虐待な

ど殺伐とした事件が相次ぎ、時代が大きな転換期を向かえている中、実質経済成長率が前年度

を下回るといわれる状況にあって、北海道内でも公共投資の減少、地方財政悪化に伴う公務員

給与の削減、原材料や燃料価格上昇による企業収益の悪化や家計負担の増加などに伴い、個人

消費が低調に推移しております。 

一方、本町においてはこのような景気動向に加え、昨年成立した「地方財政健全化法」に端

を発する「財政再建」という大きな流れの中で明け暮れた１年でありましたが、今、まさに本

町は「健全化」という目標に向け、その具体的な取り組みを進めている最中であります。 

このことからも、本年を「白老町再生に向けた元年」として位置づけ、「新財政改革プログラ

ム」に基づく様々な対策を実行し、財政健全化に向けた取り組みをすすめていくことで、再生

に向け希望の持てる年としてまいりたいと考えるところであります。 

また、本年は「北海道洞爺湖サミット」が開催される年でもあります。国内外から北海道へ

の関心が高まることは確実であり、これを好機として、本町の持つ「食」や「観光」そして「環

境」への取り組みを内外に積極的にＰＲし、経済の活性化につなげてまいる考えでもあります。 

このため、「自治基本条例」に掲げる「自らの手で自らのまちを創っていく」とする基本理念

を尊重し、職員と町民との信頼関係に基づくパートナーシップの下、総合計画に掲げた基本目

標である「町民生活の安定化」、「地域産業の活性化」、「地域自治の充実」の３つの柱を重点項

目として、「環境、防災、福祉、教育・文化・子ども」「産業」「町民活動、行政活動」の７つの

重点施策を掲げ、職員一丸となり知恵と工夫を最大限に発揮し、「もっと元気なまちに。もっと

住みよいまちに。だれもが誇れるまちへ。」の構築を目指す決意であります。 

先ず、第１は「町民生活の安定化」であります。 

 町民の安全で安心な暮らしを支えるため、バイオマス資源を活用した環境にやさしい新エネ

ルギーの創出に向けた取り組みや、災害に強いまちづくりのため同報無線の整備を含めた基盤

整備をすすめるとともに、「三連携推進方針」を基に、病気予防を重視した健康づくりをすすめ

ます。 

 また、子ども達が社会性・集団性を育み、学ぶということが難しくなっている状況を踏まえ、

子育てと教育の環境再編をすすめてまいります。 
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 さらには、子どもからお年寄りまでが郷土への愛着心を育みながら、心豊かに充実した生活

が送れるよう、イオル事業をはじめとする地域文化の振興に努めてまいります。 

 次に、第２の「地域産業の活性化」であります。 

 地域経済の活性化と雇用拡大のため、産業基盤の整備を強化し、新産業や新事業の創出を促

すなど「地域産業力の向上」と「食」や「観光」、「地域資源」などを有機的に連携させ、さら

には、企業誘致やポートセールスを強化、拡充します。 

 物産・商品等の付加価値の拡大と独自ブランドの確立を図り、内外に誇れる地域の個性力を

高めます。 

 町民、企業、行政等の連携、協力による地産地消をすすめ、地域内の経済循環を拡大します。 

 また、生活関連産業の活性化策として、引き続き、移住定住促進事業に取り組んでまいりま

す。 

 次に、第３の「地域自治の充実」であります。 

 地方分権に対応した自主・自立の自治体運営を行うため、「自治基本条例」に基づき、幅広く

分かりやすい情報共有に努め、町民、団体、企業など様々な主体が行うまちづくり活動を拡充

することで、活力ある自立したコミュニティーづくりを進めてまいります。 

 また、国が示す再生団体基準を回避し、町民に信頼され安心して生活できる行財政をすすめ

るため、「新財政改革プログラム」に基づく様々な対策を実行し、財政健全化に向け不退転の決

意で取り組んでまいります。 

 次に、平成20年度において取り組む７つの重点施策について申し上げます。 

 はじめに、「町民生活の安定化」から１つ目の「環境」についてであります。 

 環境共生都市の実現を目指し、「環境基本計画」の取り組みをはじめ、バイオマス燃料化施設

の整備、合併浄化槽設置整備、河川・道路や公園などの整備をすすめてまいります。 

 具体的には、ボランティア監視員による不法投棄のパトロール及び町内会や関係団体との連

携により、不法投棄防止対策に取り組んでまいります。また、自然環境や生活環境における環

境負荷を軽減するため、「地球温暖化対策実行計画」の策定をすすめてまいります。 

 併せて、「環境町民会議」の設立をすすめてまいります。 

 さらに、「産・学・官」の緊密な連携の下、多様な産業構造から発生するバイオマス資源の利

活用による、環境にやさしい新エネルギー創出に向けての取り組みをすすめてまいります。本

年度においては、長期的視点でのゴミ行政コスト削減につながる、家庭系・事業系一般廃棄物

の効率的・効果的な地域内利活用（リサイクルの促進）に向けた「バイオマス燃料化施設」の

建設に着手し、年度内の完成を目指してまいります。 

 一方、上水道につきましては、安全で安定した供給を図るため、引き続き老朽管の計画的な

更新を行うとともに、配水管路網の耐震性強化の実施や、赤水対策事業を継続することで、さ

らに安全で安心して暮らすことのできる環境を整えてまいります。 

 下水道につきましては、会計の健全化を図るため、事務事業の見直しを行いながら、引き続

き面整備や、終末処理場の改修及び合流改善事業を促進するとともに、下水道整備が後年次と
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見込まれる地域についても、合併浄化槽設置整備事業を推進することで、快適な住環境の創出

に努めてまいります。 

 公営住宅につきましては、高齢世帯や独居世帯などの増加を踏まえ、引き続き旭ヶ丘団地の

物置改修、西団地の屋根張替えを行うとともに、住宅用火災警報器の設置をすすめることで、

入居者の安全や居住環境改善に努めてまいります。さらに、若者定住に向けた住環境の整備に

ついても検討をすすめてまいります。 

 河川につきましては、バンノ沢川流域の植生荒廃により降雨時における土砂流出が顕著であ

ることから、下流域の洪水被害を未然に防ぐためにも、河川砂防事業の平成21年度までの完成

を目指します。 

 国道を補完する鉄北幹線道路は、交通の利便性はもとより、災害時における避難道路として

非常に重要な位置付けにあるため、引き続き「竹浦２番通り」と「ポロト社台線」の事業をす

すめ、広域道路網の整備を図ります。また、白老駅北地区の道路整備を完了させるとともに、

地域生活道路の改修を行い、道路環境の整備に努めてまいります。 

 なお、国道36号の４車線化につきましては、交通混雑の解消や安全対策として引き続き要望

してまいります。また、虎杖浜地区の４車線化とトンネルのオープンカットは、新年度から本

格的に工事が行われることから、早期完成についても、強く要望してまいります。 

 公園につきましては、地域との協働で実施している「公園里親制度」を積極的に活用し、快

適な公園環境の創出に努めてまいります。また、安全に公園を利用していただけるように計画

的な遊具の点検と改修をすすめることで、親しまれる公園づくりに努めます。 

 次に２つ目の「防災」についてであります。 

 防災行政無線の整備、自主防災組織の設立促進や「樽前山火山対策防災拠点施設」との連携

を図り、町民の安全・安心の確保のために、総合的な取り組みをすすめてまいります。 

 具体的には、昨年から着手しております「同報系防災行政無線施設」の整備が平成20年度で

完了の予定であり、完成後は、地震・津波・噴火など緊急を要する災害時に屋外拡声子局等を

通じて的確な情報の提供が図られるほか、町内会等のコミュニティー活動への活用にも期待で

きるものであります。 

 また、災害発生時においては、地域住民が連携し災害弱者の救出・救護活動を行うなど、自

主的な防災活動を展開することが非常に重要となることから、自主防災組織の設立促進を積極

的に図ってまいります。 

 一方、国の「樽前山火山対策防災拠点施設」と合築で建設した消防庁舎は、昨年10月に移転

し既に運用しているところでありますが、「防災拠点施設」につきましては、本年４月以降、樽

前山の火山活動監視機能や展示ホールが本格オープンする見込みであり、平常時は町民の防災

教育活動の場として、また、樽前山噴火災害時には災害対策の拠点として運用が開始されるこ

ととなります。 

 消防本部と合築したことにより、災害発生時における避難指示や現場活動を、迅速に行うこ

とが可能となり、町民生活の安全・安心に一層寄与するものと考えております。 
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 海岸保全につきましては、白老地区の直轄海岸整備による人工リーフの整備や、竹浦地区の

補助海岸の整備促進と早期完成を要望するとともに、虎杖浜海岸の整備についても関係機関に

強く要望してまいります。 

 次に、３つ目の「福祉」についてであります。 

 誰もが健康で安心して暮らすことのできる環境を整えるため、「保健・医療・福祉の三連携推

進方針」に基づく13事業について引き続き推進するなど、福祉施策の取り組みを着実にすすめ

てまいります。 

 具体的には、「三連携推進方針」に基づく事業を推進するとともに、本年度から始まる特定検

診・特定保健指導を「白老町特定検診等実施計画」に基づき実施し、生活習慣病の予防を重視

した健康づくりをすすめてまいります。また、少子化対策の一環として「妊婦一般健康診査受

診票」の発行を５回に増やすなど、安心して出産に臨めるよう支援してまいります。 

 障がい者福祉につきましては、「第１期白老町障がい者福祉計画」に基づき、障がい者が安心

して地域や家庭で生活できるよう施策を推進するとともに、第２期計画を策定してまいります。 

 高齢者福祉につきましては、高齢者が安心して地域で暮らせるよう地域支援事業を推進し、

要支援・要介護状態になる前からの介護予防事業をすすめてまいります。 

 また、現計画の「高齢者保健福祉計画」や「介護保険事業計画」が終了することから、第４

期計画の策定に着手いたします。 

 町立病院のあり方につきましては、議会をはじめ、関係各位から様々なご意見を伺うなどし

て、平成19年度中に一定の方針をお示しする方向で、全力で取り組んでまいりました。 

 こうした中、北海道は「自治体病院等広域化・連携構想」に基づき、東胆振地域における検

討会議に先行して、苫小牧市を含めた関係機関による白老地区検討会議を設置し、協議を開始

しております。 

 一方では、地域医療の確保と同時に自治体病院の経営改善に対して、国の財政健全化法や、

公立病院改革ガイドラインでは抜本的な改革が求められているという状況にあります。このよ

うなことから、国や北海道の取り組みと整合性を図りながら、平成20年度の早い時期に方針を

決定し、ご説明してまいります。 

次に、４つ目の「教育・文化・子ども」についてであります。 

 子どもたちが自ら目標を持ち、国内外に通じる社会性と「生きる力」を養うべく、本町独自

の施策であるふるさと学習や子育て支援事業、さらには、保育園の再配置や中学校の適正配置

による充実した教育環境の整備を計画的にすすめてまいります。 

 また、長寿高齢社会の到来により、これまでにも増して生涯学習の重要性が高まっているこ

とから、「だれもが」「いつでも」生涯にわたって学習できる環境の充実を図ってまいります。 

具体的には、アイヌ文化や「歴史・文化・伝統」が正しく理解されることを目的に教職員を

含めた「ふるさと学習」に引き続き取り組むとともに、関係団体等との連携協力により、地域

全体で地域文化の醸成や、推進を行う体制づくりをすすめてまいります。 

３年目を迎えるイオル再生事業につきましては、本年から教育（学習）型イオルとして、ア
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イヌ文化の伝承者（担い手）育成事業やコタン再生などの環境整備が新たに実施予定となって

おり、また、ポロト地区に「白老イオル事務所」が開設されるなど、今後においても国及び関

係機関等との協議を図りながら、事業の推進と充実に努めてまいります。 

一方、保育園の再配置・民営化につきましては、「保育園再配置・民営化」に関する地域説明

会を終え、計画内容について一定の理解をいただいたことから、本年４月に「まきば保育園」

と「小鳩保育園」の統合を行うこととしたところであります。 

今後は他の町立保育園につきましても、再配置や運営のあり方について、引き続き、保護者

や地域との懇談を重ね理解をいただきながら、本計画の推進に努めてまいります。 

また、中学校の適正配置につきましては、本町の将来を担うべき子ども達にとって、より良

い「教育環境の整備」を念頭にすすめているものでありますが、教育委員会においては、地域

やＰＴＡ懇談会に出向き説明を行うとともに、保護者や児童生徒に対するアンケート調査の実

施によって、意向の把握と理解浸透に努めてきたところであります。 

今後につきましても、教育委員会との連携の下、保護者や児童生徒への配慮と理解に努め、

「中学校適正配置実施計画（素案）」に基づき早期実現に向け、取り組んでまいります。 

子育てにつきましては、昨年、白老地区にＮＰＯ法人の運営による「つどいの広場」と「フ

ァミリーサポートセンター」事業を開設しましたが、今後も、子育ての先輩の方々による協力

やサポートの下、遊び場や子育てに関する情報と相談窓口の提供に努め、子育て家庭への支援

をすすめてまいります。 

 次に、「地域産業の活性化」から「産業」についてであります。 

 経済の自立は、まちづくりをすすめていく上でもっとも大きな原動力であります。このため、

「地方港湾白老港第３商港区」の整備をはじめ、農林水産業の振興、「食と観光の連携」などに

よる特産品の販路拡大、大町商店街の空き店舗対策、広域観光、雇用の確保、企業誘致などと

いった産業振興を積極的にすすめるとともに、移住・定住策にも引き続き取り組んでまいりま

す。 

 具体的には、水産業の振興と漁家経営の安定を図るため、今年で３年目となるマツカワカレ

イの種苗放流を継続してまいります。さらに、新たな取り組みとして需要の高まりが見込まれ

るウニやナマコの漁獲に本格的に取り組んでまいります。 

 また、島防波堤・第３商港区及び人工リーフに種苗放流を行い、「海の畑づくり」や「育てる

漁業」の育成に努めてまいります。 

 一方、食に対する安全・安心の意識が高まる中、「地産地消」の推進を含め消費拡大を図るた

め、昨年に引き続き、地元食材を利用した学校給食や料理教室の開催などの取り組みをすすめ

てまいります。 

 また、現在整備中であります登別漁港においては、衛生管理型漁港づくりを目指しており、

すでに、衛生管理型荷捌所・冷蔵庫が運用され、徹底した衛生管理に配慮した漁港づくりをす

すめてまいります。 

 白老港につきましては、昨年の商船貨物取扱量が92万トンを超え、過去最高であった平成14年
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の83万トンを上回る実績となりました。これに、工事用貨物や水産物を加えると、取扱い貨物

量は、過去最高の100万トンに達することが見込まれ、道内の地方港湾第１位の取扱高になるこ

とが期待されるところであります。 

 本年は臨海部へ進出した企業の食用油の輸送が開始され、新たな貨物取扱いも加わりますが、

さらに、これに加えて客船等の誘致についても積極的にすすめることで、海からの交流人口拡

大を図るなど、にぎわいあふれる港づくりをすすめてまいります。 

第３商港区につきましては、マイナス11メートル岸壁の早期供用開始に向け、防波護岸や岸

壁、港湾機能用地などの整備が予定されており、生コンや骨材などが引き続き町内で調達され

ることによる、地元経済への大きな波及効果を期待するものであります。 

なお、港湾工事につきましては、財政状況を見定めながら今後も整備をすすめてまいります。 

臨海部の土地売却につきましては、過去２年間で約２万3,000平方メートル、金額にして約２

億2,000万円となっており、今後も引き続き土地の売却に努力してまいりたいと考えておりま

す。 

一方、「食材王国しらおい」の取り組みにつきましては、「白老牛」や「虎杖浜タラコ」、「し

いたけ」、「タマゴ」など順調に推移しておりますが、さらに、昨年から出荷を始めた「白老産

キャビア」も軌道に乗りつつあり、今後の販路拡大に期待を寄せているところであります。 

 また、これら特産品のブランド化をすすめ、地元食材の町内宿泊施設やレストラン等での利

用促進を図るなど「地産地消の推進」、「食と観光の連携」をすすめるとともに、昨年、２万8,000食

を突破し大ヒットした「白老バーガー＆ベーグル」、地域ブランドの構築を目指す「白老粋品」

など、「オール白老ブランド」を掲げ、町内にある様々な資源や加工技術を活かし、販路拡大を

図ってまいります。 

 商工業につきましては、白老大町商店街の空き店舗対策として昨年創設した「白老町商店街

空き店舗活用事業補助金」をはじめ、商店街の賑わい創出について商工会や商業振興会などと

協議し、起業意欲の醸成を図りながら支援策の検討を行うとともに、各種融資制度により厳し

い経営環境にある企業や起業化支援に取り組んでまいります。 

 観光産業につきましては、ＪＴＢ北海道との過去２年間の取り組みを踏まえ、豊富な泉種と

北海道有数の湯量を誇る温泉、安全・安心な町内の食材と自然環境を活かした「健康保養型の

温泉観光と健康の拠点づくり」に取り組むなど、さらに具体的な事業展開につなげることで、

観光入り込み客数及び町内での消費額の増加を目指してまいります。 

 また、登別市との共同事業や西胆振圏域との連携をさらに強めた広域観光を推進し、増加す

る外国人観光客や国内旅行者のニーズに応えた誘客事業を推進してまいります。 

 さらに、仙台市で開催される「伊達芸能祭」や「北海道洞爺湖サミット」の会場周辺等にお

いて、本町の優れた資源や特産品のＰＲ及び販売促進活動を展開するなど、観光入り込み客数

の増加に向けた振興策に取り組んでまいります。 

 企業誘致につきましては、白老港臨海部や石山工業団地の活用を見据え、自動車関連、物流

関連企業を中心に誘致を推進することにより、若年層から高齢層に及ぶ幅広い雇用の場の確保
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に努めるなど、活力あふれる地域社会の実現を目指してまいります。 

 また、雇用につきましては、「しらおいワークステーション」を中心にハローワーク及び企業、

学校との連携を密に図りながら、雇用の拡大に努めてまいります。 

 農業につきましては、竹浦地区で「農業生産法人安愚楽共済牧場」が本年７年から牧場開設

を予定しておりますが、２年間で約200名の雇用が見込まれるなど、地域振興の面で期待を寄せ

るものであります。 

 また、昨年４月商標登録された「白老牛」につきましては、今後は商標の管理と肥育牛を増

やすことに重点を置き、より一層「白老牛」のブランド向上に努めてまいります。 

 林業・緑化につきましては、町有林をはじめ一般民有林の計画的な造林、保育事業の推進に

努めてまいります。また、広く町民に森林や緑化に対する普及啓発を図ってまいります。 

 移住対策につきましては、人口の減少に歯どめをかけ、広く道内外から移住希望者を受け入

れるための体制を整備するため、民間事業者と連携した「（仮称）白老町移住促進協議会」を立

ち上げ、地域経済の活性化を図りながら、移住希望者への情報提供や移住体験事業「おためし

暮らし」等をすすめてまいります。 

 次に、「地域自治の充実」から１つ目の「町民活動」についてであります。 

 「自主自立した、活力あふれるまち」を構築するため、個人や団体の町民活動いわゆる「町

民力」が大きな役割を果たしております。 

 快適で住みよいまちを創造するため、「町内会連合会や町民まちづくり活動センター」との連

携や、「男女共同参画」の推進、さらに都市間交流としての姉妹都市交流を推進してまいります。 

 具体的には、きめ細かな地域福祉を担うボランティアの育成や、地域住民が相互に助け合う

取り組みを、「町民まちづくり活動センター」や「ボランティアセンター」などの関係団体と連

携を図りながら、引き続きすすめてまいります。 

 また、町民のまちづくりへの参加を促すため、昨年、４月から町内会連合会に委託した広報

紙の編集業務を「町民参加の広報紙づくり」、「町民の視点に立った紙面づくり」として、さら

に充実を図ってまいります。 

 男女共同参画につきましては、本年から第２次計画の４年間がスタートしますが、各種施策

の推進と進行管理を行うことで、さらなる男女共同参画社会の実現に努めてまいります。 

 一方、姉妹都市交流につきましては、歴史姉妹都市仙台市で本年10月に開催予定の「（仮称）

伊達芸能祭」にアイヌ民族舞踏公演等で本町からも参加協力することで、仙台市民との間にお

いて更なる友好と親善の絆を深めてまいりたいと考えております。 

 最後に、「行政活動」についてであります。 

 本町の財政状況は、極めて厳しい状況にありますが、町民の皆さんが安心し、希望を持って

生活できるよう、本年を初年度とする「行財政改革」を断行し、一日も早く「健全化」の目標

が達成されるよう、努めてまいります。 

 さらに、「自治基本条例」に基づき、町民に広く意見を求め、また、町政に参加する制度づく

りに取り組んでまいります。 
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 具体的に申し上げますと、「地方財政健全化法」による財政再生団体への転落は、人件費の大

幅な削減等により、現段階で回避することが確実となりましたが、健全化への歩みを確かなも

のとするため、昨年、公表した「財政再建への取組み（骨子）」を基に、職員で対応可能なもの

は職員で実施する徹底した内部管理経費の削減や、事務事業の見直しなどの行財政改革を先行

して実施いたします。 

 また、特別職の給与削減につきましては、なお一層の経費削減を行うため、月額の給料に加

え、私と副町長にあっては期末手当額の35パーセント、教育長にあっては30パーセントについ

て、それぞれ自主削減することといたします。 

 さらに、「新財政改革プログラム」を策定し、財政状況と対策の内容を明らかにしながら、町

民の皆さんに影響や負担をお願いする町民サービスの見直し、使用料・手数料の改正、超過税

率の導入などの対策については、十分な説明を行いながら、進めてまいります。併せて、今後

の行財政運営改革の柱となる「第５次行政改革大綱」の策定についてすすめてまいります。 

 一方、今年３月末をもって過去に例のない多くの退職者があることから、それに対応した組

織づくりを検討してまいりましたが、大量退職と同時期に機構改革を実施した場合、職員の混

乱が懸念され、如いては町民サービスの低下を招く恐れもあることから、４月実施については

見送ることとしたところであります。 

 なお、人員減少の対応といたしましては、グループの統合、課長職が今まで以上に実務を担

うこと、さらには特定嘱託職員や外部団体へ派遣している職員を配属することなどにより、職

員の減員数は課平均で１名程度として町民サービスの低下を招かないよう対応する考えであり

ます。 

 最後に、町政への町民の参加につきましては、若年層から高齢層まで幅広く町民の皆さんか

ら町政執行について意見をいただく「町政モニター」制度の導入による参加機会の拡大や、計

画や条例などの制定時に町民の意見を求めることを規定した「意見提出手続（パブリックコメ

ント）条例」の導入などについて、検討をすすめてまいります。 

次に、平成20年度の予算編成方針について申し上げます。 

昨年12月に示された平成20年度の地方財政対策においては、社会保障関係費の自然増や公債

費が高い水準で推移するなどにより、依然として大幅な財源不足が見込まれることから、給与

関係経費や単独事業費を中心に、地方財政計画の規模抑制に努めることとする一方、喫緊の課

題である地方の再生に向けた地域活性化施策の充実等に対処するため、特別枠である「地方再

生対策費」を創設し、地方交付税などの一般財源の総額を確保することとされております。 

 本町における、地方交付税については、臨時財政対策債を含め、地方再生対策費などにより、

前年度対比で約7,000万円増加するものの、国や道から交付される譲与税などの一般財源では約

3,000万円の歳入減となっているものであります。 

 平成20年度の予算編成に当たっては、財政健全化法の施行により、特別会計、企業会計を含

めた連結実質赤字比率の改善が急務となる中、人件費の削減をはじめ、事務事業全般にわたり

見直しを行いながらも、町民生活の安定に配慮し、一定の行政サービスを確保しつつ、財政調
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整基金を取り崩すことなく、赤字会計に対して約２億3,000万円の追加繰り出しを見込み、収支

バランスの改善に努めるなど、「健全化推進型」の予算編成を行ったところであります。 

 この結果、本年度の総予算額は、一般会計、特別会計、企業会計の14会計を合わせて約184億

4,500万円となり、前年度と比較して、14億2,900万円、7.2パーセントの減であります。 

 一般会計につきましては、予算総額99億8,900万円で、前年度と比較して８億2,800万円、9.0パ

ーセントの増であります。 

 そのうち経常経費については、前年度との対比で３億3,500万円、4.2パーセントの減であり

ますが、主な増減の要因を申し上げますと、給与費が５億2,000万円の減、赤字会計への追加繰

出し分として２億3,000万円の増などであります。 

 なお、一般行政経費については、財政健全化へ向けた事務事業の見直し等による対策額とし

て8,300万円の減額を見込んでおります。 

 事業費についてでありますが、総額は22億6,600万円で、前年度対比で11億6,300万円、105.5パ

ーセントの増となっております。増額の主な要因といたしましては、バイオマス燃料化施設整

備事業で13億4,400万円、防災行政無線施設整備で前年比１億3,900万円の増となるものであり

ます。 

 継続事業分として、港湾整備や道路整備などの49件、22億3,100万円を計上したほか、新規事

業として13件、3,500万円を盛り込んでおります。 

 次に、歳入でありますが、町税については、個人町民税の減などにより、前年度対比で1,600万

円、0.7パーセント減の23億900万円を見込んでおります。 

 地方交付税については、34億900万円を計上しており、当初予算の対比では8,900万円、2.7パ

ーセントの増であります。うち普通交付税については、前年度実績の2.9パーセント増の31億

2,900万円を見込額として予算計上しております。 

 町債につきましては、総額14億2,300万円であります。臨時財政対策債を除いた事業充当分に

ついては、バイオマス燃料化施設整備事業の６億7,200万円、白老港建設事業の４億円を含め

11億8,600万円で、前年度対比で４億8,800万円の増でありますが、中長期的には、発行額を極

力抑え、公債費を抑制していく考えであります。 

 繰入金につきましては、前年度は、財源不足の対応として、財政調整基金から１億9,600万円

を繰入れしておりましたが、本年度は繰入れをせずに、予算編成を行ったものであります。 

 なお、特定目的基金も含めた合計では、前年度対比２億4,100万円減の6,300万円を計上して

おります。 

 次に、特別会計、企業会計について申し上げます。 

 まず、特別会計の中で医療に係わる会計でありますが、平成20年度から後期高齢者医療制度

が始まることにより、関連する特別会計が大きく変わっております。 

 まず、国民健康保険事業会計でありますが、75歳以上の方が４月１日付で後期高齢者医療制

度に移ることにより、歳出では新たに特定健康診査負担金、後期高齢者支援金、前期高齢者納

付金などが増えることとなりますが、老人保健拠出金が制度改変により大幅な減となっており
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ます。 

 歳入では、被保険者数の減少に伴い、国保税が収入減となるほか、国保ヘルスアップ事業の

終了に伴う補助金の減などがあり、会計全体では7,400万円の減となっております。 

 老人保健会計につきましては、本年３月末で制度が廃止となりますが、20年度予算は３月診

療分の医療費の支払いほかを計上しており、会計全体では24億8,500万円の減となっておりま

す。 

 なお、本会計は３年程度、存置される見込みであります。 

 後期高齢者医療事業特別会計でありますが、今年度から新たに設置される特別会計でありま

す。会計の主なものは歳出にあっては広域連合への分賦金、歳入にあっては後期高齢者医療保

険料、一般会計繰入金が主な内容となっており、会計全体では、２億4,400万円となっておりま

す。 

 介護保険事業特別会計につきましては、介護給付費の伸びに対応し、前年度対比で約5,900万

円の増額となっております。 

 特別養護老人ホーム事業会計は、職員の派遣が終了し指定管理者に完全移行したことから、

前年度対比で約2,400万円の減となっております。 

 公共下水道事業会計につきましては、町民生活の快適環境を目指し、引き続き面的整備をす

すめるとともに、終末処理場の改修及び白老地区の合流改善事業を促進してまいります。 

 予算額については、高利率の地方債繰上げ償還及び平成19年度合流改善事業の債務負担分な

どにより前年度対比で約３億7,900万円の増額となっておりますが、さらに会計の健全化に向

け、収納率の向上を図ってまいります。 

 学校給食会計につきましては、生徒数の減少が見込まれますが、給食費の改定は行わず現行

のままとし、ほぼ前年度並みの予算であります。また、墓園造成事業会計も前年度並みとなっ

ております。 

 工業団地造成事業会計は、主に維持管理に要する費用のみを計上しており、前年度並みとな

っております。 

 臨海部土地造成事業会計は、元利償還金の減額から前年度対比で約1,100万円の減額となって

おりますが、港湾機能施設整備事業会計につきましては、前年度並みの予算であります。 

 次に企業会計でありますが、水道事業会計の収益的収支につきましては、経費の見直し及び

地方債繰上げ償還などにより、約1,500万円の減額となっております。 

 資本的収支につきましては、浄水場設備更新、メーター及びメーター台購入費の増により、

約500万円の増額となっております。 

 国民健康保険病院事業会計の収益的収支につきましては、給与費及び７月から院外薬局に転

換することによる薬品費の大幅な減により、前年度対比で約３億500万円の減額となっておりま

す。 

 資本的支出につきましては、医療機器の更新を行わず起債償還に関わる予算のみ計上したこ

とから、約2,600万円の減となっております。 
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 以上で予算の概要説明を終わらせていただきますが、これらの予算の細部については、予算

書及び説明資料などによりまして、ご審議いただく際に担当から説明を行いたいと存じます。 

 以上、第１回定例会の開会にあたり、所信の一端と主な施策の概要について、述べさせてい

ただきました。 

 加速する一方で留まることのない少子高齢化や人口減少さらに、地方分権や「地方財政健全

化法」の施行など地方は、今、大きな転換期を向かえており、今後も非常に厳しい時代が続く

ものと考えております。 

 苦難が待ち受けているこれからの自治体運営に必要なものは、今まで以上に議員の皆さん、

町民の皆さんの将来を見据えた理解と協力が不可欠であります。 

 「ふるさと白老」を再生し、次の世代に負担を強いることの無いよう、職員一丸となり、全

力で町政に取り組む決意であります。 

 どうか議員の皆様をはじめ、町民の皆様のより一層のご理解とご支援を賜りますようお願い

申し上げ、平成20年度にあたっての町政執行方針といたします。 

 以上でございます。 

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１２分 

                                         

          再開 午前１１時２５分 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                         

    ◎平成２０年度教育行政執行方針説明 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第４、次に、教育長からも平成20年度における教育行政執行方

針説明の発言の申し出がありますので、これを許可いたします。 

教育長、どうぞ。 

          〔教育長 白崎浩司君登壇〕 

〇教育長（白崎浩司君）  平成20年第１回白老町議会定例会にあたり、教育行政執行方針につ

いて申し上げます。 

 今日の社会状況として、「少子・高齢化」「グローバル化や情報化」「環境問題の深刻化」が進

行しているところであります。 

 その中で経済・社会構造の変化に伴い、ややもすると社会全体に自信喪失感や閉塞感が広が

ってきておりますが、これからの社会は、誰もが、自らの夢や希望に向かって、能力を発揮し

活躍することができる躍動感に満ちた社会であることが望ましく、そのような社会の構築に向

けて、努力してまいります。 

 これからの教育においては、これまで以上に保護者や地域との連携を強化し、社会で自立し

て生き生きと活躍できる力を育み、一人ひとりが互いに支え合いながら生きていることを自覚

し、より良い社会を築いていこうとする意欲を高めることを重視する必要があります。 
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 そして、一人ひとりの人格の完成を目指すという教育の目標に向けて、子どもたちが良く学

びよく遊び、心身ともに健やかに育ち、変化の激しい時代にあっても、それぞれの夢や希望に

向かって挑戦し成長していくことが大切であります。 

 その上で、すべての町民が、生涯を通じて、健やかに充実した生活を送ることができるよう、

教育施策を展開してまいります。 

 家庭教育・子育て支援について申し上げます。 

 家庭教育についてであります。 

 家庭を取り巻く社会状況の変化の中で、住民の連帯意識の希薄化や家庭の孤立化が進み、子

どもたちの基本的なしつけや、社会性の育成などが十分でないとの指摘もあり、家庭や地域の

教育力を高めていくことが重要な課題となっております。 

 このことから、「家庭教育はすべての教育の原点」との認識の下、「第二期家庭教育支援推進

計画」に基づき、学校、家庭、地域がそれぞれの役割を果たしながら連携・協力して家庭や地

域の教育力の向上を図るとともに、社会全体で子どもの育ちを支えあう環境づくりに努めてま

いります。 

 子育て支援についてであります。 

 安心して子育てができる環境の充実を図るため、子ども発達支援センターと19年度に開設い

たしました子育てふれあいセンターを拠点として、仲間づくりや情報提供などの子育て支援に

加えて、ボランティアの育成や関係機関とのネットワークづくりを強化するなど、地域全体で

子どもを育む支援体制を充実してまいります。 

 また、「白老町次世代育成支援行動計画」に基づき、次代を担う子どもたちが健やかに育ち、

子育て世帯が楽しく子育てができる取り組みを、ＮＰＯ法人をはじめ関係機関と連携しながら

推進してまいります。 

 幼児教育についてであります。 

 幼児期は、家族以外の人や社会への興味や関心を持ち、「学びへの芽生え」が始まり、急速に

人とのつながりが広がっていく時期であります。この時期に集団生活の中で遊びや体験を通じ、

知的・情緒面の発達や社会性を身につけることは重要であり、一人ひとりの個性や可能性の芽

を伸ばすために、その一役を担う白老さくら幼稚園に対して、幼児教育振興のための支援をし

てまいります。 

 児童福祉についてであります。 

 保育園は、保護者の就労等により、基本的には家庭で行う養育を補う役割を担ってまいりま

したが、近年、少子化や核家族化が進む中で、夫婦共働きや単親世帯が増加している一方、就

労形態も多様化している現状にあり、これまでの保育サービスに加えて、子育て支援も保育園

における大きな役割と認識しております。今後とも、保護者の育成も含め、地域の子育て支援

を推進してまいります。 

 なお、本年１月に策定いたしました「町立保育園再配置・民営化計画」に基づき、老朽化と

定員割れが続いております、まきば保育園を４月に小鳩保育園に統合いたします。今後も、保
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護者及び地域住民の理解をいただきながら、本計画の推進により、効率的な保育園運営に努め

てまいります。 

 児童館・児童クラブにおきましても、放課後の子どもたちが安全で健やかに活動できる環境

づくりに努めるとともに、国が本年度から推進する「放課後子どもプラン」についてのニーズ

調査を進めてまいります。 

 児童相談についてであります。 

 子どもたちを取り巻く環境の変化に伴い、児童虐待に関する相談件数は依然として増加して

おり、その相談内容も多様で、ひとつの機関では解決できない複雑な問題があります。 

 このことから、児童虐待の早期発見・早期対応を促進するため、「要保護児童対策地域協議会」

を中核として、教育、保健・福祉、医療、児童相談所等の各関係機関が連携し、児童虐待防止

に向けての啓発に努めるとともに、要保護児童の適切な保護、アフターケアに至るまで、切れ

目のない支援体制の構築を図ってまいります。 

 青少年健全育成についてであります。 

 子どもたちを不審者などから守るため、学校、ＰＴＡ、地域の方々の協力を得ながら見守り

活動を実施しているところであります。 

 今後とも、関係機関と連携をとり、青色回転灯によるパトロールの強化を図りながら、子ど

もの安全確保に努めてまいります。 

 また、青少年の非行問題につきましては、早期発見、早期対応に心がけ、学校や地域との情

報交換を図るとともに、児童相談所や警察などと連携をとり、非行防止に努めてまいります。 

 次に、学校教育について申し上げます。 

小中学校適正配置についてであります。 

 中学校の適正配置につきましては、中学校適正配置実施計画（素案）を検討委員会で検討し

ていただくとともに、地域説明会及びＰＴＡ懇談会でも説明し、さらに関係する保護者及び児

童生徒に対するアンケート調査も実施してきたところであります。 

 アンケート調査や地域説明会などで得られた意見・要望などの課題を整理し、現在２回目の

地域説明会を開催しておりますが、早期に保護者などの理解を得て、実現に努めてまいります。 

 また、小学校の適正配置につきましては、中学校適正配置に関する一定の結論を出した後「白

老町小中学校適正配置基本計画」に基づき、早期実現に向けた取組みに努めてまいります。 

 学校施設の整備についてであります。 

 教育環境の整備を図るため、学校施設の改修等を計画的に進めてまいります。20年度は白老

中学校と萩野中学校の改修を実施することとし、今後も児童生徒が安心して学ぶことができる

施設整備に努めてまいります。 

 学校環境衛生についてであります。 

 児童生徒の安全を守り、心身の発達を促し、健康を保持増進するための快適な学校環境づく

りに努めてまいります。 

 また、感染性疾患等の予防のため、学校施設の衛生管理の指導を図ってまいります。 
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 なお、小中学校の空気中の揮発性有機化合物等の濃度測定につきましては、20年度も引き続

き実施し、学校施設の化学物質による児童生徒の健康問題の発生を防ぐため、適切な対応をし

てまいります。 

 子どもたちの安全・安心を確保する体制づくりの推進についてであります。 

 19年度は、子どもたちの安全確保に向けて、スクールガードリーダーによる各学校区のパト

ロールや地域ボランティアの見守り活動、ＰＴＡによる安全マップの作成等を取り組んでまい

りました。 

 今後も、家庭・学校・地域社会が一体となって、子どもたちの安全を確保し、社会全体で守

り育てることができる効果的で継続的な体制づくりに取り組んでまいります。 

 教職員の資質向上についてであります。 

 子どもたちへの深い愛情と使命感を持ち、豊かな人間性や社会性、さらに高い指導力を身に

付けるなど、教育の専門家としての資質・能力の向上が教職員に求められております。 

 文部科学省や北海道教育委員会の指定事業のほか、白老町教育委員会独自に研究実践校を指

定し、公開研究会を実施するとともに、管理職のリーダーシップのもと教員の協働意識の高揚

による「教師力」の向上と校内研修の活性化へ向けて、今後も、積極的に支援してまいります。 

 心の教育についてであります。 

 規範意識や公正な判断力、自らを律しつつ粘り強くたくましく生きる力、自他の生命を尊重

するなどの基本的な倫理観等の育成が子どもたちに求められております。 

 このことから、地域・学校・保護者が連携し、地域の協力を得て、「心の教育強調月間の取組」

や「心に響く道徳授業の充実」に努めてまいります。 

 確かな学力の向上についてであります。 

 学ぶ意欲を高め、学習習慣を育成し、確かな学力の向上に向け、各学校の実態に応じて「少

人数指導」「習熟度別授業」「ティームティーチング」を取り入れ、子どもたち一人ひとりに応

じた指導を推進しているところでありますが、文部科学省実施の「全国学力・学習状況調査」

等により、学力の状況を把握し、基礎基本の確実な習得に向けて「わかる授業の推進」や「教

育課程の充実」に努めてまいります。 

 アイヌ文化を学ぶふるさと学習についてであります。 

 本事業も５年目を迎え、子どもたちはアイヌ文化を直接体験できる機会が充実され、各学校

においても実施学年・内容等が定着化してきております。 

 また、教職員研修においても、初級・中級・上級の各課程を修了した教職員もおり、今後は

学校での具体的な実践が、課題であることから、その支援に努めていくとともに、20年度は、

指導面の充実に向けて、社会科副読本の改訂作業に取り組んでまいります。 

 地域から信頼される学校づくりについてであります。 

 家庭や地域社会と連携しながら、地域に開かれた学校づくりの推進が求められております。 

 そのため、自己評価や外部評価を適切に実施・公表し、学校経営に反映するとともに、学校

の教育活動やその他の学校運営の状況について、保護者等へ積極的に情報提供を行ってまいり
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ます。 

 また、全小中学校において学校評議員制度の活用と取り組みの充実に努めてまいります。 

 特別支援教育の充実についてであります。 

 19年度の特別支援教育の本格実施にあたっては、各小中学校にコーディネーター及び校内委

員会を、また、教育委員会に特別支援委員会を設置し、特別支援教育体制をスタートいたしま

した。 

 20年度は、ＬＤ等を含む障害のある子どもたちを支援するシステムづくりに向けて「個別の

支援計画作成の促進」「教職員の専門性の向上」に努めてまいります。 

 生徒指導の充実についてであります。 

 いじめなどの問題行動や不登校等の未然防止・早期対応のため、生徒指導や教育相談を充実

してまいります。 

 そのため、心の教育の一環として、自他の生命の尊さについて指導に努め、カウンセラーや

教育支援センター及び相談電話による相談体制の更なる充実に取り組んでまいります。 

 学校図書館活動の充実についてであります。 

 子どもたちに読書活動を通して、読書習慣を確立することにより、豊かな心の育成を図るこ

とは重要であります。 

 このため、学校図書館司書を中心に図書ボランティアの協力をいただき、自主的読書活動及

び図書館利用指導に取り組む環境づくりを推進し、あわせて「学校図書館まつり」や「朝の読

書活動」等の取り組みに努めてまいります。 

 食育についてであります。 

 子どもたちの生活リズム向上のために、「早寝・早起き・朝ごはん」運動に取り組んでまいり

ます。 

 子どもたちに食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身に付けさせるため、20年度より栄

養教諭を拠点校に配置し、食育指導計画に基づき、各小中学校の全体計画の作成に取り組み、

発達段階に応じた食に関する指導の推進、家庭に対する望ましい食習慣の啓発等を行ってまい

ります。 

 学校給食についてであります。 

 児童生徒に安全で安心な給食を提供するため、引き続き、食材の安全確認や衛生管理に万全

を尽くしてまいります。 

 また、給食費の収納対策として、20年度より悪質な未納者に対して、法的措置の実施など更

なる対策の強化を図り、収納率の向上に努めてまいります。 

 私学振興についてであります。 

 私学教育充実のため、北海道栄高等学校に対し、引き続き、支援を行ってまいります。 

 次に、社会教育について申し上げます。 

 青少年教育についてであります。 

 地域の宝、未来輝く青少年を育むため、ふるさと体験活動事業である「ゲンキッズ探偵団」
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や「親子ふれあい教室」などを通じて、子どもたちがふるさと白老を学び、郷土愛を育むとと

もに、人々とのふれあいを通じて、他者への思いやりや感謝と尊敬の心を育み、心豊かな地域

づくりを実現する青少年教育を進めてまいります。 

 芸術鑑賞・学習機会の提供についてであります。 

 すべての町民が、等しく心豊かに文化的・社会的な生活を送ることができるよう白老町文化

団体連絡協議会やＮＰＯ法人しらおい創造空間「蔵」など関係団体との連携を強化し、地域に

根付いた創造的な文化活動の促進を図るとともに「キタラコンサート」や「子ども鑑賞事業」

等、優れた文化に触れる機会の創出に努めてまいります。 

 また、町民の多様な学習ニーズに対応するため、引き続き「まなびあいバンク講座」の拡充

に努めてまいります。 

 社会教育関係団体についてであります。 

 各団体の自主事業の活性化を促進するため、リーダー養成を行うとともに、引き続き安定的

な団体運営に対する支援を行ってまいります。 

 また、今後、一層の連携・協力体制を図るため、協働の関係を確立してまいります。 

 社会教育施設についてであります。 

 指定管理者との連携を強化し、町民が快適に安心して利用することのできる施設の管理運営

に努めるとともに、修繕計画を作成し、効率的な維持管理に努めてまいります。 

 また、公民館や仙台藩元陣屋資料館などの社会教育施設をより町民に身近な学習施設として

活用されるよう関係団体と連携協力し、各種事業の展開を図ってまいります。 

 文化財についてであります。本町が有する貴重な文化遺産の積極的なＰＲ活動や情報提供を

促進するとともに、学校教育の場でも活用できる資料の作成や文化財に直接触れる機会の提供

に努めてまいります。 

 また、白老町伝統文化継承者のさらなる発掘とともに活用機会の創出を図ってまいります。 

 スポーツ振興についてであります。 

 財団法人白老町体育協会や総合型地域スポーツクラブ「Ｇｅｎキングしらおいクラブ」など

関係団体等との連携により幼児から高齢者までを対象とした各種大会やスポーツ教室等を積極

的に開催し、町民の体力向上と健康づくりに努めてまいります。 

 特に、年齢や体力に応じて気軽に取り組むことのできるニュースポーツ「キンボール」など

の普及促進に努め、町民だれもがスポーツを身近に感じ、気軽に楽しむことのできる環境づく

りと機会創出に努めてまいります。 

 図書館についてであります。 

 図書の整備充実と利便性の向上を図るとともに、ボランティアの方々や読書関係団体等との

連携を通じ、季節に応じた催事等を積極的に開催し、町民が図書にふれあい、読書を通じて心

豊かな地域の実現に寄与できる図書館づくりを進めてまいります。 

 特に、子どもの読書活動については、「白老町子どもの読書活動推進計画」の見直しとともに、

学校図書館支援センターや小中学校との連携を深め、より効果的な利用の促進を図り、多くの
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子どもたちが図書に親しみ、読書を楽しみながら、「心の育成」が図れるよう取り組んでまいり

ます。 

 以上、平成20年度の教育行政執行方針を申し上げましたが、教育を取り巻く環境は、本町の

みならず、益々複雑多岐にわたっていることから、その執行にあたりましては関係者との連携

を図り、その充実に向けて努めてまいりますので、議員の皆様をはじめ町民の皆様のより一層

のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 以上であります。 

〇議長（堀部登志雄君）  次の日程に入ります前にお諮りいたします。 

 議案の内容等によりまして、先議あるいは日程の変更等をあらかじめ議長に一任していただ

きたいと思います。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。 

 それでは、そのように取り扱いをさせていただきます。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

          休憩 午前１１時４６分 

                                         

          再開 午後 ０時５９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１号 平成１９年度白老町一般会計補正予算（第１０ 

号） 

〇議長（堀部登志雄君） 日程第５、議案第１号 平成19年度白老町一般会計補正予算（第10号）

を議題に供します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） ページは、議１―１になります。議案第１号 平成19年度白

老町一般会計補正予算（第10号）。 

 平成19年度白老町の一般会計補正予算（第10号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,036万1,000円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ93億2,509万5,000円とする。 

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

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 既定の債務負担行為の追加、変更及び廃止は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 
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第３条 既定の地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 平成20年２月28日提出。白老町長。 

 次のページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正、１、歳入、２、歳出につきまし

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。 

 次に、５ページをお開きください。第２表、債務負担行為補正、１、追加、事項、農業経営

基盤強化利子補給金、期間、平成20年度から平成41年度まで、限度額313万7,000円、これは額

の確定によるものでございます。 

北海道市町村備荒資金組合からの学校用複写機購入年賦金、平成20年度から平成23年度まで、

限度額81万4,000円、これは竹浦小学校、虎杖小のコピー機の更新でございます。 

 次、地方港湾白老港建設事業、期間、平成20年度から平成20年度まで、限度額２億2,000万円、

これはゼロ国債であります。 

 次に、ポロト地区の不動産取得に係る株式会社白老振興公社の借入金に対する損失補償でご

ざいます。期間、平成20年度から平成22年度まで、限度額２億6,000万円、ポロト地区土地購入

に係る白老振興公社の金融機関からの借り入れ期間が平成19年度で満了になりますので、その

借り入れ期間の延長を図るための措置でございます。 

 次、２、変更につきましては、変更前の当初予定額や期間を契約変更に伴いまして変更する

ものでございます。 

 次に、６ページになります。３、廃止、事項、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、期間、平成20年度から平成23年度、限度額1,071万2,000円、これは事業実施

の繰り延べでございます。 

 それから次、北海道市町村備荒資金組合からの消防庁舎電話設備等購入年賦金、期間、平成

20年度から平成23年度、限度額183万円、これは新消防庁舎整備に係ります費用に剰余金が生じ

たため、単年度契約で購入したことから廃止するものでございます。 

 次、事務機器賃借、平成20年度から平成23年度まで、限度額87万3,000円、これは備荒資金組

合からの購入年賦金としたことによります廃止でございます。 

 次、通信機器賃借、平成20年度から平成23年度まで、限度額３万1,000円、これは給食センタ

ーのファクスでありますが、当初リースによる契約する予定でございましたけれども、旧機種

をそのまま買い取ったということで廃止するものでございます。 

次、７ページでございます。第３表、地方債補正につきましては記載のとおりでございます

ので、説明を省略させていただきます。 

次に、８ページをお開きください。歳入歳出事項別明細書でありますが、慣例によりまして

歳出のほうから説明させていただきます。28ページをお開きください。２、歳出、１款議会費、

１項１目議会費、補正額751万2,000円の減額でございます。説明欄でございますが、議員報酬

等685万1,000円の減、これは議員定数の削減及び報酬の独自削減による減額補正でございます。

次、議会運営費41万円の減でございます。これは、不用額の整理でございます。次、議会だよ

り発行経費25万1,000円の減でございます。これも同じく不用額の整理でございます。 
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次、２款総務費、１項１目一般管理費423万6,000円の減でございます。説明欄でございます。

職員管理事務経費275万5,000円の減でございます。これは、北海道市町村職員福祉協会負担率

改定に伴います減額補正であります。次のページをお開きください。職員研修費20万5,000円の

減額補正でございます。これは職員の研修に係る部分で、内部講師の活用によりまして研修費

を削減したと。それに伴います減額補正でございます。特定財源としまして、市町村アカデミ

ー研修受講費に対しまして北海道市町村振興協会から助成金が18万円交付されていることか

ら、特定財源として18万円充当しております。次、情報化推進経費でございます。127万6,000円

の減、これは不用額の整理でございます。 

次、３目職員厚生管理費253万6,000円の減、説明欄、職員健康管理経費87万1,000円の減でご

ざいます。これは、不用額の整理でございます。次、職員福利厚生経費166万5,000円の減でご

ざいます。事務事業の見直しによりまして廃止すべき経費とされたことから、不用額として整

理するものでございます。また、同時に特定財源であります生命保険取り扱い事務手数料です

が、166万5,000円につきましては減額補正し、給与費に充当いたしております。 

次、４目広報広聴費130万円の減でございます。これは、広報活動費130万円の減ということ

で、広報げんきの印刷製本費でありますが、不用額の整理でございます。この広報活動費に道

の補助金がついたため150万円を特定財源として充当してございます。 

13目交通安全対策費16万円の減、交通安全対策事務経費16万円の減と。これは、交通傷害保

険加入者減少に伴います保険料の減額補正でございます。 

次のページです。２項１目賦課徴収費43万2,000円の減、賦課事務経費、同じく43万2,000円

の減でございます。11節の需用費でございます。４万7,000円の増ということで、これは確定申

告に使いますプリンターの修繕費の計上でございます。それから、14節使用料及び賃借料47万

9,000円の減、これは当初確定申告用パソコンとして新規リースする予定でありましたけれど

も、既存のパソコンを転用することによって対応可能となりましたことから減額補正するもの

でございます。 

次、４項２目北海道知事及び北海道議会議員選挙費10万円の減、これは北海道知事北海道議

会選挙経費10万円ということで不用額の整理でございます。同時に特定財源であります道支出

金も減額補正し、給与費に充当するものでございます。 

次、４目町長及び町議会議員選挙費183万4,000円の減、これも不用額の整理でございます。 

次のページをお開きください。５項２目指定統計費25万3,000円の減、これも不用額の整理で

ございます。同時に道支出金であります特定財源も減額補正するものでございます。 

次、３款民生費、１項１目社会福祉総務費50万8,000円の増額でございます。説明欄ですが、

循環福祉バス運行事業経費50万8,000円の増、これは収入減に伴います事業経費不足分の増額補

正でございます。 

次、２目老人福祉費1,454万9,000円の減でございます。最初の在宅老人福祉事務経費83万円

の減でございます。これは、緊急通報システム端末装置の購入経費でありますけれども、装置

の再利用の結果、当初10台の購入を見込んでおりましたが、４台の購入で済んだということか
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ら減額補正するものでございます。次のページをお開きください。20節の扶助費、これは不用

額の整理でございます。この結果、道支出金であります特定財源15万1,000円を減額補正してお

ります。次、老人福祉単独事業経費141万6,000円の減でございます。これは、不用額の整理で

ございます。次、老人医療費給付費170万2,000円の減でございます。これは、給付対象者減に

伴う減額補正でございます。その結果、道支出金であります特定財源85万円を減額補正してお

ります。次 、施設入所者措置費支弁経費60万2,000円の減でございます。これも対象者減による

減額補正でございます。同じく特定財源であります入所者負担金16万4,000円を減額補正してご

ざいます。次に、地域包括支援センター運営経費、これも267万2,000円の減でございます。こ

れは、不用額の整理でございます。この４節共済費、７節賃金につきましては、４月１日から

臨時の介護支援専門員４名を配置する予定でありましたが、10月まで応募者がなかったため不

用額を減額補正するものでございます。また、13節の委託料につきましては、委託件数が減と

なりましたことから減額補正するものでございます。この結果、特定財源であります介護保険

からの諸収入466万4,000円を減額補正してございます。次、（仮称）北海道後期高齢者医療広域

連合運営94万5,000円の減額補正でございます。これは、負担金確定に伴います減額補正でござ

います。また、特定財源として北海道市町村振興協会助成金179万9,000円を諸収入として財源

充当しております。次のページです。28節繰出金、ここの部分で介護給付費928万9,000円の減、

これは介護給付費減額に伴います繰出金の減額補正でございます。それから、その下の事務費

でございます。これは、制度改正に伴いますシステム改修費の増額補正でございます。それと、

地域支援事業、２つ並んでございますが、これらは事業費精査に伴います補正でございます。

次、後期高齢者医療制度運営経費86万2,000円の増額でございます。これは、制度運営に係る事

務経費の増額補正でございます。次、後期高齢者医療制度円滑導入事業115万5,000円の増でご

ざいます。これは、本制度保険料徴収システム激変緩和措置に対応します徴収システム改修に

要する費用でございます。これは、後期高齢者医療制度円滑導入事業国庫補助金57万7,000円を

特定財源として充当しております。 

次に、３目身体障害者福祉費3,235万8,000円の減額補正でございます。説明欄でございます。

支援費扶助事業等推進事務経費86万円の減額補正でございます。これは、不用額の整理でござ

います。次、障がい者援助事業経費1,032万7,000円の増でございます。これは、各種サービス

等の利用者の増減及び予算科目組みかえによります補正であります。この中の施設訓練等給付

費、その下の障がい者施設訓練等給付費というのございます。920万3,000円の増となっており

ますが、これは障害者自立支援法円滑特別対策事業経費1,153万5,000円の不用額233万2,000円

を減額補正して、補助金から扶助費に組みかえたものでございます。財源としまして、国庫補

助金278万2,000円、道支出金629万6,000円の増額補正をしてございます。次、障がい者自立支

援事業経費、利用者数減に伴う不用額の整理でございます。次のページ、重度心身障がい者医

療費給付費2,958万円の減でございます。給付対象者減に伴います減額補正でございます。この

結果、特定財源であります道補助金1,032万2,000円、それと保険者の納入金でございます916万

8,000円を減額補正してございます。次、地域生活支援事業経費58万円の減でございます。これ
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は不用額の整理です。同時に特定財源であります国庫補助金29万円、道補助金14万5,000円を減

額補正しております。次、障害者自立支援法円滑施行特別対策事業経費1,153万5,000円の減で

ございます。これは、補助金で支出する予定でありましたけれども、扶助費が適切であるとの

道の指導から先ほど説明しました39ページの障がい者援助事業経費の真ん中ほどの障がい者施

設訓練等給付費920万3,000円、これに組みかえたところでございます。 

それから次、４目乳幼児福祉費115万5,000円の減でございます。乳幼児医療助成経費でござ

います。これは、助成対象者減に伴う減額補正でございます。同時にこの歳出減額相当分を特

定財源も減額補正してございます。 

次に、６目総合保健福祉センター管理運営費201万1,000円の増額補正でございます。これは、

総合保健福祉センターの管理運営に係る経費でございます。これは、燃料費の高騰によりまし

て増額補正及びその他施設管理経費の過不足分の整理に伴う補正でございます。また、使用料

が不足したことによりまして42万3,000円一般財源を充当する補正も行ってございます。 

次、８目ウタリ施設推進費760万円の減額補正でございます。これは、ウタリ住宅新築資金貸

付事業でございます。実績により減額補正するものであり、それに伴いまして特定財源であり

ます道支出金、町債とも補正してございます。 

次のページでございます。２項１目児童福祉総務費、これは財源の振りかえでございます。

国の交付金事業が一般財源化され、道の補助事業になりましたことから財源振りかえするもの

であり、また同時に補助率が２分の１から３分の２に引き上げられたため特定財源を増額補正

するものでございます。 

次、２目児童措置費455万5,000円の減額でございます。児童手当給付費でございます。これ

は、給付対象者減によります減額補正するものであり、同時に相当分の国費、道費を減額補正

してございます。 

次、３目ひとり親家庭等福祉費244万円の増額補正でございます。これは、ひとり親家庭等医

療費給付費に係る分でございます。給付対象者増に伴う増額補正であり、同時に相当分の道費

等を財源補正してございます。 

次に、４目児童福祉施設費589万5,000円の減額でございます。これは、町立保育園運営経費

534万9,000円の減額補正で、不用額の整理でございますが、４節共済費、７節賃金の減額補正

につきましては乳幼児保育の減少が主な原因でございます。次のページをお開きください。緑

丘保育園運営費等経費37万2,000円の増でございます。これは、国が定める保育単価の改正によ

ります増額補正でございます。また、財源につきましては、平成18年の国と道による追加負担

金も含めましてそれぞれ増額補正しております。次に、小鳩保育園屋根等改修事業であります。

これは、工事費の入札差金の整理に伴います減額補正でございます。同時に町債90万円を減額

補正してございます。 

次、４款環境衛生費、１項１目地域保健費203万7,000円の減額補正でございます。説明欄で

ございます。検診管理事業経費337万1,000円の減額補正でございます。これは、すべて不用額

の整理によるものでございます。それから次、国民健康保険事業特別会計繰出金217万8,000円
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の増額補正でございます。これは、保険基盤安定等分の国、道の負担額の確定に伴います増額

補正であります。財源につきましても国庫負担金41万2,000円、道負担金120万4,000円をそれぞ

れ特定財源として充当してございます。次のページです。母子保健事業経費84万4,000円の減額

補正でございます。これは、不用額の整理でございます。 

次、２目健康づくり費２万4,000円の減でございます。これは、健康づくり事業経費でござい

ますけれども、不用額の整理でございます。 

３目予防費１万円の減、これも不用額の整理でございます。 

次、２項１目環境衛生諸費、これ２つ、不法投棄対策経費、それからリサイクル銀行推進事

業、同じく不用額の整理でございます。 

次のページです。３項１目清掃総務費81万8,000円の減額補正でございます。説明欄でござい

ます。一般廃棄物有料化経費35万9,000円の減、これはごみ袋販売実績に基づきます不用額の整

理でございます。次の浄化槽設置事業費、これも同じく実績に基づき減額補正するものでござ

います。また、事業費負担額相当分として、特定財源であります国庫補助金41万8,000円の減額、

それと道費負担金につきましては補助率が４分の１から７分の１に下がった分も含めまして

50万円の減額補正をしてございます。 

次、２目塵芥処理費1,788万3,000円の減額補正でございます。環境衛生センター運営経費40万

円の減、これは契約単価減に伴う不用額の整理でございます。次、一般廃棄物広域処理経費

1,101万2,000円の減額補正でございます。これは、前年度精算分と今年度実績に基づく不用額

の整理でございます。同時に特定財源であります処理手数料47万7,000円を減額補正するもので

ございます。次、バイオマス燃料化施設整備事業123万1,000円の減額補正でございます。これ

は、平成19年度事業費確定に伴います不用額の整理でございます。これに伴い、国庫補助金54万

6,000円と町債50万円を減額補正してございます。次のページです。次、地域バイオマス利活用

助成交付金事業524万円の減額補正でございます。これは、エポック・サービス社のバイオ燃料

製造施設建設事業への補助金でありますが、国の要請から消費税相当額を控除することとなり

まして、その分を減額補正するものでございます。したがいまして、財源も同額減額補正する

ものでございます。 

次、４項１目病院事業費4,000円の減、国民健康保険病院事業会計繰出金等でございます。こ

れは、事業の精査に伴うものでございます。 

次、５款１項２目経済センター施設管理費42万円の減額補正でございます。しらおい経済セ

ンター改修事業ということで、経済センターの屋上防水工事に係るもので、工事費確定に伴い

ます不用額の整理でございます。 

次、６款農林水産業事業費、１項４目畜産業費899万7,000円の減額補正でございます。説明

欄でございます。畜産振興総合対策事業500万円の減額、これは畜産農家からの草地改良等の事

業要望が本年度ありませんでしたので、その分減額補正するものでございます。同時に相当分

の負担金も特定財源から減額補正してございます。次、畜産振興推進事業399万7,000円の減額

補正でございます。これは、畜産専門職員退職による減額補正でございます。 
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次、２項１目林業振興費62万2,000円の減額、林務行政事務経費１万1,000円の増でございま

す。これは、苫小牧広域森林組合からの配当金の同額分を増額出資するものでございます。次、

私有林対策事業63万3,000円の減額補正です。これは、事業費確定に伴います不用額の整理と。

同時にそれぞれの特定財源を減額補正するものでございます。 

次、３項１目水産振興費156万4,000円の減額補正でございます。水産経営安定化推進経費、

それから栽培資源管理型漁業推進事業、それと次のページの水産振興対策事業、いずれも不用

額の整理によるものでございます。同時に特定財源であります繰入金を減額補正するものでご

ざいます。 

次、７款商工費、１項１目商工振興費25万8,000円の増額でございます。商工振興対策経費25万

8,000円、これにつきましては白老町商店街空き店舗活用事業補助金と新製品開発助成金にそれ

ぞれ事業者から申請がありましたので、増額補正するものでございます。 

次、２目企業誘致費27万6,000円の増額補正でございます。企業誘致対策事務経費、これは企

業誘致に係る旅費の不足額を増額補正するものでございます。 

次、２項１目観光対策費10万円の減額補正でございます。観光資源管理経費、これは元気ま

ち情報館やポロト地区公衆トイレなどに要する光熱水費の減額補正でございます。 

次、56ページと57ページでございます。８款土木費、１項１目土木総務費89万円の減額補正

でございます。説明欄でございます。土木施設管理事務経費、これは委託料確定に伴います不

用額の整理でございます。 

次、２項１目道路維持費1,717万2,000円の増額補正でございます。道路施設維持補修経費

1,812万1,000円の増額補正でございます。これは、除雪費の不足額を増額補正するものでござ

います。次、道路排水処理事業８万円の減額補正でございます。これは、事業費確定に伴いま

す不用額の整理でございます。次、町道改修事業でございます。86万9,000円の減額補正、これ

も事業費確定に伴います不用額の整理でございます。それにあわせまして町債も整理するもの

でございます。 

次、２目道路新設改良費、町道整備事業費でございますけれども、これは白老滑空場線改良

舗装工事、それと竹浦２番通り改良舗装工事及びポロト社台線改良舗装工事費確定に伴います

財源振りかえでございます。 

次、４目交通安全施設整備費10万1,000円の減額、交通安全施設維持補修経費でございます。

これは、事業費確定に伴います不用額の整理でございます。 

次、58ページ、59ページでございます。４項１目港湾管理費83万6,000円の増額補正でござい

ます。港湾利用促進経費16万2,000円の増、これはポートセールスに要する費用として旅費を増

額補正するものでございます。次、港湾施設管理経費67万4,000円の増でございます。これは、

臨港道路除雪費の増額補正でございます。また、財源につきましても使用料を充当してござい

ます。 

次、２目港湾建設費6,068万7,000円の増額補正でございます。港湾機能施設整備事業特別会

計繰出金6,510万円、当会計を平成20年度から黒字会計とするため、現在までの赤字額解消のた
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め一般会計から繰り出すものでございます。次、港湾建設事業441万3,000円の減でございます。

これは、額の確定に伴います不用額の整理でございます。それに伴い、町債も減額補正するも

のでございます。 

次、５項３目公園費47万3,000円の減でございます。ここは公園施設維持補修費、そして公園

施設里親事業、それと地区公園整備事業、いずれも不用額の整理に伴う減額補正でございます。

これにあわせまして、それぞれの財源としております基金繰入金を減額補正するものでござい

ます。 

次、60ページから61ページでございます。６項１目住宅総務費、建築確認申請開発行為等審

査事務経費でございますけれども、歳入の精査に伴います財源の振りかえでございます。 

次、２目住宅管理費、住宅維持管理経費でございますが、これも同じく財源振りかえでござ

います。 

それから、次です。９款消防費、１項１目常備消防費76万5,000円の減額補正でございます。

常備消防施設維持管理経費76万5,000円の減額、これは新消防庁舎維持管理費精査に伴います減

額補正でございます。 

次、２目非常備消防費20万円の減額補正、消防団活動経費でございますが、出動回数減に伴

います旅費等の減額補正でございます。 

次、62ページと63ページでございます。３目消防施設費10万5,000円の減額補正でございます。

これは、通信機器整備事業でございますが、事業費確定に伴います減額補正でございます。そ

れにあわせまして町債を減額補正するものでございます。 

次、４目災害対策費135万5,000円の減額補正でございます。防災センターの管理経費でござ

います。これは、維持管理経費の精査に伴います不用額の整理でございます。国からの委託金

も同時に減額補正してございます。 

次、10款教育費、１項２目事務局費48万3,000円の減でございます。教育委員会事務局経費50万

4,000円の減額でございます。これは、英語指導助手帰国旅費が不要になったことから減額補正

するものでございます。それから、次の英語指導助手経費でございます。これは、不用額の整

理でございます。次、中学校適正配置推進事業12万円の増額補正、適正配置の検討組織の名称

変更と人数及び回数の増によります増額補正でございます。 

64ページ、65ページお開きください。４目指導厚生費35万円の減額補正でございます。教職

員研修経費20万8,000円の減額補正、事務事業見直しに伴います白老町校長会の補助金全額を減

額補正するものでございます。次、教職員福利厚生経費14万2,000円の減額補正でございます。

これは、不用額の整理でございます。 

次、５目諸費10万4,000円の増額補正でございます。私立高等学校教育補助金44万5,000円の

減、それと次の入学準備金貸付事業33万6,000円の減、いずれも不用額の整理でございます。次、

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）設置事業でございます。78万5,000円の増と。これは、当初計画

２台設置に対しまして４台分をさらに追加して設置するということによります増設分の費用計

上でございます。この財源としましては、教育関係施設整備基金繰入金78万5,000円を充当する
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ものでございます。 

次、２項１目学校管理費68万4,000円の増額補正でございます。スクールバス運行経費26万

7,000円の増、これはスクールバスの事故に係る修繕費と賠償金の計上でございます。それと同

時に車検手数料の不用額の整理をしてございます。特定財源として保険金を充当してございま

す。次、66ページと67ページでございます。次、小学校施設管理経費189万6,000円の増額補正

でございます。これは、燃料費高騰による増額補正でございます。次、小学校施設整備事業147万

9,000円の減額補正でございます。これは、工事完了に伴います不用額の整理でございます。 

次、２目教育振興費465万9,000円の減額補正でございます。小学校遠距離通学支援経費２万

円の増額補正、これは支給対象者が１名増加したことによります増額補正でございます。次、

小学校就学援助、特殊教育就学奨励事業経費171万9,000円の減額補正でございます。これは、

不用額の整理でございます。次、小学校校外学習事業経費10万9,000円の増でございます。これ

は、スケート学習用バスの借り上げ１回分の増額補正でございます。次、スクールバス購入事

業303万4,000円の減額補正でございます。これは、事業精査に伴います減額補正です。同時に

特定財源の精査を行うものでございます。次のページ、68ページ、69ページでございます。小

学校起業家教育実践研究事業３万5,000円の減額補正でございます。これは、不用額の整理でご

ざいます。 

次、３目特別支援学級費99万2,000円の増額補正でございます。小学校特別支援学級新設整備

事業99万2,000円の増額補正でございます。これは、特別支援学級を社台小に２学級、白老小と

虎杖小にそれぞれ１学級開設するために必要な経費の計上でございます。 

次、３項１目学校管理費96万円の増額補正でございます。中学校施設管理経費でございます。

これは、燃料費高騰に伴います増額補正でございます。学校開放使用料の不足から２万7,000円

を一般財源に振りかえるものでございます。 

次、２目教育振興費112万7,000円の減額補正でございます。中学校遠距離通学支援経費15万

円の減額補正、これは不用額の整理でございます。次、中学校就学援助、それと特殊教育就学

奨励事業88万円の減額、それと次の中学校校外学習事業費９万7,000円の減額、これらにつきま

しても不用額の整理でございます。 

次のページ、70ページと71ページでございます。３目特別支援学級費161万2,000円の増額補

正でございます。中学校特別支援学級新設整備事業経費でございます。これは、萩野中学校に

２学級新設するための増額補正でございます。 

次、５項１目社会教育総務費30万円の増額補正でございます。ふるさと体験館「森野」施設

管理経費でございます。指定管理料不足分に係る増額補正でございます。 

次、２目公民館費、これは公民館管理運営に係る経費でございますが、使用料が不足したこ

とから一般財源を振りかえるものでございます。 

次、６項１目保健体育総務費98万2,000円の増額でございます。体育協会運営経費70万6,000円

の増額でございます。これは、体育協会が補助をしております高校生、一般競技者の全道大会

以上出場に係る経費の増額でございます。次、スポーツ団体支援事業経費27万6,000円の増額補
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正でございます。これは、児童生徒スポーツ大会派遣経費の補助金不足額の増額補正でござい

ます。 

次、２目体育施設費192万6,000円の増額補正でございます。これは、体育施設指定管理経費

ということで、各管理施設に係る燃料費高騰に伴います増額補正でございます。 

次、72ページ、73ページでございます。７項１目給食センター管理運営経費339万7,000円の

減額補正でございます。給食センター屋根改修事業ということで、これは補修に当たりまして

最小限の修繕としたことによります不用額の整理でございます。これにより町債340万円を同時

に減額補正するものでございます。 

次、12款公債費、１項１目元金80万円の増額補正でございます。長期債元金償還費でござい

ます。これは、ウタリ住宅新築資金等貸付金の繰上償還がありましたので、増額補正するもの

でございます。同時に特定財源も増額補正してございます。また、この特定財源の659万円、こ

れは港湾使用料の分でございます。それを財源充当しております。 

それから、２目利子1,587万5,000円の減額補正でございます。長期債利子支払金1,458万

2,000円の減額補正、これは利率が当初見込みより低利になりましたので、減額補正するもので

ございます。次、一時借入金利子支払い費129万3,000円の減額補正でございます。これは、額

及び利率が当初見込みを下回ったことによります減額補正でございます。 

次のページ、74ページ、75ページでございます。13款給与費、１項１目給与費1,625万5,000円

の減額補正でございます。これは、職員人件費に係るもので、人件費精査に伴います減額補正

でございます。それと、19節負担金、補助及び交付金931万5,000円の増額につきましては、北

海道からの派遣職員の負担額が確定したことによります増額補正でございます。財源のところ

でございます。若干説明を加えたいと思います。特定財源の一番上の使用料でございます。128万

6,000円の増額、これは住宅使用料、それと確認申請手数料の増額分を充当してございます。そ

れと、国の支出金306万2,000円の減額補正、これは国民年金事務委託金、国からの概算交付金

の確定に伴います減額補正でございます。それから、道支出金の795万1,000円の増額ですが、

これは知事、道議選挙の委託金、それと個人道民税徴収委託金、これらの増額補正でございま

す。それから、繰入金2,500万円の減額補正でございます。これは、退職手当基金の繰入金の減

額補正でございます。それから、諸収入166万5,000円の減額、これは生命保険取り扱い事務手

数料ということで、福利厚生会の交付金として充当していたものを給与費に振りかえたもので

ございます。それから、町債１億8,120万円の増額補正ですが、これは当初退職手当債3,880万

円の予定でありましたが、退職者が増加したことに伴いまして１億8,120万円を追加計上するも

のでございます。 

次、14款諸支出金、１項１目基金管理費33万円の増額補正でございます。これは、各種基金

積立金ということで、次のページもお開きください。これは、社団法人日本鳩レース協会苫小

牧競翔連合会から３万円、それと須貝邦寛さんから30万円指定寄付がありましたので、社会福

祉基金に積み立てるものでございます。 

次に、８ページにお戻りください。歳入のご説明をいたします。１、歳入、11款地方交付税、
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１項１目地方交付税3,313万6,000円の増額補正でございます。これは、普通交付税に係る分で

ございますが、当初予算３億4,000万円に対しまして今年度の交付確定額は31億181万1,000円と

なり、6,181万1,000円の増額となったところでございます。今回は、この増額分のうち歳入歳

出調整分といたしまして3,313万6,000円の増額補正を行ったところであります。残りの剰余金

2,868万2,000円につきましては、今後地方譲与税や交付金等の額が確定してからその過不足額

の調整ということで、現在のところ同額を留保するものでございます。 

次、13款分担金及び負担金から18ページの16款道支出金、３項２目土木費委託金までは、歳

出で説明した内容でございますので、説明を省略させていただきます。 

ではまず、18ページをお開き願いたいと思います。下のほうです。17款財産収入、次のペー

ジをお開きください。20ページと21ページでございます。１項１目利子及び配当金１万1,000円

の増、これは先ほど歳出で説明したとおり苫小牧森林組合の配当金でございます。 

次、２項１目不動産売払収入8,339万7,000円の減額補正でございます。これは、今年度売却

実績に基づき減額補正するものでございます。当初町有地、面積にして9,468.85平米、金額に

しまして１億935万円、それと林地130ヘクタール3,000万円、これらを売却する予定でしたが、

町有地につきましては実績が4,295万3,000円、面積にしまして4,258.19平米、それと林地につ

きましては1,300万円という実績になりましたので、今回減額補正するものでございます。 

次、18款につきましては歳出で説明いたしましたので、説明を省略させていただきます。 

次、19款繰入金、１項１目財政調整基金繰入金１億5,309万7,000円の減額補正でございます。

これは、地方交付税が前年度繰越金のまず増額、それと一般歳出の削減などによりまして財政

調整基金繰入金を減額補正するものでございます。これにより、平成19年度末の基金残高は現

在のところ３億574万4,000円となる見込みでございます。参考までに当初の予算編成時におき

ましては、19年度末においては１億7,591万4,000円の見込みでございました。 

それから、次でございます。次、４目の水産業振興基金繰入金から12目、次のページの12目

教育関係施設整備繰入金、ページにして22、23ページでございます、までは歳出でご説明いた

しましたので、説明を省略させていただきます。 

次、20款繰越金、１項１目繰越金2,350万9,000円の増額補正でございます。これは、前年度

繰越金でございます。平成18年度決算剰余金の翌年度繰越金でございます。今回の補正で前年

度繰越金6,456万6,000円すべて計上したところでございます。結果的に当初予算2,500万円に対

して3,956万6,000円増となったところでございます。 

次、21款諸収入から26ページの22款町債、７目教育債までは、歳出でご説明いたしましたの

で、説明を省略させていただきます。 

まず、26ページお開きください。26ページ、８目臨時財政対策債60万円の増額、これは臨時

財政対策債ですが、額の確定でございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

〇議長（堀部登志雄君）  提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。 
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歳出から質疑に入りたいと思います。 

初めに、歳出の28ページから45ページまでの１款議会費、２款総務費、３款民生費まで全般

について質疑のございます方はどうぞ。45ページまでです。特にございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは次に、44ページから61ページまで、４款環境衛生費、５款

労働費、６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費まで。 

 10番、大渕紀夫議員。 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。59ページの港湾機能施設整備に6,500万円繰り出すわ

けですけれども、20年度から赤字をなくするということなのですけれども、この中身もう少し

詳しくどういう方向で赤字を解消していく考えなのか、またその財源区分等々含めてもう少し

詳しくご説明願いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） とりあえずことしの6,510万円で過去の赤字を解消させていた

だくということで、議員のお知りになりたいのは来年度の黒字化にするための財源をどのよう

に手当てするかということだと思います。まず、大体ここの会計は通常5,100万円ぐらいと、そ

のぐらいの規模でございます。それで、まず上屋の使用料で毎年2,000万円出ます。それと、平

準化債というのを発行しまして2,000万円手当てします。そして、毎年、これ財政改革プログロ

ムに載っておりまして、1,000万円ずつ一般会計から繰り出すと。それから、土地の使用料で大

体100万円前後という額が想定されますので、それで黒字化が図れると、このように見通しを立

ててございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。ちょっと私の記憶に間違いなければあと何十年か後

には、今の使用料がずっと入っていって40年、30年ぐらい後かな、には黒になるという計画に

なっていると、私の記憶ではそうなっているのですけれども、このままずっと入っていけばで

す、なるのではないかと思うのだけれども、町からこれを繰り出して、それは起債の償還がな

くなるという意味です、今僕言ったの。起債の償還がなくなるという意味です。その後現実的

にこれ町がずっと2,000万円出していかなければ、1,000万円か、1,000万円ね、町の繰り出し

1,000万円だね。1,000万円出していかなければ、これは採算、プラス・マイナス・ゼロになら

ないということですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 起債の償還、そこの部分が収支とのバランスがとれるという

時期までということで考えております。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

〇10番（大渕紀夫君） 収支バランスとれるということは、使用料がずっと入っていくという

状況を、今の状況のままでずっと使用料が入ってくればバランスとれるようになりますよね。



        － 38 － 

その時点で、この町から繰り出している1,000万円というのはどういうことになりますか。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 結果的には一番大きく負債として出てくるのが、毎年の歳出

として出てくるのが起債の償還費でございますので、その分がなくなりますと町の繰出金も基

本的には必要なくなるというふうに考えています。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

〇12番（松田謙吾君） 12番です。私もこれ質問しようと思っていたのですが、私はこの上屋

のとき随分反対したのです、これは絶対合わないからやるべきでないのだと。随分やったので

すけれども、絶対黒字になるのだ、１年間三千九百幾らかかるのだけれども、40年間いくと黒

字になるのだと。松井課長そこにいるけれども、何度も説明した。私は、この間使用料や手数

料の改正もしているのだけれども、こういう使用料の改正もやはりきちっとやるべきではない

かなと思うのです。これたしか平米当たり四百八十何円だったですか、今貸しているの、今数

字忘れたけれども。そんなことで、私はこれ最初から赤字になるというのを何度も議会で言っ

ていたのだ。案の定こうなったのだけれども、私は臨海部の造成事業も含めて、先日臨海部造

成事業も、たしか私の計算では15億6,000万円ぐらい造成費がかかって、利子が４億1,000万円

ですか、そのぐらいある。まちの繰り入れが３億8,000万円ぐらい今しているのかな、臨海部に。

そして、使用料というのかな、あれを入れてもまだ10億円ぐらいのあの臨海部だって本来赤字

になっているわけですよね。これまだ今物持っていないで言っているからちょっと違う面もあ

るかもしれないけれども、そんなことで臨海部の土地だってやっぱりもう少し適正価格で私は

売るべきだと思うのです。19億円かかって９万平米あれば、単純に売ったって２万円で売らな

かったら合わないわけなのです。この間栗林に売ったのは１万円で売っている。ですから、安

くしなければ来ないという発想もそれも大事だ。しかしながら、やっぱり6,000万円もこれは恐

らく繰り入れしていかなければならない。来年からだってまた必ず繰り入れしていかなければ

ならないという、なると思います。ですから、やっぱり適正な使用料を取って、それから臨海

部造成も適正な価格で売らなければ、すべてこれ町民負担になっていくわけなのだ。その辺の

考え方どうですか、今後の。 

〇議長（堀部登志雄君）  堀江水産港湾課長。  

〇水産港湾課長（堀江 寛君） 今港湾機能施設整備の補正予算の話なのですけれども、それ

と臨海部と両方のご質問でございますけれども、これの使用料を見直したらどうかというご質

問だと思います。それについては、我々もいろんな使用料の見直しの中の一つということで検

討はしておりますけれども、全道的に見てもかなり高いほうの単価になっておりまして、将来

改修が生じたときには値上げをしていくということで何か当時は話していたようですけれど

も、いろんな使用料、手数料の見直しの時期に、それとは別に改修の時期来なくても見直すと

いうことで協議はしております。ただ、いかんせん単価もちょっと金額も大きくなるものです

から、まだなかなか合意には達しておりませんけれども、そういう協議はしておりますという

ことでご理解いただきたいと思います。 
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 あと、臨海部のほうですけれども、これも確かに設定した単価で売れるのがこれは一番いい

ことなのですけれども、いろいろ競争相手もあるということと、それから町の財産管理委員会

や何かでもお話ししても、もう下げてでもやっぱり早く売ったほうがいいという意見もござい

まして、そして我々も売れるときに売ったほうが、多少下げても売ったほうが後々の負担は少

なくなっていくだろうということで、あと土地の貸し付け、貸し付けもそこそこ2,000万円以上

毎年収益上げてきておりますので、何とか最終的には全部土地が売れたら、土地の単価は安く

なりますけれども、土地の貸し付けですとか、こっちも一般会計からの繰り入れなんかも期待

して、最終的にはプラ・マイ・ゼロに持っていきたいなと、こういうふうに考えております。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  12番、松田謙吾議員。 

〇12番（松田謙吾君） 12番です。わかるのです。この上屋つくったときの使用料の単価どう

して出したかというと、工事費掛ける土地代掛ける管理費掛ける年数で割って、そしたら四百

何十円になったのだよね。ですから、今合わないわけだから、合うところに使用料を設定して、

管理費と掛けてやるのが普通の考え方でないのかと私言いたいのです、そうやって積算したわ

けだから。確かに今港湾課長言ったようにあそこの使用料は高いのです。例えばたしか室蘭は

250円ぐらいだと思うし、釧路は五百何十円とかと、今記憶です、あって、白老は高いほうの設

定したのだけれども、だけれどもその設定のつくり方は先ほど言ったようなつくり方でしたわ

けだから、使用料の設定するのに、平米当たり幾らの。であれば、今それなりに合わなかった

らそれに改正してやるべきでないのかというのが、私はそう思っているから今質問しているの

ですけれども、そういう気はないのですか、それに合わせてやるという気は、当初の考え方に

沿って。 

〇議長（堀部登志雄君）  堀江水産港湾課長。  

〇水産港湾課長（堀江 寛君） ただいまのご質問ですけれども、おっしゃるとおり大変すば

らしい記憶力で、釧路は570円で、室蘭が221円で、町が520円ということで、全道的に見ても、

釧路の次が苫小牧が若干８円ぐらい高いだけで、全道上から数えて３番目の今単価でございま

すけれども、これ単純に割り返してしまえば、どちらかといえば今借りていただいているとい

う感じのほうが強くて、当然民間企業さんですから損してまで借りるということにはなかなか

なっていかないのかなと。その辺の折り合いをどの辺でつけるかということで、もうちょっと

時間をかしていただいて、その方向で今協議を進めているということでご理解いただきたいと

思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

〇２番（前田博之君） ２番、前田です。今の港湾機能の関係で二、三質問させていただきま

す。 

 この会計はトータル的に、あるいは他の会計から見ても赤字解消はいずれかの時期でしなけ

ればいけないと思うのですけれども、１点目として今早期に財政計画を20年に立てるという中

で、今この時期にこの赤字解消をするというということで補正上がってきましたけれども、他
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の会計も十分に赤字で、十分に検討されている中で、なぜこの会計が優先順位としてこの補正

で上がってきたのか。 

 それと、今課長が赤字解消のために6,500万円だよと言っていますけれども、私がちょっと見

てきたら、そのとき私議会にいませんから、もし違っていたら失礼になるかわかりませんけれ

ども、18年度の繰り上げ充用額、実質的な赤字ですよね、これ3,428万6,000円だと思います。

そうすると、6,500万円の補正の差額が約3,000万円ほどあるのですけれども、これはそのほか

に何に充当するのか、今ちょっと説明ありましたけれども、具体的にちょっとわからないと。 

それと、今同僚議員からお話ありましたけれども、財政状況が日々変化していますので、そ

のときの考え方と多少変わってきていると思いますけれども、財政改革プログラムを読むとこ

の会計は長期的に毎年見込むことができれば赤字は解消できる見込みにありますよと、よって

一般会計からの財政支援は特に行わないで赤字解消を目指すと、こういうことをうたっている

部分があったのです。ここら辺について補正予算を組むときに理事者を含めて整合性をとれた

のかどうか、この３点お聞きします。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） まず、１点目の優先順位でございますけれども、結果的に赤

字会計、剰余金、決算見込みでこれだけことしの会計は赤字会計に繰り出し可能だといった判

断の中で、結果的には連結決算ですからどこに注入しても、繰り出ししてもトータルの数字は

変わらないわけで、そういった意味でなぜここかということだと思うのですが、現実的に来年

一つの会計でも黒字にしようといったとき、ここの会計が一番黒字にしやすいというところで、

まずこの会計にしたところでございます。 

 それと、その他の赤字ですが、これは今前田議員おっしゃったのは18年度決算に基づく赤字

額だと思うのです。それに19年度分を加えて考えますと、6,510万円注入しますと黒字に転換で

きると、赤字を解消できると、19年度において赤字を解消できるという数字でございます。 

 それと、３つ目の質問ですけれども、交付税だとか町税、そういったことを考えますと、財

政事情が歳入の面で非常に苦しくなってきていると。それと、ここの上屋の収入が2,000万円で

すね、約2,000万円ぐらい毎年ありますと。そういった中で、毎年のここの起債額は約4,800万

円ぐらいなのです。それをいかに返すかといったとき、2,000万円の収入しかなくて4,800万円

を返していくといったとき、やはり一定期間は町のほうで応援しないといけないと。これは、

投資した初期においてはやむを得ないことだと思うのです。それで、元利償還金、これらを償

還していくといった中で最終的にそれらが終われば黒字になっていくと。ただし、毎年繰出金

を幾らか赤字補てん分として出していかないと赤字額がどんどん、どんどん積み重なっていき

ますから、それをまず出させないということが大事だと思うのです。当初の財政改革プログラ

ム、最初の平成16年のプログラムだと思うのですけれども、それの部分だと思うのですけれど

も、それについては財政状況が前田議員ご存じのとおりやっぱり非常に厳しくなってくるとい

うことで、来年度から1,000万円を繰り出しすることによってこの会計は黒字になるということ

でご理解いただきたいなと思います。 
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〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

〇２番（前田博之君） それでは、19年度末の6,500万円のこの会計が赤字だという見込みだと

いうことですね。 

 それと、今来年から1,000万円ずつ繰り出しすると言うけれども、では上屋の料金が当然職員

の皆さん収入確保のために努力すると思います。しかし、今の経済状況の中で、今1,900万円で

すか、ぐらいの収入が仮に落ちた場合には追加で繰り出し、黒字に転換するために繰り出しも

ふえていくという可能性がありますけれども、その辺の考えいかがですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 一応新財政プログラムが策定今進行中でございます。そうい

った中で、もう取り組めることはいち早く取り組んでいくといった中で、そういったことで今

取り組んでいるところでございます。それを前提にして見通しを立てたときに、大体1,000万円

ぐらい注入していけばいいというふうに見通しを立てて、まず来年から実行するということで

ございます。それで、確かにそれが1,000万円が1,200万円、1,300万円、それはまず黒字にする、

赤字にしないということが前提ですから、その年、年によってはその1,000万円が1,200万円に

なったり、1,300万円になったり、あるいは上屋の利用料がふえれば、使用料金がふえれば逆に

900万円になったりとか、そういうような調整、そ ういった中で繰り出しをしていくと。平均す

ると1,000万円出せば大丈夫でないかと、そういった見通しの中で考えているところでございま

す。 

〇議長（堀部登志雄君）  では、ここで暫時休憩をいたします。 

          休憩 午後 ２時１３分 

                                         

          再開 午後 ２時３４分 

〇議長（堀部登志雄君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 44ページから61ページまではよろしいですね。 

 次に、60ページから77ページ、歳出の最後までなのですが、９款消防費、10款教育費、12款

公債費、13款給与費、14款諸支出金、全般について質疑のございます方はどうぞ。 

６番、鈴木宏征議員。 

〇６番（鈴木宏征君） 済みません、ページ数が続きです。65ページ、一番上の中学校適正配

置検討委員会なのですが、その検討委員会の役割とどのようなメンバーなのかということを１

つ。 

 それと、ＡＥＤなのですが、当初２台を６台にするという計画だということなのですが、ど

こに設置するのかということがもしわかっているのであれば教えていただきたいなというふう

に思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  本間学校教育課長。 

〇学校教育課長（本間勝治君）  それでは、お答えいたします。 

 まず、検討委員会の構成メンバーということだと思いますけれども、構成メンバーにつきま
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してはただいま検討委員会17名で構成されております。内容につきましては、各町内の小中学

校のＰＴＡ会長、それと各地区、今回の適正配置に関する３地域の町内会の代表、そういった

メンバーと、それともう一つは各３地域の中学校の学校評議員というようなメンバー計17名で

構成しております。 

 それと、ＡＥＤの関係でございますけれども、ＡＥＤにつきましては今回の補正で計上させ

ていただいている78万5,000円につきましては、本来20年度で計画しておりましたものをいわゆ

る前倒しという形で考えてございまして、コミュニティセンター、竹浦中学校、それと虎杖中

学校、緑小と、この４カ所に４台設置したいという内容でございます。 

 以上です。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇学校教育課長（本間勝治君）  申しわけございません。検討委員会の役割でございますけれ

ども、検討委員会につきましては今回の中学校の適正配置に関しまして検討をいただくと。特

に今出しております適正配置に関する実施計画の素案に対して最終的には教育長に対して提言

をいただくと、最後の提言をいただくということで役割を終えるというようなことが最終の所

掌事項というふうにとらえております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ６番、鈴木宏征議員。 

〇６番（鈴木宏征君） 今の検討委員会なのですが、役割はわかったのですけれども、今アン

ケート調査ですとか各地域の説明会の開催終わりまして、いろんな地域からのご意見等出てい

ると思うのです。そういうものを参考にその検討委員会で最終的に結論を出して、教育長に答

申をするというような、そういうような役割だというふうに考えてよろしいのかということと、

その検討委員会の最後の答申の時期なのですが、どのぐらいというふうに考えているのか、ち

ょっとわかれば教えてください。 

〇議長（堀部登志雄君）  本間学校教育課長。 

〇学校教育課長（本間勝治君）  まず、役割については先ほど申し上げましたとおり素案、ま

たはその素案の中身、ですから今はあくまでも実施計画の素案ということでございます。それ

を成案化するために検討委員の方々から地域説明会やＰＴＡ懇談会、それらについても経過を

ご説明しております。それと、直近でアンケート調査も実施して、先日来２地域回ってござい

ますけれども、地域説明会の中でもアンケート調査の結果もご報告申し上げました。それらを

踏まえて検討委員会の中で議論いただいて、最終的には素案に対する例えば文言を修正すべき

ではないかとか、そういうようなことも、仮にですけれども、あろうかと思います。それらを

踏まえて、教育委員会としては訂正すべきものがあればそういうご提案を受けて訂正しなけれ

ばいけないかなというふうに考えてございます。 

 それと、実施時期でございますけれども、これから３月定例会入っていきますけれども、な

るべく３月中、年度末中には、３月の年度末までには検討委員会のほうからそういうご提言を

いただいて、今の検討委員会を終了したいと、予定としてはそういうふうに考えてございます。 
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 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） 75ページのところお伺いしたいのですけれども、職員の人件費のとこ

ろなのですけれども、これは随分削減されている中で３番目の職員手当の管理職手当がなぜふ

えるのか。ほかのところの経費が減っている中で、この部分がふえているのはなぜなのか。 

２つ目の19番の負担金、補助及び交付金なのですけれども、これは説明はなかったような気

がしたものですから、ありましたでしょうか。済みません、もう一度詳しくご説明願います。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩城総務課長。 

〇総務課長（岩城達己君） ご質問のまず管理職手当の30万2,000円ふえた部分ということでご

ざいますが、詳細ちょっと手持ちになかったので、後ほど確かめてきちんとお答えしたいと思

います。 

 それから、もう一点、負担金の関係、931万5,000円の件、19節の関係ご質問ございました。

これについては、現在道から職員が派遣されておりまして、その方の精算、額が確定したもの

ですから、それに伴っての支出でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  よろしいですか。 

          〔「後からというから、じゃ２回目の質問できないんだね」と呼 

          呼ぶ者あり〕 

〇総務課長（岩城達己君） きちっと内容はご説明します。 

〇議長（堀部登志雄君）  では、今ちょっとわからない、答弁ちょっとそれは保留して、後ほ

ど直ちに報告してもらうようにします。受けても構いませんから、受けますよ。今の答弁保留

して再質問ありませんか。この答弁を聞かないと質問できないということですね。そうですか。 

 では、ほかの方質問ございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、続きまして歳入のほうに入りたいと思いますけれども、

５ページから７ページまでの第２表、債務負担行為の補正及び第３表、地方債補正を含め、８

ページから27ページまで全部、歳入全般について質疑のございます方はどうぞ。 

 ２番、前田博之議員。 

〇２番（前田博之君） 前田です。２点ほど質問させていただきます。 

 まず、債務負担行為の第２表の地方港湾白老港建設事業費でゼロ国債という説明ありました

けれども、もう少し詳細に事業内容、あるいはこの財源の取り扱いについて答弁いただきたい

と思います。 

 次に、３表の地方債の補正の関係に絡んで、21ページの財政調整基金の繰入金、それと23ペ

ージの退職手当追加負担金積立金の繰入金、それと25ページの退職手当、関連で絡めてお聞き

いたします。今非常に厳しい状況にありますけれども、19年度の町長の執行方針によると今後

も極力町債の発行額を抑え、後年度の公債費を抑制していきたいと、こういうふうに執行方針

で明言しております。それで、考え方をお聞きしたいのですが、財政調整基金繰入金に１億
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5,300万円、端数を省略します。それと、退職手当追加負担金積み立て基金の繰入金に2,500万

円、合わせて１億7,800万円あります。これを基金に戻すと。しかし、新たに退職手当１億8,200万

円を借り入れすると補正しております。これは、非常に財政難であるのに借金をふやしている

ということでございます。それで、将来の町債の残高を減らすためにもこの基金へ繰り入れし

た１億7,800万円を退職手当債をここで借り入れするのではなくて一括支払ったら後年度の町

債の残高の負担軽くなってくるのでないかと思いますけれども、その辺の見解をお聞きします。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 大きく考えますと、借金をすることによって今を耐えて、そ

れか現金を放出してしまって単年度の資金ショートのリスクを負うか、どちらかの考え方にな

るかと思うのです。それで、今回この起債を発行したということにつきましては、将来の歳出、

それらを見通した中で今回発行しますとことしの起債の地方債額11億8,190万円になります。こ

の額というのは、実は過去10年間でいきますと後ろから３番目、10年間でいくと後ろから３番

目と今回発行しましても非常に低い額なのです。それで、残高もこれを発行しましてもトータ

ルで今の一般会計でいきますと、ちょっと私正確な数字あれなのですが、残高が……ちょっと

お待ちください…… 

          〔「それはいいよ……」と呼ぶ者あり〕 

〇経営企画課長（高畠 章君） そういったことで残高がふえることによって将来の元利償還

金に与える影響、そこの部分というのは非常にまだ小さいということで、それよりもここで現

金を放出して、財政調整基金だとかそういった貯金を放出すると来年度以降の資金ショート、

単年度の資金ショート、そこの部分に与える影響のほうが大きいと、このように判断したとこ

ろで、このようにまず貯金すべきものを取り崩さないで返してしまって、そして借りて、借金

して、後年度もその借金の返済はどうなのだというところをきちっと押さえた中で借りたとい

うことでご理解いただきたいなと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  堀江水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（堀江 寛君） 白老港の建設事業のゼロ国のご質問でございます。負担金の

限度額２億2,000万円で、もうちょっと詳しくというお話で、それでご承知のとおりこれは工事

の発注は直轄工事ということで北海道開発局室蘭開発建設部苫小牧港湾事務所の発注でござい

まして、入札はこれからということで詳しい事業費はちょっと申し上げられないのですけれど

も、２本の工事に分かれて発注して、大体トータルが８億円ということで、それでマイナス11メ

ートルの岸壁部分と、それと一番外側の防波護岸ということで、防波護岸のほうは本体の延長

が107メートルということで聞いております。それから、岸壁のほうはケーソン製作が６函ぐら

いあると、こういう形で聞いております。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

〇２番（前田博之君） 今説明伺いましたまず地方港湾の関係について、そうしたら先般国の

ほうで補正予算組んで、新聞にも載っていましたけれども、白老港の整備について国のほうで
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補正予算で増額だって聞きましたけれども、それに見合う分なのか。 

それと、これについては、２億2,000万円は20年ですから来年の予算になってきて、新年度予

算の中で、さっき説明ありましたけれども、４億円事業計画していますけれども、それにプラ

スアルファして実質的には６億2,000万円の事業費になるのかと、その辺だけお聞きしたいと思

います。 

 それと、今もう一つ、起債の関係ですけれども、今の話については議論の余地があるから、

それは補正予算ですので、詳しくお話ししません。ただ、一般家計も借入金の借金の利率が高

いのに安い預金で貯金しておくのがどっちいいかどうかと長い目で見たらあると思いますけれ

ども、それは私の見解ですので、その部分についてはよろしいです。ただ、財政改革プログラ

ムでいけば、財源対策債抜いて８億円の借り入れ起こすということ言っているのです。そうす

ると、この部分の数字だけでいうと、ちょっとメモっていただいてもいいですけれども、今回

の限度借入額が約11億8,200万円です。それで、ここに載っている臨時財政対策債が２億5,300万

円、引くと９億3,000万円ほどになるのです。そうすると、今回の基金に取り戻す額を差し引く

と７億5,000万円ぐらいの借り入れのお金になるのです、当初の、町債の補正の額が、最終が。

意味わかるかな。そうなると、そういう財政運営が必要でないかと私言っているのです。これ

は、そして財政の硬直化を招く一番の要因なのです。だから、単年度だけでいうとここで言っ

ている、課長何か不思議な顔していますけれども、基金を戻す額を１億7,800万円をこの１億

8,120万円を借り入れしますけれども、これを帳消しにすると８億円のベースにおさまる起債の

借り入れになりますよと、そういうことを考えて財政運営したのですかということです。そし

て、将来財政構造の最も要因になるわけですから、その辺を補正を組むときに論議をされまし

たかということです。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 確かに平成16年につくった財政改革プログラムに基づきます

と毎年起債の限度額、限度額というか、発行額８億円から９億円ぐらいというふうに計画され

て、そういうふうに運用しなければならないと。確かにその部分についてはそのとおりだと思

います。ただ、今借りてその枠を超えて、９億円としまして２億円ぐらい超えるわけです。そ

この部分その計画どおり、従来の財政改革プログラム、計画どおりやることによって無理して

そのとおりの枠をはめてしまって来年度非常に苦しい単年度の資金ショートを起こして再生団

体、再生団体にはならないと思うけれども、苦しい状態になると、早期健全化団体。基本的に

は早期健全化団体も何とかクリアしたいなと、財政当局ではそういうふうに思っています、財

政のほうでは。ですから、その辺も含んだ中で考えますと、来年の歳入がどの程度になるかと

いうこと見積もり出してございますけれども、やはり幅があるので、その分貯金に回して、も

し20年度予算で資金不足に陥ったときにそれを注入することによって一定の数値をクリアでき

るというのであれば、そういったことも考慮するとやはり財政調整基金のほう、あるいは退職

手当の基金のほうに戻したほうがいいのではないかというふうに判断したところでございま

す。これが借りたことによって著しく将来的に元利償還金が大きくなると、物すごい影響ある
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というのであればこれ別ですが、その辺の判断だと思うのです。そこの読みだと思います。で

すから、その辺でご了解いただきたいなと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  堀江水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（堀江 寛君） 港湾建設事業のゼロ国債の２つ目の質問でございます。６億

円、これを足して、20年度予算とこの負担金を足したら負担金が実際６億円になるのでないか

というお話ですけれども、これは内数でございまして、４億円の中の２億2,000万円という。あ

くまでも20年度の工事を前倒しで発注すると。そして、契約が19年度中に行われるものですか

ら、19年度の負担はゼロでゼロ国債と言っているわけで、支払いは全部20年度の予算という形

になりますので、４億円プラス２億2,000万円ではございません。 

〇議長（堀部登志雄君）  ２番、前田博之議員。 

〇２番（前田博之君） 起債の関係についてお伺いします。 

今経営企画課長が口頭でお話しされましたけれども、余り詳しい話ししても新年度予算の関

係で出てくると思いますけれども、後ほどシミュレーションなんか求めてその辺の見解を議会

側も十分に議論されていくのかと思いますので、その場に移したいと思いますので、わかりま

した。 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、歳入ございませんか。 

 それでは、先ほどの答弁保留の件につきまして岩城総務課長から答弁願います。どうぞ。 

〇総務課長（岩城達己君） 答弁保留の分でございます。申しわけございません。昨年の当初

予算で管理職の手当というのを見てございます。その後４月に人事異動がありまして、一般会

計で見る分と、それから他会計で見る管理職の人事異動がございまして、そこで管理職手当に

差が出てきます。その部分で事業費振りかえという部分がございます。言っている意味は、つ

まり一般会計で見ていた人が違う特別会計、他会計に行くことによってその分で精査した結果

こういう増額分が出たと、こういうことでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） そうしましたら、４月付の人事で一般と特別会計のほうで事業費振り

かえがあったのでということなのですね。では、４月１日以降に新しく管理職がふえたので、

こういうふうな予算がふえたというわけではないというふうに理解してよろしいですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩城総務課長。 

〇総務課長（岩城達己君） はい。そのとおりでございます。 

〇議長（堀部登志雄君） 歳入歳出全般で特に質疑漏れのございます方がおりましたらどうぞ。 

 15番、吉田和子議員。 

〇15番（吉田和子君） 53ページのところでちょっと伺いたいと思います。 

 畜産振興推進事業なのですが、専門職員の退職によるもので載っているのですけれども、い

つごろこれはやめられたのか。金額的にいうと予算を組んで、そのうちすぐやめられたのかど

うなのか、その辺ちょっと伺いたいと思います。 
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〇議長（堀部登志雄君）  和野産業経済課長。 

〇産業経済課長（和野敏夫君）  この方大変残念なことに、いろんな形で畜産関係の技術、そ

れからノウハウ持った方でございました。それで、私どものほうでもう一年ということでお願

いをしていたのですが、やっぱり本人の目指すものという部分を構築できないということで、

予算要求しながら慰留に努めたのですが、そういう中でやめられたということで、当初予算計

上額そのままが保留という形で残っていて、今回精査するということです。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

〇15番（吉田和子君） 前に漁業専門員がやめられたときに議会にそういう報告がなかったと

一度出たことありましたよね。こういうふうにやめられたときに、その方を保留して、いてほ

しかったというのはわかるのですけれども、予算をそのとき補正なりなんなりして変えなかっ

たというのは次の人を探していたということではないのかどうなのか、その辺はどのようにと

らえて、またその人でなければもうほかの人は充てる人がいなかったのか、それとももうその

人がやめればほかの人は設置しないというふうに考えていたのかどうなのか、その辺も詳しく

お聞かせください。 

〇議長（堀部登志雄君）  和野産業経済課長。 

〇産業経済課長（和野敏夫君）  この方やめられるときに地域の生産者と十分お話をし、そう

いう中で補充のことについては自分たちもう五十何年の技術指導、そういうやつの中で自分た

ちで経営できる技術を培ったということで、不足する営農指導員というか、畜産指導員の補充

は要らないということの結論が出まして、それの打ち合わせに２カ月ぐらいかかっています。

そういう中で、補正で落とす機会を今回の３月まで持ち越したということでございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  15番、吉田和子議員。 

〇15番（吉田和子君） やっぱり厳しい中で予算を組まれていますので、これだけの金額があ

ると、先ほどからいろいろ出ていますけれども、ほかのほうに用いることもできたのではない

か。必要で次の人を探していたというのであれば、このまま置いておいて、年度末にこういう

ふうに精査するのはいいのですけれども、補正を組むのはいいのですけれども、そういうふう

に要らないという結論が出たのであれば、そういったなりの報告がやっぱり必要ではないだろ

うか。そして、その400万円近いこの金額はほかのほうに回すとか、年度末になるとその年度で

は予算は使えませんよね。ですから、そういったことも今後必要ではないかというふうに考え

ますけれども、その辺どうでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  和野産業経済課長。 

〇産業経済課長（和野敏夫君）  まさに吉田議員さんのご指摘のとおりだと深くこの件につき

ましては自分なりに反省しております。今後ないように予算の執行に当たらせていただきたい

と思います。そういうことでご理解願いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  なければ、これをもって質疑を終結いたします。 
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 これより討論に入ります。討論ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第１号 平成19年度白老町一般会計補正予算（第10号）、原案のとおり決定することに賛

成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第２号 平成１９年度白老町国民健康保険事業特別会計 

           補正予算（第４号） 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第６、議案第２号 平成19年度白老町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第４号）を議題に供します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 議案の説明に入ります前に、町長のほうから国民保険税にかかわ

ります３割の不適切な課税がありましたことについて担当課長として大変申しわけなかったと

思っております。町長のほうからは、国及び道の指導を受けて適切に対処するよう厳しく申し

渡されていますので、今後適切な対応をしていきたいと考えています。改めまして私のほうか

らも担当課長としておわび申し上げます。申しわけございませんでした。 

 引き続きまして、議案第２号の説明をさせていただきます。議２―１でございます。平成19年

度白老町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）。 

 平成19年度白老町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,571万1,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ31億9,081万円とする。 

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

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成20月２月28日提出。白老町長。 

 ２ページをお開きください。２ページ、３ページでございますが、第１表、歳入歳出予算補

正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。 

なお、今回の補正は、退職者療養給付費の増に伴う保険給付費の増額補正のほか各種事業、

負担金、交付金等の額の確定に伴う整理が主な内容になっております。 
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 次に、事項別明細書の歳出のほうから説明をさせていただきます。10ページをお開きくださ

い。２、歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費88万7,000円の増であります。内

容につきましては、国保運営経費の増でございます。13節の委託料でございます。国保情報デ

ータベース更新委託料105万円、高齢者医療制度円滑導入システム改修委託料、この２本でござ

います。上のデータベースの件につきましては、調整交付金の計算システム、これを更新する

ものであります。財源につきましては、全額調整交付金で補助されることとなっております。

高齢者医療制度円滑導入システムの関連でございますが、70歳から74歳の自己負担額に関しま

して軽減措置にかかわるシステムを改修するものでございます。 

 ４項１目医療費適正化特別対策事業費415万3,000円の減でございます。これは、安定化計画

作成及び推進経費でございますが、いずれも事業を精査し、執行残を補正するものでございま

す。 

 ２款１項１目一般保険者療養給付費2,263万円の増でございます。これは、一般被保険者の療

養給付費の伸びに伴いまして増額補正をするものでございます。なお、当初予算に対しまして

2.3％ほどの医療費の増が見込まれてございます。 

 次の12ページ、13ページでございます。２目退職被保険者等療養給付費6,953万2,000円の増

額でございます。同じく４目退職被保険者等療養費、これにつきましても退職被保険者の療養

費の増額にかかわる補正でございます。 

 ２項１目一般被保険者高額療養費757万1,000円の減でございます。これは、高額医療費の減

に対応する不用額の補正となってございます。 

 ４款１項１目介護納付金30万2,000円の減でございます。これは、介護納付金の額の確定に伴

う不用額の補正となってございます。 

 次のページ、14、15ページでございます。５款１項１目高額医療費拠出金12万9,000円の増、

３目保険財政共同事業拠出金444万3,000円の減、いずれも拠出金額の確定に伴う整理でありま

す。 

 ６款１項１目保健衛生普及費724万7,000円の減でございます。説明の欄でございます。健康

づくり指導経費、これに関するものにつきましては、34万6,000円の減ですが、いずれも予算の

執行残を整理するものであります。国保ヘルスアップ事業経費690万1,000円の減でございます。

いずれも予算執行残を整理するものでありますが、次ページ、17ページの委託料、13節委託料

の説明でございます。当初ヘルスアップ事業の補助金につきましては800万円を見込んでおりま

したが、国の事業の縮小により補助額が200万円となったため全体の実施事業を見直しして実施

したため641万3,000円を減額するものでございます。 

 ９款１項３目償還金523万8,000円の増でございます。これは、平成18年度の療養給付費等負

担金が確定したことに伴い、超過交付となっておりました523万8,000円を社会保険診療報酬支

払基金に返還をするものであります。 

 次に、歳入を説明いたします。４ページをお開きください。４ページであります。２款１項

１目療養給付費等負担金、同じく２目高額医療費共同事業負担金、２項１目財政調整交付金、
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同じく４目高齢者医療制度円滑導入事業補助金、これはいずれも事業確定に伴う各補正でござ

います。 

 ３款１項１目療養給付費等交付金6,319万7,000円の増でありますが、これは歳出で説明をし

ました退職者療養給付費を補正するものでございまして、これは交付金として社会保険診療報

酬支払基金のほうから交付を受けるものでございます。 

 ４款１項道負担金、次ページ、６ページ、７ページに移らせていただきます。１目高額医療

費共同事業負担金120万5,000円の増、２項１目北海道国民健康保険調整交付金491万4,000円の

増、いずれも事業が確定したことにより追加交付を受けるものであります。 

 ６款１項２目保険財政共同安定化事業交付金3,551万7,000円の増でありますが、これも事業

が確定したことによって追加交付を受けるものであります。 

 ８款１項１目一般会計繰入金217万8,000円、これも国及び道の負担金額が確定したことに伴

いまして、今年度は一般会計から217万8,000円の繰り入れを受けるものでございます。 

 10款３項雑入であります。次ページの８ページ、９ページでございます。１目一般被保険者

第三者納付金371万4,000円、２目退職被保険者等第三者納付金27万5,000円、これはいずれも交

通事故による医療費を給付したものにつきまして保険会社から第三者行為による傷害として納

付を受けるものでございます。 

 以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議長（堀部登志雄君）  提案理由の説明が終わりました。 

これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

 10番、大渕紀夫議員。 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。２つほどお尋ねしたい。 

１つは、９ページの今の第三者納付金の関係で、合わせて結構な金額、400万円ぐらいになっ

ているのですけれども、これたしか去年こんなになかったような気がしているのです。正確で

はなくていいですけれども、伸びた理由といいましょうか、そういうことが議会で指摘大分し

ていたのですけれども、そのためではないと思うのですけれども、どういう経過になっている

かということが１つ。 

もう一つは、国保ヘルスアップ事業の関係なのですけれども、ご説明によると800万円の国の

補助が200万円に減ったというように受けとめたのですけれども、これは国が勝手に切ったとい

うことなのですか。そこら辺はどんな中身ですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） まず、歳入の第三者行為の関係でございますが、ご指摘のあった

とおり去年はたしかそんなになかったと思うと、額ちょっと覚えていませんけれども。ただ、

今年度につきまして１件非常に大きな事故がありまして、370万円、これ１件で入ってきてござ

います。 

たしか前にもこの第三者行為についてお尋ねがあったと思いますが、白老町としてはやっぱ

りこの第三者行為の関係で医療費を使う方が非常に少なくなってきたというふうな感じを受け
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ています。死亡事故が当然減っていますし、それに伴って重傷事故等もかなり少なくなってき

たのと、それと保険会社さんのほうが医療費、国保や社会保険を使わないで直接自払いされる

ケースも相当あるというふうに聞いています。そんな関係で、年々私どものほうの国保のほう

が第三者行為の金額が少なくなってきたと、こういうような事情もありまして、これは全道的

な傾向かと思ってございます。 

 それと、もう一点のヘルスアップの関係ですが、予算策定した時点でおっしゃられるとおり

800万円の事業を組んでおりました。通知が来たら中止というような形になりまして、突っかい

棒を外された、こんな状況でございます。やむを得ず200万円分だけヘルスアップの関係で補助

が参りましたので、それで今年度は事業をさせていただいたというような状況でございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第２号 平成19年度白老町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）、原案のとおり

決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第３号 平成１９年度白老町公共下水道事業特別会計補 

正予算（第３号） 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第７、議案第３号 平成19年度白老町公共下水道事業特別会計

補正予算（第３号）を議題に供します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 佐藤上下水道課長。 

〇上下水道課長（佐藤克悦君）  それでは、議３―１でございます。議案第３号 平成19年度

白老町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）。 

 平成19年度白老町の公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 
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第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６億9,636万4,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ25億7,494万9,000円とする。 

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

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 既定の債務負担行為の変更は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 既定の地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 平成20年２月28日提出。白老町長。 

 それでは、２ページ目をお開きください。第１表の歳入歳出予算補正につきましては記載の

とおりなので、説明を省略させていただきます。 

 ４ページをお開きください。第２表、債務負担行為補正、これにつきましては19年度に契約

額が確定したことに伴う変更でございます。 

 続きまして、５ページ、第３表、地方債補正、５本記載がありますが、上段から３本目まで

は事業の執行による変更となっております。残りの２本につきまして若干説明をいたします。

公共下水道債高金利借換債、これは旧資金運用部資金です。３億9,200万円。続きまして、公共

下水道高資本借換債、これ公営企業金融公庫で３億7,380万円。これは、昨年の12月に総務省の

ほうで発表になりました５兆円の公的資金の債務を軽くするという部分からの借換債でござい

ます。これにつきましては、後ほど歳入歳出のほうでもう少し詳しく説明をさせていただきた

いと思います。 

 続きまして、６ページ、歳入歳出事項別明細書での歳出から説明をさせていただきます。10ペ

ージをお開きください。２、歳出、１款１項１目下水道総務費、補正額1,029万7,000円の減で

ございます。説明欄、（１）、下水道業務一般事務経費126万5,000円の増となっております。こ

れにつきましては、公課費、これは消費税納入分でございまして、例年ですと前年度の決算額

に基づいて消費税を納めるということでありましたが、19年度から年度途中の半期の分もその

年度途中で支払うというふうにルールが変わりましたので、この増額分は18年度決算分及び

19年度の決算見込額に対する２分の１という支払い総額が314万円になりますので、当初予算か

らの不足額126万5,000円を補正するものであります。 

 ２番目の水洗便所普及排水整備促進経費につきましては、これは水洗トイレの改築資金の申

込者が確定しましたので、それを整理するものであります。 

 ２目下水道維持管理費770万5,000円の減額です。説明欄ですが、これは１番の環境維持管理

費及び管渠維持管理事業、これらは事業執行残による不用額の整理でございます。 

12ページをお開きください。２項１目下水道施設費4,850万8,000円の減額であります。説明

欄の（１）、管渠整備費、これは公共下水道ですが、4,368万1,000円の減額となります。これに

つきましても事業執行による残の不用額の整理でございます。下のほうの２番目、管渠整備費

（特定環境保全公共下水道）482万7,000円の減額ですが、これにつきましても事業執行残の整
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理でございます。 

14ページをお開きください。２款公債費、１項１目元金、補正額７億6,656万円、これにつき

ましては長期債元金償還費で７億6,656万円の増額となりますが、先ほど地方債のところでご説

明したとおり、公債費負担軽減対策として昨年12月に総務省が示しました５兆円規模の公的資

金補償金の免除繰上償還というものを私どものほうで採用することになりました。基準のある

中で、その基準にかかったもので積み上げた額でございます。この繰上償還につきましては、

平成19年度から３カ年、ですから21年度までの３カ年で５％以上の高金利のもの、この補償金

を免除されて償還するというものでございます。この補正額につきましては、19年度の通常支

払う償還するものを除いた地方債の残額で７％以上のものを積み上げてございます。その内訳

としましては、財務局からの旧資金運用部というものなのですが、これは支出としては３億

9,252万円、それから公庫につきましては３億7,404万円、合わせてこの金額を繰上償還するも

のであります。 

続きまして、２目利子368万6,000円の減額であります。これにつきましては、１番目の長期

債利子支払い費につきましては当初予算で見ていた利率よりは下がったと。利率が下がりまし

たので、減額するものであります。２番目の一時借入金利子支払い費につきましては、一借を

したものの総額の精査ということで221万2,000円を減額するものであります。 

それでは、６ページにお戻りください。１、歳入、２款１項１目下水道使用料、補正額1,087万

7,000円、これは先ほど歳出のほうでご説明したとおり下水道使用料から歳出見合い分を減額す

るものであります。 

３款国庫支出金、１項１目都市計画事業補助金493万1,000円の増額であります。これにつき

ましては、19年度に発注しました合流改善事業の設計変更分が対象となりまして補助金が493万

1,000円ほど、設計分は増額となりましたので、その分としての国庫補助金が増額となります。 

５款諸収入、３項１目貸付金元金収入1,129万円の減額であります。これにつきましては、歳

出でもご説明したとおり、水洗化資金の貸し付けの件数が確定いたしましたので、元金で拠出

したものを歳入で減額するものであります。 

６款町債、１項、次のページをお開きください、１目下水道債、補正額７億1,360万円、これ

につきましては説明欄の上段から公共下水道事業債、特定環境保全公共下水道債、公共下水道

事業特別措置分、ここまでは通常の事業整理に基づく精査でございます。先ほども地方債の表

で説明したとおり、公共下水道高金利借換債、旧資金運用部ですが、これも先ほど歳出でもご

説明したとおり補償金免除の借換債として新たに借換債で３億9,200万円、同趣旨になります

が、公共下水道高資本借換債、これは公庫でありますが、３億7,380万円、合わせて７億6,580万

円を借りかえとして借りるものであります。 

以上でございます。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）  提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。質疑ありませんか。 

 ６番、鈴木宏征議員。 
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〇６番（鈴木宏征君） いろいろ関連あるのですが、15ページの今の借換債の部分なのですが、

これ借りかえてどのぐらい利息が、支払いが減額になるのかと、もしありましたらちょっと教

えていただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  佐藤上下水道課長。 

〇上下水道課長（佐藤克悦君）  まず、全体の金額をちょっとお知らせしたいと思います。 

 まず、先ほど説明したとおりこれは３カ年で、19年から21年度までの３カ年で借換債をして、

いわゆる利息を軽減する、補償金免除という形になります。それで、その繰上償還額の総額で

すが、14億2,539万7,000円で、それに対する残存利息が４億2,946万3,000円で、これを３カ年

で借りかえした後の利息、発生する利息は２億317万円、差し引きしますとこの借換債をするこ

とで利息の軽減の総額は２億2,629万2,000円となります。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ６番、鈴木宏征議員。 

〇６番（鈴木宏征君） あと、今年度大体起債が決まったのです、額が決まったのですが、全

体で累計しますとどのぐらいになるのかちょっと押さえておりましたら。 

〇議長（堀部登志雄君）  佐藤上下水道課長。 

〇上下水道課長（佐藤克悦君）  起債の残高でよろしいですか……。 

          〔「残高で」と呼ぶ者あり〕 

〇上下水道課長（佐藤克悦君） 19年度の所定のものを支払いますと、19年度残高で88億3,300万

円が19年度末の残高となります。直接ちょっとあれなのですが、先ほど説明不足でありました

ので、つけ加えさせていただきますと、この借換債は新たに当然借りるのですけれども、借り

かえしようとする起債の残存価格、残っている金額、それと残った年数、これを守った中で償

還していきますので、今回予算が膨らんでおりますけれども、返す年数が変わらないので、元

金はほとんど、最後の借りかえた端数整理部分しか元金が変わらないということでございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  10番、大渕紀夫議員。 

〇10番（大渕紀夫君） 大渕です。簡単に、これ７％ですね、今のやつは全部７％ですよね。

６％、５％はこの後どうなりますか。 

〇議長（堀部登志雄君）  佐藤上下水道課長。 

〇上下水道課長（佐藤克悦君）  19年度はおっしゃるとおり７％、一部国の予算の５兆円の中

の調整額として6.5％程度のものも19年度前倒しということで指示がありましたので、19年度で

借りかえしておりますが、基本的な部分でいいますと20年度は６％から７％まで、この総額、

借入額の繰上償還の総額は２億4,398万9,000円で、そのときに軽減される利息については

4,966万1,000円、３カ年目の５％以上６％未満、これにつきましては総額で４億1,484万

8,000円、それに対します利息軽減額が8,160万6,000円、このようになっております。 

〇議長（堀部登志雄君）  ３番、西田祐子議員。 

〇３番（西田祐子君） ３番、西田です。６ページ、７ページの下水道使用料が約1,000万円以

上減っているわけなのですけれども、これ当初予算から随分大幅に減られていますけれども、
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これの要因とかぜひ教えてください。 

〇議長（堀部登志雄君）  佐藤上下水道課長。 

〇上下水道課長（佐藤克悦君）  まず、減額となります1,087万7,000円につきましては、先ほ

ど歳入でご説明した歳入の執行残等がありますので、それだけ支出しないでこれだけ補正する

わけですが、歳入で減らすのは当初予算では実は19年度分も歳出見合いで単年度赤字が発生す

るということで、歳出見合いでその分を現年度使用料で上乗せをして予算措置をしておりまし

た。その赤字になるという部分を今回その部分から減らしております。通常ですと、決算のと

きに繰り上げ充用ってございますね、累積の赤字の部分なのですけれども、それを足して当初

予算が８億7,000万円ということになっていますので、今言った単年度部分で歳出見合いで積ん

でおいた赤字の部分を減らしたと。見込みで歳入があるというふうに歳出見合いで積んでいた

部分から減らしたということになります。 

ちなみに、その部分のことですが、当初予算では8,200万円程度の単年度赤字が出るだろうと

いうふうに思っていましたけれども、現在19年度の決算見込額で簡単にお知らせしますと約

7,700万円程度におさまりそうなので、大体400万円程度ですか、縮減できたというか、赤字は

少し減らせたということになっております。 

〇議長（堀部登志雄君）  ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第３号 平成19年度白老町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）、原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第４号 平成１９年度白老町港湾機能施設整備事業特別 

           会計補正予算（第２号） 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第８、議案第４号 平成19年度白老町港湾機能施設整備事業特

別会計補正予算（第２号）を議題に供します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 堀江水産港湾課長 
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〇水産港湾課長（堀江 寛君） ページ数は議４―１になります。それでは、ご説明を申し上

げます。議案第４号 平成19年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計補正予算（第２号）。 

 平成19年度白老町の港湾機能施設整備事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ19万3,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ8,614万1,000円とする。 

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

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成20月２月28日提出。白老町長。 

 次のページにまいります。第１表の歳入歳出予算補正ですが、詳しくは歳入歳出事項別明細

書でご説明いたしますので、ここでは省略いたしまして、６ページをお開き願います。それで

は、歳入歳出事項別明細書の歳出のほうからご説明いたします。１款港湾機能施設運営費、１

項１目港湾機能施設運営費19万3,000円の補正額でございます。これは、説明欄に記載のとおり

でございまして、需用費、光熱水費、電気料金の今後見込まれる不足分を計上しております。 

 ２款公債費、１項１目元金、同じく２目利子でございます。これは、両方とも補正額はゼロ

ということで、先ほど一般会計でご説明いたしました一般会計からの繰出金による財源の振り

かえという形になります。雑入で見ておりましたけれども、繰入金に振りかえるものでござい

ます。 

 続きまして、３款予備費、これは次の８ページをお開き願います。１項１目予備費、これに

つきましても補正額がゼロで、財源の振りかえのみでございます。 

 ５款繰上充用金、１項１目繰上充用金です。これにつきましても補正額はゼロで、先ほど来

申し上げております一般会計からの繰り入れによる財源の振りかえでございます。 

 続きまして、歳入のご説明をいたします。戻りまして４ページお開き願います。２款財産収

入、１項１目財産貸付収入45万8,000円の減額補正でございます。説明欄にございます土地の貸

付収入が当初より若干下がるということで減額補正しております。 

続きまして、３款諸収入、１項１目町預金利子、これは1,000円分の追加の補正でございます。 

２項１目雑入、これは先ほど来申し上げております一般会計からの繰り入れによりまして全

額雑入を補正により減額するものでございます。 

４款繰入金、１項１目他会計繰入金、これが赤字解消目的として全額一般会計から繰り入れ

るものでございます。6,510万円の補正となります。 

以上、簡単ですが、説明を終了させていただきます。よろしくお願いします。 

〇議長（堀部登志雄君）  提案理由の説明が終わりました。 

これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  質疑なしと認めます。 
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 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第４号 平成19年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計補正予算（第２号）、原案のと

おり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第５号 平成１９年度白老町介護保険事業特別会計補正 

予算（第３号） 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第９、議案第５号 平成19年度白老町介護保険事業特別会計補

正予算（第３号）を議題に供します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 議５―１ページでございます。議案第５号 

平成19年度白老町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）。 

 平成19年度白老町の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7,398万7,000円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ12億9,158万6,000円とする。 

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

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成20年２月28日提出。白老町長。 

 次、２ページでございます。第１表、歳入歳出予算補正につきましては記載のとおりであり

ますので、省略させていただきます。 

次、４ページでございます。歳入歳出事項別明細書でございますが、10ページ、歳出からご

説明いたします。歳出、１款総務費、１項１目一般管理費、補正額273万円の増額補正で、保険

料の激変緩和措置を１年間延長する分と後期高齢者医療制度に伴う介護保険の受給者台帳の変

更に係る電算システムの改修業務委託料でございます。国庫補助金は59万1,000円であります。 

 ３項１目介護認定審査会費50万円の減額、２目認定調査費75万9,000円の減額補正で、いずれ

も不用額の整理でございます。 

 次に、２款保険給付費、１項１目介護給付費、これは要介護１から５の認定者分でございま
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す。1,377万円の増額補正で、実績見合いに伴う増額でございます。 

 次、12ページでございます。２目介護給付費、要支援１、２の認定者分でございます。9,557万

7,000円の減額でございます。主な要因は、計画から150人下回り224人の実績で、当初計画を下

回ったためでございます。 

 ３目審査支払手数料44万6,000円の減額で、不用額の整理でございます。 

 ２項１目高額介護サービス費110万6,000円の増額補正で、実績見込みに伴う増額でございま

す。 

 ３項１目特定入所者介護サービス等費683万円の増額補正でございます。これは、介護保険３

施設の入居者の居住費、食費が保険給付費の対象外となっていることから、低所得者に対しま

す補足給付分を行う費用でございます。不足分を補正するもので、該当者は190名でございます。 

 次のページ、14ページでございます。４款地域支援事業費、１項１目介護予防特定高齢者施

策事業費15万4,000円の減額補正で、これは不用額の整理でございます。 

 ２目介護予防一般高齢者施策事業費15万4,000円の増額補正でございます。２節給料から４節

の共済費までは職員１名分の１カ月分の給与費でございます。７節賃金から13節委託料までは

不用額の整理でございます。 

 続きまして、２項３目任意事業費129万8,000円の減額補正であります。次のページ、16ペー

ジでございます。13節委託料で配食サービス分の食材費2,275食分と管理費の減額でございま

す。 

 続きまして、５款基金積立金、１項１目介護給付事業基金積立金15万7,000円の増額補正で、

これにつきましては6,297万円の資金運用の利息で0.27％分でございます。これまでの一連の財

源区分の説明につきましては、歳入の中でご説明申し上げます。 

 ４ページに戻ります。１、歳入、１款介護保険料、１項１目第１号被保険者介護保険料168万

1,000円の増額補正で、これは被保険者数が当初見込みより約73名増加したことによるもので、

現在の被保険者数は6,173名でございます。 

 ２款分担金及び負担金、１項１目地域支援事業費負担金148万3,000円の減額補正でございま

す。１節、配食サービスの利用者負担分で2,283食の減少分でございます。２節特定高齢者通所

介護予防事業負担金は、実績見合いによる整理でございます。 

 続きまして、３款国庫支出金、１項１目介護給付費負担金984万6,000円の減額補正で、国の

19年度交付内示による見込額を計上しておりますが、国の負担割合は施設分15％、その他は20％

分でございます。 

 ２項１目調整交付金1,630万8,000円の減額補正で、交付の内示の調整率は6.56％による整理

でございます。 

 続きまして、６ページでございます。４目介護予防事業費補助金59万1,000円の増額補正で、

歳出でご説明しました電算システム改修に伴う補助金でございます。 

 ４款道支出金、１項１目介護給付費負担金1,019万6,000円の減額補正で、19年度交付内示に

よる見込額に対する整理でございます。道の負担割合は、施設分が17.5％、その他が12.5％で
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ございます。 

 ５款支払基金交付金、１項１目介護給付費交付金3,018万4,000円の減額補正で、交付内示に

よる見込額に対します整理で、支払基金の負担割合は31％でございます。 

 ６款財産収入、１項１目利子及び配当金15万7,000円の増額補正で、さきに歳出でご説明した

とおりでございます。 

 続きまして、８ページでございます。７款繰入金、１項１目介護給付費繰入金928万9,000円

の減額補正で、町の負担分の整理でございます。負担割合は12.5％でございます。 

 ２目地域支援事業繰入金、これは介護予防事業分でございます。４万2,000円の増額補正で、

町の負担分の整理で、負担割合は12.5％でございます。 

 ３目地域支援事業繰入金、これは包括的支援事業と任意事業分でございます。３万2,000円の

減額補正で、町の負担分の整理で、負担割合は20.25％でございます。 

 ４目その他一般会計繰入金88万円の増額補正で、電算システム改修に伴う増額分は213万

9,000円で、一般事務の不用額に伴う整理分が125万9,000円の減額となってございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。質疑ありませんか。 

 ６番、鈴木宏征議員。 

〇６番（鈴木宏征君） 済みません、１件だけ。 

 ５ページなのですが、配食サービスの事業の負担金で2,200食ぐらいですか、減ったというの

が原因というふうに聞いたのですが、この2,200食も減ったという原因なのですが、どのように

押さえているのでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 給食サービスの食数でございますが、実は

当初予算では44食を見ています、365日です。44食を見ておりました。44食分が実績では38食と

いうことで、実は１日６食減になってございます、予算より。そうしますと、６食掛ける365日

で2,283となります。ですから、大体38食から40食ぐらいなのです、過去ずっと。そういうこと

で、当初特定高齢者等々もございましたので、計画で食数を44食、ちょっと多目に見たわけで

ございます。それが前年と同じぐらいの数字だということでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  討論なしと認めます。 



        － 60 － 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第５号 平成19年度白老町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）、原案のとおり決定

することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第６号 平成１９年度白老町水道事業会計補正予算（第 

           ３号） 

〇議長（堀部登志雄君） 日程第10、議案第６号 平成19年度白老町水道事業会計補正予算（第

３号）を議題に供します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 佐藤上下水道課長。 

〇上下水道課長（佐藤克悦君） 議６―１ページです。議案第６号 平成19年度白老町水道事

業会計補正予算（第３号）。 

第１条 平成19年度白老町水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

第２条 平成19年度白老町水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり

補正する。 

 第１款水道事業費用、既決予定額３億6,535万8,000円、補正予定額154万3,000円の減、計３

億6,381万5,000円、第１項営業費用、既決予定額２億9,301万2,000円、補正予定額154万3,000円

減、計２億9,146万9,000円。 

第３条 予算第４条本文括弧書中「不足する額１億4,270万2,000円」を「不足する額１億4,341万

7,000円」に、「当年度分損益勘定留保資金１億1,146万4,000円」を「当年度分損益勘定留保資

金１億1,217万9,000円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入です。第１款資本的収入、既決予定額8,040万円、補正予定額１億8,380万円、計２億

6,420万円、第１項企業債、既決予定額5,000万円、補正予定額１億8,380万円、計２億3,380万

円。 

 次をお開きください。支出、第１款資本的支出、既決予定額２億2,310万2,000円、補正予定

額１億8,451万5,000円、計４億761万7,000円、第２項企業債償還金、既決予定額7,381万3,000円、

補正予定額１億8,422万9,000円、計２億5,804万2,000円、第３項国庫補助金返還金、既決予定

額ゼロ、補正予定額28万6,000円、計28万6,000円。 

第４条 予算第５条に定めた表を次のように改める。 

 第４条、起債の目的、配水管整備事業、5,000万円、高金利借換債、１億8,380万円、起債の

方法、利率、償還の方法については記載のとおりでございます。 

第５条 予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。 
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 項目、１、職員給与費、既決予定額8,999万6,000円、補正予定額154万3,000円減、計8,845万

3,000円。 

 平成20年２月28日提出。白老町長。 

 ３ページ目の補正予算実施計画書につきましては記載のとおりでございますので、次のペー

ジ、４ページの補正予算説明書をもって説明をいたします。まずは収益的支出でございます。

１款１項１目給与費90万円の減であります。これにつきましては、職員の給与に関する条例の

改正に伴う１月１日付からの減額でございます。ただし、２節の職員手当64万7,000円の増額に

なっておりますのは、先ほどの一般会計の中でもありましたとおり、異動に伴いまして企業会

計に出向した職員、その方の管理職手当等が当初予算の見ていた人員分と比較して増額となっ

ているところであります。 

 ４目受託工事費64万3,000円の減額でありますが、こちらは人の出入りがございません。１名

分で予算のときと同じ職員でございましたので、給与改定に伴う削減分ということになります。 

 続きまして、資本的収支ですが、資本的支出のほうから先に説明をさせていただきます。１

款２項１目企業債償還金１億8,422万9,000円の増額となっております。これにつきましては、

先ほどの下水道特別会計と同様に公債費負担軽減対策としての補償金免除の繰上償還を実施す

るものでございます。水道会計の場合は、７％以上のものが対象となります。後の20年、21年

は対象となる起債はございません。19年度のみの繰上償還となります。 

 続きまして、３項１目国庫補助金返還金28万6,000円の増額でありますが、これは特定割とい

いまして、歳入歳出の課税総額がその補助事業に対する割合で５％以下の場合は消費税は返す

というルールになっておりまして、その比率が1.9％でございましたので、国庫補助金にかかわ

る、これは600万円の国庫補助金の中に入っている消費税分28万6,000円を返金するものでござ

います。 

 続きまして、資本的収入、１款１項１目企業債１億8,380万円の増額でございます。これは、

先ほど説明した10万円単位に丸めた繰上償還の企業債となっております。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第６号 平成19年度白老町水道事業会計補正予算（第３号）、原案のとおり決定すること
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に賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

          休憩 午後 ３時５９分 

                                         

          再開 午後 ４時１０分 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                         

    ◎議案第７号 平成１９年度白老町立国民健康保険病院事業会 

           計補正予算（第２号） 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第11、議案第７号 平成19年度白老町立国民健康保険病院事業

会計補正予算（第２号）を議題に供します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 議７―１でございます。議案第７号 平成19年度白老町立国民

健康保険病院事業会計補正予算（第２号）。 

第１条 平成19年度白老町立国民健康保険病院事業会計の補正予算（第２号）は次に定めると

ころによる。 

第２条 平成19年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に

定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 第１款病院事業費用、既決予定額13億1,227万6,000円、補正額ゼロ、計 13億1,227万6,000円、

第１項医業費用12億9,947万1,000円、234万2,000円の減、計12億9,712万9,000円、第３項特別

損失、既決予定額47万3,000円、補正予定額234万2,000円、計281万5,000円。 

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 第１款資本的収入、既決予定額5,519万1,000円、補正予定額3,619万6,000円、計9,138万

7,000円、第１項出資金、既決予定額3,029万1,000円、補正予定額4,000円の減、計3,028万

7,000円、第２項企業債、既決予定額2,490万円、補正予定額3,620万円、計6,110万円。 

 支出、第１款資本的支出5,519万1,000円、補正予定額3,619万6,000円、計9,138万7,000円、

第１項建設改良費、既設予定額2,500万円、補正予定額2,500万円の減、計ゼロ、第２項企業債

償還金、既決予定額3,019万1,000円、補正予定額6,119万6,000円、計9,138万7,000円でござい

ます。 

 次のページおめくりください。 

第４条 予算第５条に定めた企業債を次のとおり改める。 

起債目的、病院高金利借換債、限度額6,110万円、あと記載のとおりでございます。 



        － 63 － 

 平成20年２月28日提出。白老町長。 

 ３ページでございます。３ページにつきましては記載のとおりでございますので、省略させ

ていただきます。 

続きまして、４ページでございます。今回の収益的収入については、収入はございません。

支出のみの補正となっております。１款１項３目経費234万2,000円の減でございます。この説

明は、病院給食材料費の委託料の減でございます。この内容は、入院患者の減員による食材費

の減額となっております。 

３項１目過年度損益修正損234万2,000円の増額でございます。このことにつきましては、医

療費について請求権は過去地方自治法第236条第１項の規定を適用いたしまして５年間の取り

扱いをしておりました。しかし、平成17年11月21日の最高裁判所の判決で、公立病院において

行われる診療は私立病院において行われる診療と本質的な差異はなく、その診療に関する法律

の関係は本質上私法関係というべきであるという解釈が出されまして、民法170条１号の規定に

より３年と法解釈が定めたことによりまして、このたびの決算時に今までは５年でしたが、３

年ということで14、15、16年度の不納欠損処理を行うための補正でございます。 

続きまして、５ページでございます。資本的収入及び支出でございます。収入、１款１項１

目、4,000円の減額でございます。これは企業債元利償還分、これは一般会計からいただいてい

る償還分の起債を借りるためには10万円以下の端数については一般会計から出資いただいてい

ますので、その分の９万6,000円。それと、19年度の予算を当初からいたしました医療機器、こ

れは歳出で出ますけれども、医療機器購入分としてこれも端数分がありましたけれども、購入

をしなかったと、できなかったということで10万円の減でございます。 

２項企業債、１目企業債3,620万円の増額でございます。これは、先ほどの公共下水道事業、

水道事業でご説明のとおり、病院会計も高金利部分の起債の借りかえを行ったところでござい

ます。6,110万円。それと、先ほどの説明のとおり医療機器の整備事業でございます。2,490万

円、これは当初予算で見ていましたが、不良債務比率が10％を超えるということで医療機器を

起債で購入できないということになりまして買わなかったということの整理でございます。先

ほど繰上償還の利息の効果額は、私ども7.1％で借りていましたので、利息で約1,000万円ほど

の効果額が出ます。 

続いて、支出でございます。１款１項１目機器備品購入費、先ほど収入で説明したとおり

2,500万円の減となります。これは、エックス線テレビ装置以下の医療機器を起債で購入しよう

としていましたが、起債が借りれないということで、これを落とすというような措置でござい

ます。 

続いて、２項１目企業債償還金、これは先ほど来の説明のとおり高金利の部分の起債を一括

償還するということの金額で6,119万6,000円でございます。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（堀部登志雄君）  提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。質疑ないですか。特



        － 64 － 

にありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第７号 平成19年度白老町立国民健康保険病院事業会計補正予算（第２号）、原案のとお

り決定することに賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（堀部登志雄君）  全員賛成。 

 よって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎延会の宣告 

〇議長（堀部登志雄君）  お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたいと思います。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、本日はこれをもって延会することに決定いたしました。 

 本日はこれをもって延会いたします。 

（午後 ４時１９分）
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