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平成２０年第１回白老町議会定例会会議録（第２号） 

 

平成２０年２月２９日（金曜日） 

   開  議  午前 ９時５９分 

   延  会  午後 ３時１０分 

                                         

〇議事日程 第２号 

第 １ 会議録署名議員の指名                             

第 ２ 議案第２４号 白老町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について      

第 ３ 議案第３６号 町道路線の認定について                     

議案第３７号 町道路線の廃止について                     

第 ４ 議案第２２号 白老町後期高齢者医療に関する条例の制定について         

    議案第２３号 白老町石油貯蔵施設立地対策等基金条例の制定について       

    議案第２５号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正 

する条例の制定について                     

    議案第２６号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正す 

る条例の制定について                      

    議案第２７号 白老町老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

ついて                             

    議案第２８号 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定 

について                            

    議案第２９号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例 

の一部を改正する条例の制定について               

    議案第３０号 白老町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について      

    議案第３１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３２号 白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例の一部を 

改正する条例の制定について                   

    議案第３３号 白老町廃棄物の減量及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制 

定について                           

    議案第３４号 白老町立保育所条例の一部を改正する条例の制定について      

    議案第３５号 白老町公民館条例の一部を改正する条例の制定について       

    議案第３８号 白老町の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定等の協議について  

    議案第 ８号 平成２０年度白老町一般会計予算                                

    議案第 ９号 平成２０年度白老町国民健康保険事業特別会計予算                

    議案第１０号 平成２０年度白老町老人保健特別会計予算                        

    議案第１１号 平成２０年度白老町公共下水道事業特別会計予算                  
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     議案第１２号 平成２０年度白老町学校給食特別会計予算                        

    議案第１３号 平成２０年度白老町工業団地造成事業特別会計予算                

     議案第１４号 平成２０年度白老町臨海部土地造成事業特別会計予算              

     議案第１５号 平成２０年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算            

     議案第１６号 平成２０年度白老町墓園造成事業特別会計予算                    

     議案第１７号 平成２０年度白老町介護保険事業特別会計予算                    

     議案第１８号 平成２０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１９号 平成２０年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算        

議案第２０号 平成２０年度白老町水道事業会計予算                            

    議案第２１号 平成２０年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算              

                                         

〇会議に付した事件 

 議案第２４号 白老町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について         

 議案第３６号 町道路線の認定について                        

議案第３７号 町道路線の廃止について                        

 議案第２２号 白老町後期高齢者医療に関する条例の制定について            

 議案第２３号 白老町石油貯蔵施設立地対策等基金条例の制定について          

 議案第２５号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条 

例の制定について                           

 議案第２６号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例 

の制定について                            

 議案第２７号 白老町老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第２８号 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

て                                  

 議案第２９号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部 

を改正する条例の制定について                     

 議案第３０号 白老町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について         

 議案第３１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３２号 白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例の一部を改正す 

る条例の制定について                         

議案第３３号 白老町廃棄物の減量及び処理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて                                 

 議案第３４号 白老町立保育所条例の一部を改正する条例の制定について         

 議案第３５号 白老町公民館条例の一部を改正する条例の制定について          

 議案第３８号 白老町の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定等の協議について     

 議案第 ８号 平成２０年度白老町一般会計予算                                   
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 議案第 ９号 平成２０年度白老町国民健康保険事業特別会計予算                   

 議案第１０号 平成２０年度白老町老人保健特別会計予算                           

 議案第１１号 平成２０年度白老町公共下水道事業特別会計予算                     

  議案第１２号 平成２０年度白老町学校給食特別会計予算                           

 議案第１３号 平成２０年度白老町工業団地造成事業特別会計予算                   

議案第１４号 平成２０年度白老町臨海部土地造成事業特別会計予算                 

議案第１５号 平成２０年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算               

議案第１６号 平成２０年度白老町墓園造成事業特別会計予算                       

議案第１７号 平成２０年度白老町介護保険事業特別会計予算                       

議案第１８号 平成２０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１９号 平成２０年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算           

議案第２０号 平成２０年度白老町水道事業会計予算                               

 議案第２１号 平成２０年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算                 

                                         

〇出席議員（１６名） 

  １番 本 間 広 朗 君       ２番 前 田 博 之 君 

  ３番 西 田 祐 子 君       ４番 及 川   保 君 

  ５番 山 本 浩 平 君       ６番 鈴 木 宏 征 君 

  ７番 玉 井 昭 一 君       ８番 近 藤   守 君 

   ９番 斎 藤 征 信  君           １０番 大 渕 紀 夫 君 

  １１番 土 屋 かづよ 君           １２番 松 田 謙 吾 君 

  １３番 熊 谷 雅 史 君          １４番 氏 家 裕 治 君 

  １５番 吉 田 和 子 君      １６番 堀 部 登志雄 君 

                                         

〇欠席議員（なし） 

                                         

〇会議録署名議員 

１０番 大 渕 紀 夫 君        １１番 土 屋 かづよ 君 

１２番 松 田 謙 吾 君 

                                         

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

     町      長    飴 谷 長 藏 君 

     副     町     長    目 時 廣 行 君 

教     育     長    白 崎 浩 司 君 

     総 務 課 長    岩 城 達 己 君 
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     総 務 課 交 通 防 災 
                  松 井 俊 明 君 
     担 当 参 事 
 
     出 納 課 長 
                  長 内 正 男 君 
     白老町会計管理者 

          町 民 課 長        丸 山 伸 也 君 

     健 康 福 祉 課 長    山 口 和 雄 君 
 
     健 康 福 祉 課 
                  武 岡 富士男 君 
     介護保険担当参事  

          経 営 企 画 課 長        高 畠   章 君 
 
     病 院 事 務 長    安 達 義 孝 君 

          消 防 長        前 田 登志和 君 

     行 財 政 対 策 室 長    二 瓶   充 君 
 
          行財政対策室特命 
                  岡 村 幸 男 君 
     担 当 参 事  
          生 活 環 境 課 長        千 石 講 平 君 
 
     生 活 環 境 課 
 
          ウタリ施策推進室        久 慈 幸 男 君 
 
          参 事  
          産 業 経 済 課 長        和 野 敏 夫 君 

     水 産 港 湾 課 長    堀 江   寛 君 

     建 設 課 長    後 藤 光 雄 君 

     上 下 水 道 課 長    佐 藤 克 悦 君 

     学 校 教 育 課 長    本 間 勝 治 君 

          社 会 教 育 課 長        坂 本   譲 君 

          子 ど も 課 長        渡 辺 裕 美 君 

     監 査 委 員    岡   英 一 君 

                                         

〇職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

     主      幹    森   隆 治 君 
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    ◎開議の宣告 

〇議長（堀部登志雄君）  ただいまから昨日に引き続き議会を再開いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

（午前 ９時５９分） 

                                         

    ◎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、10番、大渕紀夫議

員、11番、土屋かづよ議員、12番、松田謙吾議員を指名いたします。よろしくお願いいたしま

す。 

                                         

◎議案第２４号 白老町職員定数条例の一部を改正する条例の 

制定について 

〇議長（堀部登志雄君）  これから審議に入ります。 

 日程第２、議案第24号 白老町職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に

供します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 岩城総務課長。 

〇総務課長（岩城達己君） ページ数は議24―１になります。議案第24号 白老町職員定数条

例の一部を改正する条例の制定について。 

 白老町職員定数条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 平成20年２月28日提出。白老町長。 

 白老町職員定数条例の一部を改正する条例。 

 白老町職員定数条例の一部を次のように改正する。 

 改正内容につきましては、新旧対照表でご説明いたします。 

附則 

 この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

 次ページをお開きください。議案説明です。白老町職員定数条例の一部改正について。一般

職の職員の定数につきましては、地方自治法等において条例で定めることとされているため、

本条例において一般職の職員の定員管理計画等により最大定数を定めておりますが、本年度に

おける職員の退職等に伴い職員数に大きな変動がありますことから、本条例の一部を改正する

ものであります。 

 新旧対照表でございます。左側が改正前、右側が改正後でございます。職員の定数、第２条、

前条の職員の定数は次のとおりとする。１号、議会の事務局の職員、下線の部分、４名が改正

後３名に、２号、町長の事務局の職員、下線部分、270人、改正後でございますが、180人、第
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５号になります。教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員70名が改

正後、下線部分ですが、50人に、１つ飛びまして７号、消防本部及び消防署の職員55人が改正

後、下線部分、50人に、８号、地方公営企業関係職員13人が改正後、下線部分ですが、10名に

それぞれ改正するものでございます。 

 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。 

 10番、大渕紀夫議員。 

〇10番（大渕紀夫君） 10番、大渕です。１つ、消防本部の職員の関係なのですけれども、こ

れは国の定数、国の基準があるはずなのですけれども、国の基準との関係はどのようになるの

か。実際に国の基準で必要な定数は幾らなのか、同時にそれをこういうふうに減らすというこ

とはそのこととの関係でどういうことになるのかということが１つ。 

 ２つ目に、８番の地方公営企業関係なのですけれども、水道と病院ですか、になるのかなと

思うのだけれども、例えば今の状況で水道についてはきちっとやられている、きちっとという

か、運営されていると思うのだけれども、病院のほうの関係でいえばこれが減ることによって

の支障というのはないのかどうか、その点だけ。 

〇議長（堀部登志雄君）  前田消防長。 

〇消防長（前田登志和君）  まず、消防の関係での定数の関係でございますが、国の基準から

しましたら消防、当町の場合は充足率が大体六十三、四％でございます。ということになって

おりますが、その国の基準的にはそういうふうなパーセントになっておりますが、全国的にも

国の100％といいますか、充足している消防本部というのはほとんどない状況で、どのようにし

ておりますかといいましたら、消防車両の乗車人員、これは基準でいけば例えば１台について

５人乗らなければならないというふうな基準がございますけれども、これにつきまして運行時

については例えば２人、または３人で運行していきまして、現場に行きましたら消防隊を組む

ときには基準の人数で消火活動に当たると、そういうふうな運用方法を行っております。安全

管理の面もありますので、そういうふうなことで行っております。今回このような削減といい

ますか、定数を減らした部分につきまして、条例定数は55名になっておりますが、今まで最大

で実員といいますか、52名が最大でございまして、その後いろいろと減っておりまして、今現

状ではずっと50名というふうな状況になっております。さらに、今回の定数の削減ということ

でありますので、50名ということでの改正をしていただいたわけでございます。 

 以上です。 

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）  ２点目の８号の公営企業関係職員のご質問でございますが、ここ

で言っている部分は水道会計の職員でございます。ご質問の病院の関係ですが、地方自治法上

はこれは一般の部分に含まれてございますので、今回の改正の部分の２号の町長部局の職員と

いうことになりまして、こちらのほうに含まれてございます。ですから、それは内容の中で適
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正な人事配置ということを考えてございます。 

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）  10番、大渕です。８番目はわかりました。水道職員だけだということ

であれば了解しました。 

７番目、消防の関係なのですけれども、ふやす、ふやさないという議論をここでしようとは

僕は思っていないのだけれども、ということは国の基準ってそうしたら一体何なのかと。では、

国の基準直せばいい、実態に合っていないのなら直したほうがいいのではないかなと思うので

す。実際全国的に守られないものが基準になって、そこを目指して自治体ができないのなら何

の意味もないと思うのです。国の基準の少なくても65％ぐらいの充足率でありながら、それを

また条例で自治体が減らすなんていうのは本来からいったら本末転倒で、その分の金が国から

出るのであれば当然これは充足率100％にすべき中身のものですよね。我々は、白老町の財政の

問題で議論するから今のような議論になるけれども、安全、安心を守るということでいえば当

然充足率を守ったほうが安全、安心では我々暮らせるわけです。そういう矛盾を国の基準どお

りにやらなくても何でもないし、それを減らせるということ自体が全く矛盾しているわけでし

ょう。そういうことに対して解決する手だてとか、要望とか、実情に合っていないのなら実情

に合っていないとか、国のほうも充足率守れという指導をきちっとするとか、しないのだった

らペナルティーがあるとか、ほかのことには、金減らす分についてのペナルティーはあって、

こういうことに対するペナルティーは何もないのです。こんなばかな話僕はないと思うのだけ

れども、ご見解はいかがですか、これ。自治体に言ってもだめだというのはわかるけれども、

運動するなりなんなりしないのかということです。 

〇議長（堀部登志雄君）  前田消防長。 

〇消防長（前田登志和君）  全く議員の言われるとおりでございますが、この基準といいます

のは目安であり、理想といいますか、そういうふうな部分に限りなく近づけるというふうな努

力してもらいたいということでありますけれども、やはり各自治体、また消防の戦闘方法とい

いますか、そういうふうな部分のやり方によっても、基準をある程度理解した中でも変えるこ

とによって人員等をある程度省力化できるということもございまして、そういうような形で今

行っているということでございます。 

 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）  大渕です。ここで議論してもしようがないことなのかもしれませんけ

れども、今の消防長の言われていることというのは本当に苦しいことを言われるわけです。現

実的には人数これだけ必要だということを置かないでやって、なおかつ町で減らすなんていう

ことは本来的にいったら考えられないことなのです。国の基準を守って初めて法律守れるので

す。国の基準守らないということが当たり前で、減らすということが当たり前だということの

ほうがうんとおかしいわけでしょう。ほかのことを考えてみてください。ほかのことそしたら

皆さん方守らないでやる。守ってやるでしょう。だけれども、これは守らなくて当たり前だと
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いう考え方を、発想を変えないと僕はだめだと思うのです。そういうことで言っているのであ

って、ここで国の議論をしようなんて思っていないけれども、考え方としてこれは国の基準守

らなくてもいい、これは絶対守らないとだめだ、ペナルティーあるものは絶対守らないとだめ

だ、そういうような考え方自体が僕はやっぱり地方自治体が今変わっていくときにそういう考

え方を変えなければだめだと思うのです。その点だれかちょっと言ってください。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） ただいまのお話について、そのとおりなのですけれども、ただその背

景に今回の本町における財政事情もあって、国の基準というのはこれはあらゆる面から、勤務

条件だとかから見てベスト、理想的な体系だと思います。ただ、今回はここまで削減するのも、

これは消防職員の自主的な連携だとか協力によって、財政事情を背景にしてここまでやってい

けるよという意味からの自主的なものでございます。本来は、今大渕議員言われたような議論

をしたいのです。ただ、それ以前に我がまちは大変なことがありますので、まずはここからと

いうことで、一般職の職員のほうも教育委員会も皆ベストを尽くしてやっていただきたいとい

うことから、これは自主的、自発的にこういう体制になったということでございます。まず、

それでやってみたいということです。 

今広域消防の実は国のほうでも出ていますが、例えば隣のまちと連携した場合に逆によその

まちでもいろんな事例あるのですけれども、隣のまちの勤務状況に合わせると白老はまだふや

さなければならないような状況になっているのです。これは、はっきり言ってそういうことで

なく、そういう事例が道内にいっぱいあるよということなのです。ですから、その自治体、自

治体によって、さっき消防長言ったように充足率が100のところもあるし、50のところもあるし、

99のところもあると。ただ、国はベストはこれですよと、あらゆる勤務条件だとか出動態勢だ

とか、ただここまで至るには現場で、また消防団のそういう充実もあると思います。そういう

ことで、これで何とかやっていけるということでございますので、国の関係については我々も

広域消防のときに言いました。その辺をまずきちっと確立してから、金の関係です、確立して

からそういうことを決めるべきではないのかという話も私も言わせていただきました。そうい

うことなものですから、消防だけでなく実はあらゆる面があります。そのとおりでございます。

そういうことで、ご理解いただけたかどうかわからないのですが、実情はそういうことなので、

理解してください。済みません。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

〇９番（斎藤征信君） 斎藤です。（２）番について伺いたいと思うのですが、事務部局の職員

90人減るということ、これは町職員の人数を適正化するということではやむを得ない数字なの

かと思いますけれども、90人減るということは大変な大幅なことで、今回定年でやめられる方、

あるいは退職される方たくさんおられるわけですけれども、それにしても90という数どういう

ふうに出てくるのか。定数ですから、270からということで、今現状どうなっているのか、多分

270はこれおられないのだろうというふうに思うのですが、実情がどうなっているのかというこ

とと、もしこれがこれだけの数が減るということになると仕事上について支障がないのか、そ
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のあたりどういう判断に立たれているのか、そのあたりをお聞きしたいと思います。 

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） ご質問の第２号の町長部局の職員数でございます。昨年19年４月

現在のこの部分の職員数ですが、208名でございました。本年平成20年の４月１日、見込み数で

ございますが、176名になるという状況でございます。勧奨退職等もございまして多くの方が退

職あって、今回の条例というのは実情の数値に合わせたいという部分で、あくまでも内数には

なりますが、実数に近づけたという部分の改正でございます。 

 ご質問の２点目のそういう人が減った中で対応できるかということでございますが、ベテラ

ン職員が特定嘱託員という立場で引き続き事務を引き継いでいただけることと、それから外部

に派遣してございます職員が戻ってくるということで、今現在の数値で全体数で申し上げます

と18名程度の減になっているということですから、各課１名程度の削減になろうかと思います

ので、より以上に職員の協力をいただいてこの点については対応していきたいと、このように

考えてございます。 

 以上であります。 

〇議長（堀部登志雄君）  ほかありませんか。 

          〔「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24号 白老町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について、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24号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第３６号 町道路線の認定について 

     議案第３７号 町道路線の廃止について 

〇議長（堀部登志雄君）  日程第３、議案第36号 町道路線の認定について、議案第37号 町

道路線の廃止について、以上２議案を一括議題に供します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 後藤建設課長。 

〇建設課長（後藤光雄君） 説明します。 
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議36―１でございます。議案第36号 町道路線の認定について。 

道路法第８条第２項の規定により、次のとおり路線を認定するものとする。 

 平成20年２月28日提出。白老町長。 

 路線番号、Ｇイ―２、路線名、伏古別１番線、起点、白老町字虎杖浜507番地先、終点、白老

町字虎杖浜321番46地先。 

次のページでございます。議案説明でございます。伏古別１番線は、一般国道36号から字虎

杖浜321番46地先に通じる路線でございまして、一般国道36号登別拡幅事業（虎杖浜改良工事）

に伴いまして町道の改変がありますことから新たに認定するものでございます。 

続きまして、議案第37号 町道路線の廃止についてでございます。議37―１でございます。

町道路線の廃止について。 

道路法第10条第１項の規定により、次のとおり路線を廃止するものとする。 

平成20年２月28日提出。白老町長。 

路線番号、Ｇイ―２、路線名、伏古別１番線、起点、白老町字虎杖浜318番４地先、終点、白

老町字虎杖浜335番15地先。 

次のページをお願いします。議案説明でございます。伏古別１番線、虎杖浜海岸通りから一

般国道36号に通じる路線で、一般国道36号登別拡幅事業（虎杖浜改良工事）に伴いまして町道

の改変がありますことから廃止するものでございます。 

 次に、図面でございますが、図面の実線の部分が認定される部分でございまして730.7メート

ル、点線の部分が廃止される部分でございます。875.7メートル、延長にしまして145メートル

の減となっております。 

 続きまして、認定と廃止をあわせまして補足の説明をさせていただきます。36号の拡幅事業

は、現在登別地区で工事を進められている４車線化工事の延長で、トンネルのオープンカット

に伴いましてトンネルの上を走っている伏古別１番線の一部が廃道になりますことから、その

部分を廃止し、新しい区間を認定するものでございます。なお、国道の４車線化工事の工事期

間につきましては、まずは21年度までに２車線部分を供用を開始しまして、その後引き続き４

車線化に向かって工事を進めるというふうなことになっております。ちなみに、現在までの地

元との説明の関係の経緯でございますが、昨年の３月27日に地元町内会長及び地元選出の町議

会議員の皆さんに集まっていただきまして説明をしてございます。さらに、４月27日に伏古別

１番線のほかに虎杖浜海岸通りから登別漁港に出る道路につきましても改築がなされますの

で、漁業組合に説明をしております。次いで８月30日ですが、地域住民の皆さんに集まってい

ただきまして同様の説明をしてございまして、いずれも了承をいただいているところでござい

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。特にありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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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。 

 これから議案第36号 町道路線の認定について、議案第37号 町道路線の廃止についてを一

括採決いたします。 

 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36号及び議案第37号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第２２号 白老町後期高齢者医療に関する条例の制定に 

            ついて                  

議案第２３号 白老町石油貯蔵施設立地対策等基金条例の制 

定について                

議案第２５号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に 

関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて                   

議案第２６号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関 

する条例の一部を改正する条例の制定につい 

て                    

議案第２７号 白老町老人医療費の助成に関する条例の一部 

を改正する条例の制定について       

議案第２８号 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一 

部を改正する条例の制定について      

議案第２９号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医 

療費の助成に関する条例の一部を改正する条 

例の制定について             

議案第３０号 白老町介護保険条例の一部を改正する条例の 

制定について               

議案第３１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３２号 白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手 

数料等徴収条例の一部を改正する条例の制定 
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について                 

議案第３３号 白老町廃棄物の減量及び処理に関する条例の 

一部を改正する条例の制定について     

議案第３４号 白老町立保育所条例の一部を改正する条例の 

制定について               

議案第３５号 白老町公民館条例の一部を改正する条例の制 

定について                

議案第３８号 白老町の特定の事務を取り扱わせる郵便局の 

指定等の協議について           

議案第 ８号 平成２０年度白老町一般会計予算      

議案第 ９号 平成２０年度白老町国民健康保険事業特別会 

計予算                  

議案第１０号 平成２０年度白老町老人保健特別会計予算  

議案第１１号 平成２０年度白老町公共下水道事業特別会計 

予算                   

議案第１２号 平成２０年度白老町学校給食特別会計予算  

議案第１３号 平成２０年度白老町工業団地造成事業特別会 

計予算                  

議案第１４号 平成２０年度白老町臨海部土地造成事業特別 

会計予算                 

議案第１５号 平成２０年度白老町港湾機能施設整備事業特 

別会計予算                

議案第１６号 平成２０年度白老町墓園造成事業特別会計予 

算                    

議案第１７号 平成２０年度白老町介護保険事業特別会計予 

算                    

議案第１８号 平成２０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１９号 平成２０年度白老町後期高齢者医療事業特別 

会計予算                 

議案第２０号 平成２０年度白老町水道事業会計予算    

議案第２１号 平成２０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４、議案第22号 白老町後期高齢者医療に関する条例の制定

について、議案第23号 白老町石油貯蔵施設立地対策等基金条例の制定について、議案第25号 

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定につい
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て、議案第26号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について、議案第27号 白老町老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、議案第28号 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、議案第29号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する

条例の一部を改正する条例の制定について、議案第30号 白老町介護保険条例の一部を改正す

る条例の制定について、議案第31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32号 白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例の一部を改正す

る条例の制定について、議案第33号 白老町廃棄物の減量及び処理に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、議案第34号 白老町立保育所条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、議案第35号 白老町公民館条例の一部を改正する条例の制定について、議案第38号 白

老町の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定等の協議について、議案第８号 平成20年度白

老町一般会計予算、議案第９号 平成20年度白老町国民健康保険事業特別会計予算、議案第10号 

平成20年度白老町老人保健特別会計予算、議案第11号 平成20年度白老町公共下水道事業特別

会計予算、議案第12号 平成20年度白老町学校給食特別会計予算、議案第13号 平成20年度白

老町工業団地造成事業特別会計予算、議案第14号 平成20年度白老町臨海部土地造成事業特別

会計予算、議案第15号 平成20年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算、議案第16号 平

成20年度白老町墓園造成事業特別会計予算、議案第17号 平成20年度白老町介護保険事業特別

会計予算、議案第18号 平成20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19号 

平成20年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算、議案第20号 平成20年度白老町水道事業

会計予算、議案第21号 平成20年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算、以上平成20年度

各会計予算14件とこれに関連する条例の制定及び一部改正議案等14件の合わせて28議案を一括

して議題に供します。 

 順次提案理由の説明を求めます。 

                                         

     議案第２２号 白老町後期高齢者医療に関する条例の制定に 

            ついて                  

                                         

〇議長（堀部登志雄君）  議案第22号の説明を願います。 

 丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 議案第22号でございます。議22―１でございます。 

説明に入ります前に１カ所だけ訂正をお願いいたします。議22―３の第５条第３項、ちょう

ど第３章と書いてあるその真上でございますけれども、延滞金を減免することができる、てき

るになっておりますので、濁点を入れていただきたいと思います。てきるとなっていますので、

できるとお願いいたします。 

議案第22号 白老町後期高齢者医療に関する条例の制定について。 

白老町後期高齢者医療に関する条例を次のとおり制定するものとする。 
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 平成20年２月28日提出。白老町長。 

 白老町後期高齢者医療に関する条例。 

 目次 

第１章 白老町が行う後期高齢者医療の事務（第１条・第２条） 

 第２章 保険料（第３条―第５条） 

第３章 罰則（第６条―第８条） 

 附則 

第１章 白老町が行う後期高齢者医療の事務 

（白老町が行う後期高齢者医療の事務） 

第１条 白老町が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び北海道後期高齢者医療広域

連合後期高齢者医療に関する条例（平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号。以下

「広域連合条例」という。）に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。 

 （白老町において行う事務） 

第２条 白老町は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成19年政

令第318号）第２条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成19年厚生労働省令第

129号）第６条及び第７条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。 

 次ページでございます。 

（１）広域連合条例第２条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付 

（２）広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し 

（３）広域連合条例第17条第２項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付 

（４）広域連合条例第17条第２項の保険料の徴収猶予の申請に対する北海道後期高齢者医療

広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し 

（５）広域連合条例第18条第２項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付 

（６）広域連合条例第18条第２項の保険料の減免の申請に対する北海道後期高齢者医療広域

連合が行う処分に係る通知書の引渡し 

（７）広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付 

（８）前各号に掲げる事務に付随する事務 

第２章 保険料 

（保険料を徴収する被保険者） 

第３条 白老町が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。 

（１）白老町に住所を有する被保険者 

 （２）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「法」という。）第55条

第１項又は第２項の規定の適用を受ける被保険者であって、これらの規定の適用を受けるに至

った際白老町に住所を有していた被保険者 

（普通徴収に係る保険料の納期） 

第４条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。 
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第１期 ７月１日から同月31日まで 

 第２期 ８月１日から同月31日まで 

 第３期 ９月１日から同月30日まで 

 第４期 10月１日から同月31日まで 

第５期 11月１日から同月30日まで 

 第６期 12月１日から同月25日まで 

２ 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。

この場合において、町長は、当該被保険者又は連帯納付義務者（法第108条第２項又は第３項の

規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。）に対してその納期を通

知しなければならない。 

次ページでございます。 

３ 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又はその当該額の全額が100円未満であ

る場合は、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算

するものとする。 

 （延滞金） 

第５条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、

当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上

（1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）であるときは、当該金額につき14.6パ

ーセント（納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年 7.3パーセント）の割

合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延

滞金額に100円未満の端数を生じたとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数

又は全額を納付することを要しない。 

２ 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合と

する。 

３ 町長は特別な理由があると認める時は第１項の規定による延滞金を減免することができ

る。 

 第３章 罰則 

 （罰則） 

第６条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯

に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第２項の規定により文書その

他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質

問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。 

第７条 白老町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第４章の規定による徴収金（白

老町が徴収するものに限る。）の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の５倍に相当す

る金額以下の過料を科する。 

第８条 前２条の過料の額は、情状により町長が定める。 
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２ 前２条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布

の日から起算して10日以上を経過した日とする。 

附則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

 （平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例） 

第２条 平成20年度における被扶養者であった被保険者（法99条第２項に規定する被扶養者で

あった被保険者をいう。以下同じ。）に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、

第４条第１項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

 第１期 10月１日から同月31日まで 

 第２期 11月１日から同月30日まで 

 第３期 12月１日から同月25日まで 

２ 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する

保険料の納期について第４条第２項の規定を適用する場合においては、同項中「町長が別に定

める」とあるのは、「10月１日以後における町長が別に定める時期とする」とする。 

第３条 当分の間、第５条第１項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定に

かかわらず、各年の特例基準割合（各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法（平

成９年法律第89号）第15条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４

パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。）が年7.3パーセントの割合に満たない場

合には、その年中においては、当該特例基準割合（当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端

数があるときは、これを切り捨てる。）とする。 

議案説明でございます。白老町後期高齢者医療に関する条例の制定でございますが、高齢者

の医療の確保に関する法律が本年４月から施行されることに伴い、法定及び北海道後期高齢者

医療広域連合後期高齢者医療に関する条例に定めるもののほか、白老町が行う後期高齢者医療

に関する事務及び後期高齢者の保険料徴収の納期等必要な事項を定めるため本条例を制定する

ものであります。 

 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

                                         

議案第２３号 白老町石油貯蔵施設立地対策等基金条例の制 

定について                

                                         

〇議長（堀部登志雄君）  議案第23号の説明を願います。 

 高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） 議23―１でございます。議案第23号 白老町石油貯蔵施設立

地対策等基金条例の制定について。 
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白老町石油貯蔵施設立地対策等基金条例を次のとおり制定するものとする。 

平成20年２月28日提出。白老町長。 

白老町石油貯蔵施設立地対策等基金条例。 

（設置） 

第１条 石油貯蔵施設立地対策等交付金交付規則別表で定める施設整備及び維持補修に要する

資金に充てるため、白老町石油貯蔵施設立地対策等基金（以下「基金」という。）を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。 

 （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し

なければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れ

るものとする。 

次のページでございます。 

（繰替運用） 

第５条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定

めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 この基金の設置目的を達成しようとする必要が生じたときは、町長は、所定の予算を

定め処分するものとする。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 次ページ、議案説明でございます。北海道は、石油貯蔵施設の周辺地域における住民福祉の

向上を図るため、同施設の設置に伴い特に整備することが必要と認められる公共施設の整備事

業を行う市町村に対し石油貯蔵施設立地対策等交付金を交付してきた。昨年道交付金の根拠と

なる国の交付規則の一部改正が行われ、事業規模が大きいため単年度事業において実施が困難

なものについては基金を造成し、実施することが可能となったところでございます。このため、

本町においても基金を造成し、有益な資金運用を図るため本条例を制定するものでございます。 

なお、補足させていただきます。今後消防等で抱えております車両、特に高額なもの、これ

らの更新がメジロ押しに迫ってございます。物によっては3,600万円だとかするもの、そういう

ものもございます。この交付金は大体年間1,200万円ぐらいしか交付されないものですから、単

年度でそういったものを買うことができないという状況にございます。その購入を目的に本基
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金を創設するものでございます。 

以上で説明終わらせていただきます。 

                                         

議案第２５号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に 

関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて                   

                                         

〇議長（堀部登志雄君）  議案第25号の説明を願います。 

 岩城総務課長。 

〇総務課長（岩城達己君） ページが少し飛びます。ページ議25―１でございます。議案第25号 

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て。 

 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定するものとする。 

 平成20年２月28日提出。白老町長。 

 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例。 

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。 

附則第14項中「100分の90」を「100分の65」に改める。 

 附則 

 この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

 次ページをお開きください。議案説明でございます。本町においては、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律の施行に向けた財政運営の改善を図り、財政再生団体転落を回避するた

めの取り組みを進めているところでございますが、その対策を強化するため特別職の給与の自

主削減を行うことから、本条例の一部を改正するものであります。 

新旧対照表でございます。左側の改正前第14項中、平成20年６月から平成20年12月までの期

末手当の額は、第４条第２項の規定にかかわらず、この規定中給料月額とあるのは、給料月額

に、下線の部分ですが、100分の90を乗じて得た額として適用する。改正後でございます。同じ

く第14項中、下線の部分ですが、100分の65に改めるものでございます。 

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。 

                                         

議案第２６号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関 

する条例の一部を改正する条例の制定につい 

て                    

                                         

〇議長（堀部登志雄君）  議案第26号の説明を願います。 
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岩城総務課長。 

〇総務課長（岩城達己君） 続きまして、ページ数議26―１でございます。議案第26号 教育

委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制

定するものとする。 

平成20年２月28日提出。白老町長。 

教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例。 

教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を次のように改正する。 

附則第12項中「100分の90」を「100分の70」に改める。 

 附則 

 この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

 次のページをお開きください。議案説明でございます。本町においては、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律の施行に向けた財政運営の改善を図り、財政再生団体転落を回避する

ための取り組みを進めているところでありますが、その対策を強化するため教育委員会教育長

の給与の自主削減を行うことから、本条例の一部を改正するものであります。 

 新旧対照表でございます。左側、改正前第12項中、平成20年６月から平成20年12月までの期

末手当の額は、第４条第２項の規定にかかわらず、この規定中給料月額とあるのは、給料月額、

下線の部分ですが、100分の90を乗じて得た額として適用する。改正後でございます。下線の部

分、100分の70に改めるものでございます。 

 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。 

                                         

議案第２７号 白老町老人医療費の助成に関する条例の一部 

を改正する条例の制定について       

                                         

〇議長（堀部登志雄君）  次に、議案第27号の説明を願います。 

丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 議案第27号でございます。議27―１でございます。議案第27号 白

老町老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

白老町老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとす

る。 

平成20年２月28日提出。白老町長。 

白老町老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例。 

白老町老人医療費の助成に関する条例（昭和46年条例第46号）の一部を次のように改正する。 

改正の内容につきましては、新旧対照表によりご説明を申し上げます。 

次ページでございます。 
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附則 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

議案説明でございます。本町が独自に実施している老人医療費助成事業（町老医療費助成制

度）については、健康保険法等の一部が改正されたため本年４月より事業を見直すこととして

いたところであるが、国において高齢者の医療費自己負担割合の引き上げを１年間凍結する措

置を講じたことから、当該事業についても国同様の措置を講じるため本条例の一部を改正する

ものである。 

新旧対照表でございます。第２条第３項、改正前訪問看護療養費の規定を基本利用料に改め、

根拠法令である改正後の高齢者の医療の確保に関する法律の規定を定めているものでありま

す。 

改正後の第２条第５項については、生活療養標準負担額の規定を追加することとし、改正前

の第５項を第６項とするものであります。 

第４条第１項は、第２条第５項の新たな規定により助成の額に生活療養標準負担額を追加す

るものであります。 

 第13条第１項は、医療費の負担に関する規定でありますが、まず高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定を新たに規定したこと、そして今回高齢者の医療の自己負担の割合、自己負担１

割から２割の引き上げを１年間凍結するため、改正前100分の20を改正後100分の10へ改正する

ものであります。なお、この点につきましては、国が平成21年度以降凍結解除した場合は、再

度本条例の改正が必要となっております。 

 以上、ご説明申し上げました。審議のほどよろしくお願いいたします。 

                                         

議案第２８号 白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一 

部を改正する条例の制定について      

                                         

〇議長（堀部登志雄君）  続いて、議案第28号の説明を願います。 

 丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 議案第28号、議28―１でございます。議案第28号 白老町乳幼児

医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。 

平成20年２月28日提出。白老町長。 

白老町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例。 

白老町乳幼児医療費の助成に関する条例（昭和48年条例第27号）の一部を次のように改正す

る。 

改正内容につきましては、新旧対照表によりご説明を申し上げます。 



        － 87 － 

次ページでございます。 

附則 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

議案説明でございます。老人保健法が改正され、本年４月１日から高齢者の医療の確保に関

する法律が施行されることから、これに伴う所要の整備を行うため本条例の一部を改正するも

のである。 

新旧対照表でございます。第２条第５項です。この条項は、医療費を定義している条文の改

正であります。改正前、改正後も医療機関の窓口において被保険者が支払うべき医療費につい

て自己負担分も含め各保険者からの給付あるいは国、または地方公共団体から給付がなされた

場合これらの給付分を差し引き、残った残額を医療費とする規定であります。今回高齢者の医

療の確保に関する法律の制定に伴い、この定義を整理し、改正したものでございます。 

第２条第６項であります。基本利用料の法的根拠を老人保健法から高齢者の医療の確保に関

する法律へ変更するものであります。 

第３条第２項でありますが、対象となる乳幼児の規定に関する字句の整理でございます。 

 以上、よろしくご審議をお願いいたします。 

                                         

議案第２９号 白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医 

療費の助成に関する条例の一部を改正する条 

例の制定について             

                                         

〇議長（堀部登志雄君）  続きまして、議案第29号の説明を願います。 

丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 議案第29号、議29―１でございます。議案第29号 白老町重度心

身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て。 

白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

を次のとおり制定するものとする。 

平成20年２月28日提出。白老町長。 

白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例。 

白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例（昭和48年条例第28号）

の一部を次のように改正する。 

改正内容につきましては、新旧対照表によりご説明を申し上げます。 

附則でございます。 

附則 
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この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

議案説明でございます。老人保健法が改正され、本年４月１日から高齢者の医療の確保に関

する法律が施行されることから、これに伴う所要の整備等を行うため本条例の一部を改正する

ものである。 

新旧対照表の説明をさせていただきます。第２条第１項第２号は、児童福祉法及び知的障害

者福祉法の規定に関する関連条文の改正であります。 

第２条第１項及び第２項は規定条文の改正及び字句の整理となります。 

同じく第３項も字句の整理でございます。 

次ページでございます。第２条第３項の第７号に高齢者の医療に関する法律が追加となって

ございます。 

同じく第４項は、医療費の規定に関するものでありますが、改正前は老人保健法の規定が書

かれておりますが、高齢者の医療の確保に関する法律の制定に伴い整理が行われております。 

 同じく第７項も老健法から高齢者の医療の確保に関する法律の規定の改正であります。 

 第３条第１項第１号及び第２号につきましては、字句の整理となっております。 

 よろしく審議のほどお願いいたします。 

                                         

議案第３０号 白老町介護保険条例の一部を改正する条例の 

制定について               

                                         

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、議案第30号の説明を願います。 

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30―１ページでございます。議案第30号

白老町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について。 

白老町介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成20年２月28日提出。白老町長。 

白老町介護保険条例の一部を改正する条例。 

白老町介護保険条例（平成12年条例第17号）の一部を次のように改正する。 

改正条文は、議案説明の中でご説明申し上げます。 

次のページでございます。 

附則 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

次のページでございます。議案説明。本町の平成18年及び19年度の介護保険料については、

国の税制改正による急激な負担増加を避けるため激変緩和措置を講じてきたところであるが、

平成20年においても当該措置を行うことができるように介護保険施行令等が改正されたことに

伴い、本町においても引き続き激変緩和措置を講じることから本条例の一部を改正するもので
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あります。 

ちょっと補足説明させていただきます。16年度に税制改正における公的年金等の控除の最低

保障額の引き下げ、さらには17年度に税制改正の高齢者非課税限度額の廃止に伴い保険料の激

変緩和措置が２カ年にわたり講じられてきましたが、引き続き１年延長するために附則に平成

20年における保険料率の特例として第７条第１項及び第１号から第７号を加えるものでありま

す。 

 次のページ、附則の説明でございます。まず、この表の中で太線で囲っています左端の第４

段階の階層で右下にあります、表の中の右下でございます。第１段階、第２段階、第３段階か

ら税制改正に伴い第４段階に上昇した方に対する保険料の基準月額に対する割合を平成19年と

同じ割合にいたします。下段の５段階も同様であります。したがいまして、19年度と同じ保険

料になるものであります。 

 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。 

                                         

議案第３１号 白老町長寿祝金条例の一部を改正する条例の 

制定について               

                                         

〇議長（堀部登志雄君）  次に、議案第31号の説明を願います。 

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31―１でございます。議案第31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。 

白老町長寿祝金条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成20年２月28日提出。白老町長。 

白老町長寿祝金条例の一部を改正する条例。 

白老町長寿祝金条例（平成８年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正条文は、新旧対照表でご説明申し上げます。 

次のページでございます。 

附則 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

次ページでございます。議案説明。長寿祝金事業は、本町に住所を有する高齢者に対し、長

寿を祝福し、社会に貢献した労をねぎらうため祝金を贈呈しているところであるが、本町の高

齢化率は現在30.0％までに上昇しており、今後も上昇を続け、本格的な超高齢化社会を迎える

ことなどを踏まえて、当該事業の受給者年齢及び支給額の見直しを行うため本条例の一部を改

正するものであります。 

次ページでございます。改正内容を新旧対照表でご説明いたします。左側が改正前、右側が

改正後で、改正条文に下線を引いてございます。受給資格の第２条第１項は、全文改正であり
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ます。改正前を省略し、改正後は祝金の支給を受けることができる者は、基準日において１年

以上本町の住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）に基づき住民基本台帳に記録されている者

又は外国人登録法（昭和27年法律第125号）に基づき外国人登録原票に記録されている者で、次

の各号のいずれかに該当する者とするに改正するものであります。主な改正部分は、改正前の

３行目の終わりから４行目の中間ぐらいにありますかつ引き続き１年以上在住している者とあ

ります居住条件を削ってございます。 

続きまして、改正前第１号、77歳の者、第２号、88歳の者、第３号の99歳の者、第４号、100歳

以上の者を改正後は第１号、99歳の者、第２号、100歳以上の者に改めるものでございます。 

 続きまして、改正前第２項、前項の基準日は、毎年９月15日とする。ただし、前項第３号に

該当する者については、その誕生日を基準日とするを改正後は前項に定める基準日とは、前項

各号に定める者の誕生日とするに改めるものでございます。 

 改正前第４条第１項第１号の77歳の者、１万円、第２号の88歳の者、３万円を改正後は第１

号は99歳の者、５万円、第２号は100歳以上の者、6,000円相当の長寿祝い品に改め、改正前の

第３号、第４号を削るものであります。したがいまして、77歳と88歳の方への祝金を廃止させ

ていただき、99歳の方の祝金も減額させていただくものでございます。 

 改正前第５条、祝金の支給を受ける者が第２条の規定により要件に該当しなくなったときは、

受給資格を失うものとするを改正後は削りまして、改正前６条を改正後は第５条とし、以後１

条ずつ繰り上げるものでございます。 

 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。 

以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ここで暫時休憩をいたします。 

          休憩 午前１１時０１分 

                                         

          再開 午前１１時１４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３２号 白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手 

数料等徴収条例の一部を改正する条例の制定 

について                 

                                         

〇議長（堀部登志雄君）  議案の説明を願います。議案第32号の説明を願います。 

 後藤建設課長。 

〇建設課長（後藤光雄君） 説明に入ります前に議案の訂正をお願いします。大変申しわけご

ざいませんが、議32―１でございますが、このページの中段からやや下のほう、改正条例本文

の２行目、かぎ括弧の中、これらの規定を法第87条とありますが、87条の次に第１項を加えて

いただきたいと思います。大変申しわけございません。よろしくお願いします。 
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それでは、説明に入ります。議案第32号 白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料

等徴収条例の一部を改正する条例の制定について。 

白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定するものとする。 

平成20年２月28日提出。白老町長。 

白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例の一部を改正する条例。 

白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例の一部を次のように改正する。 

改正の内容につきましては、議案説明と新旧対照表で説明いたします。 

附則 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

次のページをお願いします。議案説明でございます。建築基準法の規定に基づきまして確認

申請等の審査事務につきましては、同法の規定により限定行政庁として一部の事務を本町にお

いて行っているところでありますが、同法の一部が改正され、国等の建築物に対する確認検査

の事務にかかわる手数料を追加するため本条例の一部を改正するものでございます。 

ちょっと補足説明をさせていただきますが、これまでにつきましては道、国などの建築物に

かかわる手数料を徴収する規定にはなっていなかったところですが、今回の法改正で国、道な

どの建築物の確認申請及び完了検査に伴います手数料を徴収できるようになりましたことから

今回改正するものでございます。 

新旧対照表でございます。議32―３でございます。左に改正前、右に改正後でございます。

第２条、建築物にかかわる確認申請その他の事務について徴収する手数料の種類及び金額は、

次のとおりとするということになってございまして、１号につきましては建築物の確認申請に

伴います手数料ですが、改正前につきましては先ほど言いましたように国、道等の建築物にか

かわる部分の手数料徴収する規定になってございませんので、これを改正後におきましては

18条第２項を追加しまして、徴収できるようにしてございます。 

 次に、第２号でございます。第２号につきましては、工作物の確認申請手数料でございます。

これも同様に18条第２項を追加しまして、徴収できるようにするものでございます。 

 次に、第４号でございます。第４号につきましては、建築物の完了検査にかかわる部分でご

ざいまして、同様に18条第15項を追加しまして、検査に伴います手数料の徴収ということでご

ざいます。 

 次に、第５号でございます。第５号は、工作物の完了検査でございます。同様に第18条第15項

を加えまして、手数料を徴収するようにしてございます。 

 改正後の条例を朗読いたします。まず、第１号でございます。第１号、法第６条第１項又は

第18条第２項（これらの規定を法第87条第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づく

建築物の確認申請等手数料１件につき、次の表に掲げる額。表については変更ございませんの

で、朗読を省略させていただきます。 

次に、第２号、法第88条第１項又は第２項において準用する同法第６条第１項又は第18条第
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２項の規定に基づく工作物の確認申請等手数料。アとイについては変更ございません。省略さ

せていただきます。 

次に、第４号でございます。法第７条第４項又は第18条第15項の規定に基づく建築物の完了

検査申請手数料１件につき、次の表に掲げる額。表については変更ございません。省略させて

いただきます。 

次に、第５号でございます。法第88条第１項又は第２項において準用する同法第７条第４項

又は第18条第15項の規定に基づく工作物の完了検査の申請手数料１件につき9,000円。 

 以上で説明を終了させていただきます。よろしくご審議いただきますようお願いします。 

                                         

議案第３３号 白老町廃棄物の減量及び処理に関する条例の 

一部を改正する条例の制定について     

                                         

〇議長（堀部登志雄君）  続いて、議案第33号の説明を願います。 

 千石生活環境課長。 

〇生活環境課長（千石講平君）  議33―１になります。議案第33号 白老町廃棄物の減量及び

処理に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

白老町廃棄物の減量及び処理に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

平成20年２月28日提出。白老町長。 

白老町廃棄物の減量及び処理に関する条例の一部を改正する条例。 

白老町廃棄物の減量及び処理に関する条例の一部を次のように改正する。 

改正内容につきましては、議案説明、新旧対照表でご説明申し上げます。次ページです。 

附則 

この条例は、平成20年６月１日から施行する。 

次のページ、議案説明になります。議案説明。本町においては、廃棄物の適正処理と円滑な

ごみ処理事業を行うため、本条例に基づきごみ処理手数料を徴収しているところでありますが、

ごみの減量化の推進と適正な処理費負担の原則に立って、家庭系、事業系一般廃棄物処分手数

料等の改定と当該手数料体系の見直しを図るため本条例の一部を改正するものであります。ま

た、一般廃棄物処分業等の許可申請手数料等については、現行の料金が申請に係る事務処理原

価を下回る状況にありますことから、適正な料金に改定しようとするものであります。 

次に、新旧対照表でございます。左側が改正前、右側が改正後、アンダーラインの部分が改

正箇所でございます。別表第１、家庭系廃棄物の処分手数料でありますが、改正前10キログラ

ム、または20リットルにつき20円を改正後50キログラム、または100リットルまで150円、上記

を超える場合、10キログラム、または20リットルにつき30円に改めるものであります。まず、

10キログラム、または20リットルの単価を20円から30円に改正することが１つであります。収
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集ごみの有料指定ごみ袋の料金を20リットルに換算しますと40円となりますが、収集運搬と処

分のそれぞれに係る経費がこの40円のうち収集運搬に10円、処分に30円要するという実態に合

わせ、適正な料金に改めるものであります。もう一つは、センターへの直接搬入ごみにつきま

しては、ステーションに出せない多量のごみの受け入れを想定しておりますことから、50キロ

グラム、または100リットルを最小単位に設定するものであります。ちなみに、広域処理の登別

市は、倍の100キログラム、または200リットルの設定でありますが、今回は激変緩和を考慮し

て段階的に措置するものであります。 

次に、事業系一般廃棄物の処分手数料でありますが、改正前10キログラム、または20リット

ルにつき30円を改正後50キログラム、または100リットルまで250円、上記を超える場合、10キ

ログラム、または20リットルにつき50円に改めるものであります。まず、単価を30円から50円

に改正する部分につきましては、原価計算等に基づき改定するものであります。受益者負担率

100％とするとその額は300円を超えることになりますことから、近隣自治体との均衡を考慮し、

今回は広域処理しております登別と同額の50円に設定するものであります。なお、50キログラ

ム、または100リットルを最小単位に設定することにつきましては、家庭系廃棄物の処分手数料

と同様の考えで設定するものであります。 

次に、し尿処理手数料であります。改正前10リットル当たり52円10銭を改正後69円に改める

ものであります。今回処分量、施設使用料の改正はございません。収集運搬についての改正で

あります。前回平成６年に改正され、13年が経過しております。この間し尿収集運搬業務につ

きましては、下水道の普及に伴い件数及び収集運搬量の減少がございます。加えて近年の燃料

費の高騰などの要因から企業努力してもなお経営収支バランスを欠く状況にあり、適正運営に

支障を来している状況にありますことから、許可業者の採算均衡を図ることにより良好な住民

サービスを維持するため改正を行うものであります。 

次に、別表第３、許可申請手数料であります。一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料、改正

前１万円を改正後１万8,000円に、一般廃棄物処分業許可申請手数料、改正前6,000円を改正後

１万8,000円に、浄化槽清掃業許可申請手数料、改正前6,000円を改正後１万8,000円に、許可証

再交付手数料、改正前2,500円を3,600円に改正するものであります。これらにつきましては、

それぞれ原価計算等を行った上で現行の料金が申請に係る事務処理原価を下回る状況にありま

すことから、負担率100％として適正な料金に改正を行うものであります。なお、改正前6,000円

でありました一般廃棄物処分業、浄化槽清掃業の申請事務処理は、一般廃棄物収集運搬と同等

の事務処理を要しますことから同額としたものでございます。 

 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３４号 白老町立保育所条例の一部を改正する条例の 

制定について               
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〇議長（堀部登志雄君）  続きまして、議案第34号の説明を願います。 

 渡辺子ども課長。 

〇子ども課長（渡辺裕美君） 議34―１になります。議案第34号 白老町立保育所条例の一部

を改正する条例の制定について。 

白老町立保育所条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成20年２月28日提出。白老町長。 

白老町立保育所条例の一部を改正する条例。 

白老町立保育所条例の一部を次のように改正する。 

改正内容につきましては、新旧対照表により説明をさせていただきます。 

附則 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 

次のページになります。議案説明。町立保育園再配置民営化計画に基づき、児童数の減少と

施設の老朽化によりまきば保育園を小鳩保育園に統合するため本条例の一部を改正するもので

あります。 

新旧対照表になります。左が改正前です。右が改正後になります。名称及び位置、第２条、

名称、まきば保育園、位置、白老郡白老町字社台100番地を改正後それぞれ名称及び位置を削除

しております。 

第３条、名称、まきば保育園、定員数40名を改正後名称及び定員数をそれぞれ削除するもの

であります。 

 説明は以上であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

                                         

議案第３５号 白老町公民館条例の一部を改正する条例の制 

定について                

                                         

〇議長（堀部登志雄君）  続いて、議案第35号の説明を願います。 

 坂本社会教育課長。 

〇社会教育課長（坂本 譲君） それでは、議35―１でございます。議案第35号 白老町公民

館条例の一部を改正する条例の制定について。 

 白老町公民館条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

平成20年２月28日提出。白老町長。 

白老町公民館条例の一部を改正する条例。 

白老町公民館条例の一部を次のように改正する。 

改正内容につきましては、新旧対照表でご説明いたします。 

附則 

この条例は、平成20年４月１日から施行する。 
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次のページでございます。議案説明。公民館の休館日については、現在12月31日から翌年の

１月５日までと定めているところでありますが、施設管理経費の節減を図るため毎週月曜日を

新たに休館日として設定することから本条例の一部を改正するものであります。 

新旧対照表でございます。左側の改正前第６条第２項、公民館の休館日は12月31日から翌年

の１月５日までとするを改正後第６条第２項、公民館の休館日は、次のとおりとする。第１号、

毎週月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日に当た

る場合は、その翌日）。第２号、12月31日から翌年１月５日までと改めるものでございます。 

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。 

                                         

議案第３８号 白老町の特定の事務を取り扱わせる郵便局の 

指定等の協議について           

                                         

〇議長（堀部登志雄君）  議案第38号の説明を願います。 

 丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 少し飛びまして、議案第38号でございます。議案第38号 白老町

の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定等の協議について。 

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律（平成13年法律第120号）第

２条及び第３条第３項の規定に基づき、郵便局の指定等について次のとおり協議する。 

平成20年２月28日提出。白老町長。 

白老町の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定等。 

 （郵便局の指定及び取り扱わせる郵便局の名称） 

第１条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律（以下「郵便局事務

取扱法」という。）第３条第１項の規定に基づき、郵便局事務取扱法第２条各号に掲げる事務を

取り扱わせるため、社台郵便局を指定する。 

 （事務の範囲） 

第２条 郵便局事務取扱法第２条第１項の規定に基づき、社台郵便局において次に掲げる白老

町の事務（以下「委託事務」という。）を取り扱わせることとする。 

 （１）戸籍謄本及び戸籍抄本の交付（当該戸籍に記載され、又は記録されている者に対する

ものに限る。）の請求の受付及び引渡しに関する事務 

 （２）住民票の写しの交付（当該住民票に記載されている者又は同一の世帯に属する者に対

するものに限る。）の請求の受付及び引渡しに関する事務 

 （３）印鑑登録証明書の交付（当該印鑑登録証明書に記載されている者に対するものに限る。）

の請求の受付及び引渡しに関する事務 

 次ページでございます。 

 （取扱期間） 
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第３条 社台郵便局における委託事務の取扱時間は、平成20年４月１日から平成21年３月31日

までとする。ただし、この期間満了の３か月前までに白老町及び郵便局株式会社のいずれから

も委託事務の取扱いの解除又は変更の意思表示がないときは、取扱期間をさらに１年間延長す

ることとし、以後も同様とする。 

 （協定） 

第４条 第１条から第３条に定めるもののほか、委託事務の取扱いに関し必要な事項について

は、白老町と郵便局株式会社が合意の上、協定を定めることとする。 

 附則 

 この指定は、平成20年４月１日から施行する。 

 議案説明でございます。地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第

２条の規定に基づき、白老町の事務のうち戸籍謄本、戸籍抄本、住民票の写し及び印鑑登録証

明書について交付の請求の受け付け及び引き渡しに関する事務を取り扱わせる郵便局として社

台郵便局を指定することから、同法第３条第３項の規定により議会の議決を求めるものである。 

 以上、説明を申し上げました。 

 申しわけございません。議38―２、第３条、委託事務の取扱時間となっておりますが、これ

は期間の誤りでございます。よろしく訂正方お願いいたします。取扱期間は、平成20年４月１

日から21年３月31日までと、このように訂正をお願いいたします。 

 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。 

                                         

     議案第８号 平成２０年度白老町一般会計予算 

                                         

〇議長（堀部登志雄君）  次に、議案第８号の説明ですが、新年度の一般会計予算の説明は相

当時間を要することから、議長において着席のまま説明することを許したいと思います。 

 では、高畠経営企画課長、説明を願います。 

〇経営企画課長（高畠 章君） それでは、別冊の白老町一般会計予算書、それでご説明した

いと思います。議長から許可をいただきましたので、着席のまま説明させていただきます。 

 まず、１ページ目をお開きください。議案第８号 平成20年度白老町一般会計予算。 

 平成20年度白老町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ99億8,900万円と定める。 

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

 （債務負担行為） 

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

は、「第２表 債務負担行為」による。 

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

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

 （一時借入金） 

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

定める。 

 （歳出予算の流用） 

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

用することができる場合は、次のとおりと定める。 

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

額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 平成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。 

 １、歳入、１款町税23億927万5,000円。各項、記載のとおり。 

 ２款地方譲与税１億7,350万円。各項、記載のとおり。 

 ３款利子割交付金820万円。１項、同額。 

 ４款配当割交付金590万円。１項、同額。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金300万円。１項、同額。 

 ６款地方消費税交付金２億2,000万円。１項、同額。 

 ７款ゴルフ場利用税交付金860万円。１項、同額。 

 ８款自動車取得税交付金4,600万円。１項、同額。 

 ９款国有提供施設等所在町助成交付金4,970万円。 

 10款地方特例交付金1,592万5,000円。 

 11款地方交付税34億900万円。１項、同額。 

 12款交通安全対策特別交付金370万円。１項、同額。 

 13款分担金及び負担金7,269万1,000円。１項、同額。 

 14款使用料及び手数料２億4,909万5,000円。各項、記載のとおり。 

 15款国庫支出金12億3,416万円。各項、記載のとおり。 

 16款道支出金３億9,301万5,000円。各項、記載のとおり。 

 17款財産収入5,889万円。各項、記載のとおり。 

 18款寄付金10万円。１項、同額。 

 19款繰入金6,318万2,000円。１項、同額。 

 20款繰越金2,500万円。１項、同額。 

 21款諸収入２億1,716万7,000円。各項、記載のとおり。 

 22款町債14億2,290万円。１項、同額。 

 歳入合計、99億8,900万円でございます。 

 次のページ、４ページでございます。２、歳出、１款議会費6,959万3,000円。１項、同額。 
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 ２款総務費３億1,009万7,000円。各項、記載のとおり。 

 ３款民生費14億4,542万4,000円。各項、記載のとおり。 

 ４款環境衛生費22億7,987万7,000円。各項、記載のとおり。 

 ５款労働費429万6,000円。１項、同額。 

 ６款農林水産業費6,805万3,000円。各項、記載のとおり。 

 ７款商工費１億7,616万6,000円。各項、記載のとおり。 

 ８款土木費12億1,975万4,000円。各項、記載のとおり。 

 ９款消防費２億3,364万2,000円。１項、同額。 

 10款教育費４億3,529万5,000円。各項、記載のとおり。 

 11款災害復旧費５万円。１項、同額。 

 12款公債費18億1,578万5,000円。１項、同額。 

 13款給与費17億8,393万円。１項、同額。 

 14款諸支出金１億3,945万9,000円。１項、同額。 

 15款予備費757万9,000円。１項、同額。 

 歳出合計、99億8,900万円でございます。 

 次のページ、６ページでございます。債務負担行為。 

 事項、白老町土地開発公社の資金借入れに対する債務保証、期間、平成20年度、限度額５億

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

た場合の担当医師の損害賠償等に対する補てん、平成20年度、担当医師が負担すべき損害賠償

額及びこれに係る費用の実費額。次、浄化槽水洗便所改造資金利子補給、平成21年度から平成

24年度まで、２万4,000円。次、漁業近代化資金利子補給、平成21年度から平成30年度まで、338万

円。次、入学準備金利子補給、平成21年度から平成28年度まで、97万8,000円。次、バンノ沢川

砂防事業、平成21年度、7,230万3,000円。次、北海道市町村備荒資金組合からの情報システム

等購入年賦金、平成21年度から平成24年度まで、1,215万8,000円。次、共用車賃借、平成21年

度から平成25年度まで、1,808万9,000円。事務機器賃借、平成21年度から平成25年度まで、49万

9,000円。次、情報システム賃借、平成21年度から平成25年度まで、2,827万5,000円。次、情報

システム等保守点検に係る業務委託、平成21年度から平成25年度まで、658万4,000円。次、白

老町の指定ごみ袋等の交付及びごみ処理手数料収納業務、平成21年度から平成22年度まで、当

該年度予算に定める額。 

 次のページでございます。第３表、地方債。 

 起債の目的及び限度額でありますが、まずウタリ住宅新築資金等貸付事業480万円。上水道老

朽管更新事業（出資債）1,600万円。バイオマス燃料化施設整備事業６億7,220万円。白老滑空

場線改良舗装事業390万円。竹浦２番通り改良舗装事業770万円。ポロト社台線改良舗装事業

1,580万円。竹浦飛生線舗装補修事業260万円。白老港建設事業４億円。白老駅北広場整備事業

1,100万円。町営住宅改修事業290万円。防災行政無線（同報系）施設整備事業4,900万円。臨時

財政対策債２億3,700万円。計14億2,290万円。起債の方法でありますが、普通貸借又は証券発
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行、利率につきましては５％以内。ただし書きは、記載のとおりでございます。償還の方法に

つきましても記載のとおりでございます。 

 補足説明いたしますが、利率につきましては５％としておりますが、現在の政府資金20年物

の利率は1.7％となってございます。 

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

歳出につきましては記載のとおりでありますので、説明を省略させていただきます。 

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

を説明させていただきます。 

 それでは、歳出のほうからご説明いたしますので、100ページをお開きください。説明の仕方

ですが、経常費、一般的に最後に経費と書いてあるもの、そこのところにつきましては前年度

と内容、金額等余り変わらないものについては説明を省略させていただきます。 

まず、１款議会費、１項１目議会費、前年比2,309万4,000円の減であります。主な要因とい

たしましては、（１）の議員報酬等におきます定員の減及び報酬の減額に伴うもので2,218万

2,000円の減となってございます。 

次の議会運営費は、前年度議会だより発行経費と統合いたしまして、合わせて91万2,000円の

減となってございます。 

次ですが、104ページ、２款総務費、１項１目一般管理費、前年比1,890万円の減であります。

以下、増減の大きい主なものについて説明いたします。107ページの（６）、庁舎管理経費でご

ざいます。これは、暖房設備のボイラーからの切りかえにより燃料費等で226万4,000円の減と

なってございます。 

次、109ページをお開きください。（７）の職員管理事務経費でございます。これは、北海道

市町村職員福祉協会の事業の見直しに伴います負担金の減によりまして305万6,000円の減とな

ってございます。 

次、（８）の臨時職員経費でございます。これは323万7,000円の減になっておりますが、職員

の欠員による代替の臨時職員１名分の賃金等を計上しているところでございます。 

次、111ページでございます。次、111ページから次のページ、11、情報化推進経費、住民記

録、税、財務会計等を含めた情報システムとして一括管理しているシステム運用経費でござい

ます。保守点検委託料や更新時期の延長などによりますシステム賃借料の見直しによりまして

前年比618万2,000円の減となってございます。 

それから次、113ページでございます。ここの（12）、契約事務経費、ここでは共通消耗品や

コピー使用料の減額などから前年比159万8,000円の減となってございます。 

次、114ページでございます。一番下にあります２目姉妹都市費、これが前年度の国際姉妹都

市ケネル市訪問交流事業が本年度はないことなどから前年比346万5,000円の減となってござい

ます。 

次、116ページ、３目職員厚生管理費でございます。（１）、職員福利厚生経費でございます。

これは、前年度までの職員福利厚生会の交付金を廃止し、前年度の職員健康管理経費を同経費
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に統合しており、259万9,000円の減となってございます。 

次、４目広報広聴費でございます。前年度比50万1,000円の減となってございます。（１）の

この広報活動経費948万2,000円の計上額でございますけれども、これは前年度新規の広報げん

き編集業務事業を統合いたしまして、委託料の精査などにより51万1,000円の減額になってござ

います。 

次、118ページをお開きください。５目財産管理費、前年比214万7,000円の増であります。こ

れは、（２）の地方公営企業等金融機構出資金、ここが新たに加わったものでございます。これ

は、公営企業金融公庫の解散に伴いまして、地方公共団体が共同出資しまして地方公営企業等

金融機構を設立するための本町割り当て分220万円を計上しております。 

次、６目会計管理費、（１）、会計事務経費でございます。本年度より指定金融機関への負担

金を計上したことなどから70万2,000円の増となってございます。 

次、７目財産管理費、前年比570万5,000円の減であります。119ページから121ページ、（１）、

財産管理事務経費でございます。これは、臨時職員経費からの移行による賃金の増などで96万

5,000円の増となってございます。 

次、（３）、121ページの（３）でございます。町有林管理事業は町有林保育事業、前年度の立

木調査に係ります委託料の減などにより前年比374万4,000円の減となってございます。 

次に、123ページ、一番上の（４）、宅地分譲整備事業は、引き続き未利用財産の活用の観点

から宅地整備を行いまして分譲するためのものですが、前年比289万9,000円の減として82万

8,000円を計上しております。 

次の８目車両管理費の（１）、共用車等管理経費、公用車のリース化、集中管理業務委託の廃

止、それと高速道路の使用制限など全般的な見直しを行っておりまして、前年比50万円の減と

なってございます。リース化によって老朽化による共用車の入れかえや修繕により経費の増加

もなくなり、台数の見直しも行いながら、さらに経費の縮減を図りたいと考えております。 

次、９目企画調整費でございます。125ページの真ん中から（５）でございます。真ん中のち

ょっと下の（５）、北海道洞爺湖サミット推進事業の計上によりまして前年比45万9,000円の増

でございます。本事業は、北海道サミットの開催に伴いましてサミットの機運を醸成するとと

もに、本町のすぐれた環境、豊かな食材、観光資源などをこれを機会に積極的にＰＲするため

55万4,000円を計上したものでございます。 

次、10目総合計画費、（１）の部分ですが、総合計画推進経費でございます。前年度の計画委

員会に係る経費の削減により14万6,000円の減になってございます。 

次、11目計画調査費から126ページ、12目支所及び出張所費につきましては記載のとおりであ

ります。 

次、13目交通安全対策費、補助金を初め全般的に経費の見直しを行いまして、前年比79万

7,000円の減となっております。 

次、128ページでございます。14目自治振興費、前年比405万8,000円の減であります。129ペ

ージ、（１）、町内会活動育成経費は、４款の緑化推進活動支援事業から人件費分を町内会連合
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会補助金に振りかえたことなどによりまして226万9,000円の増となってございます。 

（３）、町内会集会施設設置補助事業は、高砂第１町内会館のトイレ改修に伴う補助金７万

8,000円を計上しておりますが、前年度の末広第１町内会館の改修が完了し、前年比629万

7,000円の減となってございます。 

次、15目の町民活動推進費は前年度と同額になってございます。 

次、16目町営防犯灯管理費、（１）の町営防犯灯維持管理経費は、北電の実地調査による街路

灯などとの区分の見直しによる灯数の数により115万5,000円の減となっているほか、前年度ま

で計上していた町営防犯灯設置事業の減によりまして前年比190万5,000円の減となってござい

ます。 

次、130ページでございます。17目諸費でございます。前年比2,780万8,000円の増であります。

これは、次のページの（３）、税等過誤納還付金等の税源移譲に伴います住民税還付金の増でご

ざいます。これは、平成19年の所得が大きく減り、税源移譲によります所得税率の引き上げに

よる税の軽減を受けずに住民税率の引き上げによる税の増加の影響を受けた方に平成19年度分

の住民税額から増額部分を還付するもので2,784万円を計上してございます。 

次、２項…… 

〇議長（堀部登志雄君）  暫時休憩をいたします。 

          休憩 午後 ０時０２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。 

 一般会計予算の説明の継続をお願いします。 

〇経営企画課長（高畠 章君） それでは、130ページ、131ページのところでございます。 

 ２項１目賦課徴収費、前年度の固定資産税標準宅地鑑定評価事業が終了したこと、また納税

貯蓄組合が一定の役割を終えたことについて理解をいただきまして連合会を解散したため、各

町内会への納税啓発補助金も含めまして廃止となったことなどから前年比570万5,000円の減と

なっております。 

次、133ページです。（２）、賦課事務経費、税源移譲によります還付申告に伴う電算処理委託

料の増などにより102万円の増となってございます。 

次、134ページ、３項１目戸籍住民基本台帳費でございます。前年比32万8,000円の増でござ

います。135ページ、（１）の戸籍住民基本台帳等事務経費は、臨時職員経費からの１名分の賃

金等の移行によりまして117万5,000円の増となってございます。 

次の（２）、特定事務委託事業経費は戸籍関係証明書等の発行業務委託に係る経費でございま

すけれども、事務事業の見直しによりまして取り扱い件数、地理的要件から社台郵便局のみ継

続いたしまして、白老郵便局、はまなすスポーツセンターについて終了することとしたため51万

4,000円の減となってございます。 

次、４項選挙費は、136ページから139ページになりますが、７月に農業委員会委員選挙、８
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月に胆振海区漁業調整委員会委員選挙が予定されてございます。それぞれ記載のとおり所要の

経費を計上しております。なお、胆振海区漁業調整委員会委員選挙では、財源として全額道費

見込んでございます。 

次、５項１目統計調査総務費は、前年度とほぼ同じ内容で記載のとおりでございます。 

次、140ページでございます。140ページ、２目指定統計費は、漁業センサスなどの実施によ

り183万円の増となっております。財源としては道費を見込んでおります。 

６項監査委員費につきましては、前年度とほぼ同じ内容で、記載のとおりでございます。 

次、144ページ、３款民生費でございます。１項１目社会福祉総務費は、前年比56万円の増と

なってございます。145ページ、（１）、地域福祉推進事務経費、社会福祉協議会初め団体等への

補助金の減額によりまして208万円の減額でございます。 

147ページをお開きください。（６）、循環福祉バス運行事業経費、ガソリン代の高騰や車両減

価償却費の見直しなどに伴うバス運行事業補助金の増によりまして267万7,000円の増となって

ございます。なお、（１）の地域福祉推進事務経費900万円、（６）の循環福祉バス運行事業経費

に1,500万円それぞれ社会福祉基金繰入金を繰り入れしてございます。 

次、146ページの２目でございます。２目老人福祉費、前年比2,997万5,000円の増でございま

す。（１）の在宅老人福祉事業経費は、前年度の緊急通報受信装置の移設に伴います委託料の減

額などにより前年比111万4,000円の減でございます。 

149ページ、（２）でございます。老人福祉活動補助金は、高齢者クラブ等への補助金を計上

しておりますが、財源として社会福祉基金から300万円の繰り入れを見込んでございます。 

次、（３）、老人福祉単独事業経費は、敬老会の開催事業の廃止、それと長寿祝金の喜寿、米

寿の廃止、白寿の減額などによりまして1,587万2,000円の減額となってございます。 

それから、次の（４）、老人医療費給付費は、道老が本年３月で廃止となることから前年比313万

5,000円の減となってございます。 

次、（５）の施設入所者措置費支弁経費は、施設入所者の増加見込みなどによりまして前年比

244万8,000円の増であります。 

次、151ページをお開きください。（７）、地域包括支援センター運営経費は、要支援１、２に

該当する方の介護予防プランの作成を委託する経費などを計上するものでございますが、実績

見合いによります委託料の減などにより244万8,000円の減となってございます。 

次、（８）、後期高齢者医療制度運営経費でございます。高齢者医療制度の変更によりまして、

75歳以上の方々を対象にした後期高齢者医療制度が創設されておりますが、本経費では広域連

合への療養給付費に係ります負担金を２億1,778万7,000円計上してございます。 

次、153ページ、（９）でございます。一番上です。介護保険事業特別会計繰出金は、計画に

基づきます介護給付費分の増などで973万2,000円の増となってございます。 

次の（10）、老人保健特別会計繰出金は、後期高齢者医療制度への移行によりまして２億698万

円の減額となってございます。 

次、（11）、特別養護老人ホーム事業特別会計繰出金でございます。前年比2,700万1,000円の
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減でございます。これは、老人ホームは指定管理者制度による運営でございますけれども、町

からの職員派遣が終了したことに伴いまして、施設建設に係る元金償還が21年度以降になるこ

となどから本年度は火災保険料分18万1,000円の計上になります。 

次、（12）の後期高齢者医療事業特別会計繰出金は、新設の特別会計への繰出金ですが、事務

費等保険料軽減分、広域連合運営費分の6,288万9,000円を繰出金として計上してございます。

なお、財源といたしましては、道費の保険基盤安定拠出金3,783万3,000円を見込んでございま

す。 

次、３目身体障害者福祉費でございます。前年比2,117万5,000円の減となってございます。

（１）、障がい者自立支援事務経費でございますけれども、前年度の支援費扶助事業等推進事務

経費からの名称変更でございます。前年度の障害者自立支援法の改正に伴います関連システム

導入が完了したことなどから253万7,000円の減となってございます。 

次、155ページをお開きください。（２）、障がい者自立支援給付経費は、実績見込みによりま

す施設訓練等給付費の増により前年比985万3,000円の増となってございます。 

それから次、（３）、障がい者支援援助経費は、前年度の障がい者自立支援事業経費からの名

称変更でございます。実績見込みによる扶養費の減で、前年比35万6,000円の減になってござい

ます。 

次、155ページから157ページ、（５）でございます。（５）の重度心身障がい者医療費給付費

は、実績見込みによります医療費扶助の減によりまして1,854万5,000円の減となってございま

す。 

（６）、地域生活支援事業経費は、実績見込みによります扶助費の増などによりまして61万

4,000円の増となってございます。 

（７）、障害者自立支援法円滑施行特別対策事業経費は、制度改正に伴いまして平成20年度ま

での一時的な事業者などへの負担軽減措置でありますが、制度導入に伴います社会福祉法人等

への補助金などの減などによりまして1,437万4,000円の減となっております。 

次、（８）、福祉車両購入事業は、人工透析患者の送迎サービスに使用いたします車両の老朽

化に伴います更新事業でございます。411万1,000円を計上してございます。 

次、158ページ、４目乳幼児福祉費は、実績見込みによる医療扶助の減によりまして前年比

286万2,000円の減でございます。 

次、５目国民年金費につきましては、前年度とほぼ同様でございますので、記載のとおりで

す。 

次、６目総合保健福祉センター管理運営費、次のページ、13節の委託料の施設管理委託料の

見直しでございます。日曜をすべて閉館日とすることなどによりまして、前年比297万4,000円

の減となってございます。 

次、160ページでございます。７目福祉館費は、前年度とほぼ同じ額でございますので、記載

のとおりということでございます。 

次、162ページ、８目ウタリ施策推進費、前年比2,045万3,000円の減でございます。163ペー
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ジの（１）、ウタリ施策推進事務経費から165ページ、（５）、アイヌ文化学習活動助成経費まで

はほぼ前年度と同額であります。記載のとおりでございます。 

167ページ、（６）、ウタリ住宅新築資金等貸付事業は、本年度は改修１戸分を計上してござい

ます。前年度と比較いたしまして778万8,000円の減となってございます。 

（７）、イオル再生事業は、アイヌ文化振興研究推進機構からの受託事業でありますが、白老

町受託分の事業といたしまして嘱託職員の人件費や推進事務経費など537万6,000円を計上して

おり、財源は全額アイヌ文化振興研究推進機構から受託事業収入で補てんされるものでありま

す。前年比1,233万9,000円減となりますが、研究機構の総体事業といたしましては１億3,966万

6,000円が見込まれておりまして、前年度より4,782万2,000円の増となるものでございます。な

お、このうちの白老地区に係ります配分額については、今後国土交通省の協議により決定され

るものでございます。 

次、168ページ、２項１目児童福祉総務費、前年比131万1,000円の減でございます。次ページ、

（３）の下のほうです。子育てふれあいセンター管理運営経費は、前年度のつどいの広場、フ

ァミリーサポートセンター事業を経常費としたもので、ＮＰＯ法人への委託料など421万

8,000円を計上し、前年度比128万3,000円の減となってございます。 

次、２目、一番下の２目児童措置費、（１）、児童手当給付費は、受給者数の見込みにより1,644万

4,000円の減となってございます。 

次、170ページ、３目ひとり親家庭等福祉費、（１）、ひとり親家庭等医療費給付費は、実績見

込みによりまして前年比175万円の増でございます。 

次、４目児童福祉施設費、前年比4,517万8,000円の減となってございます。（１）、町立保育

園運営経費は、町立４保育園分の計上で、まきば保育園の廃止、全体的な経費の見直しで前年

比1,251万9,000円の減となってございます。 

次、173ページ、（２）、緑丘保育園運営費等経費は、園児数の減などによりまして前年比425万

8,000円の減となっております。 

（３）、保育所広域入所経費は、19年度補正対応しましたが、本町の園児２名が登別市の保育

園に通園しておりますことから委託料157万7,000円を計上してございます。なお、前年度計上

の小鳩保育園屋根等改修事業の完了によりまして2,997万8,000円の減となってございます。 

次、５目子ども発達支援センター費、前年度とほぼ同様の内容になってございます。177ペー

ジ、（５）でございます。（５）、専門機能確保支援事業経費まで記載のとおりでございます。 

次、６目児童館費、前年度とほぼ同額であり、記載のとおりでございます。 

次、180ページ、４款環境衛生費でございます。１項１目地域保健費は、前年比1,385万6,000円

の減となってございます。181ページの（２）、検診管理事業経費は、制度改正によりまして特

定健診が医療保険者に義務づけられ、生活習慣病健診が国民健康保険特別会計に移行すること

から前年比1,992万2,000円の減となってございます。 

次、183ページの（３）、国民健康保険事業特別会計繰出金は、保険基盤安定化分の増などに

よりまして前年比213万5,000円の増でございます。 
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次の（４）、母子保健事業経費は、13節委託料で妊婦一般健診の助成を２回から５回にふやし

たことなどから395万8,000円の増額となってございます。 

次、２目健康づくり費、前年比12万円の減でございますが、（１）の健康づくり事業経費で事

業の一部を国保会計で負担することとなったことによります減でございます。 

次、184ページ、３目予防費は、一昨年のはしかの流行に伴いまして中学１年次と高校３年次

に麻疹予防接種を追加実施することから277万8,000円の増となってございます。 

次、２項１目環境衛生費につきましては、前年度とほぼ同じ内容ですが、全体的な経費の見

直しを行うなど前年比47万6,000円の減となってございます。なお、臨時事業として193ページ、

（14）の不法投棄防止対策事業５万5,000円、（15）のリサイクル銀行推進事業15万7,000円を前

年度に引き続き計上してございます。 

次、２目公害対策費でございます。192ページの２目公害対策費でございます。前年比５万

4,000円の減、前年度とほぼ同じ内容で、記載のとおりであります。 

次、194ページ、３目火葬場費、前年度の白老葬苑火葬炉改修事業が完了いたしましたので、

1,742万1,000円の減となってございます。 

次、４目、一番下です。４目墓園費につきましては、前年度とほぼ同じ内容で、記載のとお

りでございます。 

次、196ページ、５目緑化推進費、（１）、緑化推進活動支援事業は継続事業でありますが、人

件費分を２款の町内会活動育成経費に振りかえするなど前年比262万4,000円減の505万5,000円

を計上しております。なお、財源といたしましては、全額緑化基金からの繰り入れ500万円を見

込んでございます。 

次、３項１目清掃総務費79万1,000円の減でございます。199ページ、（６）に飛びます。浄化

槽設置整備事業は、下水道未整備地区におきます合併浄化槽の普及を図るための事業でござい

ますが、今年度は前年度13基から１基減の12基分ということで1,206万円、前年度比70万円減を

計上してございます。 

次、一番下の２目塵芥処理費は、前年比13億8,089万2,000円の増でございます。201ページ、

（２）、ごみ収集経費は、車両入れかえに伴います資源ごみ収集運搬委託料の増などにより前年

比172万9,000円の増となってございます。 

（３）、一般廃棄物広域処理経費は、登別市へのごみ広域処理によります負担金の計上ですが、

焼却炉監視システムの更新及び耐火れんがの補修に伴いまして3,495万8,000円の増となってご

ざいます。 

（４）、バイオマス燃料化施設整備事業は、前年度補正予算からの継続事業でありますが、本

年度は施設建設工事を含め13億4,440万8,000円を計上してございます。 

次、202ページ、４項１目病院事業費、前年度と同額で１億8,000万円の出資金、繰出金を計

上してございます。 

次、５項１目上水道施設費、前年と同様に臨時事業の老朽管更新事業分の出資金を計上して

ございます。 
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次、204ページ、５款労働費であります。１項１目労働諸費、前年比317万2,000円の減でござ

います。（２）、勤労者生活資金貸付金は、実績見込みなどから50万円の減としてございます。

前年度計上のワークステーション雇用推進員設置事業につきましては、引き続き事業を継続す

るものでありますが、本年度は特定嘱託職員で対応する見込みでありますことから事業費とし

ては計上せず、264万8,000円の減となってございます。 

次、２目経済センター施設管理費、前年度のしらおい経済センターの改修事業が完了し、753万

9,000円の減となってございます。 

次、206ページ、６款農林水産業費、１項１目農業委員会費、本年度は農業委員会選挙が行わ

れ、前年度までの欠員が補充される見込みであることから農業委員１名増により12万7,000円の

増となってございます。 

次、２目農業総務費829万9,000円の増となってございます。209ページ、（５）でございます。

農業振興地域整備計画策定事業でありますが、本事業は大規模農業生産法人の進出等に伴い農

業振興地域整備計画の見直しが必要なことから、計画策定に係ります委託料840万円を計上して

ございます。 

次、３目農業振興費、（１）、農業関係資金利子補給事業経費は、農業経営基盤強化資金利子

補給の増によりまして前年比58万3,000円の増となってございます。前年度計上の特定農山村地

域活動支援事業が完了いたしましたことから113万2,000円の減となってございます。 

次、210ページでございます。４目畜産業費、前年比912万6,000円の減でございます。（２）、

白老牛消費拡大事業経費は、白老牛肉まつりの補助事業で前年比70万円の減の80万円を計上し

ております。 

（３）の畜産振興推進事業は、引き続き農業担い手対策事業を予定しておりますが、前年度

の専門員設置に係る補助金を終了し、前年比399万7,000円の減となってございます。 

次の（４）、白老牛銘柄推進事業は、白老牛の商標取得に伴いまして白老牛銘柄のブランド化

を推進するものでございまして、71万円を計上してございます。なお、前年度計上の畜産振興

総合対策事業は、事業終了に伴いまして500万円の減でございます。 

次、２項１目林業振興費285万2,000円の減でございます。213ページに進みます。（２）、私有

林対策事業は、継続事業でありますが、主に間伐を行う機能強化対策事業の補助が終了したこ

となどから280万8,000円減の383万4,000円を計上してございます。なお、事業の財源といたし

ましては、道の補助金256万円、緑化基金からの繰り入れ100万円を見込んでございます。 

次、２目白老ふるさと2000年の森管理費は、前年度と同額で記載のとおりでございます。 

次、214ページ、３項１目水産振興費、前年比179万6,000円の減でございます。215ページ、

（５）、栽培資源管理型漁業推進事業は、新規事業といたしましてウニ種苗放流事業25万円を計

上しておりますが、ほっき貝種苗放流事業の減などによりまして116万1,000円減の485万

4,000円を計上してございます。財源といたしまして、水産業振興基金195万4,000円の繰り入れ

を見込んでございます。 

（６）、水産振興対策事業は、秋サケタンク設置事業の減などによりまして35万円の減となっ
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ており、605万円を計上してございます。財源としましては、基金からの繰り入れを575万円見

込んでございます。 

218ページ、７款商工費、１項１目商工振興費、前年比295万3,000円の減でございます。219ペ

ージ、（１）、商工振興対策経費、商店街空き店舗活用事業補助金の増によりまして76万6,000円

の増となってございます。 

（２）、商工会補助金、補助金の全体的な見直しを図ってございます。前年比334万8,000円の

減でございます。 

次に、（３）、特産品普及イベント及び物産交流関係経費は、元気まち港まつり補助金で30万

円減など35万1,000円の減となってございます。 

次、220ページをお開きください。２目企業誘致費、前年比209万7,000円の増でございます。

（１）、企業誘致対策事務経費は、企業誘致をさらに積極的に推進するため旅費の増額など前年

比98万8,000円の増となってございます。 

（２）、企業立地助成金は、条例に基づきます下水道受益者負担助成の増により110万7,000円

の増となってございます。 

次、２項１目観光対策費、前年比701万7,000円の減でございます。223ページをお開きくださ

い。（３）、観光協会補助金は、補助金の見直しにより前年比56万3,000円の減となってございま

す。 

（４）、観光誘客推進事業は、前年比190万円の減でございますが、本年度は大手旅行雑誌社

とのタイアップ事業、道外誘客活動などの費用を計上してございます。 

次、（５）、広域観光推進事業は、前年度と同額の計上となってございます。 

（６）、食材王国しらおい誇りある故郷づくり事業は、引き続き地産地消の推進をするため補

助金30万円を計上してございます。 

次、225ページ、（７）、戦略的観光振興推進事業は、前年に引き続きＪＴＢと連携しながら観

光振興、地域の活性化を推進するものでありますが、本年度は前年比750万円減の600万円を計

上してございます。 

（８）、広域・総合観光集客サービス支援事業は、前年度の観光ルネッサンス事業と同様に観

光協会への特別補助でございますが、ポロトコタンの夜事業、虎杖浜温泉郷総合活性化事業、

インターネット販売システム導入事業などを実施するための費用525万円を計上してございま

す。 

（９）、伊達芸能祭事業は、歴史姉妹都市の仙台市で開催されます伊達芸能祭にアイヌ古式舞

踊公演を行うなど参加協力するため旅費など114万8,000円を計上してございます。なお、財源

として、仙台市からの助成金50万円を見込んでございます。 

226ページです。８款土木費、１項１目土木総務費、前年度比98万4,000円の減でございます。 

次に、２項１目道路維持費、前年比613万6,000円の減でございます。（１）、道路施設維持補

修経費、229ページの13節になりますが、委託料のうち町道除雪委託料は１回分の計上でござい

ます。 
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次に、（２）、道路排水処理事業でございます。引き続き石山団地及び北吉原バーデン地区の

排水機能整備のため事業費100万円を見込んでございます。 

 （３）、町道改修事業、町の単独事業でありますが、クッタリウス通りが前年度をもって完了

いたしましたため、竹浦飛生線舗装補修工事１件となっております。事業費267万8,000円は、

財源として町債を見込んでございます。 

次に、２目道路新設改良費、前年比1,536万2,000円の減でございます。（１）、町道整備事業

の補助事業分でありますが、すべて継続事業でございます。次、231ページ、15節に記載の竹浦

２番通り改良舗装事業は事業費2,013万9,000円で、国費1,200万円、町債770万円を見込んでご

ざいます。白老滑空場線改良舗装事業は事業費が1,022万4,000円で、財源として国費600万円、

町債390万円を見込んでございます。ポロト社台線改良舗装事業ですが、本年度は橋梁工事で事

業費4,057万8,000円、財源は国費2,400万円、町債1,580万円を見込んでございます。 

次に、一番下の３目橋梁維持費ですが、記載のとおりであります。 

次、232ページ、４目交通安全施設整備費です。（１）、交通安全施設維持補修経費につきまし

ては記載のとおりでございます。なお、前年度の竹浦虎杖浜通り歩道新設工事は完了となりま

したので、前年比474万9,000円の減となってございます。 

次に、３項１目河川総務費は、記載のとおりでございます。 

次に、234ページ、２目河川改良費、前年比483万2,000円の減でございます。（１）の河川改

修事業、補助事業分でございますが、事業内容は15節に記載しておりますバンノ沢川砂防工事

で、２カ年継続の国庫債務負担事業の２年目の８割分及び本年度着工分の事業費２割分の計上

でございます。事業費8,569万8,000円のうち、財源の国費は8,546万円を見込んでございます。 

次のページ、３目排水対策費、委託料などの減により41万円の減となってございます。 

次に、４項１目港湾管理費は、（２）、港湾施設管理経費で２年ごとに実施しています臨港道

路区画線設置工事などから178万4,000円の増となってございます。 

238ページ、２目港湾建設費、前年比3,461万2,000円の減でございます。241ページの（２）、

港湾機能施設整備事業特別会計繰出金は、一般会計から赤字補てん分の繰り出しを1,000万円を

計上するものでございます。 

（３）の港湾建設事業、241ページでございます。241ページです。（３）の港湾建設事業は、

第３商港区の護岸及びマイナス11メートル岸壁の整備が主体となっており、直轄事業費ベース

では16億8,400万円で、前年度当初予算より７億6,300万円の減でございます。町負担金は４億

円となりますが、財源の町債は前年度と同様に行政改革推進債の充当率10％分を見込みまして、

町債を100％計上してございます。 

３目海岸保全費は、記載のとおりでございます。 

５項１目都市計画総務費、前年比1,295万7,000円の増でございます。243ページをお開きくだ

さい。（２）、白老駅北広場整備事業は継続事業で、今年度においても道路整備と土地購入費な

ど事業費3,840万円を計上し、前年比1,279万円の増でございます。財源といたしまして、国費

2,600万円、町債1,100万円を計上してございます。 
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（３）、都市計画基礎調査事業は、平成23年度の区域区分の見直しに向けた調査を１市３町で

構成いたします苫小牧圏広域都市計画協議会が行うもので、負担金など事業費65万4,000円を計

上してございます。 

次に、２目公共下水道費、公共下水道事業特別会計繰出金は、赤字補てん分としての公債費

元利償還金財源補てんの増などによりまして前年比8,805万7,000円の増となってございます。 

次に、３目、次のページ、244ページでございます。３目公園費、前年度をもって萩の里自然

公園整備事業が完了いたしましたことから、前年比4,046万6,000円の減でございます。 

次、247ページの（５）に移ります。公園施設里親事業は継続事業であり、公園施設を地域と

の共同管理を行うための所要の経費の計上でございます。 

（６）、街区公園整備改修事業につきましては、施設の老朽化が著しく、緊急性の高い公園の

改修を順次行うものでございます。なお、３目公園費の財源につきましては、経常費を含め全

額繰入金を見込みまして、一般財源はゼロとなってございます。 

次、248ページ、６項１目の住宅総務費につきましては、記載のとおりでございます。 

次、２目住宅管理費、前年比51万8,000円の増でございます。（２）、249ページの（２）、町営

住宅維持管理経費、11節需用費の修繕料2,020万円はほぼ前年度並みでありますが、主な内容と

いたしまして入退去修繕1,135万6,000円、緊急修繕837万9,000円などでございます。 

251ページをお開きください。（３）の町営住宅改修事業は、旭ケ丘団地物置改築工事が２棟

４戸分、西団地屋根張りかえ工事が１棟６戸分で、財源は西団地屋根張りかえ工事分で町債

290万円を見込んでおります。また、新規として町営住宅火災報知機設置工事を計上しておりま

すが、本年度は日の出団地、青葉団地に設置する予定でございます。 

次、252ページ、９款消防費、１項１目常備消防費、前年比449万円の増でございます。消防

庁舎移転によりまして燃料費、光熱費の増によるものでございます。 

256ページに進みます。256ページ、２目非常備消防費は、前年度とほぼ同額で記載のとおり

でございます。 

次に、３目消防施設費、消防庁舎整備事業の完了などによりまして前年比4,760万7,000円の

減であります。261ページの（２）、消防救助資機材購入事業は、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、白老地区のサイレン及び救助資機材の更新を行うものでございま

す。340万5,000円を計上してございます。 

次に、４目の災害対策費、前年比１億4,257万2,000円の増でございます。ここの（３）、防災

センター管理経費は新規計上で、施設の管理経費で470万7,000円を計上してございますが、財

源は全額国費でございます。263ページ、（４）、防災行政無線（同報系）施設整備事業、本工事

につきましては前年度２割、本年度８割の２カ年事業でございます。町内全域に屋外拡声機

49基、公共施設等の個別受信機154基の整備を予定してございます。本年度計上の事業費１億

8,585万4,000円のうち、財源は国費１億3,668万2,000円、町債4,900万円を見込んでございます。 

次、264ページ、10款教育費でございます。１項１目教育委員会費は、前年度並みで記載のと

おりでございます。 
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次の２目事務局費につきましては、481万2,000円の減でございます。前年度計上しておりま

した英語指導助手経費は、指導助手１名分を委託料から嘱託職員へ見直したためゼロとなって

ございます。 

次に、266ページ、３目財産管理費、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、268ページの５目諸費でございます。前年比246万6,000円の増でございます。次のページ、

271ページでございます。（３）、入学準備金貸付事業、高校、大学等に入学するための入学資金

の確保が大変な保護者を対象にいたしまして、金融機関を通して無利子貸し付けを行うもので

ございますが、今年度は金融機関へは150万円を預託するものとし、貸付利子分を含め事業費

186万円を計上してございます。 

（４）、学校図書館支援センター推進事業は、平成19年度の補正事業でありますが、学校図書

館の利活用の支援を行うものでございます。本年度におきましては370万2,000円を計上し、財

源は国費でございます。 

次、２項小学校費でございます。270ページ以降、小学校６校の学校運営等に係ります所要額

を計上してございます。平成20年度の見込み数としまして、学級数は前年４月より１学級減の

57学級、児童数は前年より40名減の944名で想定してございます。270ページ、２項１目学校管

理費、（１）、小学校運営経費以降記載のとおりでございますが、学校改修工事の減などにより

前年比5,105万6,000円の減となってございます。 

次、２目教育振興費、276ページまで飛びます。２目教育振興費、276ページでございます。

前年比80万2,000円の増でございます。次、279ページの（６）でございます。子どもと親の相

談員等活用調査研究委託事業は、不登校や問題行動の早期対応や未然防止のため相談員を配置

して実態調査を行いまして、教育相談体制の充実を図るものでございます。本事業は、北海道

からの受託事業でありまして、研究指定校として白老小学校に相談員を配置するため、事業費

35万円を計上いたしまして、財源として道費を見込んでございます。 

次の（７）の社会科副読本改訂準備事業は、平成22年度改訂予定の社会科副読本の作成準備

作業のため、委員報酬及び現副読本の増刷など事業費67万6,000円を計上してございます。 

（８）、小学校学力ステップアッププロジェクト推進事業は、小学校の学力向上のための調査

研究を行います北海道の委託事業であります。緑丘小学校の６年生を対象に学力向上支援員を

配置するため、報償費９万8,000円を計上してございます。財源は、全額道費でございます。 

（９）、豊かな体験活動推進事業は、平成19年度の補正事業で緑丘小学校をモデル校として社

会福祉活動、勤労生産体験等を展開する北海道の委託事業でございます。本年度におきまして

は28万2,000円を計上してございます。財源は、これも全額道費でございます。 

次、281ページ、（10）、小学校における英語活動等国際理解活動推進事業は、平成19年度補正

事業で英語学習を取り入れた事業を展開する道の委託事業でございます。本年度におきまして

は、事業費99万6,000円を計上し、財源はこれもまた全額道費でございます。 

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ります所要額を計上し



        － 111 － 

てございます。新年度の見込み数といたしましては、学級数は前年４月より３学級増の32、生

徒数は前年より４名減の522名で想定してございます。 

３項１目学校管理費、中学校施設整備事業の増により前年比406万9,000円の増となってござ

います。（１）、中学校運営経費以降記載のとおりでございます。285ページに進みます。中学校

施設整備事業は、萩野中学校改修備品購入などを計上してございます。また、老朽化の著しい

白老中学校の防火シャッター設備の改修工事を新規計上し、合わせて883万円となってございま

す。 

次、２目教育振興費でありますが、前年度基礎学力定着度調査事業などの減で、前年比95万

9,000円の減となってございます。（１）、中学校教育振興一般経費以降記載のとおりで、前年度

とほぼ同じ内容となってございます。 

次、288ページに進みます。４項１目幼稚園費、実績見込みによりまして就園奨励費が増額に

なりますことから472万4,000円の増となってございます。 

５項１目社会教育総務費、社会教育事務事業を蔵へ委託することによりまして前年比329万

6,000円の増となってございます。（１）の社会教育行政事務経費以降全体的に事務事業経費の

見直しを行っており、記載のとおりでございます。 

次、294ページに進みます。294ページ、２目公民館費、各公民館の経費見直しによりまして

前年比243万6,000円の減となってございます。 

次のページ以降、３目図書館費、300ページです。300ページ、４目文化財保護費につきまし

ては記載のとおりでございます。 

次、302ページ、５目仙台藩白老元陣屋資料館管理費、前年比17万7,000円の増となってござ

います。305ページの（３）、資料館特別展開催事業につきましては、今年度は昭和初期の北海

道の姿が描かれた北海道鳥瞰図の世界をテーマに夏休み期間に特別展を開催する予定でありま

す。 

次、６目高齢者学習センター費、それと306ページ、７目青少年センター費は記載のとおりで

ございます。 

次、308ページ、６項１目保健体育総務費、前年対比325万7,000円の減でございます。311ペ

ージに進みます。311ページ、（３）、体育協会運営経費は、体育協会の補助金を計上しておりま

すが、人件費や各種スポーツ事業費の見直しなどにより前年比313万円の減となってございま

す。 

次、２目体育施設費、前年比381万5,000円の減となってございます。（２）の体育施設指定管

理経費でございます。体育協会に体育施設管理を委託しておりますが、事務の見直しなどによ

りまして161万円の減となってございます。また、前年度において北吉原はまなすスポーツセン

ター外壁補修事業は完了となってございます。 

次に、７項１目給食センター管理運営費、昨年実施いたしました給食センター屋根改修事業

や給水管内清掃事業の完了などによりまして前年比746万8,000円の減となってございます。

（１）の事業以降記載のとおりでございます。 
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次、316ページ、11款災害復旧費、科目存置のため計上してございます。 

次、318ページ、12款公債費、１項１目元金、長期債元金償還費は前年比2,753万5,000円の増

でございます。平成16年度臨時財政対策債の償還開始によります増が主な要因でございます。

なお、財源の一部といたしまして、町営住宅使用料やウタリ住宅資金貸付金元利収入の計

8,119万1,000円を見込んでございます。 

次、２目利子、前年度比555万9,000円の減でございます。（１）、長期債利子支払いは、現在

より金利水準の高い政府資金の償還が済んだことなどから利子額が減少いたしまして、前年比

767万3,000円の減となってございます。なお、財源の一部といたしまして、町営住宅使用料と

ウタリ住宅資金貸し付け元利収入を見込んでございます。 

（２）、一時借入金支払い費ですが、前年度までは借り入れ利率１％を見込んでおりましたが、

本年度は1.5％で見込んだため前年比200万円の増となってございます。 

 （３）、基金繰りかえ運用利子支払い費151万5,000円で、前年比11万4,000円の増でございま

す。平成10年度に財政健全化計画に基づき、縁故債の繰上償還の財源といたしまして総額９億

2,000万円を各種基金から繰りかえ運用しておりまして、基金繰りかえ運用の19年度末の残高見

込み４億9,000万円に対する利子の計上でございます。定期預金の利率の実態に合わせて、前年

度2.7％から3.1％に引き上げたため増となったものでございます。 

次に、320ページ、13款給与費17億8,393万円の計上で、前年比５億2,068万6,000円の減であ

りますが、職員数の削減分や給与等の独自削減などを盛り込んだ金額でございます。特別職２

名、教育長を含む一般職223名、特定嘱託19名、嘱託43名、計287名分の人件費を計上してござ

います。嘱託職員を除いた正職員分では16億3,974万9,000円で、前年比５億8,596万7,000円の

減となりますが、減額の主なものは独自削減分となってございます。嘱託職員では、本年度の

計上額は１億3,468万1,000円で、職員数は特定嘱託員を見込み、前年比5,578万1,000円の増と

なってございます。また、北海道からの派遣職員分として負担金950万円を計上してございます。

財源欄ですが、特定財源の合計は9,175万7,000円で、前年比6,277万9,000円の減となっており

ますが、このうち退職手当組合負担金の精算分への財源として退職手当債、退職手当基金合わ

せて6,380万円を昨年度充当したためでございます。一般財源ベースでは、前年比４億5,790万

7,000円の減となってございます。 

次に、322ページ、14款諸支出金でございます。（１）、各種基金積立金１億3,945万9,000円、

利子分などの計上のほか繰りかえ運用の繰り戻し、いわゆる基金への返済分といたしましては、

社会福祉基金積立金を3,000万円計上してございます。基金から平成10年度に繰りかえ運用いた

しました総額９億2,000万円に対し、繰り戻し額の累計は平成19年度末までで４億9,000万円と

なりまして、20年度末の残額は４億6,000万円となります。また、工業団地と臨海部土地造成会

計への追加繰り出し分として財政調整基金で１億円留保計上し、また消防関係施設整備に備え

るため石油貯蔵施設立地対策等交付金積立基金を新設いたしまして、465万6,000円積み立てす

ることとしてございます。 

325ページ以降の給与明細書、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
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しては記載のとおりでありますが、例年どおり説明を省略させていただきます。 

続いて、歳入の説明に…… 

〇議長（堀部登志雄君）  暫時休憩をいたします。 

          休憩 午後 ２時００分 

                                         

          再開 午後 ２時２０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。 

 高畠経営企画課長、説明をどうぞ。 

〇経営企画課長（高畠 章君） それでは、説明を続けます。 

 歳入の説明に入ります。14ページにお戻りください。１款町税、１項１目個人、１節のとこ

ろでございます。現年課税分６億9,598万4,000円でありますが、前年比4,782万1,000円、6.4％

の減となってございます。収納率は、特別徴収分で前年比0.6％の増、普通徴収分で0.2％増を

見込みまして計上したものでございます。給与所得を初めといたします所得総額が前年比で約

５億円減収となる見込みとなりまして、減額の計上となってございます。２節滞納繰越分につ

きましては、19年度決算見込みを踏まえまして570万4,000円、前年比で148万8,000円の増とな

ってございます。収納率は、1.9％増の8.9％を見込んで計上してございます。 

 次、２目法人、１節現年課税分１億1,196万円でございます。前年比310万4,000円、2.9％の

増となってございます。19年度の決算見込みを踏まえて調定額を見積もり、収納率は、次のペ

ージになりますが、前年度と同様の99％として計上したものでございます。２節、17ページの

ところですが、２節の滞納繰越分につきましては、19年度決算見込みを踏まえまして前年度と

同様の６％の収納率で見込んでございます。 

 ２項１目固定資産税、１節現年課税分12億7,570万5,000円でありますが、前年比3,506万

3,000円、2.8％の増でございます。土地につきましては、減免分を差し引いた税額ベースでの

内訳を申し上げますと３億272万8,000円で、前年比484万円、1.6％の増となってございます。

家屋につきましては５億7,364万8,000円で、前年比2,296万4,000円、4.0％の増でございます。

償却資産につきましては３億9,932万9,000円、前年比725万9,000円、1.8％の増でございます。

なお、収納率につきましては、19年度決算見込みを踏まえまして前年度比0.5％増の97.7％を見

込んでございます。２節滞納繰越分につきましては、19年度決算見込みを踏まえまして前年比

0.7％増の7.0％の収納率で見込んでございます。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金は、町内所在の国、道など収益性のある資産に係る固定資

産税相当分でありますが、19年度決算見込みを踏まえましたもので、固定資産通知に基づきま

す計上でございます。20年度におきましては、郵政公社の民営化に伴いまして前年比で97万

5,000円の減となってございます。 

３項１目軽自動車税、１節現年課税分2,356万2,000円でありますが、前年比101万8,000円、

前年比4.5％の増でございます。税率が最も高い４輪乗用車の台数で前年比146台、6.3％の伸び

が見込まれるものでございます。なお、収納率につきましては、次のページになりますが、前
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年比0.5％増の95.5％を見込んでございます。２節滞納繰越分につきましては、19年度決算見込

みを踏まえまして前年比3.0％減の10％の収納率を見込んでございます。 

 ４項１目町たばこ税、１節現年課税分１億5,090万8,000円でございます。前年比1,132万

7,000円、前年比6.9％の減でございます。分煙化、健康志向の高まりなどによりましてたばこ

の売り上げが減少傾向となってございますので、19年度実績見込み本数と比較して5.0％減で計

上してございます。 

次、５項１目特別土地保有税でございます。土地税制の改正の一環といたしまして平成15年

度特別土地保有税が廃止されておりますが、１節滞納繰越分の1,000円は前年同様科目存置でご

ざいます。 

 ６項１目入湯税、１節現年課税分2,670万9,000円でございます。前年比185万9,000円、7.5％

の増でございます。旧厚生年金保養ホームの営業再開もありまして、調定人数は前年比で約

3,200人、10.3％の増を見込んでございます。収納率は100％で計上しております。 

 以上、町税全体では23億927万5,000円で、前年比1,622万5,000円、0.7％減で計上してござい

ます。 

 次のページ、20ページでございます。２款地方譲与税、地方譲与税は地方税収入の一つとさ

れているもので、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

るものでございます。１項１目自動車重量譲与税１億3,200万円でありますが、前年比10万円の

増であります。国の徴収いたしま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ございます。平成19年度の決算見込額と地財計画をもとに見込んだ

ものでございます。 

 ２項１目地方道路譲与税4,150万円、前年比530万円、11.3％の減でございます。国の徴収い

たしま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、平成19年度の決

算見込額と地財計画をもとに見込んだものでございます。 

 以上、地方譲与税全体では１億7,350万円で、前年比520万円、2.9％の減で計上してございま

す。 

 次のページ、22ページでございます。３款利子割交付金820万円でありますが、前年比280万

円、25.5％の減でございます。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、平成19年度の決算見込額と地財計画をもとに見込んだものでございます。 

 次、４款、24ページ、４款配当割交付金590万円でございます。前年比70万円、13.5％の増で

あります。19年度決算見込額と地財計画をもとに見込んだものでございます。 

 次のページ、５款株式等譲渡所得割交付金300万円でありますが、前年比520万円、63.4％の

減でございます。19年度決算見込額と地財計画をもとに見込んだものでございます。 

 次のページ、６款地方消費税交付金２億2,000万円でございます。前年比700万円、3.1％の減

でございます。都道府県間で精算いたしました後の金額の２分の１の相当額が国勢調査人口及

び従業者数で案分して市町村に交付されるものでございます。19年度決算見込みと地財計画を

もとに見込んだものでございます。 
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 次のページ、30ページでございます。７款ゴルフ場利用税交付金860万円でございます。前年

比170万円、24.6％の増でございます。これは、ゴルフ場所在の市町村に対しまして、都道府県

が収納いたしま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ございます。19年度決算見込みと地財計画をもとに見込ん

だものでございます。 

 次のページ、32ページでございます。８款自動車取得税交付金4,600万円でございます。前年

比950万円、17.1％の減でございます。道路整備事業の財源に充てるための目的税で、都道府県

の自動車取得税収入額のうち、町税経費を差し引いた額の70％が道路の延長及び面積で案分さ

れまして市町村に交付されるものでございます。これも19年度決算見込みと地財計画をもとに

見込んだものでございます。 

 次のページ、34ページでございます。９款国有提供施設等所在町助成交付金4,970万円でござ

います。前年比120万円、2.5％の増でございます。これは、自衛隊基地の施設のうち、法令で

定めます固定資産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

でございます。19年度実績に基づく計上でございます。 

 次のページ、36ページでございます。10款地方特例交付金1,592万5,000円でございます。前

年比87万5,000円、5.2％の減でございます。平成18年度より新設されました児童手当の制度拡

充の伴います地方負担の財源を補てんするための児童手当特例交付金で平成20年度から新設の

個人住民税の住宅借入金等特別控除の実施に伴います住民税の減収を補てんするための減収補

てん特例交付金でございます。 

 次の特別交付金につきましては、平成11年度の恒久的減税で生じます地方税減収額の一部を

補てんするための減税補てん特例交付金が平成18年度をもちまして廃止されたことに伴い、そ

の経過措置といたしまして平成19年度から平成21年度までの間特別交付金として交付されるも

のでございます。 

 次のページ、38ページでございます。11款地方交付税34億900万円でございます。前年比

1,900万円、2.7％の増でございます。普通地方交付税につきましては、地方財政計画等に基づ

いて算定を行っておりますが、20年度の見込額は31億2,900万円でございます。臨時財政対策債

への振りかえ分や段階補正などによる影響を考慮いたしまして、前年実績31億181万8,000円と

比べまして0.9％増を見込んだものでございます。特別交付税につきましては２億8,000万円と

いたしまして、前年と同額を見込んでございます。 

 次のページ、40ページでございます。12款交通安全対策特別交付金370万円でございますが、

前年比80万円、17.8％の減でございます。交通反則通告制度による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

れるものでございます。 

 次のページ、42ページ、13款分担金及び負担金でございます。１項負担金ですが、負担金は

特定の事業についてその経費の全部、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ございます。１目民生費負担金につきましては、保育料も含
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めまして福祉サービス提供等の利用者負担分の計上でございます。１節社会福祉費負担金483万

9,000円でありますが、前年比40万4,000円、9.1％の増となってございます。 

２目教育費負担金につきましては、放課後児童クラブ利用に係る受益者負担金でございます。 

次の農林水産業費負担金につきましては、20年度廃目となってございます。 

次、44ページでございます。14款使用料及び手数料でございます。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ございます。総額２億4,909万5,000円、前年比

103万5,000円、0.4％の減となってございます。 

主な項目について説明いたします。１項２目民生使用料836万5,000円、前年比21万6,000円の

減となってございます。１節地域福祉館使用料で前年比22万7,000円の増、２節民生施設使用料

で前年比44万3,000円の減となってございます。 

次のページ、46ページでございます。３目環境衛生使用料314万1,000円、前年比56万3,000円

の増となっております。１節火葬場使用料で前年比50万6,000円の増となってございます。 

次に、６目まで飛びまして、６目土木使用料１億5,362万6,000円の計上で、前年比96万8,000円

の減となってございます。48ページ、３節でございます。港湾施設使用料で前年比60万3,000円

の増となってございます。５節です。５節住宅使用料１億1,114万6,000円の計上で、前年比112万

7,000円、１％の減となってございます。19年度の収入見込みに基づきまして、現年度分では前

年比0.2％減の収納率92.6％、滞納繰越金につきましては1.0％減の収納率6.5％を見込んで計上

してございます。 

次に、７目教育使用料521万9,000円、前年比８万7,000円の減となってございます。 

次、50ページをお開きください。２項１目手数料1,172万7,000円、前年比46万1,000円、3.8％

の減となっております。 

２目環境衛生手数料5,895万5,000円でございます。前年比15万9,000円、0.3％の減となって

ございます。このうち一般廃棄物処理手数料は、ごみ袋の使用枚数の実績を踏まえまして

5,707万7,000円を計上してございます。前年比14万7,000円、0.3％の減となってございます。 

次、54ページでございます。15款国庫支出金、歳出で説明いたしました事務事業に係る国の

負担金、補助金、委託金でありますが、前年度と比較し、増減の大きなものを説明いたします。

１項１目民生費国庫負担金、１節社会福祉費負担金１億5,174万3,000円の計上でございます。

障害者自立支援法が平成18年４月に施行され、制度改正に伴って国の負担分が補助金から負担

金に移行したものでありますが、前年比211万1,000円、1.4％の増でございます。次の２節児童

福祉費負担金2,671万2,000円、前年比230万円、7.9％の減、緑丘保育園分の保育所運営費負担

金が減となったものでございます。４節非被用者児童手当負担金239万6,000円、前年比114万

2,000円、32.3％の減、対象児童数が減少したことによるものでございます。次のページ、56ペ

ージ、７節被用者小学校修了前特例給付負担金1,900万5,000円、前年比151万6,000円、7.4％の

減、これも対象児童数が減少したことによるものでございます。 

次の廃目の環境衛生費国庫負担金は、保健事業負担金でございます。 

次に、２項２目の環境衛生費国庫補助金、１節地域バイオマス利活用交付金は、昨年12月の
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補正予算で計上いたしました新設の科目でありますが、バイオマス燃料化施設整備の交付金で

ございます。 

次、３目土木費国庫補助金１億3,135万7,000円でございます。前年比3,130万円、19.2％の減

でございます。事業費の減少が主な理由となってございます。 

次の58ページ、４目消防費国庫補助金は、前年比１億127万5,000円増の１億3,668万2,000円、

同報無線放送施設設置助成事業補助金を計上してございます。 

６目特定防衛施設周辺整備調整交付金は、前年比1,300万円の増を見込んでございます。 

 ３項委託金は記載のとおりでありますが、60ページの３目１節防災センター委託金、４目１

節教育総務費委託金につきましては、新設の科目でございます。 

 次に、62ページでございます。16款道支出金、国庫支出金と同様に歳出で説明いたしました

事務事業に係ります北海道の負担金、補助金、委託金でありますが、前年度と比較して増減の

大きなものを説明いたします。１項１目民生費道負担金、１節社会福祉費負担金7,587万6,000円

の計上でございます。国庫支出金のところで説明したとおりで、平成18年４月施行の障害者自

立支援法の関係で道の負担金が移行したものでございますが、前年比105万6,000円、1.4％の増

でございます。次に、２節児童福祉費負担金1,335万6,000円、前年比115万円、7.9％の減、国

庫支出金と同様緑丘保育園分の保育所運営費負担金が減となったものでございます。次のペー

ジ、４節非被用者児童手当負担金239万6,000円、前年比114万2,000円、32.3％の減でございま

す。国庫支出金同様対象児童数が減少したことによるものでございます。次、５節保険基盤安

定等負担金6,993万円、前年比120万5,000円、1.8％の増となってございます。次、６節被用者

小学校修了前特例給付負担金1,900万5,000円、前年比151万6,000円、7.4％の減でございますが、

対象児童数が減少したことによるものです。次、８節老人福祉費負担金につきましては、後期

高齢者医療制度施行に伴います新設の科目でございます。 

 廃目は、先ほど国庫支出金で説明したとおりでございます。 

次に、２項１目総務費道補助金303万6,000円、前年比248万8,000円、45.0％の減であります

が、事業費の減少によるものでございます。 

次、２目民生費道補助金8,207万円、前年比1,779万2,000円、17.8％の減となっております。

１節社会福祉費補助金で前年比345万1,000円の減、２節老人福祉費補助金では老人医療給付特

別対策事業の廃止による前年比145万8,000円の減となってございます。次のページ、66ページ

でございます。３節身体障害者福祉費補助金、前年比674万7,000円の減でございます。４節重

度心身障害者医療費補助金、前年比846万円の減、５節乳幼児医療費補助金、前年比117万5,000円

の減となってございます。次のページ、68ページでございます。７節児童福祉費補助金、前年

比269万4,000円の増となってございます。以上が主な増減でございます。 

 次に、３目農林水産費道補助金910万8,000円、前年比183万5,000円の16.8％の減、事業費の

減少によるものでございます。 

 廃目の環境衛生費道補助金は、浄化槽設置整備事業補助金でございます。 

 次、70ページ、３項委託金でございます。これにつきましては記載のとおりでございますが、
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5,706万2,000円、前年比にいたしますと94万3,000円、1.7％の増となってございます。 

 次、74ページに進みます。17款財産収入5,889万円、１億3,858万7,000円の減でございますが、

前年度と比較し、増減の大きなものを説明いたします。次のページにお進みください。２項１

目不動産売払収入3,000万円、前年比１億935万円の減でございます。20年度の未利用地の町有

地の売却収入を3,000万円と見込み計上したものでございます。 

 次、２目物品売払収入78万5,000円、前年比2,967万4,000円の減でございます。昨年計上した

町有林の立木売払収入が減額要因となってございます。 

次、78ページでございます。18款寄付金につきましては、例年どおり科目存置の計上でござ

います。 

 次、80ページ、19款繰入金6,318万2,000円の計上でございます。前年比にいたしまして２億

4,106万2,000円、79.2％の減でございます。主に歳出に計上済みの事業に係る特定財源として

各基金から繰り入れるものでございますが、１目から一番下の７目は歳出で説明したそれぞれ

の当該事業経費に充当するものでございます。 

次のページでございます。廃目の財政調整基金繰入金につきましては、本年度当初予算では

取り崩さないものとして予算を組んでございます。その結果廃目としてございます。海外交流

基金、退職手当追加負担金積立基金は該当事業がないことと特定農山村地域活動支援基金は残

高の減少によりまして繰り入れを見送るものでございます。 

続きまして、84ページでございます。20款繰越金、例年同様前年度決算剰余金を5,000万円と

見込んで、その２分の１を繰越金と計上するものでございます。 

86ページ、21款諸収入につきましては記載のとおりでありますが、前年比2,310万8,000円、

9.6％の減となってございます。 

次、ずっと諸収入が続きまして94ページでございます。94ページ、22款町債、歳出に計上済

みの事業の特定財源といたしまして借り入れをするものが主でございます。２目環境衛生費、

２節環境衛生債、バイオマス燃料化施設整備事業でありますが、通常債が６億490万円、行政改

革推進債が6,730万円となってございます。 

次の３目土木債でございます。２節港湾債４億円の内訳でありますが、通常債が３億6,000万

円、行政改革推進債が4,000万円の計上となってございます。 

４目消防債の内訳でございます。通常債が3,670万円、行政改革推進債が1,230万円となって

ございます。 

次、５目臨時財政対策債につきましては、地財計画と平成19年度実績額をもとにいたしまし

て前年比6.4％減を見込みまして２億3,700万円としてございます。 

なお、町債全体の計上額は、町債額が大きいバイオマス燃料化施設整備があることから、当

初予算ベースで14億2,290万円、前年比４億3,270万円、43.7％増となっておりますが、そのう

ち臨時財政対策債の特別な財源手当て分を除いた事業充当分のいわゆる通常債の計上額は11億

8,590万円、前年比４億4,890万円、60.9％増となってございます。 

 以上で歳入歳出についての説明を終わりますが、次に事前に配付してございます予算の概要
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などの配付資料につきまして若干説明をいたします。お手元に白老町予算の概要と本日配付い

たしました横判のこれです、横判の平成20年度一般会計予算説明資料、この２つの資料をご用

意願います。予算の概要、これでございます。それと、横判、これが平成20年度一般会計予算

説明資料でございます。よろしいですか。 

それでは、説明させていただきます。最初に、平成20年度の白老町予算の概要という資料に

ついてご説明いたします。１ページであります。１ページ、開きまして左側、平成20年度の白

老町会計予算の総括表でございます。全会計の予算額が前年対比で記載されております。この

一番上が一般会計分で、次が特別会計で、今回は後期高齢者医療事業特別会計が加わりまして、

特別会計は全部で11会計分になってございます。次、その下の欄が企業会計２会計分、水道と

病院分でございます。その下に総合計がございます。全会計の総合計について申し上げますと、

総合計Ａ足すＢ足すＣというところの平成20年度当初予算ごらんください。ここに記載してご

ざいますとおり、総合計は184億4,535万円、前年対比で14億2,905万3,000円、7.2％の減でござ

います。この総合計の額につきましては、最近10カ年では一番少ない金額となってございます。 

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ございます。この中で、水道事業

会計の事業費分を除いた経常経費での繰り出し額は12億105万8,000円で、前年対比で6,115万

8,000円、4.8％の減でございます。老人保健特別会計でございますが、後期高齢者制度への移

行に伴いまして２億698万円の減、そして下水道と港湾機能施設会計で財源不足分の追加繰り出

しを行いまして、それぞれ8,805万7,000円と1,000万円の増となってございます。 

次、２ページ目からは目的別、性質別の集計表を載せておりますが、記載のとおりでありま

す。 

 予算の概要につきましては、そのほか７ページから経常経費、22ページが補助金、そして24ペ

ージから事業費の概要が載っております。内容につきましては、予算書で主なものを説明して

おりますので、説明を省略いたします。 

予算の概要の最後といたしまして、この概要の最後のページでございます。32ページをお開

きいただきたいと思います。各会計の事業費の合計額と会計ごとの内訳を記載しております。

合計額が29億7,143万4,000円で、前年度との比較では13億1,002万1,000円、78.8％の増であり

ます。一般会計のバイオマス燃料化施設整備事業、防災行政無線施設整備事業、下水道会計の

処理場施設改築などで増となったことによるものでございます。 

次に、本日配付しました横判の資料でございます。平成20年度一般会計予算説明資料につい

てご説明いたしますので、ご用意願います。平成20年度の一般会計予算の説明資料であります

けれども、１ページ目になります。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

した資料でありますが、前年度との比較でございます。一般財源の主なものをご説明したいと

思います。増減の欄をごらんください。１款の町税や11款の地方交付税につきましては予算書

で説明しております。 

 ２款の地方譲与税から10款の地方特例交付金、12款の交通安全対策交付金につきましては、

前年度決算見込みと地財計画をもとに計上したものでございます。 
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17款の財産収入につきましては、前年度に財源不足の対応として未利用地の町有地売り払い

と立木売払収入を大幅に増額計上したことによりまして前年度比１億3,817万7,000円の減とな

ってございます。 

それと、下のほうの19款繰入金につきましては、財政調整基金の分でございます。これも先

ほど説明した内容でございます。 

次、22款の町債につきましては、臨時財政対策債の分でございます。1,620万円の減でござい

ます。 

 合計いたしまして、一般財源の増減額ですが、３億760万8,000円、前年度比4.5％の減となっ

てございます。 

 次に、２ページ目をお開きください。２番の表、一般会計歳出の表は経常経費と事業費に分

けた額と前年対比での増減でございますが、これも一般財源の増減で説明いたします。増減額

欄をごらんいただきたいと思います。まず、経常経費全体の増減額は３億3,492万4,000円の減

でございます。歳出の経常経費に要する一般財源ベースでは２億8,243万4,000円の減でござい

ます。その内容につきましては、給与費と繰出金がマイナスで、公債費、一般行政経費がプラ

スという状況になってございます。事業費につきましては、総額では11億6,292万4,000円の増

であります。一般財源ベースでは2,517万4,000円の減となってございます。 

次に、３ページ目の３番目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

ございます。この増額分の主な内訳としましては、増加分と減少分、それぞれ８項目記載して

おります。 

 次、４ページ目でございます。４番の表につきましては、事業費の補助、単独あるいは新規、

継続別に財源内容を載せております。前年度の当初予算との比較になっておりますが、記載の

とおりということで説明は省略させていただきます。 

 次のページ、５番の表につきましては、一般会計の事業費の主な増減ということで、これに

つきましても前年度予算との比較でございます。記載のとおりということで、説明は省略させ

ていただきます。 

 次のページ、６ページでございます。６番の平成20年度基金現在高見込みでございますが、

上の表は一般会計に関係する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17の基金と一番下に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、そして取り崩し額、そして各年度末の現在高を載せてございます。20年度の見込みの欄

でありますが、基金合計の20年度の積み立て額は6,445万9,000円になってございます。この中

では、財政調整基金に平成19年度決算剰余金の積み立て2,500万円も含んでございます。取り崩

しにつきましては、一般会計の基金の合計では6,318万2,000円で、年度末の残高は６億184万

6,000円、そのうち財政調整基金の残高は３億3,115万1,000円の見込みでございます。この表の

一番上の右端のところでございます。特別会計分の下には備荒資金の見込額を記載してござい

ます。 

 次、７番目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
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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、先ほどの全会計の額をご説明してお

りますが、一般会計は過去10カ年で５番目の規模ですが、全会計では事業費とも過去10カ年で

一番少ない予算ということになってございます。 

 次に、８ページでございます。８番目の表は、一般会計予算の主な内訳の前年度対比の数字

を載せてございます。予算総額は、これまでの説明のとおり前年度対比で８億2,800万円、9.0％

の増となってございます。歳出の欄でありますが、経常経費の中の一般行政経費は１億2,013万

1,000円の増ということになってございます。後ほど説明する歳出の削減効果額が8,307万

6,000円でありますが、後期高齢者医療制度の負担分２億1,080万3,000円の増などによりまして

一般行政経費全体としては増額となってございます。 

その下の９番の財源不足額とその補てん財源でございますが、これにつきましては経常経費

と事業費につきまして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。財源不足額は、総額で１億2,660万円、事業費で通常の起債充当率

を引き上げる行政改革推進債１億2,660万円を見込んでございます。なお、前年度当初では財政

調整基金繰入金１億9,597万9,000円でありましたが、本年度は財政調整基金の取り崩しをゼロ

ということで予算編成してございます。 

 次、９ページにつきましては、10番、平成20年度予算における財政健全化の主な取り組みを

載せてございます。歳出削減につきましては、経常的事業の見直しで約8,300万円、独自削減分、

職員削減分等を含めた給与費の削減で約４億6,100万円、投資的事業財源の一般財源の縮減で約

2,900万円などでございます。 

歳入確保では、町税収納率の向上分約1,200万円を見込んでございます。 

そのほか財政健全化の対策分といたしまして、赤字会計の追加繰り出しを下水道会計を初め

といたしまして約２億1,900万円となってございます。 

 次、10ページの表でございますが、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

的な予算額を参考資料として記載してございます。上の表ですけれども、一般会計の老人福祉

費に限りましてその内訳を整理したものであります。計の（Ａ）欄の増減のところを見ていた

だきたいと思います。前年度と比較いたしまして、老人福祉費としては総額2,997万5,000円の

増、一般財源につきましては914万3,000円の増となってございます。また、下の表は教育費の

高齢者学習センター費なども含めました老人福祉費以外の高齢者に関する予算の主なものの集

計表であります。２つの表を合計いたしましたＡプラスＢの欄でございます。一般会計の高齢

者福祉関係予算の増減は、一般財源ベースで281万5,000円、0.5％の増でございます。 

 最後に、11ページの表につきましては、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全国ベースの推移でありますけれども、18年度、19年度と

マイナスで推移しておりましたが、20年度は地方再生対策費4,000億円が創設されまして、1.3％

の増となってございます。白老町につきましても本年度は普通交付税を増額となるものとして

見込んでございます。一般会計の町債現在高は、20年度末で164億5,800万円、前年度より400万

円の増となる見込みでございます。なお、全会計を合わせた町債現在高は、20年度末で283億
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6,649万円となる見込みでございます。 

 これで資料の説明を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。こ

れで終わります。 

                                         

    ◎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 ３時１０分）
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