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◎開会の宣告 
○議長（堀部登志雄君） これより定例会３月会議の議案等に関する議案説明会を開催いたし

ます。 

（午前１０時００分） 

                                         

○議長（堀部登志雄君） 定例会３月会議に町長から提案のあった議案は、条例の制定・一部

改正 15 件、町道の認定・廃止２件、各会計の補正予算 12 件、新年度の各会計予算 15 件、合わ

せて 44 件であります。順次議案の説明をいただきます。 

 日程第１、議案第28号 白老町立介護老人保健施設条例の制定についてから議案第44号 町

道路線の廃止についてまでの各議案について一括して議案説明をお願いいたします。 

岩城総務課長。 

○総務課長（岩城達己君） それでは、議案説明に入りますが、その前に一部加筆修正をお願

いしたいのですが、議案書目次１ページ、下から４行目、議案第 24 号 平成 21 年度後期高齢

者となってございますが、この前に白老町を加筆していただきたいと思います。下から４行目、

議案第 24 号 平成 21 年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算と訂正お願いいたします。 

 それでは、議案第 28 号から説明させていただきます。ページが議 28－１でございます。議

案第 28 号 白老町立介護老人保健施設条例の制定について。 

本年４月１日から白老町立病院内に開設する、医療機関併設型介護老人保健施設きたこぶし

について必要な事項を定めるものでございます。きたこぶしという命名でございますが、病院

の正面玄関北側にこぶしの木がございます。その名を取りまして、きたこぶしと命名してござ

います。 

 続きまして、議案第 29 号 白老町立介護老人保健施設事業特別会計条例の制定について。 

議案第 28 号に関連して、介護老人保健施設につきましては、一般会計と区分し、総括的に

事業運営を行う必要がありますことから、地方自治法の規定に基づき特別会計を設置するもの

でございます。 

 続きまして、議案第 30 号 白老町バイオマス燃料化施設の設置に関する条例の制定について。 

本年４月１日から稼動します、白老町バイオマス燃料化施設について、施設の設置に関する

事項を定めるものであります。 

 続きまして、議案第 31 号 白老町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定について。 

平成 21 年度からの介護報酬の改定による介護保険料の急激な負担増を抑制するため、国か

ら臨時交付金が交付されますことから、これを運用するための基金を設置するものであります。

本議案の詳細につきましては、後ほど介護担当参事から説明いたします。 

 続きまして、議案第 32 号 白老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び白老町職員の育

児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

人事院勧告に基づく国家公務員の勤務時間の改正に準拠し、職員の勤務時間を改定するため、
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関係条例の改正を行うものであります。勤務時間が 15 分間短縮、１日８時間を７時間 45 分に、

週 40 時間を 38 時間 45 分に改めるものでございます。なお、窓口業務につきましては、従来ど

おり午後６時 15 分までとするものであります。 

 続きまして、議案第 33 号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

新たに地域手当の規定を定めるとともに、職員の給与の自主削減を継続し、議案第 32 号に

関連する勤務時間の改定を行うものであります。地域手当は、東京都内及び札幌市内に在勤す

る職員に支給するもので、手当の月額は給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に 100

分の 18 を超えない範囲内で規則に定める割合を乗じて得た額であります。なお、国の基準に準

じてございます。 

 続きまして、議案第 34 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及び議案第 35 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でありますが、特別職であります町長、副町長

は 35％、教育長は 30％をそれぞれ給与の自主削減を継続するものでございます。 

 続きまして、議案第 36 号 白老町総合健康福祉センター条例の一部を改正する条例の制定に

ついて。 

いきいき４・６の温泉分湯契約の解除に伴い、入浴サービスを沸かし湯で対応することから、

浴室使用料１人１回 100 円を 200 円に改定するものでございます。 

 続きまして、議案第 37 号 白老町火葬場条例の一部を改正する条例の制定について。 

新財政改革プログラムに基づき、火葬場の費用対効果を見直し使用料を改定するとともに、

字句の修正を行うものであります。主なものとしましては、15 歳以上の者で町民は１万円を１

万 5,000 円に、同じく 15 歳以上の者で町外の者は１万 5,000 円を３万円に改めるものでござい

ます。 

 続きまして、議案第 38 号 白老町廃棄物の減量及び処置に関する条例の一部を改正する条例

の制定について。 

平成 21 年度からの白老町バイオマス燃料化施設の稼動に伴い、新たに処理をする産業廃棄

物の処理手数料を定めるものでございます。手数料につきましては、１トンにつき１万 5,000

円以内でございます。 

 続きまして、議案第 39 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。 

平成 21 年度以降の介護保険料率の改定を行うとともに、介護保険法施行令に基づく新たな

保険料率区分の設定を行うものであります。詳細につきましては、去る２月 12 日に開催しまし

た議案説明会の内容でございます。 

 続きまして、議案第 40 号 白老町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について。 

国民健康保険法施行令改正に伴い、国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を引き上げる

ための改正を行うものでございます。改正前８万円を改正後 10 万円に改めるものでございます。 

 続きまして、議案第 41 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と議案第 42 号 白老町乳幼児等医療費の助成に関
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する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、児童福祉法に規定する医療の給

付を受けているものは助成の対象外としているところでありますが、このたび、同法の一部が

改正されたことにより、小規模住居型児童養育事業が加えられたことから、本条例の一部を改

正するものでございます。 

 続きまして、議案第 43 号 町道路線の認定について及び議案第 44 号 町道路線の廃止につ

いてでありますが、二級河川ブウベツ川の改修工事に伴い町道石山６番線の改変があることか

ら、認定と廃止を行うものでございます。 

 以上で私からの説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） ただいま岩城総務課長から議案第 28 号から議案第 44 号まで一括し

て説明がありましたが、それぞれ担当課から補足して説明する事項がありましたら、この議案

の順序に従って説明をお願いいたします。 

長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 議案 31 号の白老町介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の

制定につきまして、若干説明させていただきます。 

 これは先ほどご説明ありましたとおり、介護報酬改定による介護保険料の急激な上昇を抑え

る目的に国から特例交付金が交付されます。それに基づき本条例を制定いたしまして、介護保

険事業基金へ積み立てるものでございます。積み立てた基金につきましては、平成 21 年度と平

成 22 年度においてそれぞれ取り崩しを行うものでございます。 

 ２月 12 日に行われました全員協議会の中でもご説明いたしましたとおり、国のほうから交付

される金額が 1,089 万 3,000 円を予定されております。これを 21 年度と 22 年度に分けまして、

それぞれ取り崩しを行っていく予定でございます。なお、関連予算につきましては、本会議の

補正予算に提出してございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（堀部登志雄君） ほかございませんか。 

安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 議案第 40 号の補足説明でございますけれども、別途説明資料を配

付しておりますので、ご参照していただきたいと思います。 

 まず、今回の改正でございますけれども、先ほど説明しましたように、地方税法の改正によ

りまして限度額の引き上げでございます。国民健康保険税は３つの課税からなりまして、介護

納付金、これは介護保険制度が平成 12 年度から始まりまして、それによって 40 歳以上介護保

険者、第２号被保険者、40 歳から 65 歳の方が国民健康保険税の中で負担していただくという

税であります。 

 今回の改正は２番目に書いていますけれども、現行８万円でしたものが今回の改正により 10

万円になったということで、下段の１ページの表の限度額という平成 12 年からの推移を見てい

ただきたいと思いますが、平成 12 年度は７万円で地方税法と一緒でしたけれども、実は８万円

になったのが平成 15 年、このときには改正をされておりません。その後、平成 18 年に限度額
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が９万円になったときに８万円に改正して、このたび、平成 21 年から 10 万円に改正していく

ということでございます。この内容につきましては、２ページ目の大きい表を見ていただきた

いと思いますが、ここで３区分、医療保険分、後期高齢者支援分、介護納付金とありまして、

胆振管内もしくは他市の状況を記載しておりますが、当町は中段ほどに出ておりますが、ここ

の下段、介護納付金の部分は８万円でございましたけれども、他町村を見ると既に地方税法上

の限度額９万円に準じております。ただし、むかわ町につきましては、穂別町との合併の際に

低い金額を採用するということで当町と同じような８万円としておりますが、ここも合併の３

年が経過して、来年度から限度額を今回の改正の 10 万円にするというような情報を聞いており

ます。以上のことから、10 万円に限度額を引き上げてまいりたいということでございます。 

 引き続きまして、影響額のことでございますけれども、２ページ目の裏面に出ております。

今回、８万円の限度額を賦課するにあたって総額 4,000 万円ほどの収入がございまして、これ

を個々の個別の具体例を申し上げますと、２人世帯で 410 万円ほどの所得がございますと限度

額８万円を超えると。１人世帯の場合だけは 435 万円で８万円を超えると。これを 10 万円にし

ますと、総額 4,225 万 9,000 円の収入になりまして、約 188 万円の増額が見込まれます。10 万

円にした場合、影響はどのぐらいかと申し上げますと、２人世帯で所得 535 万円以上の人、１

人世帯で 560 万円。以上のことから、相当の高額所得者に影響してくるということでございま

して、③で書いていますけれども、400 万円以上の世帯 90 世帯と 558 万円以上の 137 世帯、こ

の階層の方 227 世帯が影響してくるものと想定されます。以上のことから、所得でいけば相当

の所得の方たちに影響するということで、低所得者の方には該当しないことから、限度額の引

き上げを地方税法上の 10 万円に合わせたいということでございます。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 申しわけございません。戻りまして議案第 37 号 白老町火葬

場条例の一部を改正する条例の制定についてをご覧いただきたいと思います。これについて補

足いたします。よろしいでしょうか。 

使用料の改定の内容についてでございます。大きくは２点ございます。１点は改正前の料金

から改正後の料金を５割増しとするものであります。もう１点につきましては、町外者の使用

料につきまして、改正前は町内の方の５割増しの料金としていたものを、改正後は 10 割増しに

設定するものであります。 

 今回の改定は費用対効果を見直して改定するものでありますが、近隣の自治体の状況をも考

慮して設定するものであります。胆振管内の状況を申し上げますと、15 歳以上の区分で 7,200

円から２万円の範囲にあり、平均で約１万 1,500 円であります。ただ、区分の関係で 15 歳以上

としているのが白老町を含めて３町。13 歳以上が１町。12 歳以上としているところが２自治体。

10 歳以上と区分しているところが４自治体となっておりますので、単純に比較することができ

ないところでございます。また、町外者の使用料を町内者の２倍としている自治体は、白老町

以外のすべてでございます。今回は同様に設定するものでございます。なお、改定後の料金は
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一部下回ってございますが、隣の登別市と同等の金額となるものでございます。 

 また、費用対効果の関係でございますが、ちなみに火葬場維持経費に関する収入に対する負

担割合でございますが、現行が 25.4％、これが約 38％になるものでございます。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） ほかありませんか。 

 本会議の審議になりますとこの説明はございませんので、提案理由の説明だけということに

なりますので、この際、ぜひこのときに聞いておきたいということがありましたら、不明な点

がありましたら、聞いておいていただきたいと思います。 

 今回から、こういうものは初めてですので、非常にその辺ちょっと戸惑いがあろうかと思い

ますけれども、よろしくお願いします。 

 順次 28 号から特に不明な点等、質疑がありましたら。28 号についてありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 続きまして、29 号。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 続いて、30 号について。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 続いて、31 号について。 

５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） どの程度お尋ねしていいのかわからないのですが。 

○議長（堀部登志雄君） 質疑でございますので、説明でちょっと不明な点等について。中身

の議論は本会議で。 

○５番（山本浩平君） わかりました。本会議にします。 

○議長（堀部登志雄君） 続いて、32 号について。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 続いて、33 号について。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 続いて、34 号について。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 続いて、35 号について。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 続いて、36 号について。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 続いて、37 号について。 

８番、近藤守議員。 

○８番（近藤 守君） 近藤です。ちょっと誤字だと思うのですけれども。区分ありますね、

改装によるものの「そう」が、これはくさかんむりの葬にしなかったら。初めよくわからなか
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ったのですけど、次のページ見たらよくわかったのですけれども。装いではないですね、これ

は。どちらが正解なのですか。 

○議長（堀部登志雄君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 大変失礼いたしました。訂正させていただきます。37－１に

つきましては、改葬の「そう」の字が誤りでございます。葬儀の葬に変更していただきたいと

思います。申しわけございません。 

○議長（堀部登志雄君） それでは、続いて 38 号について。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 続いて、39 号について。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 続いて、40 号について。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 続いて、41 号について。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 続いて、42 号について。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 続いて 43 号、44 号についてはございませんか。 

10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。例えば今の火葬条例の関係なのですけれども、他

市町村との比較を今話をしてくれたのだけれども、それだけではちょっとこの次のときに議論、

本会議のときに質疑がありますよね。ですから、なるべく資料を出せるもの、面倒でなければ

資料を出していただかないと、議案説明の後、すぐ審議になるわけです。ですから、そのとき

よりも、ほかはまだ精査していませんけれども、ほかの議案も含めて資料が出せるようなもの、

それから、他市町村との比較が可能なもの、そういうものについては事前に資料をちょっと出

してほしいのですけど、いかがですか。資料要求とはまたちょっと違って、議案に対する説明

文書、なるべく出してほしいと思うのです。例えば今の火葬条例の話では、他市町村との比較

では登別と同じで、あとは、これとこれとこれについては何歳以上がどうだとかこうだとかっ

て、本会議はずっと後になります。そうすると、メモできるような状況ではないのです、今の

説明では。だから、そういう点についての関連でもしありましたら。そういうものの資料とい

うか、判断基準になるようなものがあれば出してほしいということです。 

○議長（堀部登志雄君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 火葬場の他市町村の状況、胆振管内につきまして、これにつ

いては整理しまして、別途提出させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 今のところ、まだ整理されていないようですので、整理され次第出

るということで。特に説明がわかりやすくなるということで、そういう資料が必要と思われる

ところについては出していただくということでお願いしておきたいと思います。 
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７番、玉井昭一議員。 

○７番（玉井昭一君） 42 号の説明はなかったのですけれども。 

○議長（堀部登志雄君） 一括して説明をいただきました。 

３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） 41 号、42 号にちょっと。同じだと思うのですけど、ここの小規模住居

型児童養育事業を行うものというのはどういう意味なのでしょうか。それが全然わからないの

ですけど、教えていただきたいなと。 

○議長（堀部登志雄君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 今回、児童福祉法の改正によってこの部分が追加されまして、余

り、北海道にはあるかどうかちょっとわかりませんけれども、里親と言われる方が、この子ど

もさんたちを複数、５人か６人ぐらいを養っている施設と言われているものなのですけれども、

そういうものが北海道には存在するのか、しないのか、ちょっと私も掌握していないのですけ

れども、全国にはそういう施設がございまして、そういう家族単位で行っているものも、そこ

にいるお子さんたちはこの施設として見なされますので、ひとり親とか乳幼児の医療について

は新たな措置、措置で行うということですから、調べましたら保険証が違う保険証で、北海道

的にいけば、ダイレクトに道のほうに請求にいくと。町村には請求がこないというようなシス

テムでございまして、町がやっている医療費の助成からは除かれますという改正でございます。 

○議長（堀部登志雄君） ほかございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって議案第 28 号から議案第 44 号までの議案説明を終わります。 

 日程第２、議案第１号 平成 20 年度白老町一般会計補正予算（第 13 号）から議案第 12 号 平

成 20 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）までの各議案について一括し

て議案説明をお願いいたします。 

高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 議案第１号から議案第 12 号まで一括してご説明させていただ

きます。皆さま方のお手元に６ページものの、平成 20 年度白老町議会定例会３月会議へ提案す

る平成 20 年度補正予算の概要というレジュメがお配りされていると思います。それにてご説明

させていただきます。 

 １、歳入歳出予算の補正規模。 

 一般会計（第 13 号）、４億 94 万円の増額補正でございます。特定財源 2,785 万 2,000 円の減

額補正。一般財源４億 2,879 万 2,000 円の増でございます。 

 次、特別会計です。今回は９会計の補正となってございます。９会計合計２億 5,660 万 4,000

円の減額補正でございます。 

 次のページをお開きください。２ページ目でございます。企業会計。水道事業会計、病院事

業会計の２会計でございます。28 万 6,000 円の増額補正でございます。下のほうの合計でござ
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います。合わせまして１億 4,462 万 2,000 円の増額補正でございます。 

 これらの補正後の予算の規模でございます。中ほどの参考、平成 20 年度の予算補正状況をご

覧ください。まず、一般会計。今回計上額４億 94 万円、合計 110 億 7,314 万 8,000 円でござい

ます。 

次の特別会計のところでございます。今回計上額２億 5,660 万 4,000 円の減額、合計 94 億

2,212 万円でございます。 

企業会計、今回計上額 28 万 6,000 円の増額、合計 16 億 1,539 万円でございます。 

総合計でございます。今回計上額１億 4,462 万 2,000 円、合計額 221 億 1,065 万 8,000 円。

この額が今回の補正後の予算規模になります。 

 続きまして、一般会計の補正予算の主な事項ということで、２番目の説明に入ります。 

(１)歳出。 

議会費 166 万 9,000 円の減額補正でございます。議員報酬等の減額補正でございます。これ

は 11 月から議員欠員１名によります減額補正でございます。 

 次、総務費 1,826万 6,000円の減額補正でございます。職員管理事務経費 15万円の減額補正、

これは非常勤公務災害補償費負担金減に伴います減額補正でございます。臨時職員経費 225 万

4,000 円の減額補正、これは産休代替職員の雇用日数の減によるものでございます。職員福利

厚生費 53 万 7,000 円の減額補正、これは職員の定期健診や総合健診の委託料ですが、委託料単

価の減や対象者の減によります減額補正でございます。次に、少し飛びまして税等過誤納還付

金等 1,355 万円の減額補正でございます。これは実績確定に伴います不用額の減額補正でござ

います。 

 次、民生費 4,220 万 4,000 円の減額補正。この民生費の主なものとしましては、地域介護・

福祉空間整備事業 954 万 9,000 円の増額補正。これは厚生労働省所管の補助事業といたしまし

て、グループホームどんぐりさんのスプリンクラー整備事業、これが採択される見通しとなっ

たことから、１回町の歳入とにれまして、町の補助金として出すという仕組みから、今回計上

するものでございます。財源は全額国庫補助金が充当されます。次、在宅老人福祉事業経費か

ら、次の３ページの地域包括支援センター運営経費までは実績に基づきます不用額の減額補正

でございます。次、介護保険特別会計繰出金 660 万 3,000 円の減額補正。これは介護給付費の

減額、それによるものでございます。それから、後期高齢者医療事業特別会計繰出金 127 万円

の減額補正。これは特別会計での補助対象経費増に伴います財源振りかえと、広域連合負担金

確定に伴います減額補正でございます。それと次です。障害者自立支援給付経費 1,822 万 9,000

円の増額補正。これは扶助対象者等の増によります増額補正でございます。特定財源といたし

まして道費 441 万 4,000 円、国費が 932 万円増額補正されます。それと次、重度心身障害者医

療費給付費 2,292 万 6,000 円の減額補正でございます。これは申請実績減に伴います減額補正

でございます。特定財源、道費 542 万 2,000 円減、それと雑入 1,195 万 1,000 円が減額補正さ

れます。次、飛びまして総合保健福祉センター管理運営経費 43 万 5,000 円の増額補正でござい

ます。これは熱交換器の修繕ということで増額補正するものでございます。次また１つ飛びま
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して町立保育園運営経費 515 万円の減額補正。それと、緑丘保育園運営費等経費 95 万 7,000

円の減額補正。これはいずれも児童数の減による減額補正でございます。したがいまして、特

定財源保育料が 483 万 7,000 円減、そして、国費 32 万 8,000 円の減と、道費 16 万 4,000 円の

減という歳入の補正をしてございます。 

 それと次、環境衛生費でございます。３億 628 万 8,000 円の増額補正でございます。主なも

のといたしましては、国民健康保険事業特別会計繰出金 5,630 万 4,000 円の減額補正。これは

繰り出し基準より高額医療費が下回ったこと、それと、後期高齢者制度導入に伴います対象高

齢者の減に伴う減額補正でございます。特定財源としましては、国支出金が 1,082 万 9,000 円

の減、それと道費が 2,954 万 8,000 円の減となってございます。それから、また２つ飛びまし

て、環境衛生センター運営経費 28 万 8,000 円の増額補正。これは電気料値上げによります光熱

費の増額補正でございます。次、国民健康保険病院事業繰出金等３億 6,800 万円の増額補正で

ございます。これは病院事業会計の特例債元利償還金を除きます不良債務の全額解消のための

追加繰り出しを行うものでございます。 

 次、農林水産業費９万 6,000 円の減額補正。これは記載のとおりでございます。 

 次、商工費 5,000 万円の増額補正。工業団地造成事業特別会計繰出金 5,000 万円の増額補正

でございます。これは新財政改革プログラムに基づきます不良債務解消のための追加繰り出し

金でございます。 

 次、土木費１億 4,873 万 2,000 円の増額補正。主なものといたしましては、ちょっと飛びま

して臨海部土地造成事業特別会計繰出金 5,000 万円の増額補正でございます。これも新財政改

革プログラムに基づきます不良債務解消のための追加繰り出し金でございます。次、港湾建設

事業 2,046 万 5,000 円の増額補正でございます。これは事業費の精査と国の二次補正によりる

平成 21 年度事業前倒しに伴います追加負担金の増額補正でございます。実質、国の二次補正に

よります追加負担金は 2,100 万円となってございます。次に、２つ飛びまして公共下水道事業

特別会計繰出金 8,000 万円。これは特別会計の不良債務解消のため、追加繰り出しするもので

ございます。次、耐震改修促進計画策定事業 18 万 7,000 円の増額補正。これは耐震改修促進法

に基づく公共・民間施設を含めた耐震化計画策定に係る経費でございます。次、町営住宅維持

管理経費財源振りかえ。これは使用料増に伴います一般財源の財源振りかえでございます。 

 次、消防費 622 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 239 万円の

減額補正。これは新消防庁舎維持管理に係る経費でございますけれども、通年で１年間維持管

理した結果、当初見積もりよりも維持管理費が少なくなったということで減額補正するもので

ございます。次、消防救助資機材購入事業 173 万 5,000 円の減額補正でございます。これは石

油備蓄交付金事業により更新予定でありました白老地区のサイレン、これが同報無線活用によ

りまして対応できるものと確認したため、サイレンの更新費用を減額補正し、減額分につきま

しては平成 22 年更新予定の救急車購入のための基金に積み立てることとしております。 

 次、教育費 187 万 9,000 円の減額補正でございます。教育委員会事務経費から次のページ、

４ページの入学準備金貸付事業、ここまでは経費、事業費の確定額に伴います不用額の減額補
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正でございます。そして、次です。小学校施設管理経費 260 万 7,000 円の増額補正。これは電

気料金の値上がりと社台小学校の外灯修繕に係る費用の増額補正でございます。次、小学校教

育振興一般経費 26 万 2,000 円の増額補正。これは緑丘小学校におけます弱視特別支援学級新設

に伴います備品購入費でございます。これは４月１日から弱視の方が１人入学なさるというこ

とで、その対策のための費用でございます。次、飛びまして中学校運営経費 10 万円の増額補正

でございます。これは、一般廃棄物処理手数料改正に伴います増額補正でございます。それか

ら、次、中学校施設管理経費 277 万円の増額補正。これは電気料金値上がりと、萩野中学校の

アース設備及び白老中学校のオイルギアポンプ緊急修繕に係る費用を計上するものでございま

す。次、中学校施設整備事業 800 万円の減額補正でございます。これは中学校適正配置計画ス

ケジュール見直しに伴います減額補正でございます。次、中学校体育推進経費 11 万円の増額補

正でございます。これは全道及び地区大会出場者増に伴います増額補正でございます。次、飛

びまして図書購入経費 10 万円の増額補正でございます。青色申告会及び商工会女性部からそれ

ぞれ５万円、図書購入費として指定寄付がありましたので、増額補正するものでございます。

次、資料館運営経費 24 万 6,000 円の増額補正でございます。これは仙台藩白老陣屋の図を展示

するために必要な絵図の補修・補強・加工に要するに費用の計上でございます。次、体育施設

指定管理経費 91 万 4,000 円の増額補正でございます。これは町民温水プール設備修繕に係りま

す費用の計上で、床暖房・ろ過施設等の修繕費の計上でございます。次、学校給食特別会計繰

出金 198 万 3,000 円の増額補正でございます。これは食材価格高騰に伴います学校給食特別会

計へ赤字補てんとして繰り出しするものでございます。 

 それと次、長期債元金償還費 130 万円の増額補正。これはウタリ住宅貸付金において繰上償

還がありましたので増額補正するものでございます。それから、長期債利子支払費 2751万 2,000

円の減額補正でございます。これは当初、予算編成時の見込み利率よりも低く実績が推移した

ということで減額補正するものでございます。 

 次、給与費 1,114 万円の減額補正でございます。これは職員等人件費 1,114 万円の減額補正。

これは育児休業休暇、病気、休職などによる給与費等の減額補正でございます。 

 次、諸支出金でございます。361 万 1,000 円の増額補正でございます。これは各種基金積立

金の増額補正でございます。故鈴木議員ご遺族からの寄付金、ふるさと納税及び石油備蓄交付

金事業の入札差金等を各種基金へ積み立てるものでございます。 

以上で一般会計の歳出が合計４億 94 万円となります。 

 続きまして、(２)歳入の説明でございます。主だったものを説明させていただきます。 

町税 6,350 万円の増額補正でございます。個人町民税 3,970 万円の増。固定資産税 2,380 万

円の増。これらは個人の一時所得等が見込みより大幅に上回ったことによります増額補正でご

ざいます。 

 次、地方交付税１億 1,496 万円の増額補正。これは普通交付税でございます。これは当初見

込みより増額交付されたことによりまして、今回増額補正かけるものでございます。 

 次、分担金及び負担金 7,595 万円の減額補正。これは保育料 697 万 6,000 円の減額補正とい
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うことで、歳出のほうでも説明しましたように保育児童減少に伴います減額補正でございます。 

 使用料及び手数料 326 万 6,000 円の増額補正。主なものとしましては、町営住宅使用料の 150

万円の増。これは収納率の増によるものでございます。 

 それから次、国庫支出金 586 万 8,000 円、それと次のページの道支出金 3,653 万 1,000 円の

減額補正。これらにつきましては、歳出で説明させていただきました歳出の増減、それに伴い

ます補正でございますので、説明を省略させていただきます。 

 続きまして、財産収入 1,132 万円の減額補正。主なものといたしまして、町有地の売却収入

1,157 万 4,000 円の減額補正でございます。これは町有地売却収入が 1,157 万 4,000 円という

ことで、当初見込みより売却額が下回る見込みとなったことから減額補正でございます。 

 次、寄付金 153 万 6,000 円の増額補正でございます。指定寄付金は図書購入資金として青色

申告会から５万円、商工会女性部から５万円、計 10 万円。体育及び教育関係施設整備資金とし

まして故鈴木議員のご遺族から 100 万円、紺谷マツノさんから１万 1,000 円。それから、ふる

さと納税として静岡県の安藤善春氏から１万円。農業振興基金といたしまして櫻澤智志さんか

ら６万 5,000 円。一般寄付金でございますけれども、これはふるさと納税の指定なしとされた

寄付金で、吉田慎一さんから５万円、それと、東京白老会、渡辺文夫さんから５万円の計 10

万円で、この結果、現在までのふるさと納税額は 101 万 2,000 円ということで 100 万円を突破

したところでございます。 

 それから次、繰入金でございます。２億 6,086 万 4,000 円の増額補正。財政調整基金繰入金

でございます。２億 6,086 万 4,000 円の増額補正でございます。これは病院会計３億 6,800 万

円、公共下水道会計 8,000 万円を追加繰り出しするための財源として、財政調整基金から繰り

入れるものでございます。結果、現在時点での残高は１億 5,300 万円になります。 

 次、諸収入でございます。1,420 万 8,000 円の減額補正。重度心身障害者医療費と、それか

ら、一番下の項目の介護予防サービス計画収入まで、いずれも実績減に伴います減額補正でご

ざいます。 

 次、町債 2,060 万円の増額補正でございます。白老港建設事業 2,100 万円の増額補正。これ

は国の二次補正による追加事業で、100％起債が充当されます。それと次、白老駅北広場整備事

業、それと、臨時財政対策債、これらは事業費及び額の確定に伴います補正でございます。歳

入合計４億 94 万円でございます。 

 次に、(２)の繰越明許費補正でございます。追加が２件ございます。地方港湾白老港建設事

業ほか１事業ということで、港湾の事業以外のもう一つは、地域介護・福祉空間整備事業グル

ープホームどんぐりへのスプリンクラー設置事業、この事業を繰越明許とします。 

 それから、次、６ページの(３)でございます。債務負担行為補正、追加が４件、変更が６件、

廃止１件、合計 11 件でございます。追加は１億 1,607 万 1,000 円。主なものとしましては、地

方港湾白老港建設事業の１億 1,000 万円。これは、実質上 21 年度予算の中に含まれるもので、

ゼロ国債事業でございます。それと、変更と廃止。ここの部分につきましては、期間の延伸、

入札等による差額が出て、その額が確定したことによります限度額の変更でございます。 
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 次、(４)地方債補正。竹浦２番通り改良舗装事業ほか２件で、合計３件ということで 2,230

万円の増額補正でございます。これは事業及び額の確定と、事業追加による限度額の変更でご

ざいます。 

○議長（堀部登志雄君） ここで、暫時休憩をさせていただきます。 

休憩 午前１０時５６分 

                                         

再開 午前１１時１１分 

○議長（堀部登志雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

議案説明のほうをお願いいたします。 

高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） それでは、引き続き説明させていただきます。次は、議案第

２号から議案第 12 号までの特別会計と企業会計について説明させていただきます。 

 まず、特別会計の国民健康保険事業特別会計（第４号）でございます。3,592 万 8,000 円の

減額補正です。一般会計の繰り入れにつきましては5,630万 4,000円の減額補正でございます。 

 歳出の主な内容でございますけれども、総務費 58 万円の減額補正。これはシステム改修費の

増及び不用額の精査による減額補正でございます。保険給付費でございます。これは、一般の

療養給付費につきましては 4,898 万 7,000 円の増になりますけれども、退職者療養給付費が

6,847 万 1,000 円の減となることで、合計 802 万 1,000 円の減額補正となります。次、老人保

健拠出金 354 万 8,000 円の減額補正、それと介護給付金 923 万 2,000 円の減額補正。それぞれ

額の確定によります減額補正でございます。それと次の、下の共同事業拠出金 87 万 3,000 円の

減額、それと、保健施設費 1,388 万 8,000 円の減額補正。これらは額の確定及び不用額の精査

によります減額補正でございます。次の諸支出金であります。21 万 4,000 円の増額補正。これ

は、平成 19 年度給付費確定に伴います還付金の増額補正でございます。 

歳入でございます。これらは歳出見合いの財源の補正ということでございますので、説明を

省略させていただきます。 

 続きまして、議案第３号の老人保健特別会計（第３号）でございます。１億 614 万 5,000 円

の減額補正。一般会計からの繰入金は 2,144 万 9,000 円の減額補正でございます。 

 歳出の主なものとしましては、総務費 22 万 9,000 円の減額補正。これは不用額の減額補正で

ございます。医療諸費１億 1,256 万 4,000 円の減額補正、それと、公債費 12 万 3,000 円の減額

補正。医療諸費につきましては制度移行に伴います減額補正。それと、公債費は不用額の減額

補正でございます。それと、諸支出金 677 万 1,000 円の増額補正。これは平成 19 年度事業清算

に伴います増額補正でございます。 

歳入でございます。これも歳出見合いの財源補正ということで、説明を省略させていただき

ます。 

 続きまして、議案第４号でございます。公共下水道事業特別会計（第３号）、7,240 万円の減

額補正でございます。8,000 万円の一般会計からの繰入金でございます。 



 15 

歳出につきましては、事業費確定に伴います不用額の減額補正でございます。 

歳入でございます。使用料１億 4,403 万 4,000 円の減額補正。それと、一般会計繰入金の増

と歳出精査に伴います減額補正でございます。この一般会計繰入金 8,000 万円によりまして、

平成 20 年度決算において資金不足率が 20％下回るということ、これを目標にして、今回、今

の時点で一般財源から応援できる分 8,000 万円追加繰り入れするものでございます。そのほか

は歳入見合いの財源補正でございます。 

 続きまして、議案第５号でございます。学校給食特別会計（第１号）でございます。225 万

5,000 円の増額補正でございます。一般会計からの繰入金は 198 万 3,000 円でございます。 

歳出、給食費 225 万 5,000 円の増でございますけれども、食材購入費の高騰に伴います増額

補正でございます。 

歳入の繰入金 198 万 3,000 円の増は、保護者負担軽減のため一般会計から繰り入れるもので

ございます。その他は財源の精査による増額補正でございます。 

 次、議案第６号でございます。工業団地造成事業特別会計（第２号）。補正額ゼロ。一般会計

からの繰入金 5,000 万円。歳入だけの補正となってございます。財産収入 5,000 万円の減額補

正。繰入金 5,000 万円の増額補正でございます。これは、新財政改革プログラムに基づきます

一般会計からの追加繰入金の補正でございます。 

 次、臨海部土地造成事業特別会計（第２号）、議案第７号でございます。これにつきましても、

同じく歳入、歳出増減なしでございます。一般会計からの 5,000 万円の繰り入れでございます。

歳入、財産収入 5,000 万円の減額補正。繰入金 5,000 万円の増額補正でございます。これも同

じく、新財政改革プログラムに基づきます一般会計からの追加繰入金の補正でございます。 

 次、議案第８号でございます。港湾機能施設特別会計（第２号）、22 万円の減額補正でござ

います。これらは歳入、歳出とも決算見通し精査による減額補正でございます。 

 次が議案第９号でございます。介護保険事業特別会計（第３号）、3,399 万 1,000 円の減額補

正でございます。一般会計からの繰入金等は 660 万 3,000 円の減額補正となってございます。 

歳出の主なものでございます。総務費 21 万 4,000 円の減額補正。これはシステム改修委託

料の増と、不用額の減額補正でございます。次の保険給付費 4,323 万 4,000 円の減額補正。こ

れは、実績見合いの減額補正でございます。次、地域支援事業費 299 万 7,000 円の減額補正。

これは、不用額の減額補正でございます。次、基金積立金 1,245 万 4,000 円の増額補正。これ

は、利息と特例交付金の積立金でございます。 

歳入につきましては歳出見合いの減額補正ということで、説明を省略させていただきます。 

 次のページ、２ページ目お開きください。議案第 10 号でございます。後期高齢者医療事業（第

４号）でございます。1,017 万 5,000 円の減額補正。一般会計からの繰入金と 127 万円の減額

補正でございます。この会計の主な減額補正の内容は、制度改正によります保険料軽減措置に

よる減額補正でございます。 

 次、企業会計に移ります。議案第 11 号 水道事業会計（第３号）の補正でございます。28

万 6,000 円の増額補正でございます。この補正は平成 19 年度決算において控除された消費税相
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当分を国へ返還するための増額補正でございます。 

 次、病院事業会計（第２号）でございます。収益的収入、特別利益３億 6,800 万円。これは

不良債務解消のための一般会計からの繰入金でございます。次、資本的収入、企業債４億 5,000

万円の増額補正でございます。これは新財政改革プログラムに基づきます、不良債務解消のた

めの特例債の発行でございます。この結果、平成 20 年度決算におきましては、病院事業会計の

すべての不良債務が解消されることとなります。次、債務負担行為。この会計では、債務負担

行為補正が２件、変更が２件、廃止が１件、それと、地方債補正が追加１件という補正をして

ございます。 

 以上で議案第１号から議案第 12 号の説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） ただいま高畠経営企画課長から、議案第１号から議案第 12 号まで一

括して説明がありましたが、補足して説明する事項がありましたら、議案の日程順に従って説

明をお願いしたいと思いますが、特にございませんか。 

安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 議案第２号でございます。国民健康保険事業特別会計でございま

す。歳出の 14 ページです。よろしいでしょうか。８款保健施設費でございますが、ここの１目

特定健康診査等事業費 864 万 4,000 円の減額でございますが、当初、被保険者の 25％にあたる

1,367 人の目標を目指して健診事業を行ってまいりましたが、結果、実績が 971 人に終わりま

して、その不用額として 864 万 4,000 円の減でございます。当初、１人当たり１万円の診断料

を見ていましたが、これは集団健診でいきますと 7,465 円、病院へ行けば 6,000 円ということ

で、この差もございまして、結果、860 万円の不用額となりました。 

それと、歳出全般にわたりましては、決算調整による不用額でございます。 

 次のページの 16ページでございます。１目保健衛生普及費 524万 4,000円の減でございます。

そのうち、健康づくり指導経費 454 万 8,000 円の減でございますが、これはインフルエンザの

予防接種でございますけれども、自己負担を 500 円いただくということでございましたが、今

年度から後期高齢者 75 歳以上の方の他保険の関係もありまして、これを全町民 65 歳以上 1,000

円を負担していただくと。この辺をいただかないで 1,000 円を負担していただくということに

よって不用額を発生しております。その他、インフルエンザの医薬材料費の減も伴っておりま

す。それと、その項目の委託料 175 万円の減でございますけれども、これは当初、人間ドック

100 名ほど予定しておりましたが、実績 10 名という結果でございます。これは特定健診が実施

されたことによっての影響で 10 名という結果になりました。それと、国保ヘルスアップ事業

69 万 6,000 円の減額でございますけれども、これは、今回、特定健診がございましたので、40

歳未満の方を対象に 30 名目標といたしましたが、結果３名となっているということで減額が生

じています。 

 歳入に戻っていただきまして、４ページ、２款国庫支出金の１目財政調整交付金でございま

す。3,967 万 9,000 円の減額でございますけれども、総額、補正後で４億 2,450 万 7,000 円で

ございますが、この中には過去の累積赤字２億 800 万円ほどがございまして、それを引きます
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と２億 1,562 万 1,000 円がこの財政調整交付金ということでの決算調整でございます。 

 続きまして、６ページの繰入金でございます。１目一般会計繰入金 5,630 万 4,000 円の減。

これは、実は平成 18 年度の医療費の実績によって、安定化指定町村ということで当町は指定さ

れておりますが、その実績給付総額と国が示す基準給付費総額との割合、これが 1.17％と定め

られておりまして、1.17％を超える市町村に交付されるものでございましたが、実は再計算さ

れますと、1.161％ということで、この 1.17％よりも下回ったことによって、この財源内訳を

見ますと、国が 1,082 万 9,000 円、道が 2,954 万 8,000 円、一般財源で 1,592 万 6,000 円、計

5,630 万 4,000 円の減額が伴ったことによっての繰入金の減でございます。 

 以上、国民健康保険事業会計の補足でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 辻上下水道課長。 

○上下水道課長（辻 昌秀君） それでは、議案第４号の下水道事業特別会計（第３号）につ

いて若干補足させていただきたいと思います。 

 まず、議案第４号の４ページです。「第２表 債務負担行為補正」についてでありますが、実

績見込みによる予算の推移でありますが、２項目め、水洗便所改造資金利子補給につきまして

は、貸しつけ件数が当初の見込み 52 件、81 万 2,000 円から、実績見込みとしては 23 件、13

万円に変更となりましたことから減額するものでございます。利用実績が減ってきているとい

うことであります。 

 次、歳出の内容について何点かご説明します。まず、10 ページ。１款１項１目下水道総務費

の中の説明欄の事業、(１)下水道業務一般事務経費のうち、27 節公課費でありますが、消費税

及び地方消費税納付金の追加でございます。下水道会計の 19 年度決算に伴います確定申告及び、

今後出てきます、中間納付にかかわる消費税額の追加補正で、補正前の額 265 万 3,000 円が、

現在の見込み 428 万 8,000 円となります。 

 以下、おおむね予算の執行残に伴う整理でございますけれども、次、13 ページです。３目処

理場管理費 996 万 7,000 円と大きな減額になっておりますけれども、燃料費等の単価の減によ

る予算の整理等になってございます。 

 次の１目下水道施設費 2,765 万 6,000 円の減につきましては、入札等による執行残の整理で

ありますけれども、合わせて財源として、分担金及び負担金、あるいは国庫補助金、地方債に

ついても財源として減額になっております。 

 次、14 ページ。２款公債費の１項１目元金 829 万 2,000 円の減額でありますが、これにつき

ましては、19 年度末で実施しました公営企業金融公庫から以前借りている分の高利率の繰上償

還を行ったところなのですけれども、当初見込んだよりも繰上償還額がふえたことから、20 年

度においての元金の減額となっております。次の２目利子のうち、長期債利子支払費について

も、元金と同様の理由による利子償還金の減であります。 

 歳入に戻らせていただきます。６ページ。２款使用料及び手数料、１項１目下水道使用料の

現年度分の使用料でございますけれども、１億 4,403 万 4,000 円の減になっておりますが、当

初予算では３億 2,820 万 4,000 円を計上し、その後、19 年度決算の見込みで、２号補正等で繰
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上充用金等の財源で５億 3,512 万 5,000 円等を追加補正しておりますが、今回、20 年度の決算

見込みを踏まえて、歳出の不用額及び一般会計からの追加繰り出しによる財源の調整として、1

億 4,403 万 4,000 円の減額を行うものでございます。 

 次、４款繰入金。１項１目一般会計繰入金 8,000 万円につきましては、先ほど経営企画課長

のほうからもお話ありましたけれども、繰入金 8,000 万円につきましては、一般会計からの赤

字解消分の追加繰り出しの分でございます。 

 以上で補足説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君）  ほかないですか。 

岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 議案第６号でございます。平成 20 年度白老町工業団地造成事

業特別会計補正予算（第２号）でございますが、今回の補正につきましては、先ほど経営企画

課長からご説明あったとおり、工業団地造成事業特別会計の健全化に向けた繰入金を補正する

ものでございまして、歳入歳出予算の総額 14億 1,162万 5,000円は変わらないものであります。 

 次のページをお開きください。３ページになりますが、「第１表 歳入歳出予算補正」につき

ましては、１、歳入につきましては記載のとおりでございます。 

 続きまして、４ページのほうをお開きください。歳入歳出事項別明細書でございますが、歳

出については変更がございません。 

歳入についてご説明いたします。１、歳入、１款財産収入、１項１目不動産売払収入、補正

額 5,000 万円の減額でございます。これは、一般会計からの繰り入れにより、工業団地用地の

売払収入を減額するものでございます。 

 続いて、４款繰入金、１項１目他会計繰入金、補正額 5,000 万円の増額であります。一般会

計からの繰入金でございます。 

以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） ほかよろしいですか。 

 補足説明が終わりましたので、１号から 12 号までの議案に関して質疑を許しますが、何か特

にこの際聞いておきたいことがありましたら。 

10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。議案第２号の先ほどの７ページの保険基盤安定繰

入金軽減分の関係なのだけど、もうちょっと説明をしてほしいのですけど。要するに、医療費

の関係が 1.17％を割ったと。割ったからこの繰り入れ軽減が減ったよということだと思うので

す。質疑ではないから事実だけ聞きたいのだけど、安定化計画をつくり 1.17％割ったというこ

とはクリアしたと。安定化計画が解消されるというふうになるのですか。そこら辺あたりだけ。 

○議長（堀部登志雄君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 実は、安定計画は、今年度も１月 30 日に厚生労働省から発表にな

りまして、指定になりました。そして、過去もずっと指定になりまして、その計画は従来どお

り進めていかなければいけないと思いますけれども。今回のこれは、またそれとはちょっと違
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いまして、実は 1.17％をうちも超えていたのですけれども、当初。ただ、この繰入金を算定す

るための基準給付総額という国で示すものが、新たに計算すると、国の基準が下がったという

ことで私どもの白老町も安定計画とは別な指数としてこの部分を、係数が下がったことによっ

て繰入金がもらえなくなったと。当初、もらえる予定で予算計上していたのですが、その辺が、

詳細について照会はかけているのですけれども、なかなか詳細が出てこないで、下がったよと、

指定は外れたよと。安定計画は従来どおり立てていかないといけないという状況でございます。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 要するに、安定化計画は外れていないけど、国の基準下げて、補助

金出さないよと、こういうことになってしまうでしょう、これだったら。こういうばかな話は、

僕はないと思うのです。それまで出るかどうかわからないけど、この審議が出るまで、この根

拠と法的裏づけをきちんと調べて、必ずこのときに、議案提案するときにこの計画がどうなっ

たか、ひとつ教えてください。そうでないと、これはやっぱり絶対おかしいです。こんなこと

をやったら、国保つぶれていくのは当たり前です。今までずっと言ってきたのに。課長に言っ

ても仕方ないのだけど、おかしな話だから。法的根拠、それから、なぜこうなるかということ

の数字をきちんと明らかにさせるということは、徹底的に照会かけてやってください。 

○議長（堀部登志雄君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 提案までに根拠を、今、道までにも照会しているのですけれども、

間に合うように報告いたしますのでよろしくお願いします。 

○議長（堀部登志雄君） ２号まできましたけど、３号。４号。５号。６号、工業団地。７号、

臨海部土地造成の関係。８号、港湾機能施設。９号、介護保険。10 号が後期高齢者医療事業。

11 号につきましては、水道事業会計の補正について。12 号が町立病院の関係です。 

２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） まず、下水道会計の７ページ。先ほど課長のほうから下水道使用料の

１億 4,400 万円の説明があったのですけど、口頭ではちょっとわからないのです。文書か何か

で整理していただけませんか。質疑に関連出てきますので。多分、ほかの人もわからないと思

うのだけど。それをお願いします。 

 それと、議案６号の工業団地と、多分、臨海部土地も兼ねてくるのですけれども、その５ペ

ージです。今担当課長のほうから補足説明ありましたけれども、財政改革プログラムと非常に

基本的な部分の解釈なのだけど。説明の考え方を聞くだけですので後でまた議論しますけれど

も、一般会計の繰入金 5,000 万円見ていますよね。それで、土地の売払収入が 5,000 万円減に

なっているのですけど、このとき財政改革プログラムで繰入金を予定しているから、繰入金に

より減額補正したのだということですけど、これは土地が売れなかったから云々という解釈と

いう。当初予算計上していますよね、土地の売払収入。それを見込んで、逆にこの 5,000 万円

を入れたことによって財政の健全化を図っていくというのだけど、今説明では、土地が売れな

かったから云々ではなくて、繰入金により減額したのだという言い方なので、その辺の見解。
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非常にこれは、質疑の必要な部分が出てくるのです。言っていることわかりますか。前は、当

初予算をちゃんと、土地売り上げこれだけありますよと見込んでいながら、さらに赤字だから、

繰入金から 5,000 万円入れて健全財政やりますよと言っていたのが、今、土地が・・・。そう

いう解釈なのだけど、本来、それでは、この 5,000 万円減額しているのですけれども、その辺

の部分のすり合わせはどうなのかということをちょっと。 

○議長（堀部登志雄君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 不動産売払収入はあくまでも前年度からの繰上充用分として

最終的に５月末で不足分を、いわゆる売払収入として計上するわけです。13 億 6,000 万円とい

う形で今計上なっていますけど。実際のところ、それが売れていくということは非常に厳しい

状況にある中で、財政健全化を進めていくためには一般会計からの繰り入れを計画的にしてい

ただくということで、この売払収入が少なくなっていくということになります。つまり、繰上

充用額が少なくなっていくということになります。ですから、次年度の決算でいえば、今年度、

20 年度で総額１億円入れていただいてございますので、20 年度の決算見込みとしては、この１

億円を繰り入れていただいたおかけで、約１億円近く下がっていくとこういうことになりまし

て、21 年度の繰上充用金につきましては、その額がほぼ下がっていくと。継続的に下がってい

くと、こういうような考え方になろうかと思います。 

○議長（堀部登志雄君） なければ、質疑なしと認めます。 

これをもって議案第１号から第 12 号までの議案説明を終わります。 

 次に、日程第３、議案第 13 号 平成 21 年度白老町一般会計予算の議案についての説明をお

願いいたします。 

高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 新年度の予算説明をさせていただきます。予算説明に当たり

まして、資料ですけれども、平成 21 年度の白老町予算の概要というレジュメ、32 ページもの

１つと、それから、平成 21 年度一般会計予算説明資料というＡ４判の横印刷のもの、この２つ

でご説明させていただきます。資料として説明させていただきます。 

 最初に、白老町予算の概要の１ページ目をお開きください。一般会計、特別会計、企業会計

を含めた総額をご説明させていただきます。 

 まず、一般会計。（Ａ）と書いてある欄でございます。平成 21 年度当初予算 89 億 7,300 万円

でございます。増減額 10 億 1,600 万円の減。率にいたしまして 10.2％の減でございます。経

常経費と事業費の内訳でございます。経常経費、平成 21 年度当初予算 81 億 4,830 万 1,000 円。

前年比増減額４億 2,489 万 5,000 円の増。率にいたしまして 5.5％の増でございます。次、事

業費でございます。当初予算８億 2,469 万 9,000 円でございます。対前年比 14 億 4,089 万 5,000

円の減でございます。率にいたしまして 63.6％の減でございます。 

 次、特別会計のところでございます。20 年度までは 11 会計でございましたけれども、21 年

度からは特別会計の欄の一番下の介護老人保健施設事業特別会計が加わりまして、全 12 会計と

なります。合計額でございます。計(Ｂ)の欄でございます。平成 21 年度当初予算額 68 億 8,950
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万円でございます。増減額 4,369 万 4,000 円の増でございます。率にいたしまして 0.6％の増

でございます。 

 次、企業会計でございます。水道事業会計と国民健康保険病院事業会計、２会計ございます。

計(Ｃ)のところでございます。当初予算 16 億 76 万 2,000 円でございます。前年比増減額 978

万 2,000 円の減でございます。それと次、率にいたしまして 0.6％の減でございます。 

 一般会計、特別会計、企業会計合わせました総合計、(Ａ）足す(Ｂ)足す(Ｃ)の欄でございま

す。当初予算 174 億 6,326 万 2,000 円でございます。対前年比増減額９億 8,208 万 8,000 円の

減でございます。率にいたしまして 5.3％の減でございます。これが一般会計、特別会計、企

業会計合わせました新年度の予算の規模となります。 

 それでは、予算書にしたがいましてご説明したいと思います。 

98 ページの歳出の事項別明細書、これから説明させていただきます。98 ページをお開きく

ださい。別冊で一般会計の予算書といってございます。水色のファイルでございます。それの

98 ページ。１款議会費になっておりますけれども、そこから説明させていただきます。よろし

いでしょうか。 

 それでは、説明に入ります。まず、１款議会費。１項１目議会費。前年比 349 万 7,000 円の

減でございます。説明欄でございます。(１)議員報酬等における議員数の減及び期末手当の削

減に伴いますもので、364 万 5,000 円の減であります。次、(２)議会運営経費は、議事堂の説

明員席配置変更のための修繕等に係ります費用として 14 万 8,000 円の増となってございます。 

 次、飛びます。102 ページでございます。２款総務費。１項１目一般管理費でございます。

前年比 829 万 1,000 円の増でございます。以下、増減の大きい主なものをご説明いたします。 

103 ページの説明欄でございます。(４)の共通通信運搬経費、電話交換更新事業の購入年賦

金の償還終了によりまして、429 万 5,000 円の減になってございます。 

 次、107 ページをお開きください。(７)職員管理事務経費、東京事務所設置に伴います職員

の住宅の借り上げ料などによりまして、170 万 9,000 円の増となってございます。 

 次、(８)臨時職員経費でございます。これは 170 万 5,000 円の増になっておりますけれども、

職員の代替のための臨時職員２名分の賃金等を計上してございます。 

 次、109 ページでございます。説明欄(11)の情報化推進経費でございます。これは住民記録、

税、財務会計等を含めた情報システムといたしまして、一括管理しておりますシステムの運用

経費でございます。保守点検委託料や情報システム等備品購入年賦金の一部償還終了などによ

りまして、前年比 159 万 6,000 円の減となってございます。 

 次、111 ページをお開きください。説明欄の(13)秘書事務経費でございます。これは省庁・

企業訪問や中央要望との回数増及び企業訪問等による交際費の増などにより、前年比 264 万

2,000 円の増となってございます。 

 次、113 ページをお開きください。(16)投票人名簿システム構築事業でございます。これは

平成 22 年度の国民投票法の施行に向けて選挙人名簿システムの開始を行いますが、本年度にお

いては 481 万 7,000 円を計上してございます。財源はすべて国費でございます。 
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 次、２目姉妹都市費。前年比 310 万円の増でございます。これは次の 115 ページの(５)でご

ざいます。国際姉妹都市ケネル市代表団受入事業及び(６)国際姉妹都市ケネル市訪問交流事業

によるものでありまして、財源は海外交流基金を繰り入れてございます。 

 次、３目職員厚生管理費でございます。これは職員数減によります健診委託料の減などによ

りまして、49 万円の減でございます。 

 次、４目広報広聴費でございます。これは印刷部数の見直しなどによりまして、33 万 5,000

円の減となっております。 

 次、116 ページをお開きください。５目財政管理費でございます。前年比 220 万 7,000 円の

減でございます。これは前年度計上いたしました、地方公営企業等金融機構への出資が終了し

たことによるものでございます。 

 次、６目会計管理費は記載のとおりでございます。 

 次、118 ページをお開きください。７目財産管理費でございます。前年比 215 万円の増でご

ざいます。 

 121 ページに進みます。121 ページをお開きください。ここの(４)宅地分譲整備事業でござい

ます。これは平成 21 年度におきまして旧合同会館を解体いたしまして、東町の町有地を４区画

宅地分譲するため、前年比 131 万 9,000 円の増ということで、414 万 7,000 円を計上してござ

います。 

 次、８目に進みます。８目車両管理費。昨年度において公用車のリース化、集中管理業務委

託の廃止、高速道路の使用制限など、全般的な見直しを図っておりますが、さらに台数の見直

しによります燃料費の縮減などを図り、前年比 100 万 2,000 円の減額補正となっております。 

 次、122 ページをお開きください。９目企画調整費。前年度計上いたしました北海道洞爺湖

サミット推進事業の終了などによりまして、前年度比 41 万 7,000 円の減となってございます。 

 次、10 目総合計画費。行政視察を隔年開催にしたことによりまして、１万円の減額補正でご

ざいます。 

 次、124 ページをお開きください。11 目計画調査費から 13 目交通安全対策費につきましては

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、126 ページにお進みください。14 目自治振興費。前年比 59 万 3,000 円の増でございます。

これにつきましては、(１)町内会活動育成経費でございます。町内会への運営費補助のうち、

飛生地区の活性化として 50 万円追加計上したことによりまして、68 万 1,000 円の増となって

ございます。これにつきましては、前年度の指定寄付、飛生地区の活性化に充ててくださいと

いうことで指定寄付がございましたので、積立金 50 万円を社会福祉基金から繰り入れて財源と

するものでございます。なお、昨年度計上しておりました町内会集会施設設置補助事業７万

8,000 円は事業終了となっております。 

 次、15 目町民活動推進費は記載のとおりでございます。 

 次、16 目町営防犯灯管理費。前年比 98 万 2,000 円の減でございますが、光熱費の減による

ものでございます。 
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 次、128 ページをお開きください。17 目諸費でございます。これは前年比 2,575 万円の減額

でありますが、これは説明欄の(３)税等過誤納還付金等のうち、平成 20 年度が対象でございま

した税源移譲に伴う還付金によるものであります。 

○議長（堀部登志雄君） ここで、暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ０時００分 

                                         

再開 午後 ０時５９分 

○議長（堀部登志雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案説明を続けていただきます。 

高畠経営企画課長どうぞ。 

○経営企画課長（高畠 章君） それでは、説明を続けさせていただきます。 

 128 ページの２項徴税費からでございます。１目賦課徴収費。前年度比 1,412 万 6,000 円の

増でございます。説明欄(１)収納管理事務経費は、臨時職員の経費などにより 132 万 6,000 円

の増額でございます。次、131 ページをお開きください。(２)賦課事務経費でございます。個

人住民税の公的年金からの特別徴収制度導入に伴いますシステム開発などにより 1,280 万円の

増額となっております。 

 次、132 ページでございます。３項１目戸籍住民基本台帳費でございます。前年比 999 万 1,000

円の増でございます。説明欄(１)でございます。戸籍住民基本台帳等事務経費。平成 20 年度補

正対応をいたしました臨時職員の経費などにより、222 万 6,000 円の増となってございます。

次、135 ページにお進みください。説明欄(３)戸籍事務電算化事業でございます。これは、町

民サービスの向上と事務の効率化を図るため戸籍情報の電子化を進めるための経費で、本年度

におきましては 778 万 4,000 円の計上でございます。 

 次、４項選挙費は、今年度、衆議院議員選挙が予定されておりますので、それぞれ記載のと

おり所要の経費を計上しております。財源につきましては全額国費でございます。136 ページ

でございます。胆振海区漁業調整委員会委員選挙費及び農業委員会委員選挙費は昨年度実施し

たところでございますけれども、本年度はございませんので計上なしということでございます。 

 次でございます。５項統計調査費、１目統計調査総務費は、前年度と同じ内容で記載のとお

りでございます。 

次、２目指定統計費。前年比 30 万 7,000 円の増で、本年度においては経済センサス、全国消

費実態調査、工業統計調査、世界農林業センサスの実施を予定しております。財源は道費でご

ざいます。 

 次、138 ページでございます。６項監査委員費につきましては記載のとおりでございます。 

 次、142 ページでございます。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 26 万 2,000 円の増額となっております。説明欄(１)、地域福祉推進事業経費でございます。

これは、社会福祉協議会への運営費補助などによりまして 55 万円の増となってございます。次、

145 ページにお進みください。説明欄(６)の循環福祉バス運行事業経費でございます。バス運
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行事業補助金の減によりまして 22 万 2,000 円の減額となってございます。なお、(１)地域福祉

推進事業経費に 900 万円、(６)循環福祉バス運行事業経費に 1,800 万円、それぞれ社会福祉基

金を繰り入れしております。 

次、２目老人福祉費。前年比 1,709 万 3,000 円の増でございます。(２)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

の繰り入れをしております。次、147 ページでございます。説明欄(４)の老人医療費給付費で

ございます。これは本年３月で制度廃止になりますことから、３月診療分及び遡求請求分のみ

を計上していることから、前年比 1,724 万 2,000 円の減でございます。次、(５)施設入所者措

置費支弁経費でございます。これは、施設入所者の実績見込みなどによりまして、前年比 145

万 7,000 円の減額でございます。次、149 ページをお開きください。説明欄(７)地域包括支援

センター運営経費でございます。これは、臨時保健師分の経費などにより 255 万 5,000 円の増

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。これは、広域連合

への療養給付費にかかります負担金を２億 3,638 万 3,000 円計上してございます。次、(９)介

護保険事業特別区別会計繰出金でございます。これは、計画に基づきます介護給付費分の増な

どで 2,156 万 3,000 円の増となってございます。151 ページにお進みください。(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遡求分のみを計上した結果、前年比

2,934 万 8,000 円の減額でございます。(11)特別養護老人ホーム事業特別会計繰出金につきま

しては、火災保険料一時借入金利子償還分の計上でございます。(12)後期高齢者医療事業特別

会計繰出金は、前年比 189 万 4,000 円の増で、事務費と保険料軽減分、広域連合運営費分の 6,479

万 3,000 円を繰出金として計上しております。なお、財源といたしまして、道費の保険基盤安

定拠出金 3,846 万円を計上、見込んでございます。(13)介護老人保健施設事業特別会計繰出金。

これは、新設の特別会計への繰出金でありますが、事業開始後３カ月分の運転資金として、2,061

万 3,000 円計上しております。 

 次、３目身体障害者福祉費でございます。前年比 1,952 万 2,000 円の減額となっております。

(１)障害者自立支援事務経費は、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料

の支払が完了したことなどから、41 万 4,000 円の減となっております。次、153 ページにお進

みください。(２)障害者自立支援給付経費でございます。これは、実績見込みによる障害者施

設訓練等給付費などにより、前年比 561 万 8,000 円の増となってございます。次、(３)障害者

支援援助経費は、在宅障害者配食サービス事業において利用者数の増により前年比 28 万 5,000

円の増となっております。次、155 ページにお進みください。(５)重度心身障害者医療費給付

費は、実績見込みによります医療費扶助の減により、2,137 万 9,000 円の減となっております。

次、(６)地域生活支援事業経費は、日中一時支援事業において利用者数増により、60 万 6,000

円の増となっております。 

 次、156 ページでございます。４目乳幼児福祉費は、実績見込みによる医療費扶助の減によ

り、前年比 334 万 6,000 円の減でございます。 

 次、５目国民年金費につきましては記載のとおりでございます。 
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 次、６目総合保健福祉センター管理運営費。これは、温泉廃止に伴います、高齢者浴槽等へ

の新規給湯経費によりまして、前年比 97 万 2,000 円の増となっております。 

 次、158 ページをお開きください。７目福祉館費は、火災保険料の減により、前年比 25 万 2,000

円の減でございます。 

 次、160 ページにお進みください。８目ウタリ施策推進費。前年比 513 万 5,000 円の減でご

ざいます。(１)ウタリ施策推進事務経費から、163 ページ、(５)アイヌ文化学習活動助成経費

まではほぼ前年度同額であり、記載のとおりでございます。165 ページにお進みください。(６)

イオル再生事業。これは、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

受託分の事業として、嘱託職員の人件費や推進事務経費など 514 万 7,000 円を計上してござい

ます。財源は全額、アイヌ文化振興研究推進機構からの受託事業収入で補てんされるものでご

ざいます。なお、昨年度まで当初予算に計上しておりました、ウタリ住宅新築資金と貸付事業

は申請があり次第、補正対応することといたしております。 

 次、166 ページでございます。２項１目児童福祉総務費は前年度とほぼ同様の内容でござい

ますので、説明を省略させていただきます。 

 次、２目児童措置費。受給者数の実績見込みにより 653 万 5,000 円の減となってございます。 

 次、168 ページにお進みください。３目ひとり親家庭等福祉費。実績見込みにより、前年比

135 万 7,000 円の減でございます。 

 次、４目児童福祉施設費。前年比 1,020 万 1,000 円の減でございます。説明欄(１)町立保育

園運営経費は、町立３保育園分の計上で、たけのこ保育園の廃止、全体的な経費の見直しで、

前年比、965 万 2,000 円の減となっております。次、171 ページをお開きください。(２)緑丘保

育園運営費等経費は、保育単価の上昇によりまして、前年比 114 万円の増でございます。次、(３)

保育所広域入所経費でございます。本町の園児１名が登別市の保育園に通園見込みであります

ことから、委託料 115 万 4,000 円を計上しております。 

 次、５目子ども発達支援センター費でございます。全体的な経費の見直しによりまして、前

年比 41 万 2,000 円の減となってございます。 

 次、174 ページをお開きください。６目児童館費。火災保険料の見直しなどによりまして、

前年比 17 万 7,000 円の減でございます。 

 次、178 ページにお進みください。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 267 万 9,000 円の減でございます。181 ページをお開きください。(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減などにより、前年比 1,596 万 5,000 円の減でござい

ます。(４)母子保健事業経費は、臨時保健師分の経費及び妊婦一般健診の助成を５回から 14

回にふやしたことなどから、1,099 万 1,000 円の増となっております。なお、追加の９回分の

うち、半分は道費でございます。(５)高齢者特定健康診査事業経費は新規でございます。これ

は、後期高齢者の健康診査を実施するための経費で、広域連合の受託事業でございます。した

がいまして、財源は全額、受託事業収入となっております。 

 次、182 ページでございます。２目健康づくり費、３目予防費は記載のとおりでございます。 
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 次、184 ページをお開きください。２項１目環境衛生諸費 30 万 3,000 円の減でございます。

説明欄(１)環境行政推進経費は、環境パトロール車のリース化のための経費などにより、34 万

2,000 円の増となってございます。次、187 ページにお進みください。一番下の(６)公共水域環

境保全経費は、調査検体数の見直しにより、前年比 52 万 5,000 円の減でございます。なお、臨

時事業といたしまして、191 ページ、(14)不法投棄防止対策事業６万 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。 

 192 ページにお進みください。２目公害対策費。前年比 92 万 6,000 円の減でございます。(２)

騒音・悪臭対策推進経費の調査検体数の見直し、自主測の実施になどによるものでございます。 

 次、３目火葬場費は、前年比 573 万 5,000 円増となっていますが、195 ページ、(２)白老葬

苑身障者用トイレ整備事業によるもので、火葬場施設内に身障者用の多目的トイレを設置する

ため、560 万円を計上しております。  

 次、194 ページの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、５目緑化推進費でございます。(１)緑化推進活動支援事業は継続事業でありますが、今

年度は町民植樹祭を行う予定であることから、前年比145万2,000円の増となってございます。 

 次、196 ページでございます。３項清掃費、１目清掃総務費。前年比 108 万 1,000 円の減で

ございます。説明欄の(６)、一番下のほうでございます。浄化槽設置整備事業は、下水道未整

備地区におけます合併浄化槽の普及を図るための事業でありますが、今年度は前年度 12 基から

１基減の 11 基分、1,112 万 5,000 円。前年比 93 万 5,000 円減として計上してございます。 

 次、198 ページ、２目塵芥処理費は前年比 13 億 408 万 2,000 円の減となっております。(１)

環境衛生センター運営経費は登別市クリンクルセンターから白老町環境衛生センターに搬送し

ていた焼却灰が不要になったことにより、前年比 410 万 8,000 円の減でございます。(２)ごみ

収集経費はバイオマス燃料化施設に伴います、ごみ搬送燃料費の減などで前年比 326 万 1,000

円の減でございます。次、201 ページにお進みください。(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る負担金の計上でございますけれども、可燃ごみ搬入中止による負

担金の減により、前年比１億 5,208 万 6,000 円の減となってございます。(４)バイオマス燃料

化施設管理運営経費は新規の経費で、１億 9,978 万 1,000 円を計上してございます。なお、前

年度まで計上しておりましたバイオマス燃料化施設整備事業 13億 4,440万 8,000円は事業完了

でございます。 

 次、４項１目病院事業費でございます。病院特例債の元利償還金分 8,054 万 5,000 円の追加

対策を含む、２億 9,220 万 7,000 円の出資金、繰出金を計上してございます。 

 202 ページの５項１目上水道施設費でございます。本年度は老朽管更新事業の減によりまし

て、1,200 万円減の 400 万円出資金を計上してございます。財源は、町債を 100％充当してござ

います。 

 次、204 ページでございます。５款労働費であります。１項１目労働諸費。前年比 18 万 5,000

円の減でございます。説明欄(２)勤労者生活資金貸付金は、実績見込みなどから 20 万円の減と



 27 

してございます。次、(３)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、本年度は昨年度と同様、嘱託職員で対応する見込みでありますが、消

耗品費で１万 5,000 円計上するものでございます。 

 ２目経済センター施設管理費。前年度とほぼ同様で、記載のとおりでございます。 

 次、206 ページにお進みください。６款農林水産事業費。１項１目農業委員会費。農業委員

の欠員不補充による減でございます。15 万 4,000 円の減でございます。 

 次、２目農業総務費。前年比 1,209 万 8,000 円の減でございます。昨年計上しておりました

国営直轄明きょ排水処理事業負担金 366 万 3,000 円と、農業振興地域整備計画策定事業 840 万

円の事業完了が主な要因でございます。 

 次、208 ページでございます。３目農業振興費。(１)農業関係資金利子補給事業経費でござ

います。これは、利子補給の増によりまして、前年比 44 万 1,000 円の増となっております。 

 次、(３)農業経営安定化事業は、世界的な景気減速、飼料等の高騰に伴います緊急経済対策

といたしまして、利子の一部補給を行うもので、37 万 4,000 円を計上してございます。 

 次、４目畜産業費。前年比 1,112 万 9,000 円の増でございます。次のページにお進みくださ

い。(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 20 万円増の 100

万円を計上してございます。(３)畜産振興推進事業は、農業担い手対策事業のほか、新たに畜

産担い手対策事業を計上し、前年比 1,186 万 5,000 円の増となってございます。なお、前年度

計上の白老牛銘柄推進事業 71 万円は事業終了となってございます。 

 次、２項１目林業振興費 795 万 3,000 円の増でございます。213 ページにお進みください。(２)

私有林対策事業でございます。これ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

業を新たに計上したことなどで、803 万 6,000 円増の 1,187 万円を計上してございます。なお、

事業財源といたしましては、国費 614 万 4,000 円、道費 372 万 4,000 円を見込んでございます。 

 次、２目白老ふるさと 2000 年の森管理経費は、前年度とほぼ同額で、記載のとおりでござい

ます。 

 次、３項１目水産振興費。前年比 92 万円の増でございます。215 ページにお進みください。

この中の説明欄(５)栽培・資源管理型漁業推進事業は、昨年度から引き続きマツカワ種苗放流

事業等を実施し、さらに新規事業として、漁礁を試験的に設置する海の畑づくり事業 110 万円

を計上しております。財源は、水産業振興基金と道費を見込んでございます。次、(６)水産振

興対策事業は前年比 25 万円の増で 630 万円を計上しております。財源といたしましては、水産

振興基金からの繰り入れを 600 万円見込んでございます。 

 次、216 ページでございます。７款商工費、１項１目商工振興費。前年比 1,299 万 8,000 円

の増でございます。(１)商工振興対策経費。工場の新増設に対する助成金が 409 万 6,000 円の

増となってございます。(２)商工会補助金は、平成 20 年度補正対応としておりますが、職員人

件費などで 456 万 9,000 円の増となってございます。次、219 ページにお進みください。(５)

地域再生チャレンジ交付金事業は、こちらについても平成 20 年度補正対応しておりますが、引

き続き白老薬膳料理開発事業など４事業、490 万円を計上してございます。財源は全額、道費



 28 

でございます。 

 次、２目企業誘致費。前年比 345 万 7,000 円の増でございます。221 ページをお開きくださ

い。(２)企業立地助成金でございます。これは、固定資産税の税率改正によりまして 67 万 1,000

円の増となってございます。(４)首都圏企業誘致・観光誘客活動推進事業でありますが、企業

誘致、観光誘客、情報収集等を行うため、東京事務所の設置に係る経費 281 万 6,000 円を計上

してございます。 

 次、222 ページにお進みください。２項１目観光対策費。前年比 675 万 8,000 円の減額でご

ざいます。説明欄(３)観光協会補助金は、補助金の見直しにより前年比 33 万 9,000 円の減とな

っております。次、その下の(４)観光誘客推進事業につきましては、前年比 142 万円の増であ

りますが、本年度においても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、225 ページにお進みください。(６)食材王国しらおい誇りある故郷

づくり事業は、引き続き地産地消を推進するための補助金 30 万円を計上してございます。次、

(７)戦略的観光振興推進事業は、前年度に引き続き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 317 万 3,000 円減の 282 万 7,000 円を計上

してございます。次、(８)広域・総合観光集客サービス支援事業は、前年度と同様に観光協会

への特別補助でありますが、登別・白老まちめぐりパス広域連携事業など３事業を実施するた

めの経費 180 万円を計上してございます。なお、昨年度計上しておりました伊達芸能祭事業 114

万 8,000 円は事業終了でございます。 

 226 ページをお開きください。８款土木費１項１目土木総務費。前年比 22 万円の減でござい

ます。 

 次に２項１目道路維持費。前年比 1,275 万 5,000 円の増でございます。説明欄(１)道路施設

維持補修経費。229 ページでございます、お開きください。13 節委託料のうち、町道除雪委託

料は１回分の計上でございます。次、(２)道路排水処理事業。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 116 万 6,000 円を見込んでございます。また、老朽

化によります鋼板の腐食等が著しい竹浦小学校前の排水路の改修 125 万円を新たに計上してご

ざいます。次、(３)町道改修事業でございます。町の単独事業でありますが、昨年度より引き

続いて竹浦・飛生線舗装・補修工事を行うほか、新たに竹浦駅北駐車場改修工事及び臨海温泉

４番通り舗装・補修工事の、合わせて３件を計上してございます。事業費 1,300 万 9,000 円の

うち、財源として町債 1,170 万円を見込んでございます。 

 次に２目道路新設改良費。前年比 6,254 万 7,000 円の増額でございます。230 ページをお開

きください。(１)の町道整備事業でございます。こちら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。231 ページの 15 節に記載の竹浦２番通り改良舗装事業は、事業費 2,083

万 9,000 円で、国費 1,200 万円、町債 630 万円を見込んでございます。同じく工事請負費の中

の白老滑空場線改良舗装事業は、本年度は橋梁工事で事業費4,023万 8,000円を見込んでおり、

財源は国費 2,400 万円、町債 1,270 万円を見込んでございます。その下のポロト社台線改良舗

装事業でございますが、本年度においても橋梁工事で事業費 7,241 万 1,000 円。財源は国費
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4,320 万円、町債 2,300 万円を見込んでございます。 

 次、一番下の３目橋梁維持費及び 223 ページ、４目交通安全施設整備費は記載のとおりでご

ざいます。 

 次に３項１目河川総務費は、全体的な経費の見直しなどによりまして 24 万 6,000 円の減額で

ございます。 

 次、234 ページをお開きください。２目河川改良費。前年比 1,343 万 7,000 円の増でござい

ます。説明欄(１)河川改修事業。補助事業分でありますが、事業内容は 237 ページ、15 節に記

載しております、バンノ沢川砂防工事でございます。事業費 9,913 万 5,000 円のうち、財源の

国費は 9,890 万 6,000 円を見込んでおります。なお、本事業は今年度をもって、平成 21 年度を

もちまして完了の見込みでございます。次、３目の排水対策費でございます。前年とほぼ同様

で、記載のとおりでございます。次、一番下の４項１目港湾管理費でございます。次のページ

をお開きください。(２)港湾施設管理経費で、港湾施設の老朽化によります修繕など 77万 1,000

円の増となってございます。 

 次、240 ページにお進みください。２目港湾建設費。前年比 2,093 万 8,000 円の減でござい

ます。説明欄(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 万円計上するものであります。(３)港湾建設事業。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 14 億 8,900 万円で、前

年当初予算より 2,100 万円の減でございます。町負担金は３億 7,900 万円となりますが、財源

は３億 4,110 万円の町債で 90％を充当しております。 

 次、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 620 万 2,000 円の減でございます。243 ページの(２)でご

ざいます。白老駅北広場整備事業は継続事業でありますが、昨年で道路整備が完了いたしまし

たことから、今年度からは広場整備となります。事業費 2,810 万円を計上し、前年比 1,030 万

円の減でございます。財源としましては国費 2,700 万円を計上してございます。次、(３)都市

計画図面等作成事業は、都市計画図の増刷で 53 万 4,000 円を計上してございます。次、245 ペ

ージでございます。ここの(４)都市計画定時線引き見直し事業は、都市計画用途地域等の変更

に伴います申請図書作成などで、438 万 3,000 円を計上してございます。なお、昨年度計上い

たしました都市計画基礎調査事業は、事業終了により 65 万 4,000 円の減となってございます。 

 次に、２目公共下水道費でございます。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の増などにより、前年比 3,108 万 4,000 円の減となってございます。 

 次に、３目公園費でございます。説明欄(１)公園管理経費の公園台帳整備などにより、前年

比 131 万 8,000 円の増でございます。次、247 ページにお進みください。247 ページの(５)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。財源といたしましては、都市公園づくり基金を充当しております。次、240 ペ

ージの説明欄(６)の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。今年度は美園公園と緑ケ丘公園の遊具補修を計上
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してございます。財源といたしましては、都市公園づくり基金を充当してございます。 

 次、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。これは前年比 477 万 8,000 円の増でございます。251 ページにお進み

ください。(２)町営住宅維持管理経費でございます。11 節需用費の修繕料 2,020 万円はほぼ前

年度並みでございます。入退居修繕、緊急修繕などでございます。 

 (３)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、町営住宅火災報知機設置

工事が今年度は美園団地に 720 戸設置を予定してございます。さらに新規として美園団地の砂

利敷きの既存駐車場を舗装整備する、町営住宅駐車場整備工事を計上してございます。次、(４)

住宅マスタープラン及び公営住宅ストック総合活用計画改定事業は、平成 16 年度策定の住宅マ

スタープラン及び公営住宅ストック総合計画の改定を行いますが、本年度は 13 万 1,000 円を計

上してございます。 

 次、252 ページにお進みください。９款消防費、１項１目常備消防費。前年比 436 万 7,000

円の減でございます。これは、257 ページにお進みください。257 ページの(５)常備消防施設維

持管理経費のうち、新消防庁舎に係る光熱水費等の減によるものでございます。 

次、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。 

 次のページでございます。258 ページでございます。３目消防施設費。昨年度計上しており

ました消防救助資機材購入事業の完了などによりまして、前年比 341 万円の減でございます。 

 次、260 ページ、４目災害対策費でございます。(４)の一番下でございます。防災行政無線

（同報系）の無線でございます。この施設管理経費は新規の経費で、維持管理に要する経費 121

万 5,000 円を計上してございます。昨年まで計上しておりました防災行政無線（同報系）施設

整備事業が完了したことなどによりまして、前年比１億 8,684 万 8,000 円の減となってござい

ます。 

 次、264 ページにお進みください。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。 

２目事務局費につきましては、説明欄(１)でございます。教育委員会事務局経費におきまし

て、教育委員会の各セクションに分散していた公用車を集約した上でリース化を行ったことな

どによりまして、前年比 329 万円の増となってとございます。 

 268 ページまでお進みください。３目財産管理費。前年比 143 万 7,000 円の増でございます。

説明欄の(３)白老小学校教頭住宅屋根改修事業は、築 20 年以上を経過しました老朽化住宅の屋

根を改修するため、141 万 8,000 円計上してございます。 

 次、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、270 ページをお開きください。５目諸費でございます。前年比 78 万 9,000 円の増でござ

います。説明欄(１)育英奨学金給付事業経費は、例年と同じく育英奨学基金を繰り入れしてご

ざいます。次、(３)入学準備金貸付事業でございます。これは、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、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。今年度は、金融機関へは 100 万円を預託するものとし、貸し付け利子分を含め事業
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費 127 万 4,000 円を計上してございます。次、(４)の特別支援教育支援員配置事業は新規事業

でありますが、発達障がい等の児童生徒に対する学習支援や介助等のため４名の支援員を配置

する経費で、433 万 3,000 円を計上してございます。次、(５)ＡＥＤ（自動体外式除細動器）

設置事業でございます。これは事業費 96 万 4,000 円で、今年度３小学校に設置し、過年度設置

分を含め全小中学校への配置が完了となります。なお、学校図書館支援センター推進事業は、

事業終了のため 370 万 2,000 円の減でございます。 

 次、２項小学校費でございます。270 ページ以降、小学校６校の学校運営等にかかります所

要額を計上してございます。平成 21 年度見込み数といたしまして、学級数は前年４月より１学

級減の 56 学級、児童数は前年より 35 名減の 909 名で想定してございます。 

 270 ページの２項１目学校管理費。前年比 239 万 6,000 円の増でございます。273 ページにお

進みください。(２)スクールバス運行経費。こだま号が導入後 10 年を経過し老朽化してきたこ

とから、外装パネルの交換修繕を行うための費用でございます。なお、275 ページ、(２)小学

校施設管理経費は、財源として前年度の指定寄付による積立金 100 万円を教育関係施設整備基

金より繰り入れしてございます。 

 276 ページにお進みください。２目教育振興費。前年比 28 万 2,000 円の減でございます。説

明欄(１)小学校教育振興一般経費では、平成 20 年度の補正対応でございます。臨時学校司書分

を当初から１名見込んでおります。このことから前年比 127 万 1,000 円の増となってございま

す。 

 次、(３)小学校就学援助、特別支援教育就学奨励事業経費は、給食費の値上げなどにより 96

万 3,000 円の増となってございます。次、279 ページにお進みください。説明欄(６)社会科副

読本改訂準備事業は、平成 22 年度に改訂予定の社会科副読本の作成に伴います準備、作業のた

めの経費で 12 万円を計上してございます。なお、昨年度計上いたしておりました、子どもと親

の相談員と活用調査研究委託事業 67 万 6,000 円、それと、小学校学力ステップアッププロジェ

クト推進事業９万 8,000 円、豊かな体験活動推進事業 28 万 2,000 円及び小学校における英語活

動等国際理解活動推進事業 99 万 6,000 円は事業の終了により、合計 205 万 2,000 円の減となっ

てございます。 

 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る所要額を計上してお

ります。新年度の見込み数として、学級数は前年４月より５学級減の 27 学級、生徒数は前年よ

り９名減の 513 名で想定してございます。 

 次、３項１目学校管理費でございます。中学校施設整備事業の休止などにより、前年比 854

万 1,000 円の減でございます。 

 次、283 ページにお進みください。２目教育振興費でございます。前年比 80 万 7,000 円の増

となっております。説明欄(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

同じ内容となっておりますが、285 ページ、(５)中学校就学援助・特別支援教育就学奨励事業

経費は、小学校費と同じく給食費の値上げなどによりまして 103 万 5,000 円の増となってござ

います。 
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 次、286 ページでございます。４項１目幼稚園費。前年度と同様でございます。 

 次、５項１目社会教育総務費。前年比 91 万 4,000 円の増でございます。説明欄(１)社会教育

行政事務経費は、前年度比 28 万 1,000 円の増でございますが、前年度の指定寄付による積み立

て分 10 万円を文化振興基金より繰り入れしてございます。次、289 ページでございます。(２)

放課後児童対策事業経費は、平成 20 年度補正対応しておりますが、臨時児童育成指導員 11 名

が 13 名となったことによりまして、97 万 8,000 円の増となってございます。次の(４)みんな

の基金事業経費につきましては、みんなの基金繰入金 200 万円を繰り入れしてございます。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。291 ページに

お進みください。291 ページ、(６)芸術文化活動運営経費には、文化振興基金 138 万円を繰り

入れしてございます。 

 次、292 ページをお開きください。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 31 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、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。 

 300 ページにお進みください。５目仙台藩白老元陣屋資料館管理費。前年比７万 5,000 円の

減となってございます。303 ページの(３)でございます。資料館特別展開催事業につきまして

は、今年度においては全国に 11 枚ある白老元陣屋の絵図を一同に集めた特別展を夏休み期間中

に開催する予定となってございます。 

 次、６目高齢者学習センター費でございます。説明欄(２)の高齢者教室事業経費につきまし

ては、前年度の指定寄付によります積立金 50 万円を教育関係施設整備基金から繰り入れしてお

ります。 

 次、304 ページでございます。７目青少年センター費は記載のとおりでございます。 

 次、306 ページでございます。６項１目保健体育総務費につきましては、全体的な経費の見

直しなどにより、前年対比 22 万 6,000 円の減となってございます。 

 次、308 ページでございます。２目体育施設費。前年比 562 万 5,000 円の減となっておりま

す。説明欄(２)体育施設指定管理経費におきましては、体育協会に体育施設管理を委託してお

りますが、利用料金の増加によりまして指定管理委託料が減となったための減額でございます。 

 次、311 ページにお進みください。７項１目給食センター管理運営費 2,846 万円の増でござ

います。(３)学校給食特別会計繰出金は、学校給食特別会計で給食材料の高騰による歳入不足

が生じることとなり、給食費の値上げを抑制するためにも保護者負担軽減分として 624万 2,000

円を繰り出すこととしております。次、313 ページでございます。説明欄(４)給食センター給

水給湯蒸気管改修事業につきましては、老朽化の著しい給水管、給湯管、蒸気管の改修を行う

ため、2,216 万 6,000 円を計上しております。財源は、町債 1,660 万円を見込んでおります。 

 次、314 ページにお進みください。11 款災害復旧費。科目存置のための計上でございます。 

 次、316 ページ。12 款公債費。１項１目元金でございます。長期債元金償還費は、前年比 351

万 7,000 円の減でございます。平成 20 年度に実施いたしました、公的資金保証金免除繰上償還
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などによる減が主な要因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

用料やウタリ住宅資金貸付金元利収入の計 7,869 万 4,000 円を見込んでございます。 

 次、２目利子でございます。前年度比 3,368 万 3,000 円の減でございます。説明欄(１)長期

債利子支払費は、現在より金利水準の高い政府資金の償還が進んだことなどから利子額は減少

いたしまして、前年比 3,268 万 2,000 円の減となってございます。次、（２）一時借入金支払費

でございます。これは、本年度は 1.7％で見込んでおり、前年比 100 万円の減でございます。 

 次、(３)基金繰替運用利子支払費 151 万 4,000 円。前年比 1,000 円の減となってございます。

平成 10 年度に財政健全化計画に基づきまして、縁故債の繰上償還の財源といたしまして、総額

９億 2,000 万円を各種基金から繰替運用してございます。この基金繰替運用の 20 年度末の残高

見込みは、４億 6,000 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

まして、前年度の 3.1％から今年度 3.3％に引き上げてございます。 

 次に 318 ページでございます。13 款給与費 17 億 7,056 万円の計上で、前年比 1,337 万円の

減でございます。昨年に引き続き、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、教育長含む一般職 212 名、特定嘱託 15 名、嘱託 35 名、計 262 名分の人件費を計上

してございます。嘱託職員を除きました正職員分では 16 億 4,314 万 9,000 円で、前年比 339

万円の増となってございますが、増額の主なものは退職手当負担金の率改正、その部分が増額

要素の大きな要因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 1,792 万 1,000

円で、職員数は特定嘱託員 15 名を見込み、前年比 1,676 万円の減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 6,960 万 1,000 円で、前年比 2,215 万 6,000 円の減となってございます。このう

ち、平成 20 年度のみの対応でありました、個人道民税徴収委託金 3,154 万 2,000 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878万6,000円の増となってございます。 

 次に 320 ページにお進みください。14 款諸支出金でございます。説明欄(１)各種基金積立金

４億 4,815 万円でございます。利子分などの計上のほか、繰替運用の繰り戻し、いわゆる基金

への返済分としては社会福祉基金積立金を 3,000 万円計上してございます。基金から平成 10

年度に繰替運用しました、総額９億 2,000 万円に対し、繰り戻し額の累計は平成 20 年度末まで

で４億 6,000 万円となり、20 年度末までの残額は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追加繰出分として、財政調整基金で１億円留保計上し、さらに平成 20

年度に前倒しで財政調整基金より病院会計に赤字解消分の繰り出しを実施した分として、３億

円を財政調整基金に積み増ししております。 

 次、322 ページでございます。15 款予備費でございます。771 万円計上し、前年比 13 万 3,000

円の増となってございます。 

 次に、325 ページ以降の給与費明細書、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。 

○議長（堀部登志雄君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 1 時５８分 
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再開 午後 ２時１５分 

○議長（堀部登志雄君） それでは、休憩前に引き続き会議を続けます。 

 歳入の説明をお願いします。 

高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） それでは、歳入に入ります。14 ページにお戻りください。１

款町税、１項町民税、１目個人、１節現年課税分６億 8,596 万 9,000 円でありますが、前年比

1,001 万 5,000 円、1.4％の減となっております。収納率は特別徴収分で前年比 0.04％増の

99.97％。普通徴収分は前年同率の 94.01％を見込み計上したものでございます。また、給与所

得を初めとする総所得金額の総額が前年比 4.4％の減収となる見込みであり、減額計上となっ

てございます。２節滞納繰越分につきましては、20 年度決算見込みを踏まえ 621 万 7,000 円、

前年比で 51 万 3,000 の増となっております。収納率は前年同率の 8.9％を見込んでおります。 

 次、２目法人、１節現年課税分１億 424 万 1,000 円でありますが、前年比 771 万 9,000 円、

6.9％の減となってございます。20 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 17 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。なお、

法人町民税の超過税率につきましては、本年４月開始以降の事業期間分からが対象となるため、

本予算には反映してございません。２節滞納繰越分につきましては、20 年度決算見込みを踏ま

えて前年度と同様の６％の収納率で見込んでおります。 

 ２項固定資産税、１目固定資産税、１節現年課税分 15 億 8,082 万 9,000 円でありますが、超

過税率の導入によりまして前年比３億 512 万 4,000 円、23.9％の大幅増でございます。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 3,424 万 6,000

円で、前年比 3,151 万 8,000 円、10.4％の増でございます。家屋につきましては６億 7,527 万

9,000 円で、前年比１億 163 万 1,000 円、17.7％の増であります。償却資産につきましては５

億 7,130 万 4,000 円、前年比１億 7,197 万 5,000 円、43.8％の増でございます。超過税率の導

入に加え、地元企業の大型設備投資があったことによるものであります。なお、収納率につき

ましては前年同率の 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 1,050 万

6,000 円で、前年比 31 万 6,000 円の減を見込んでおります。 

 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、20 年度決算見込みを踏まえてのもので、固定資産通知に基づく計上

でございます。21 年度におきましては前年比２万 5,000 円増の 729 万 3,000 円を見込んでおり

ます。 

 ３項１目軽自動車税、１節現年課税分 2,446 万 4,000 円でありますが、前年比 90 万 2,000

円、3.8％の増でございます。税率が最も高い４輪乗用の台数で前年比 148 台、6.0％の伸びが

見込まれるものであります。なお、収納率につきましては次の 19 ページになりますが、前年同

率の 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、20 年度決算見込みも踏ま

えまして、前年比４万 3,000 円増の 43 万 2,000 円を見込んでおります。 
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 次、４項１目町たばこ税、１節現年課税分１億 4,634 万 7,000 円でありますが、前年比 456

万 1,000 円、前年比 3.0％の減でございます。たばこの売り上げの減少傾向が続いており、20

年度実績見込み本数と比較いたしまして７％減で計上してございます。 

 次、５項１目特別土地保有税。土地税制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 2,044 万 5,000 円でありますが、ホテルビュラメール分の

利用者数減などを見込み、前年比 626 万 4,000 円、23.5％の減を見込んでございます。収納率

は 100％で計上してございます。 

 以上、町税全体では 25 億 8,702 万 4,000 円で、前年比２億 7,774 万 9,000 円、12.0％の増で

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まして、法令で定める配分基準に従いまして地方自治体

に譲与されるものでございます。以下の各項につきましては、いずれも平成 20 年度の決算見込

額と地財計画をもとに見込んでございます。 

 １項１目地方揮発油譲与税。平成 21 年度から道路特定財源の一般財源化に伴いまして、地方

道路譲与税から名称変更されたものでございます。2,430 万円を見込んでおります。 

 ２項１目自動車重量譲与税１億 2,090 万円でございます。前年比 111 万円の減であります。

国の徴収した自動車重量税の一部を地方に譲与するものでありますが、こちらも本年度から一

般財源化されるものでございます。 

 ３項１目地方道路譲与税 1,140 万円。前年比 2,710 万円、65.3％の減でございます。改正前

に課税されました、地方道路税収にかかわる譲与額の見込みでございます。 

 以上、地方譲与税全体では１億 5,960 万円で、前年比 1,390 万円、8.0％の減で計上してござ

います。 

 次のページ。３款利子割交付金 820 万円でございます。前年度と同額を見込んでおりますが、

都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ございます。次のページ、

24 ページでございます。配当割交付金 150 万円でありますが、前年比 440 万円、74.6％の減で

あります。20 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。 

 次のページでございます。26 ページ、５款株式等譲渡所得割交付金 30 万円でありますが、

前年比 270 万円、90％の減でございます。20 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。 

 次のページでございます。28 ページです。６款地方消費税交付金１億 9,520 万円であります

が、前年比 2,480 万円、11.3％の減でございます。都道府県間で清算した後の金額の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あります。20 年度

見込みと地財計画をもとに見込んだものでございます。 

 次のページでございます。30 ページでございます。７款ゴルフ場利用税交付金 900 万円であ

りますが、前年比 40 万円、4.7％の増でございます。ゴルフ場所在の市町村に対しまして、都
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道府県が収納した当該ゴルフ場に係ります、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。20 年度決算見込みによります見込み額を

計上してございます。 

 次のページ、32 ページでございます。８款１項１目自動車取得税交付金 2,588 万 8,000 円で

ございます。前年比 2,011 万 2,000 円、43.7％の減でございます。これは、都道府県の自動車

取得税収入額のうち、徴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が、譲与税と同様に、本年度より道路財源から一般財源

化されるものでございます。 

 次、２目旧法による自動車取得税交付金でありますが、改正前の課税にかかわる交付金で 191

万 2,000 円を見込んでございます。 

 次のページでございます。34 ページ。９款国有提供施設等所在町助成交付金 4,790 万円であ

りますが、前年比 180 万円、3.6％の減でございます。自衛隊基地の施設のうち、法令で定める

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ありま

すが、20 年度実績に基づく計上でございます。 

 次のページでございます。36 ページでございます。10 款地方特例交付金 1,640 万円でありま

すが、前年比 47 万 5,000 円、3.0％の増でございます。平成 18 年度より新設されました児童手

当の制度拡充に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と、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、それと、

平成 21 年度からの自動車取得税の減税に伴います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。 

 次の特例交付金 2,100 万円につきましては、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 年度をもって廃止されたことに

伴いまして、その経過措置として平成 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。失礼いたしました。先ほど冒頭に特例交付金 2,100 万円と申しましたけれども、210

万円に訂正させていただきます。 

 次のページでございます。38 ページ、11 款地方交付税 34 億 9,918 万 3,000 円でありますが、

前年比 9,018 万 3,000 円、2.6％の増でございます。普通交付税につきましては、地方の元気回

復のための地域雇用創出推進費の創設を初め、地方財政計画等に基づいて算定を行っておりま

すが、臨時財政対策債への振替分や段階補正などによる影響を考慮いたしまして、32 億 1,918

万 3,000 円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、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 330 万円でありますが、

前年比 40 万円、10.8％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いたしまし

て交付されるものでございます。 

 次のページ、42 ページでございます。13 款の分担金及び負担金でございます。１項負担金で
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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

ける者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、保育料も含め福祉サービス提供など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 477 万 4,000 円につきましては、前年度とほぼ同額と

なっておりますが、２節児童福祉費負担金は利用人数の減などに伴います保育料の減により、

前年比 747 万 1,000 円、11.3％の減、5,838 万 9,000 円を見込んでございます。 

 次、２目農林水産業費負担金は、畜産振興推進事業に係ります受益者負担金 845 万 1,000 円

を見込んでございます。 

 次、３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あり、

前年度とほぼ同額の 195 万 6,000 円を見込んでございます。 

 次の 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 7,866 万 1,000 円、前

年比 2,956 万 6,000 円、11.9％の増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1,228万 4,000円、前年比391万 9,000

円の増となっております。 

２節民生施設使用料で、いきいき４・６の使用料などの増により、前年比 407 万円の増とな

ってございます。 

 次に 46 ページでございます。３目環境衛生使用料 399 万 3,000 円、前年比 85 万 2,000 円の

増となっております。 

１節火葬場使用料で、前年比 108 万円の増となってございます。 

 次に６目土木使用料１億 6,339 万 5,000 円の計上で、前年比 976 万 9,000 円の増となってご

ざいます。 

 次、49 ページでございます。５節の住宅使用料が１億 1,875 万 3,000 円の計上で前年比 760

万 7,000 円、6.8％の増。 

６節住宅敷地使用料が 307 万 3,000 円で、前年比 108 万 6,000 円、54.7％の増となってござ

います。住宅使用料につきましては、20 年度の収入見込みに基づき、現年度分では前年比、1.4％

増、収納率 94.0％、滞納繰越分につきましては 3.0％減の収納率 9.5％を見込んでございます。 

 次に、７目教育使用料 601 万 9,000 円。公民館使用料の増などによりまして、前年比 80 万円

の増となってございます。 

 次、50 ページでございます。２項１目総務手数料 1,318 万円。手数料の見直しによりまして、

前年比 145 万 3,000 円、12.4％の増となってございます。 

 ２目環境衛生手数料 7,186 万 9,000 円でございます。前年比 1,291 万 4,000 円、21.9％の増

となります。このうち、一般廃棄物処理手数料はごみ袋の使用実績は減少しているものの環境

衛生センターへの直接搬入に係る料金見直しなどにより前年比 471 万 2,000 円、8.2％増の

6,241 万 9,000 円を計上してございます。また、バイオマス燃料化施設の稼動に伴いまして、

食品加工残渣処分手数料 825 万円を計上してございます。 
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 次に 54 ページでございます。15 款国庫支出金。歳出で説明した事務事業に係ります国の負

担金、補助金、委託金でありますが、前年度と比較し増減の大きいものを説明させていただき

ます。 

まず、１項１目民生費国庫負担金、１節社会福祉費負担金１億 5,639 万 7,000 円の計上であ

ります。それぞれ対象経費の２分の１が国の負担となるもので、前年比 465 万 4,000 円、3.1％

の増でございます。 

 次、２節児童福祉費負担金、緑丘保育園分の保育所運営費負担金でありますが、2,716 万 1,000

円、前年比 44 万 9,000 円、1.7％の増でございます。 

 次、３節被用者児童手当負担金 1,520 万円、前年比 196 万 8,000 円、11.5％の減でございま

す。対象児童数が減少したことによるものでございます。 

 次に 57ページ、７節被用者小学校終了前特例給付負担金 1,801万 8,000円。前年比 98万 7,000

円、5.2％の減でございます。同じく、対象児童数が減少したことによるものでございます。 

 次、２項２目農林水産業費国庫補助金、１節林業費補助金は昨年 12 月の補正予算で計上した

新設の科目でありますが、私有林対策事業に係る交付金で614万4,000円を計上しております。 

 次、３目土木費国庫補助金１億 8,443 万 1,000 円でありますが、前年比 5,307 万 4,000 円、

40.4％の増でございます。白老滑空場線とポロト社台線改良舗装事業、59 ページのバンノ沢川

砂防事業費の増に伴うものでございます。 

 次に、５目でございます。58 ページ、５目特定防衛施設周辺整備調整交付金は 2,700 万円、

前年比 100 万円の増を見込んでございます。廃目の環境衛生費国庫補助金、消防費国庫補助金

は、それぞれバイオマス燃料化施設と防災行政無線の整備に係る国庫補助金でございます。 

 次、３項委託金 1,202 万 4,000 円、前年比 102 万 2,000 円、7.8％の減になっております。１

目総務費委託金は、国民投票法施行に向けた投票人名簿システム構築交付金 481 万 7,000 円を

新規に計上してございます。 

 次に 60 ページでございます。３目消防費委託金ですが、防災センター管理費の減により前年

比 218 万 4,000 円減の 252 万 3,000 円を見込んでおります。廃目の教育総務費委託金につきま

しては、学校図書館支援センター推進事業委託金でございます。 

 次に 62 ページであります。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 7,820 万 3,000 円の計上でありますが、前

年比 232 万 7,000 円、3.1％の増でございます。 

 次に 65 ページでございます。５節保険基盤安定等負担金 5,396 万 5,000 円、前年比 1,596

万 5,000 円、22.8％の減。後期高齢者制度の移行によります保険料軽減分負担金の減でござい

ます。 

 ６節被用者小学校終了前特例給付負担金 1,801 万 8,000 円、前年比 98 万 7,000 円、5.2％の

減でありますが、対象児童数の減によるものでございます。 
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 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に係る拠出金ですが、3,846 万

円、前年比 62 万 7,000 円の増でございます。 

 次、２項２目民生費道補助金 6,567 万円、前年比 1,640 万円、20.0％の減となっております。 

 67 ページでございます。３節身体障害者福祉費補助金が障害者自立支援法施行に伴います特

別事業補助金の減によりまして、前年比 403 万 8,000 円の減。４節重度心身障害者医療費補助

金が前年比 1,051 万 9,000 円の減。５節乳幼児医療費補助金、前年比 94 万 8,000 円の減が主な

減額内容でございます。 

 次に 68 ページでございます。３目環境衛生費補助金は新設の科目であり、妊婦健診、臨時特

例交付金 409 万 2,000 円を計上してございます。 

 ４目農林水産業費道補助金 1,392 万 8,000 円、前年比 482 万円、52.9％の増でございます。

前年度補正により新設いたしました、草地担い手育成総合整備事業補助金の増、21 世紀北の森

づくり推進事業の事業量増によるものでございます。 

 次、５目の商工費道補助金は、前年度補正により新設した地域再生チャレンジ交付金ですが、

600 万円を計上してございます。 

 次、３項委託金につきましては、4,784 万 5,000 円、前年比 921 万 7,000 円、16.2％の減と

なっております。 

 次、70 ページでございます。１目総務費委託金ですが、前年比 769 万 3,000 円、14.0％の減

で、２節の個人道民税徴収委託金が委託単価の減などにより前年比 1,728 万 7,000 円、34.9％

の減。５節衆議院議員選挙事務委託金1,098万 5,000円の新設が主な増減となってございます。 

 ３目教育費委託金 18 万 2,000 円、153 万 9,000 円の減でございますが、前年度の小学校にお

ける英語活動等の推進委託金が終了したことなどによるものでございます。 

 次、72 ページでございます。17 款財産収入１億 2,387 万 2,000 円。6,498 万 2,000 円の増で

あります。 

 74 ページでございます。２項１目不動産売却収入は、町有地の売却収入を対策分 1,000 万円

を含め前年度と同額の 3,000 万円を計上してございます。 

 ３目生産物売払収入は新設の科目ですが、バイオマス固形燃料の売却収入 6,352 万 5,000 円

を計上してございます。 

 次、76 ページでございます。18 款寄付金につきましては、バイオマス燃料化施設管理運営資

金といたしまして、日本製紙からの寄付金 2,000 万円を新規に計上してございます。 

 78 ページでございます。19 款繰入金 4,829 万円、前年比 1,489 万 2,000 円、23.6％の減でご

ざいます。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８目は歳出で説明したぞれぞれの当該事業経費に充当するものでございます。 

 次、３目都市公園づくり基金繰入金につきましては、前年度、財源不足により公園関係の経

常経費に充当しておりましたが、本年度は従来どおり臨時事業費のみへの繰り入れとしたため、

1,211 万 3,000 円の減となってございます。 

 次に 80 ページでございます。廃目の緑化基金繰入金は、基金の残高の減少により繰り入れを
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見送るものでございます。 

 続きまして、82 ページであります。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。 

 次、84 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 779 万 8,000

円、3.6％の減となっております。 

 次、22 款町債でございます。94 ページまでお進みください。歳出に計上済みの事業の特定財

源として繰り入れをするものが主でございます。総額で７億 8,470 万円。前年比６億 3,820 万

円、44.9％の減となっておりますが、主な要因といたしまして、１目環境衛生費、前年度のバ

イオマス燃料化施設整備事業の完了により、６億 8,420 万円の減となってございます。また、

前年度まで事業費の財源不足を補うため、通常債とは別に充当率を 100％まで引き上げる行政

改革推進費を活用してまいりましたが、本年度は通常債のみの発行とし、町債の発行額を極力

抑制することができたものでございます。 

 ４目の臨時財政対策債につきましては、国の地方交付税特別会計の財源不足を補うものであ

り、地財計画をもとに算出しておりますが、平成 21 年度は国の地方交付税特別会計の財源不足

が大幅に拡大したことから前年比 55.3％増と示され、３億 6,930 万円を計上してございます。

なお、臨時財政対策債を除いた事業充当分の総額は４億 1,540 万円で、前年比７億 7,050 万円、

65.0％の減となっております。 

 以上で歳入歳出についての説明を終わりますが、次に、事前にお配りいたしております、予

算の概要、説明の冒頭で、１ページ目で説明に使わせていただきました予算の概要など、配付

資料につきまして若干説明をいたします。 

 白老町の予算の概要、それと、横判の平成 21 年度一般会計予算説明資料、この２つの資料を

お手元にご用意願います。最初に、平成 21 年度の白老町予算の概要という資料について説明い

たします。予算の概要の１ページ目でございます。この１ページ目につきましては、最初に説

明させていただきましたので説明を省略させていただきます。 

 ２ページ目の目的別・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、ここに目

的別等の昨年度との比較を載せてございます。21 年度の経常経費、それと、事業費別に、そし

て、合計ということで比較できるようになってございます。予算の概要につきましては、その

ほか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、32 ページ、一番最後のページ

です。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 15 億 526 万 1,000 円で、前年度との比較では 14 億 6,617 万 3,000 円、49.3％

の減となってございます。一般会計で前年度事業のバイオマス燃料化施設と防災行政無線施設

整備事業が完了したことにより減となってものでございます。 

 続きまして、横判で印刷してある資料でございます。平成 21 年度一般会計予算説明資料につ

いてご説明いたします。平成 21 年度の一般会計予算の説明資料、この１ページをお開きくださ
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い。１番の表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けれど

も、一般財源だけに着目した表となってございます。前年度との比較でございます。一般財源

の増減の主なものをご説明いたします。増減額の一般財源欄ですけれども、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とおりでございます。２款の地方譲

与税から 10 款の地方特例交付金、それと、12 款の交通安全対策交付金につきましては、前年

度決算の見込みと地財計画をもとに計上したもので、６款の地方消費税交付金 2,480 万円の減

など、合わせて前年比 6,532 万 5,000 円の減でございます。これは、１款の町税と、それから、

11 款の地方交付税、これらは増額として見込んでございますけれども、結局は一般財源として

カウントされます２款の地方譲与税から 10 款の地方特例交付金、ここまでの額と、それと、12

款の交通安全対策交付金、これらを足したところ 6,532 万円減となるという説明でございます。 

 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。合計いたしまして一般

財源の増減額でございます。４億 3,820 万円、前年度比 6.6％の増となっております。 

 次、２ページ目の表でございます。この２ページ目の表、一般会計歳出の表でございます。

経常経費と事業費に分けた額と前年対比での増減でありますけれども、これも一般財源の増減

で説明いたします。まず、経常経費全体の増減額は４億 2,489 万 5,000 円の増でございますが、

歳出の経常経費に要する一般財源ベースでは３億 6,462 万 4,000 円の増でございます。その内

訳につきましては、公債費と一般行政経費がマイナスで、給与費は特定財源の減少によるプラ

ス、繰出金、主に諸支出金その他で大幅増となってございます。事業費につきましては、総額

では 14 億 4,089 万 5,000 円の減でございますが、一般財源ベースでは 7,357 万 6,000 円の増と

なっております。これは町債の発行額を抑制するため、行政改革推進債を見込まなかった結果

などによるものでございます。 

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

います。この増額の主な内訳としては、増加分と減少分それぞれ８項目、ここに記載してござ

います。 

 次、４ページでございますが、この４ページの表につきましては事業費の補助、単独あるい

は新規、継続別に財源内訳を載せております。前年度の当初予算との比較になっておりますが、

本年度は 65 事業と。うち、新規事業は 15 事業となっております。前年度より計３事業の増と

いうことで、新規事業につきましては２事業の増となってございます。 

 次のページ、５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、これらにつ

いても前年度予算との比較でありますが、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、６ページでございます。６番の平成 21 年度基金現在高見込みでございますが、

こ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、一番下にあります備荒資金組合の普通納付分、超過納付分のそれぞ

れの積立額、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 年度の決算見込

み額につきましては、本日提出の補正予算第 13 号までの増減で見込んでございます。21 年度
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の見込みの欄でありますが、基金合計の21年度の積立金は３億7,315万円になってございます。

この中では、財政調整基金に平成 20 年度決算剰余金の積み立て 2,500 万円も含んでおります。

取り崩しにつきましては、一般会計の基金の合計では 4,829 万円で、年度末の残高は７億 5,998

万 8,000 円、そのうち財政調整基金の残高は４億 7,949 万 5,000 円を見込んでございます。 

 次に７ページでございます。当初予算額の推移でございますけれども、これは過去 10 カ年の

一般会計並びに全会計の予算額の推移でございます。先ほど、全会計の額を冒頭にご説明いた

しましたけれども、一般会計、全会計の事業費ともに過去 10 カ年で一番少ない予算ということ

になっております。それで、平成２年から 21 年まで、過去 20 カ年、この中で一番最低の予算

になっております。平成元年には今回の予算より若干少ない額となっておりまして、20 カ年で

いっても一番少ない額という状況になってございます。 

 次、８ページであります。８番の表は、一般会計予算の主な内訳の前年度対比の数字を載せ

ておりますが、予算総額はこれまで説明のとおり、前年度対比で 10 億 1,600 万円、10.2％の減

となっております。歳入の欄でございますけれども、国・道支出金につきましては、バイオマ

ス燃料化施設整備など補助事業の完了によりまして７億 7,314 万 4,000 円の減となってござい

ます。歳出の欄の一般行政経費では 1,833 万 6,000 円の増となっておりますが、２ページ目に

記載の一般財源ベースは7,190万 1,000円の減となっております。この要因といたしましては、

バイオマス燃料化施設稼動に伴います関連経費で、総額は約 4,000 万円の増加となりますが、

固形燃料の売払収入などの特定財源がありまして、一般財源では 5,600 万円の減になることが

あげられます。 

 その下の９番目の表でございます。財源不足額とその補てん財源でありますが、これにつき

ましては、経常費と事業費について、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おります。20 年度の財源不足額は、総額で１億 2,660 万円ござ

いました。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 万円で、この 20

年度予算は穴埋めしたところでございます。本年度につきましては、その財源不足額はゼロと

いう状況になってございます。 

 次、９ページでございます。10 番の表でございます。平成 21 年度予算における財政健全化

の主な取り組みを載せております。歳出削減については、経常的事業の見直し約 5,500 万円。

給与費の削減では、事業費に含まれます人件費も含め前年度当初予算費約 2,200 万円。投資的

事業財源の一般財源の縮減で約 300 万円などでございます。 

 歳入確保では、超過税率の導入に伴います 0.3％増分の約２億 7,900 万円と、指定管理者分

を含めた使用料・手数料の増額計上分約 3,000 万円を足した額として見込んでございます。 

 そのほか、赤字会計の健全化対策といたしまして、下水道会計を初めとして約２億 4,100 万

円を追加繰り出ししております。 

 次、10 ページの表でありますけれども、一般会計に計上しております高齢者福祉関係予算の

全体的な予算額を参考資料として記載させていただいております。上の表でございます。一般

会計の老人福祉に限って、その内訳を整理したものでございます。計の(Ａ)欄の増減のところ
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を見ていただきたいと思いますが、前年度と比較いたしまして、老人福祉費としては総額 1,709

万 3,000 円の増。一般財源につきましては 1,839 万円の増になってございます。 

 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ございます。 

 ２つの表を合計いたしました、ＡプラスＢの欄ですが、一般会計の高齢者福祉関係予算の増

減は、一般財源ベースでは 1,231 万 3,000 円、2.0％の増となってございます。 

 最後に 11 ページの表についてでございます。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、21 年度は新た

に地域雇用創出推進費も加わるなど、2.7％の増となってございます。 

 普通会計の町債現在高は 21 年度末で 157 億 8,800 万円。前年度より６億 3,000 万円の減とな

る見込みでございます。 

 なお、全会計を合わせました町債現在高は 21 年度末で 279 億 5,000 万円。前年度より９億

3,700 万円の減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、平成 21 年度の一般会計の

予算につきましては、全体的な説明を終わらせていただきます。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 議案の説明が終わりました。 

 これより議案第 13 号の議案に関しての、特に今回聞いておくことがあれば。特にございませ

んか。 

 それでは、質疑なしと認めます。 

 これをもって議案第 13 号の議案説明を終わります。 

 日程第４、議案第 14 号 平成 21 年度白老町国民健康保険事業特別会計予算の議案の説明に

ついてお願いいたします。 

 なお、これと老人保険までやって、それできょうは終わりにしたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 議案第 14 号 平成 21 年度白老町国民健康保険事業特別会計予算

をご説明申し上げます。 

 お手元に別冊で、両面刷りで７ページまでの資料をお渡ししていますので、それをもってご

説明申し上げます。よろしいでしょうか。 

 まず、総括として、平成 21 年度の予算編成に当たっては、長年の懸案事項であった国民健康

保険の税率の改正及び平準化を行うことができました。また、国が進めてきた医療制度改革で

は、制度開始、昨年ですけれども、さまざまな問題が浮き彫りになったところでございます。

平成 21 年度中も随時制度改革が見直されるものと考えております。その都度、改正に当たって

は被保険者に直接影響することから、適切な対応を行っていくということをいたしたいと思い

ます。また、前年度決算までの制度改革の影響の把握が非常に難しいため、今年度の予算につ

いては前年とほぼ同額の 28 億 3,500 万円、前年度対比 0.1％の増の編成となりました。 



 44 

 続きまして、２番目の歳出からご説明申し上げます。１款総務費でございます。ただいま説

明したとおり、医療制度改革により、当町については、国保から後期高齢者の移行となってい

る世帯があったため、激変緩和として国保システムの改修をまず行っております。さらに 21

年度では、保険税の納入方法を年金の特別徴収と口座振替に対応するためのシステム改修を計

上しております。このため、前年度対比で 219 万 9,000 円の減、9.1％の減となっております。 

 ２款保険給付費でございます。保険給付費は決算見込みベースで算出しておりますが、制度

改正に伴い退職者から一般への移行の増減があるものの、ほぼ前年と同額といたしました。ま

た、新たな制度として、医療保険と介護保険の自己負担の合計額が高額になる場合の負担軽減

を目的とした高額医療・高額介護合算制度が新たに計上しています。これは、４ページをご参

照いただきたいと思います。今の説明の４ページです。これは、平成 20 年度から実は施行され

ておりますが、高額医療費と違って毎月の医療費ではございません。１年間を通してここに記

載している額以上の負担になれば、医療費と介護の合算をして出た分を被保険者にお返しする

という制度でございまして、実は、今年度限り、20 年４月から今年の７月 31 日まで 16 カ月間、

当年度は行います。次年度からは８月１日から翌年の７月までということで 12 カ月間、１年間

をもって行う制度でございまして、これは通常ベースのご説明でございまして、中段、限度額

は、後期高齢者医療制度で一般所得者でいけば、合算して 56 万円を超えた方はお返しと。そし

て、被用者保険。国保とか社会保険とかその他保険でございますけれども、70 歳から 74 歳の

方であれば 62 万円。70 歳未満を含む一般所得者は 67 万円と。こういう区分がございまして、

詳細については次のページの５ページに所得階層ごとの限度額が表示されていますので、こと

し新たにこういう制度が生まれるということでございます。４ページの中段ほどに流れが書い

ていますけれども、国保も含めて、被用者保険も含めて介護保険との合算ということの新たな

制度が導入されるということでございます。 

 戻りまして１ページでございます。３款ですけれども、後期高齢者支援金等でございます。

これは、後期高齢者医療制度の運営に係る市町村国保からの拠出金で、後期高齢者の増加や医

療費の増加に伴い、3,003 万 5,000 円の増、前年度対比 11.5％の増額でございます。 

 ４款前期高齢者納付金。前期高齢者、65 歳から後期高齢者になる前の 74 歳にかかる方でご

ざいまして、国保・被用者間の医療費の負担の不均衡を調整する制度でございます。これにつ

いては、今見ていただいている６ページをご参照いただきたいと思います。 

 これは、前期高齢者の財政調整のイメージということでお示ししていますが、これは前期高

齢者加入者が全国平均 12％になっておりまして、これを上回る保険者については交付金が交付

され、下回る保険者は逆に納付するというような状況でございまして、政府健保、組合健保等

は当然、前期高齢者の方が少ないということで拠出、逆に国保の加入者はその分、当該加入者

が多いということで基金のほうから支払いを受けるというような制度でございます。 

 戻っていただいて、２ページでございます。５款老人保健拠出金。これは先ほど来より一般

会計でも繰り出しございますけれども、19 年度で廃止されていまして、遡及分の請求にかかわ

る分の計上でございます。 
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 ６款介護納付金。これは、介護保険制度の拠出金でございまして、前年度比 347 万 4,000 円

の減額、2.5％の減でございます。 

 ７款共同事業拠出金。これは、高額医療制度に係る市町村からの拠出金を拠出しまして、財

政調整する事業でございます。総額 3,710 万 1,000 円の増で、12.2％の増でございます。 

 ８款保健事業費でございます。これは、特定健康診査、インフルエンザ、脳ドック、国保ヘ

ルスアップ事業に係る経費でございまして、特定健診については、本年度は 35％に目標を向け

て、受診増に向けて実施していきたいと思います。また、国保ヘルスアップ事業は、40 歳未満

の方を対象に行っていく事業でございます。また、３連携の絡みからいいますと、連携が今ま

でなかった社会教育とも連携しながら、プールを活用した事業等を拡大して、連携拡大を図っ

てまいりたいと思います。 

 続きまして歳入でございます。国民健康保険税でございます。今年度の保険税では、所得税

率、資産割の廃止、均等割、平等割について改正を行いました。今回の改正により、応能応益

の平準化が図られたことによって公平な負担が確保されることになります。平準化により軽減

割合も、今までは４割、６割という軽減しかございませんでしたが、今度は７割、５割、２割

と、新たな２割という軽減が設けられることになります。これに対しては、低所得者層の軽減

対策にこれまで以上のものが影響の部分をカバーできるものと思っております。このことから

前年度比 1,591 万 3,000 円の減、3.0％の減となります。また、収納率向上についても税収確保

に努めてまいりたいと思います。この説明については、７ページでございます。国民健康保険

税税率の改正内容でございます。これは昨年の 11 月に本議会で可決いただきましたが、中段、

21 年度の課税で、現行 20 年度と比較していただきたいと思いますが、所得割で 12.1％が

11.98％になります。そして、資産割は廃止、均等割２万 2,000 円が２万 8,100 円、平等割３万

3,000 円が３万 7,100 円となります。賦課額としては５億 7,271 万円。応能応益の割合でござ

いますが、54 対 46 というような平準化になってまいります。それで、軽減割合でございます

けれども、被保険者 6,755 人、世帯数でいきますと 3,953 世帯。以下の軽減の対象者になりま

す。均等割でいきますと約 46.5％の方が軽減を受けると。世帯で申し上げますと 50.4％の方が

軽減を受けるというような内容でございます。 

 戻っていただきまして、２ページの２款国庫支出金でございます。これは、前期高齢者交付

金の交付がありまして、その分を合わせてあることから国庫負担金が削減されまして、2,073

万 9,000 円の減額、2.7％の減でございます。 

 ３款療養給付費等交付金。これは、退職被保険者の医療費に対する交付金で、65 歳以上の退

職者医療の被保険者の方は一般へ移行するということに伴いまして、前年度比 2,771 万 4,000

円の減でございます。15.4％の減になります。 

 続いて４款でございますけれども、前期高齢者交付金。これは歳出でもご説明しましたけれ

ども、歳出では固定の経費だけを納めることになりますが、歳入のほうでは逆に補てんする部

分が多くなりますので、前年度対比 5,088 万 4,000 円の増、7.4％の増でございます。 

 ５款道支出金でございますけれども、国庫支出金と同様、前期高齢者交付金の交付の増に伴
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いまして、前年度対比 631 万 9,000 円減額します。5.8％の減でございます。 

 ７款では、これも歳出でご説明申し上げましたとおり高額医療費に係る交付金で、高額医療

費の伸びから、前年度比 3,710 万 1,000 円の増、12.2％の増でございます。 

 ９款他会計繰入金。これは後期高齢者医療制度の移行により、保険基盤安定化軽減分の減額

から、前年度比 1,596 万 5,000 円、6.3％の減を生じてまいります。 

 以上、ご説明申し上げましたけれども、国保会計としての課題と対策ということで、今後、

３連携の推進を着実に、実は安定化計画の指定も１月 30 日に受けましたので、医療費の抑制対

策を今後とも取り組んで積極的に進めてまいりたいと思います。歳入でも保険税の改正により、

今後、国保財政の安定化に向けて適時見直しも行うこととしています。さらに、被保険者の公

平性を保つため、収納率の向上対策も重点的に行っていきたいと思います。 

 以上、簡単でございますけれども、概略だけをご説明申し上げたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 議案第 14 号の説明が終わりましたので、特にこの際、聞いておくこ

とがございましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって議案第 14 号の議案説明を終わります。 

 それでは、続きまして日程第５、議案第 15 号 平成 21 年度白老町老人保健事業特別会計予

算の説明をお願いいたします。 

 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 議案第 15 号 平成 21 年度白老町老人保健事業特別会計予算でご

ざいます。これも皆さんお手元の議案第 15 号の別冊の説明書がございます。これは、先ほど来

ご説明を申し上げておりますけれども、19 年度で事業の廃止がされていまして、20 年、21 年

度は、遡及分の医療費だけを行う会計でございます。22 年度には、この会計は廃止されるとい

うような予定になっております。23 年度以降は廃止されるという意向になっておりますので、

遡及分だけの医療費の請求額だけの予算になっていまして、前年度対比を見ますと３億 5,193

万 7,000 円、98.4％の減額でございまして、歳入歳出合わせて 579 万 4,000 円の計上となって

おります。 

以上でございます。 

○議長（堀部登志雄君） 議案第 15 号の説明も終わりましたけれども、特にこの際、聞いてお

くことがございましたらどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって議案第 15 号の議案説明を終わります。 

                                         

◎延会の宣告 
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 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〕 

○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。 

 ここであらかじめ通知いたします。明日 10 時からも引き続き議案説明会を再開いたしますの

で、各議員には出席方よろしくお願いいたします。 

本日はこれをもって延会いたします。 

（午後 ３時２１分） 


