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平成２２年白老町議会議案説明会会議録 

 

平成２２年 ３月 ２日（火曜日） 

開  会  午前１０時００分   

閉  会  午後 ３時５６分 
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４番    及 川   保 君         ５番    山 本 浩 平 君 

６番    本 間 広 朗 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 

                                          

○欠席議員（０名） 

                                           

○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 

 総務財政部長          山 口 和 雄 君 

 総 務 課 長          田 中 春 光 君 

 財政税務課長          大 黒 克 己 君 

 企画振興部長          高 畠   章 君 

 産業経済課長          岡 村 幸 男 君 

 アイヌ施策推進室          高 野 末 保 君 

 生活福祉部長          辻   昌 秀 君 

 町 民 課 長          安 達 義 孝 君 
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 都市整備部長          岩 城 達 己 君 
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 上下水道課長          須 田 健 一 君 

 教 育 部 長          久 慈 幸 男 君 

 子 ど も 課 長          渡 辺 裕 美 君 

 教 育 課 長          本 間 勝 治 君 

 病 院 事 務 長          丸 山 伸 也 君 

 消 防 長          前 田 登志和 君 

                                          

○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 

○議長（堀部登志雄君） これより、定例会３月会議の議案説明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る議案は、各会計の補正予算８件、

条例の制定・一部改正関係 14 件、一部事務組合の規約関係３件、新年度の各会計予算 15 件、合わ

せて 40 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１号 平成 21 年度白老町一般会計補正予算（第 11 号）の議案について、説明

をお願いいたします。大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） それでは、議案第１号。 

 平成 21 年度白老町一般会計補正予算（第 11 号）の説明を行います。今回の補正予算につきまし

てはページ数が 77 ページと膨大になります。その中身としましては、不用額の整理及び補助事業の

確定による清算が主なものとなりますので、簡潔に説明をさせていただきたいのでよろしくお願い

いたします。 

 それでは、中身に入ります。まず、歳入歳出予算の補正ということで第１条でございます。 

歳入歳出それぞれ 7,810 万 3,000 円を減額し、歳入歳出それぞれ 106 億 1,352 万 2,000 円とする補

正予算でございます。それから、第２条で繰越明許費の補正、第３条で債務負担行為補正、第４条

で地方債の補正がございます。 

 次のページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正でございます。歳入歳出それぞれでご

ざいますが記載のとおりということで説明を省略させていただきます。 

 次のページをお開きいただき、５ページ、第２表でございます。繰越明許費補正でございます。

今回は追加ということで、まず１つ目がブロードバンド光通信の整備事業、３億 6,600 万円。全額

次年度に繰り越すものでございます。 

 それから、地方港湾白老港建設事業。１億 1,100 万円の補正でございますが、これにつきまして

は、補正予算にて計上した部分でございますが、国からの請求が来年度となるため、この部分につ

いて繰り越すものでございます。 

 続きまして、次のページ、６ページ。第３表でございます。債務負担行為の補正、追加３件でご

ざいます。この中で一番下の地方港湾白老港建設事業においては 6,780 万円でございますが、これ

は 22 年度のゼロ国分ということでございます。続きまして、２番目の変更でございますが、変更に

つきましては限度額の変更あるいは期間の変更ということで、中身については記載のとおりでござ

います。 

 それから、続きまして７ページ、第４表、地方債補正。４件ございますが、これにつきましては

このあとの歳入歳出のところで説明をさせていただきたいと思います。 

 それでは、歳出のほうからまず説明をさせていただきます。24 ページをお開き願います。まず、
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１款議会費でございます。議会運営経費 69 万 1,000 円の減額でございます。これにつきましては不

用額の整理でございます。 

 次に２款総務費でございます。庁舎管理経費 46 万 4,000 円の増額でございます。これにつきまし

ては、燃料費の不足分の補正でございます。次に職員管理事務経費 15 万円の減額でございます。負

担金の減でございます。それから、次に職員研修経費 38 万 2,000 円の減額でございます。これも不

用額の整理でございまして、あわせて市町村振興協会からの助成金９万円も減額をいたします。次

のページにまいります。行政改革推進事務経費 10 万円の減額でございます。不用額の整理です。情

報化推進経費 52 万 4,000 円の減額でございます。委託料及び賃借料等の減でございます。次、投票

人名簿システム構築事業 1,000 円の減額でございます。補助事業の確定による精算でございます。

あわせて、国庫支出金も 1,000 円減額となります。済みません。ちょっと１つ抜けてしまいました

が、・のその他一般管理経費 25 万 2,000 円の増額でございます。これは昨年、訴訟となった案件に

つきまして、このたび控訴されたことから、その訴訟代理人を委任する上での着手金を計上するも

のでございます。弁護士相談謝礼ということで 25 万 2,000 円を計上します。続きまして、庁舎改修

事業でございます。９万 5,000 円の減額でございます。入札失効残の整理でございます。あわせて、

公共投資臨時交付金８万 5,000 円も減額するものでございます。次にブロードバンド光通信整備事

業。これについては補正額ゼロでございますが、プロポーザル方式による業者選定のため、設計及

び整備工事を１本にまとめる補正でございます。次にまいります。国際姉妹都市ケネル市訪問交流

事業、補正額ゼロでございます。新型インフルエンザによる東京滞在経費の増ということで補助金

を 20 万円増額してございますが、その 20 万円については普通旅費が不用となったことからその部

分を充当するものでございます。次に職員福利厚生経費６万 8,000 円の減でございます。不用額の

整理でございます。広報活動経費 34 万 3,000 円の減額でございます。印刷単価の減によるものでご

ざいます。次、会計事務経費 40 万円の減額でございます。不用額の整理です。財産管理事務経費

11 万 7,000 円の減額です。不用額の整理でございます。町有林管理事業 33 万 1,000 円の減額でご

ざいます。不用額の整理でございます。あわせて、同支出金 20 万 2,000 円も減額するものでござい

ます。次に宅地分譲整備事業。入札失効残などによる不用額の整理でございます。47 万 6,000 円の

減でございます。次、旧職員住宅解体事業、９万 5,000 円の減額でございます。入札失効残の整理

でございます。あわせて、国庫支出金の経済危機対策臨時交付金９万 5,000 円も減額でございます。

消防職員住宅補修事業、21 万円の減額でございます。これも失効残による整理でございます。特定

財源が、保険金が 1,000 円の減額。備荒資金組合の支消金、これが 20 万 9,000 円の減額でございま

す。次に共用車等管理経費、35 万 4,000 円の増額でございます。燃料費の不足分の補正でございま

す。次、政策推進事務経費、10 万 6,000 円の減額でございます。不用額の整理です。町内会活動育

成経費、28 万 3,000 円の減額でございます。実績に基づく補助金の減額でございます。次のページ

へまいります。町営防犯灯維持管理経費、62 万 1,000 円の減額でございます。電気料の減による不

用額の整理でございます。次に税等過誤納還付金等、70 万 4,000 円の減額でございます。実績見込

みによる減でございます。次に収納管理事務経費、31 万 2,000 円の減額でございます。これは不用

額の整理でございます。あわせて、諸収入でございますが、滞納処分費、同額 15 万 2,000 円。不動
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産購買の未実施による減額でございます。次に、胆振海区漁業調整委員会委員選挙経費、76 万 8,000

円の減額でございます。選挙の未実施によるもので、同額、道支出金も減額になるものでございま

す。次のページにまいります。指定統計調査経費、122 万 9,000 円の減額でございます。道委託金

の額の確定による清算でございまして、道支出金も 123 万 1,000 円減額するものでございます。 

 次に、３款民生費になります。在宅老人福祉事業経費、88 万円の減額でございます。不用額の整

理でございます。特財として負担金も同時に 11 万円減額になるものでございます。次のページへま

いります。老人医療費給付費、146 万 1,000 円の減額でございます。実績見込みによる清算でござ

います。次に施設入所者措置費支弁経費、360 万円の減額でございます。これにつきましては、２

名の退所による減でございます。負担金についても３万 3,000 円減額となります。地域包括支援セ

ンター運営経費、151 万円の減額でございます。不用額の整理です。後期高齢者医療制度運営経費、

792 万 6,000 円の減額でございます。負担金の精算によるものでございます。介護保険事業特別会

計繰出金、881 万 6,000 円の減額でございます。実績見込みによる精算によるものでございます。

後期高齢者医療事業特別会計繰出金、138 万 5,000 円の増額でございます。保険料軽減分の増でご

ざいます。なお、道支出金も保険基盤安定拠出金が 135 万 8,000 円増額となります。次に障害者自

立支援事務経費、34 万 7,000 円の増額でございます。平成 22 年４月、障害者自立支援法の改正に

よる電算システムの改修による増額でございます。次に重度心身障害者医療給付費、252 万 3,000

円の増額でございます。これは医療費の増によるものでございます。特定財源としまして、道支出

金が 652 万円増額。逆に諸支出金の高額医療費につきまして、901 万円の減額となるものでござい

ます。次に地域生活支援事業経費、45 万円の減額でございます。利用者人数の減によるものでござ

います。あわせて、特財であります道支出金、地域活動支援センター事業費補助金が 150 万円の減

額でございまして、これは段階的に削減、廃止するものでございます。次に総合保健福祉センター

管理運営経費。これにつきましては補正額ゼロでございますが、財源振りかえとしまして、施設使

用料 68 万円、それから、研修室使用料 61 万円、共に利用者の減による減額となります。次に総合

保健福祉センター改修事業、23 万 7,000 円の減額でございます。入札失効残でございます。特財の

道支出金、経済危機対策臨時交付金も逆に 27 万 6,000 円を増額するものでございます。次にイオル

再生事業、53 万 6,000 円の減額でございます。委託金の額の確定による精算でございます。同額、

自宅収入も減となります。次のページにまいります。子ども育成推進経費、８万円の減額でござい

ます。協議会回数の減にともなう不用額の整理でございます。次に子育て支援施設備品等購入事業、

７万 6,000 円の減でございます。失効残による整理でございます。特定財源、国庫支出金の経済危

機対策臨時交付金３万 7,000 円も同時に減額するものでございます。児童福祉施設自動体外除細動

器購入事業、34 万円の減額でございます。失効残による整理でございます。あわせて、国庫支出金、

軽罪危機対策臨時交付金29万1,000円を減額するものでございます。次に緑丘保育園運営費等経費、

500 万円の減額でございます。児童数の減によるものでございまして、特定財源も国庫支出金 180

万円、道支出金 90 万円、一般財源 230 万円を合わせて減額するものでございます。次に保育所広域

入所経費、115 万 4,000 円の減額でございます。未利用によるものでございまして計上はゼロとい

うことになります。それから、旧保育園解体事業、42 万円の減額でございます。入札失効残でござ
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います。あわせて、国庫支出金、経済危機対策臨時交付金 22 万円も同時に減額するものでございま

す。地上デジタル放送対応事業、３万 7,000 円の減でございます。失効残による整理でございます。

経済危機対策臨時交付金につきまして、ここでは 16 万 2,000 円を増額計上するものでございます。 

 続きまして次のページ。４款環境衛生費でございます。検診管理事務経費、251 万 1,000 円の減

額でございます。当初見込み数の減によるものでございます。国庫支出金の女性特有のがん検診推

進事業補助金も 139 万 9,000 円減額するものでございます。国民健康保険事業特別会計繰出金、63

万 5,000 円の増額計上でございます。これにつきましては、保険料軽減分が 2,286 万円増額となっ

ております。逆に基準超過費用相当分が当初 2,225 万円を計上していたものがゼロ計上ということ

になってございます。特定財源につきましても国庫支出金の基準超過分で 818 万 2,000 円の減額、

逆に道支出金の軽減分が 1,051 万円の増額となるものでございます。次に母子保健事業経費、481

万 4,000 円の減額でございます。不用額の整理でございます。あわせて、道支出金の妊婦健康検査

臨時特別交付金 90 万円を減額するものでございます。高齢者特定健康診査事業経費、107 万 5,000

円の減額でございます。これにつきましては、事業の清算でございます。特定財源としまして、諸

収入の後期高齢者医療広域連合自宅事業収入、同額を減額するものでございます。次に新型インフ

ルエンザ対策事業、900 万円の減額でございます。これにつきましても実績見込みによる減でござ

いまして、あわせて、国庫支出金 450 万円、道支出金 225 万円を減額するものでございます。次の

ページになりますが、高齢者健康増進事業、７万 5,000 円の減額でございます。失効残による整理

です。国庫支出金、経済危機対策臨時交付金 8,000 円を減額するものです。次に予防接種事業経費、

125 万円の減額補正でございます。不用額の整理でございます。次に高齢者予防接種事業経費、58

万 1,000 円の減額補正です。実績見込みによる減でございます。次に環境行政推進経費、16 万 5,000

円の減。不用額の整理です。有害鳥獣駆除対策経費、17 万円の減額。不用額の整理です。不法投棄

対策経費、20 万円の減額。不用額の整理です。地下水対策経費、９万円の減。不用額の整理でござ

います。次のページです。低公害車購入事業、23 万 8,000 円の減でございます。入札失効残の整理

でございまして、あわせて、経済危機対策臨時交付金 12 万 7,000 円を減額するものでございます。

次に騒音・悪臭対策推進経費、25 万円の減。不用額の整理でございます。白老葬苑火葬炉施設等改

修事業、９万 5,000 円の減。入札失効残の整理でございます。あわせて、公共投資臨時交付金 48

万 2,000 円も減額するものでございます。社台墓地隣接無償貸付地柵設置事業、1 万 1,000 円の減

額でございます。失効残の整理でございます。あわせて、経済危機対策臨時交付金 15 万 8,000 円を

減額するものでございます。次に一般廃棄物有料化経費、22 万 6,000 円の減額でございます。不用

額の整理です。ごみ分別対策推進経費、19 万 6,000 円の減。不用額の整理でございます。環境衛生

センター運営経費、60 万 9,000 円の減。これにつきましても不用額の整理でございます。次のペー

ジ、49 ページです。一般廃棄物広域処理経費、1,313 万 6,000 円の減額でございます。前年度精算

分の 786 万 6,000 円の減額ほか搬入ごみの減少などによるものでございます。次にバイオマス燃料

化施設管理運営経費、3,750 万 1,000 円の減額でございます。実績見込みによる燃料費の減などに

よるものでございます。特定財源としまして、財産収入のバイオマス固形燃料売り払い収入が生産

実績見込みの減ということで 5,061 万 6,000 円の減額となります。また、使用料・手数料で食品加
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工残渣処分手数料が、これも受け入れ実績量の減を見込み、286 万 2,000 円の減額となります。な

お、これによりまして差し引き、一般財源につきましては 1,597 万 7,000 円が増額となる見込みで

ございます。次にバイオマス燃料化施設省エネ改修事業、117 万 3,000 円の減額でございます。入

札失効残の整理で、あわせて道費も同額減額するものでございます。 

 次に上水道施設整備事業出資金、400 万円の減額でございます。これにつきましては基準見直し

によりまして、出資債の対象外となったことから、当初 400 万円を計上したものをすべて減額する

ものでございます。あわせて、起債につきましても同額減額となります。 

 次に６款農林水産業費になります。次のページをお開き願います。農業関係資金利子補給事業経

費、７万 1,000 円の増額でございます。これにつきましては融資額の増によるものでございまして、

道支出金も３万 5,000 円増額となります。次に農業経営安定化事業、20 万 9,000 円の減額でござい

ます。実績見込みによる減でございます。次に公共牧場管理経費、98 万 8,000 円の減額でございま

す。実績に基づく精算でございまして、同額使用料につきましても減額するものでございます。次、

畜産振興推進事業、354 万 6,000 円の減額でございます。事業の縮小及び取りやめによる減額でご

ざいます。特定財源としまして、負担金につきましても 234 万 9,000 円の減額。道支出金におきま

しても 118 万 1,000 円減額となります。次に林務行政事務経費、１万 3,000 円の増額計上でござい

ます。苫小牧広域森林組合配当金１万 3,000 円が出たことから、これを増資するものでございまし

て、あわせて財産収入が１万 3,000 円増額になります。それから、次に私有林対策事業、502 万 9,000

円の減額でございます。実績見込みによる減でございます。国庫支出金が 388 万 4,000 円の減、道

支出金も 70 万 5,000 円の減額となるものでございます。次のページでございます。水産経営安定化

推進経費、21 万 3,000 円の減額でございます。額の確定による精算でございます。 

 次に、７款商工費でございます。商工振興対策経費、76 万 8,000 円の減額でございます。助成金

の額の確定によるものでございます。次に商工会補助金、11 万 4,000 円の増額でございます。商工

会に対します道費補助金の確定等による町補助金の増によるものでございます。次、消費拡大・商

業活性化事業。補正額ゼロでございます。これは財源振りかえでございまして、国庫支出金を交付

金の配分調整ということで、経済危機対策臨時交付金２万円を減額するものでございます。次に中

小企業緊急経済対策支援事業、840 万円の減額でございます。実績見込みによる減でございまして、

同じく経済危機対策臨時交付金を 1,360 万円減額するものでございます。次に企業誘致対策事務経

費、25 万 6,000 円の減額です。不用額の整理でございます。 

 次のページにまいります。８款土木費になります。道路施設維持補修経費、158 万 2,000 円の減

額でございます。緊急雇用創出事業による業務へ一部振りかえするものでございます。それから、

次に道路排水処理事業。補正額ゼロでございますが、財源振りかえとして国庫支出金の経済危機対

策臨時交付金、これを全て一般財源に振りかえるものでございます。次に町道施設緊急維持補修事

業、これにつきましても補正額ゼロ。財源振りかえとしまして逆に国庫支出金の経済危機対策臨時

交付金を 1,412 万 8,000 円増額するものでございます。次に町道改修事業補助事業でございます。

56 万 3,000 円の減額でございます。入札失効残の整理でござまして、末広通り補修工事につきまし

て国庫支出金が、これは公共投資臨時交付金と充当しているものでございますが 29 万円の減。同じ
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く中央通り舗装補修工事につきましても 27 万 3,000 円の減額となるものでございます。次に橋梁長

寿命化修繕計画策定事業、26 万 8,000 円の減額でございます。失効残の整理で、国庫支出金も 13

万 5,000 円減額となります。次に河川改修事業補助事業、503 万 3,000 円の減額でございます。入

札失効残の整理でございまして、国庫支出金も 545 万円減額するものでございます。次のページで

ございます。港湾利用促進経費、９万 3,000 円の減額でございます。不用額の整理でございます。

なお、これにつきましては使用料として、係留施設使用料全額充てておりますので、この９万 3,000

円を減額したことによって特定財源は公債費へ充当するものとします。それから、次に港湾建設事

務経費、25 万円の減額でございます。これも不用額の整理でございまして、同じく使用料につきま

しては同額公債費へ充当するものでございます。次に港湾建設事業、756 万 4,000 円の減額出ござ

います。精算による負担金の減額でございまして、これにより、起債についても 690 万減額するも

のでございます。次に都市計画策定等事務経費、94 万 9,000 円の減額でございます。不用額の整理

でございますが、これにつきましても全額使用料を充てておりますので、この減額分は給与費へ充

当するものでございます。次のページです。都市計画定時線引き見直し事業、225 万 7,000 円の減

額でございます。委託作業内容の見直しによる減額でございます。次に公共施設サイン設置事業、

7,000 円の減額でございます。入札の失効残でございます。あわせて、経済危機対策臨時交付金に

つきまして42万5,000円を増額計上するものでございます。次に公園施設維持補修経費、64万7,000

円の減額でございます。緊急雇用創出事業による業務へ一部振りかえたことによる減でございます。

次に住宅・建築物リフォーム促進助成事業、120 万円の減額でございます。あわせて、経済危機対

策臨時交付金 194 万 9,000 円を減額するものでございます。それから、次に町営住宅改修事業、19

万円の減額でございます。入札失効残の整理でございます。あわせて、経済危機対策臨時交付金 19

万 1,000 円を減額いたします。次に町営住宅玄関ドア改修事業、56 万 7,000 円の増額計上でござい

ます。これにつきましては、予想以上の改修の増があったことから追加工事をするものでございま

して、あわせて、国庫支出金の経済危機対策臨時交付金 101 万 5,000 円を増額するものでございま

す。 

 次のページです。９款消防費。消防活動経費、20 万 2,000 円の減額でございます。不用額の整理

でございますが、一部指定寄附があったことから備品購入費として 15 万 8,000 円、活動用備品を購

入するものでございます。全額、指定寄附を充当いたします。次に救急活動経費、10 万円の減額で

ございます。不用額の整理でございます。次に職員訓練研修経費、16 万 1,000 円の減額。不用額の

整理でございます。次に火災予防啓蒙活動経費、４万 2,000 円の増額でございます。これにつきま

しても全額指定寄附により、火災予防啓蒙用の防火映画ＤＶＤを購入するものでございます。次の

ページでございます。消防団運営経費、16 万円の減額でございます。不用額の整理です。次に消防

団活動経費、50 万円の減。不用額の整理でございます。防災行政無線（同報系）の施設管理経費、

52 万 2,000 円の減。電気量の減による不用額の整理でございます。 

 続きまして、10 款教育費になります。教育委員会事務局経費、６万 5,000 円の減額でございます。

これにつきましては、英語指導助手帰国費の減と逆に燃料費不足分の増額によるものでございます。

次に教職員住宅整備事業、10 万 6,000 円の減額でございます。失効残によるものでございまして、
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経済危機対策臨時交付金もあわせて同額減額するものでございます。次に教職員住宅火災報知機設

置事業、16 万 1,000 円の減額。失効残の整理でございます。あわせて、経済危機対策臨時交付金 16

万 6,000 円を、これは増額計上するものです。教職員福利厚生経費、34 万円の減額です。不用額の

整理でございます。私立高等学校教育補助金、31 万円の減額でございます。実績による減でござい

ます。次に小学校運営経費。補正額ゼロでございますが、財源振りかえとしまして、これは理科設

備の整備の裏負担分となるものでございますが、国庫支出金を 45 万円減額するものでございます。

次にスクールバス運行経費、55 万円の減額でございます。運行実績による減でございます。小学校

施設管理経費、82 万 7,000 円の増額でございます。電気料の不足分の計上でございます。次のペー

ジにまいります。小学校耐震化対策事業、98 万 1,000 円の減額出ございます。失効残による整理で

ございます。財源としまして経済危機対策臨時交付金につきまして、虎杖小学校の部分につきまし

ては 111 万 7,000 円の増額、白老小、竹浦小の耐震診断につきましては 75 万円の減額となってござ

います。小学校地上デジタル放送対応事業、2,000 円の減額でございます。失効残によるもので、

経済危機対策臨時交付金ほか、国庫支出金 17 万 7,000 円の増額計上でございます。次に小学校教育

振興一般経費、17 万 1,000 円の増額でございます。社台小、白老小の特別支援学級の新設に伴う備

品等の整備によるものでございます。次に小学校就学援助特別支援教育就学奨励事業経費、54 万

3,000 円の減額でございます。不用額の整理です。小学校校外学習事業経費、25 万円の減額。不用

額の整理でございます。小学校教育用コンピュータ設備整備事業、６万 3,000 円の減額でございま

す。失効残の整理でございまして、経済危機対策臨時交付金ほか、国庫支出金を 72 万 6,000 円増額

計上いたします。次に中学校運営経費、補正額ゼロでございますが、先ほどの小学校と同様、理科

設備の整備の振りかえ分でございまして、経済危機対策臨時交付金を 30 万円減額するものでござい

ます。次のページへまいります。中学校施設管理経費、136 万円の増額でございます。電気料の不

足分の増などによるものです。次に中学校耐震化対策事業、７万 7,000 円の減額出ございます。失

効残の整理によるもので、経済危機対策臨時交付金につきましては 164 万 2,000 円の増額とするも

のです。次に中学校地上デジタル放送対応事業、１万 5,000 円の減。失効残の整理でございます。

国庫支出金、経済危機対策臨時交付金ほか、46 万 4,000 円を増額するものでございます。中学校施

設整備事業、136 万 5,000 円の減額でございます。失効残の整理によるもので、同額、経済危機対

策臨時交付金を減額いたします。次に中学校教育振興一般経費、10万 6,000円の計上でございます。

小学校と同様、虎杖中学校の特別支援学級新設による備品等の整備によるものでございます。中学

校就学援助特別支援教育就学奨励事業経費、73 万 1,000 円の減額でございます。不用額の整理でご

ざいます。中学校教育用コンピュータ設備整備事業、20 万 7,000 円の減額でございます。失効残の

整理でございます。経済危機対策臨時交付金ほか、国庫支出金を９万 8,000 円減額するものでござ

います。次のページにまいります。幼稚園就園費補助金、306 万円の減額でございます。これは実

績による整理でございます。あわせて、国庫支出金、48 万 3,000 円を減額するものです。幼稚園運

営費補助金、14 万 4,000 円の減額でございます。これも実績による減でございます。次に放課後児

童対策事業経費、37 万円の減額でございます。障害児利用日数の減によるものでございます。公民

館管理運営経費、25 万 4,000 円の減でございますが、臨時管理人の勤務日数の減によるものでござ



 10 

います。公民館施設整備改修事業、2,000 円の減額でございます。失効残の整理で、あわせて、経

済危機対策臨時交付金につきまして 26 万 6,000 円の増額計上するものです。それから、次に図書等

購入経費、３万円の増額でございます。指定寄附による図書備品を購入するものでございます。次

に体育施設整備改修事業、99 万 5,000 円の減額でございます。失効残の整理によるものでございま

す。これの特定財源につきましては、桜ヶ丘運動公園環境整備工事につきまして、公共投資臨時交

付金、これにつきまして 113 万円を増額。それから、町民温水プール地下燃料タンク通気管改修工

事につきましては、経済危機対策臨時交付金 34 万 6,000 円を減額するものでございます。次に給食

センター給水給湯蒸気管改修事業、2,216 万 6,000 円の減額でございますが、これにつきましては

事業の執行見送りすることにより全額減額するものでございます。あわせて、起債につきましても

1,660 万円をすべて減額するものでございます。 

 次に、12 款公債費になります。まず、長期債元金償還費、898 万 7,000 円の増額計上でございま

す。これにつきましては、ウタリ住宅貸付金の元利収入の繰上償還があったことから、この償還分

につきまして計上するものでございます。それから、次に長期債利子支払費、1,547 万 1,000 円の

減額でございます。利率の減による整理でございます。基金繰替運用利子支払費、32 万 1,000 円の

減。これにつきましても利率の減による整理でございます。 

 次のページです。13 款、給与費でございます。職員等人件費、801 万円の減額でございます。職

員の中途退職、育児休業者及び嘱託職員分の実績による減を見込んでございます。 

 次に、14 款諸支出金でございます。各種基金積立金、１億 1,976 万円の増額計上でございます。

まず、積立金の利子分の精算と寄附による積み立てということで、まず、財政調整基金へ寄附分で

ございますが 313 万円を積み立ていたします。そのうち 100 万円につきましては、青少年育成資金

ということで財調へとりあえず積み立てするものでございます。また、残りの 30 万円につきまして

は、特定目的基金へ積み立てするものでございます。それで、これまでの財源の財源振りかえ、あ

るいは不用額の整理によりまして、財政調整基金、寄附分とあわせて１億 2,021 万 7,000 円を積み

立てるものでございます。 

 以上で歳出の説明を終わらせていただきまして、戻っていただきまして歳入につきまして、若干

一般財源等について説明をさせていただきたいと思います。まず、８ページをお開きください。ま

ず、１款町税でございます。１項町民税の１目個人。個人町民税の現年課税分を今回、実績見込み

による減ということで 2,000 万円を減額するものでございます。次に、２目法人でございますが、

現年課税分も実績見込みによる減ということで 1,300 万円を減額するものでございます。次に、２

項定資産税、１目固定資産税でございますが、これにつきましては現年課税分ということで、償却

資産部分の増によりまして逆に 5,000 万円を増額するものでございます。これによりまして、町税

につきましては今回、1,700 万円増額計上するものでございます。 

 次に、11 款の地方交付税でございますが、普通交付税分の留保分を 68 万円全額、今回、計上す

るものでございます。 

 続きまして、16、17 ページをお開き願います。17 款の財産収入になります。町有地貸付料の現年

分でございますが、実績見込みによる減ということで 70 万 7,000 円を減額補正いたします。それか
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ら、次の２目、利子及び配当金で、北海道曹達配当金、北海道電力配当金、室蘭民報社配当金、こ

れにつきましては一般財源ということになりますが、３つの配当金合わせて２万 8,000 円の減額と

なります。 

 続きまして、20、21 ページをお開きください。18 款の寄付金なのですが、21 ページの一番上に

一般寄付金ということでふるさと納税などによるもので６名分、これにつきましては一般財源とし

て取り扱いますので、これが 213 万円計上になります。 

 それから、次の 19 款の繰入金でございます。育英奨学基金繰入金、378 万 7,000 円を計上という

ことでございますが、これにつきましては後ほどの説明でも出てきますが、育英奨学基金を廃止し

て、新たに教育振興基金を制定するということで新年度から考えてございまして、これによりまし

て、まず、現在の育英奨学基金、378 万 7,000 円全額を一般財源として扱って、これを全額取り崩

しするものでございます。なお、この部分につきましては逆に新年度、同額、新たな基金のほうに

積み増しするということで考えてございます。 

 それから、次のその下、21 款諸収入でございますが、ウタリ住宅の新築等貸付金元利収入という

ことで、繰上償還があったということで説明させていただきましたが、これにつきましては特定財

源でございますが、４軒分の繰上償還があったものでございます。 

 それから、次のページをお開き願います。諸支出金の５項雑入の４目過年度収入でございます。

今回、過年度収入ということで 432 万円を計上するものでございますが、これにつきましては平成

５年 10 月に白老町出産費貸付事業により、社会福祉協議会へその原資としてこの額を貸しつけた経

緯がございます。その後、平成 21 年 10 月１日の出産費の直接払いが実施されるということから、

今年度を持って事業を廃止することとしてございます。よって、この貸しつけた額を全額戻入する

ということでございます。それから、次に５目の雑入の上から３つ目の宝くじ交付金収入。これは

一般財源でございますが、これにつきましては額の確定による 21 万 3,000 円の増額でございます。 

 それから、最後になりますが 22 款町債の一番下の４目臨時財政対策債。発行可能額に基づく減額

でございまして、30 万円を減額するものでございます。以上で一般会計補正予算（第 11 号）の説

明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 提案の説明が終わりました。 

 これより議案第１号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。ご

ざいませんか。２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 内容ではないですけど、今、課長のほうから経済危機対策臨時交付金、い

ろいろ増減、やりくりありましたけども、これの一覧表みたくなって、最終的に年度末で終わるの

ですけども、増減の関係でゼロという解釈でいいのですか。何か、この各事業名ごとに総額で今回

いくら補正を減じた、増した、トータルでどうだというものについての一覧表というのはできてい

ないのかどうか。あれば、いただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠章君） 当然、一覧表はもって、それで整理はしてございます。最終的に今、

説明の中であったように、枠配分分、全額支出するということで、最後、調整できる事業、例えば
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道路事業などは延長や何かをちょっと長くすると、ほかの事業で削った分がそちらに延びるだとか、

そういったものがわかる一覧表はあります。それで、その一覧表の提出をお願いしたいということ

ですか。それは企画政策課のほうにございます。議員のほうがそれを参考にしたいというのであれ

ば、当然、うちのほうでお見せしますし、プリントしたものをお渡しするということは考えていま

す。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 部長、全部配れるのですか、それは。 

 今、前田議員のほうから一覧表を配ってほしいという話がありました。個人的には配れるという

ことですので、できれば全員に配っていただければなというぐあいに思います。よろしいですか。

高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠章君） そのように、あすにでもお配りしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） わかりました。それでは、全員に配るようにしていただきたいと思いま

す。ほか、ございませんか。なければ、これで議案第１号の議案説明を終わります。暫時、休憩を

いたします。 

休  憩   午前 １０時５３分 

                                           

再  開   午前 １１時０５分 

○議長（堀部登志雄君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第２、議案第２号、平成 21 年度白老町国民健康保健事業特別会計補正予算（第３号）の議案

について、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２号でございます。平成 21 年度白老町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第３号）です。歳入歳出それぞれに 2,985 万 1,000 円の増額でございまして、歳入歳

出 30 億 2,237 万 1,000 円となります。 

 続きまして、２ページから５ページ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。 

 14 ページの歳出から説明申し上げます。２款保険給付費。一般被保険者療養給付費、１億 1,282

万 9,000 円の増額計上でございます。一般分の療養給付費を前年度と比較しまして見積もりしまし

たが、大幅な増加なため 7.1％の増額補正といたします。財源は国庫支出金、前期高齢者交付金、

道支出金でございます。退職者被保険者等療養給付費、5,392 万円の減額でございます。退職者分

療養給付費については、当初計上よりも実績を下回ったための減額でございます。財源は療養給付

費交付金の減額、共同事業交付金の増でございます。続きまして、一般被保険者療養費、142 万 4,000

円の計上でございます。一般分についても実績見合いの計上でございます。続きまして、退職被保

険者等療養給付費、31 万 4,000 円の減でございます。これも実績見合いの計上でございます。続い

て、診療報酬請求明細書審査支払手数料、33 万 5,000 円の計上でございます。一般分の療養給付費

の増加に伴いレセプト枚数が増加したことによっての手数料でございます。続きまして、一般被保

険者高額療養費、2,100 万 3,000 円の計上でございます。これも医療費の増加の影響を受けまして

増額補正でございます。財源については、共同事業交付金を減額しております。一般財源の増でご
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ざいます。続いて次のページでございます。退職被保険者高額療養費、359 万 3,000 円の減額でご

ざいます。これは実績を下回りまして減額補正をしております。 

 続いて、３款後期高齢者支援金等でございます。後期高齢者支援金、48 万 5,000 円でございます。

支援金の概算支払額が確定したことによる増額補正でございます。 

 続きまして、５款老人保健拠出金。老人保健医療費拠出金。今年度の拠出金請求がなかったこと

により全額減額でございます。老人保健事務費拠出金、７万 6,000 円の減額でございます。事務費

拠出金が確定したためによる減額補正でございます。 

 続きまして、次のページでございます。６款介護納付金、1,721 万 7,000 円の減額の計上でござ

います。概算の納付金の確定がされたことにより減額でございます。 

 続きまして、７款共同事業拠出金、高額医療拠出金、295 万円の減額でございます。これも拠出

金の確定がされたことによっての減額でございます。財源については共同事業交付金を減額充当で

ございます。保険財政共同事業拠出金、2,371 万 4,000 円の減額でございます。これも拠出金の確

定がされたことによっての減額でございます。財源は共同事業交付金減額充当でございます。 

 続きまして次のページでございます。８款保健事業費、特定健康診査事業経費、922 万 9,000 円

の減額でございます。これは特定検診がほぼ終了したことによって、当初 1,879 人計上しましたが

879 人分を減額するものでございます。続きまして、健康づくり指導経費、49 万 7,000 円の減額で

ございます。これは各種健康診査委託料の不用額の整理でございます。続いて、国保ヘルスアップ

事業経費、126 万 9,000 円の減額でございます。これは失効残の整理でございます。 

 続きまして、10 款公債費、一時借入金利子、188 万 6,000 円の減額でございます。これは一般会

計、特別会計からの基金運用をいただいたことによっての圧縮で、利子の減額でございます。 

 続きまして、次のページでございます。11 款諸支出金、償還金、945 万 4,000 円の計上でござい

ます。これは昨年、20 年度に交付を受けた療養費交付金の額が確定し、超過額が出たことによって

の返還をするものでございます。続いて、国民健康保険病院事業会計繰出金、398 万 6,000 円の計

上でございます。これは救急患者受け入れ態勢支援事業及び医師等確保支援事業に対して特別調整

交付金の助成を受けるものであります。国民健康保険担当を経由して申請するもので病院会計のほ

うに繰り出しするものでございます。 

 続きまして、６ページにお戻りください。歳入でございます。１款国民健康保険税、1,999 万 3,000

円の減額でございます。経済の悪化で被保険者の所得が当初予算と比較しまして 4.2%減額しており

まして、そのため減額補正でございます。ただし、徴収率は厳しい状況でございますけども現行ど

おりの 90％を維持してまいります。続きまして、２目退職被保険者等国民健康保険税、305 万円の

減額。これも一般被保険者と同様に所得の減に伴う減額でございます。収納率はそのままの徴収率

といたしたいと思います。 

 続きまして、２款国庫支出金の１目療養給付費等負担金、2,214 万 3,000 円の増です。これは医

療費の増加に伴っての増額でございます。２目特定検診等負担金、94 万 3,000 円。これは特定検診

の受診者が確定したことによっての減額でございます。続いて、２項、１目、財政調整交付金、7,114

万 6,000 円の増です。これは国保会計の収支差額見合い分の計上をしてございます。 
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 ３款療養給付費等交付金。１目療養給付費等交付金、4,121 万 2,000 円の減額でございます。こ

れは退職者医療分に伴うもので交付が確定したことによっての減額でございます。 

 続いて４款前期高齢者交付金、１目前期高齢者交付金。625 万 4,000 円の増額でございます。こ

れも交付金が確定したことによっての増額補正でございます。 

 続きまして、５款道支出金、２目特定検診等負担金、94 万 3,000 円の減額。これも特定検診の受

診が終わったことによっての確定により減額補正でございます。１目北海道国民健康保険調整交付

金、629 万 5,000 円。特別調整交付金の算定で医療費適正化と成績評価という項目がございまして、

応能応益の保険料の平準化に伴いまして 500 万円の交付を受けております。その他、129 万 5,000

円が交付され、確定したものでございます。 

 ７款共同事業交付金、１目共同事業交付金、1,396 万 9,000 円の減額でございます。これは 80 万

円以上を超える高額療養費に係る共同事業交付金が確定したことによっての減額でございます。２

目保険財政共同安定化事業交付金、506 万 4,000 円。これは 30 万円を超える高額医療費に係る拠出

金が確定したことによっての増額補正でございます。 

 ９款繰入金、１目一般会計繰入金、63 万 4,000 円の増額でこれも保険税の軽減措置による一般会

計負担分を繰り入れるものでございます。 

 続きまして、11 款諸収入、１目特定検査等一部負担金、157 万 5,000 円の減額でございます。こ

れは特定検診が終了したことによっての一部負担金の確定によって減額補正でございます。以上、

説明申し上げます。よろしくお願いいたします。 

○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２号の議案に関しての質疑

を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） 今のことにつきまして、内容についてどうのこうのではないのですけども、

説明していただけるとき、もう少し大きな声ではっきりと言っていただきたいのです。語尾のほう

がごじゃごじゃといってちょっと聞きづらいのです。申しわけないのですけど、その辺だけよろし

くお願いしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ほか、ございませんか。 

 それでは、以上をもって質疑なしと認めます。これをもって議案第２号の議案説明を終わります。 

 日程第３、議案第３号 平成 21 年度白老町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）の議案に

ついて説明をお願いいたします。須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） それでは、議案第 3 号、白老町公共下水道事業特別会計補正予算

（第３号）についてご説明させていただきます。今回の補正につきましては、主に不用額の整理で

ありますが、歳入歳出それぞれ 3,328 万 2,000 円を減額し、総額 22 億 903 万 9,000 円とする補正で

ございます。補正の内容につきましては、まず、歳出、10 ページ、11 ページをお開きください。歳

出のほうからご説明させていただきたいと思います。 

 まず、１款１目下水道総務費、下水道業務一般事務経費でありますが、これについては236万1,000

円の増額補正でございます。これにつきましては、平成 20 年度決算に伴う確定申告及び中間納付に

係る消費税額の追加補正でございます。補正前の額、403 万 9,000 円が 640 万円となる見込みでご
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ざいます。次に（２）の水洗便所普及排水整備促進経費、221 万円の減でございます。これにつき

ましては、貸付実績に伴う不用額の整理でございます。次に２目下水道維持管理費につきまして、

環境維持管理経費 247 万 1,000 円の減でございます。これにつきましては、入札差金等の不用額の

整理でございます。次に３目処理場管理経費。これにつきましても 373 万 7,000 円の減でございま

す。これにつきましても入札差金と、電気代等の減によるものでございます。次のページをお開き

いただきまして、１目下水道施設費でございます。管渠及び処理場整備費（公共下水道）分でござ

いますが、1,708 万 1,000 円の減となります。これは入札差金等の減のほかに、大きくは 19 節の負

担金補助及び交付金の JR 北海道委託工事負担金の減によるものでございます。これは JR 側での入

札差金等の負担金の清算によって行うものでございます。次に（２）環境整備費、特定環境保全公

共下水道についてでございます。これについては入札差金等の不用額の補正でございます。 

 続きまして、２款公債費でございます。１目元金、長期元金償還費でございます。これにつきま

しては 133 万 2,000 円の減でございます。これにつきましては旧簡保資金にかかる保証金免除繰上

償還額について、要望額に対して調整が行われ減となったものでございます。次のページになりま

す。２目利子でございます。長期債利子支払費について、29 万 9,000 円減でございます。これにつ

きましては、借り入れ利率の減によるものでございます。続きまして、（２）一時借入金利子支払費、

277 万 8,000 円の減でございます。これにつきましては、借り入れ総額の減少と借り入れ利率の減

少によるものでございます。 

 続きまして、４款繰上充用金でございますが、これにつきましては、平成 20 年度決算の確定によ

る精算でございます。 

 続きまして、６ページ、７ページにお戻りいただきまして歳入になります。２款使用料及び手数

料の１目下水道使用料でございますが、これにつきましては、下水道使用料の現年度賦課分の大口

事業者の撤退などによって約 1,400 万円ほどの減となる見込みと、平準化債の留保金の計上による

財源調整のための歳出歳入予算を調整するための減額を合わせて 9,279 万 2,000 円を減額するもの

でございます。 

 次に、３款国庫支出金でございますが、１項国庫補助金の事業費の確定に伴う減額分でございま

す。 

 続きまして、５款諸収入でございますが、１目貸付金元金収入でございます。これにつきまして

は、貸しつけ実績に伴う減ということで 221 万円ということになってございます。 

 次に６款町債でございます。１項町債でございますが、これらにつきましては、事業費の精算等

に伴うものでございますが、先ほどもちょっとお話したとおり、資本費平準化債の拡大分、これの

留保金が 8,410 万円増額補正ということになってございます。 

 続きまして、４ページ、５ページに戻っていただきたいかと思います。第２表債務負担行為の補

正でございます。これにつきましては、合流改善事業における土地賃貸借契約に伴うものでござい

ます。第３表地方債補正については記載のとおりでございますのでよろしくお願いしたいと思いま

す。以上で説明を終わらせていただきます。 

○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３号の議案に関して質疑を
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許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。ありませんか。 

質疑なしと認めます。これをもって議案第３号の議案説明を終わります。 

 日程第４、議案第４号、平成 21 年度白老町介護保険事業特別区別会計補正予算（第２号）の議案

について、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） 議案第４号、平成 21 年度白老町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）につきまして、ご説明いたします。今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ 5,568

万 4,000 円を減額し、14 億 7,902 万 9,000 円とするものであります。２ページの第１表歳入歳出予

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

 歳入歳出事項別明細書の歳出のほうから説明させていただきます。10 ページをお開きください。

２、歳出。１款総務費、１項１目一般管理費、10 万 4,000 円の減額補正で、不用額の整理でござい

ます。３項１目介護認定審査会計費、49 万 2,000 円の減額補正で、不用額の整理と臨時職員経費の

増額でございます。２目認定調査費、77 万 9,000 円の減額補正で、不用額の整理と主治医意見書作

成手数料の増額でございます。 

 次に、２款保険給付費でございます。12 ページをお開きください。１項１目介護給付費、2,547

万 8,000 円の減額。続きまして、２目介護予防給付費、2,293 万 9,000 円の減額補正で、いずれも

不用額の整理でございます。３目審査支払手数料、５万 9,000 円の増額補正で、実績見合いに伴う

増額でございます。３項１目特定入所者介護サービス等費、603 万 8,000 円の減額補正で不用額の

整理でございます。 

 14 ページをお開きください。３款地域支援事業費。１項１目介護予防特定高齢者施策事業費、26

万 7,000 円の増額補正で、特定高齢者に対する通所型介護予防委託料の増額でございます。２目介

護予防一般高齢者施策事業費、95 万 4,000 円の減額。続きまして、２項１目相談事業費、1 万 2,000

円の減額補正につきましては、不用額の整理でございます。16 ページをお開きください。２目権利

擁護事業費は財源振りかえでございます。３目任意事業費、38 万 2,000 円の増額補正で、食数増加

に伴います配食サービス委託料の増額でございます。 

 ４款基金積立金。1 項１目介護給付費事業積立金、23 万 9,000 円と、２目介護従事者処遇改善臨

時特例基金積立金、１万 9,000 円の増額補正で資金運用利息であります。 

 18 ページをお開きください。５款諸支出金、１項１目第１号被保険者保険料還付金、14 万 6,000

円の増額補正で、特別徴集分保険料還付金でございます。 

 続きまして、歳入の説明をさせていただきます。４ページにお戻りください。１、歳入。１款介

護保険料、１項１目第１号被保険者介護保険料、325 万 3,000 円の減額補正で、所得の減少もござ

いますが、被保険者数が当初見込みより 60 人ほど減少したことによる減額でございます。 

 ２款分担金及び負担金。１項１目地域支援事業負担金 72 万 7,000 円の増額補正で、配食サービス

食数の増加によるものでございます。 

 ３款国庫支出金。１項１目介護給付費負担金、981 万 2,000 円の減が補正で、交付内示に対する

整理で、国の負担割合につきましては介護給付費施設分が 15％、その他分が 20％でございます。２

項 1 目調整交付金、378 万 2,000 円の減額補正で、交付内示額に対します整理でございます。２目
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地域支援事業交付金介護予防事業分、34 万 8,000 円の減額補正で、交付内示額に対します整理で、

国の負担割合につきましては地域支援事業費の 25％でございます。３目地域支援事業交付金包括的

支援事業任意事業分、14 万円の増額補正で、交付内示による整理で国の負担割合は 40％でございま

す。 

 ４款道支出金。１項 1 目介護給付費負担金 786 万 6,000 円の減額補正で交付内示に対します整理

で、道の負担割合につきましては施設分が 17.5%、その他分が 12.5％でございます。３項１目地域

支援事業交付金介護予防事業分、17 万 4,000 円の減額補正で、交付内示に対します整理でございま

す。道の負担割合は 12.5％です。２目地域支援事業交付金包括的支援事業任意事業分、７万円の増

額補正で交付内示による整理で、道の負担割合は 20％となっております。 

 ５款支払基金交付金。１項１目介護給付費交付金 2,294 万 7,000 円の減額補正で、交付内示に対

します整理で支払基金の負担割合は 30％でございます。２目地域支援事業支援交付金、41 万 8,000

円の減額補正で、交付内示に対します整理で支払基金の負担割合は 30％となっております。 

 ８ページをお開きください。６款財産収入。１項１目利子及び配当金、25 万 8,000 円の増額補正

で、先に歳出で説明したとおりでございます。 

 ７款繰入金。１項１目介護給付費繰入金、680 万円の減額補正で、町負担分の整理で負担割合は

12.5％となっております。２目地域支援事業繰入金介護予防事業分、17 万 4,000 円の減額補正で、

町の負担割合は 12.5％となっております。３目地域支援事業繰入金包括的支援事業任意事業分、７

万円の増額補正で、支出見込額に対する増額で負担割合は 20％でございます。４目その他一般会計

繰入金、191 万 2,000 円の減額補正で、特別会計運営経費に係る整理でございます。２項２目介護

従事者処遇改善臨時特例基金繰入金、53 万 7,000 円の増額補正で、事務費相当分の繰り入れでござ

います。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○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４号の議案に関しての質

疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。ありませんか。 

 質疑なしと認めます。これをもって、議案第４号の議案説明を終わります。 

日程第５、議案第５号 平成 21 年度白老町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）の議

案について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５号、平成 21 年度白老町後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第２号）でございます。歳入歳出それぞれ 138 万 5,000 円を追加いたしまして、２億 5,094 万 3,000

円とするものでございます。 

 続きまして、２ページ。第１表歳入歳出予算補正、以降、次ページの歳入歳出補正予算事項別明

細書は説明を省略させていただきます。 

 続きまして、歳出の８ページをお開きください。２款分担金及び負担金。１目広域連合分布金、

138 万 5,000 円の補正でございます。後期高齢者医療保険基盤安定負担金、保険料額の軽減分を道

４分の３、町４分の１負担するもので、当初、軽減対象者 1,968 人から 2,041 人に確定したことか

ら 181 万 2,000 円の補正をするものであります。また、後期高齢者医療事務費負担金については、

広域連合の事務費の清算が行われ 42 万 7,000 円の減額でございます。財源は全額一般会計からの繰
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入金でございます。 

 戻っていただいて歳入でございます。６ページでございます。ただいま説明したとおり、財源が

全額繰入金でございます。以上で説明を終わらせていただきます。 

○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５号の議案に関しての質疑

を許します。質疑のございます方はどうぞ。特にありまえんか。 

 質疑なしと認めます。これをもって、議案第５号の議案説明を終わります。 

 日程第６、議案第６号 平成 21 年度白老町立介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第３号）

の議案について、説明をお願いいたします。丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君) 21 年度、町立介護老人保健施設の第３号の補正でございます。おかげ

さまをもちまして、きたこぶしも稼動から約１年を今、経過する状況になってございます。最近は

非常に運営のほうも安定をしてまいりまして、介護者に対しても入所者に対してもスムーズな介護

が提供できていると、このような状況で考えてございます。ちなみに２月末ですが、入所者数は 23

名でございます。平均年齢が 85.7 歳。要介護度の平均が 3.4 というふうになってございます。それ

と、入所待ち、入所相談を今、受けているのが４名おります。４名の方々について相談を受けまし

て、この後、判定会議でオーケーとなれば入所というような段取りになってございます。 

 さて、第３号の補正でございますが、歳入歳出それぞれ 531 万 5,000 円を減額しまして、会計の

総予算額を１億 377 万 7,000 円とする内容となってございます。３ページ、４ページにつきまして

は、第１表、歳入歳出予算補正ですので記載のとおりでございます。 

 ５ページでございます。債務負担行為補正でございますが、本年度、複写機を賃借する予定でご

ざいましたけども、これは取りやめまして、旭化成さんのほうからカラーコピーをいただきました

ので、これを使わせていただいております。 

 ８ページの歳出のほうから説明をさせていただきますが、先ほど申し上げましたとおり、４月開

設しまして２回補正でございます。今回、最終ということで各費目の過誤の過不足の調整というよ

うな内容になってございます。 

 それでは、８ページでございます。１目一般管理費、一般管理事務経費でございますが、失効残

を整理するとともに共通管理経費負担金を整理して、施設介護サービス事業費で一括して病院会計

に負担金で支払うことをするための整理でございます。総額で 202 万 5,000 円を不用額として落と

す予定となってございます。 

 ２款サービス事業費でございますが、この中で一番大きいのは需要費の中で消耗品費、200 万円

を減額してございますが、この 200 万円につきましては入所者用のおむつ、これは当初、消耗品と

見ておりましたが、一部、病院のほうの共通経費のほうでお支払をしましたので、この分を予算か

ら差し引くような状況になってございます。それと、委託料の関係でございますが、給職材料購入

業務委託でございますが、375 万 9,000 円の減額でございます。当初、４月・５月・６月ぐらいま

では 15、16 名程度、その後 24 名ぐらいの推移をしてございますが、このほかに胃ろうをつくられ

ている方の流動食を購入しているものですから、食材そのものの購入につきましては振興公社にお

支払している委託料を 375 万 9,000 円減額する内容となってございます。 



 19 

 それと、11 ページでございます。11 ページ、負担金。これは町立病院に対して共通経費の支払い

をするための負担金でございます。主な内容につきまして若干説明をさせていただきますが、今年

度は町立病院に対して 1,429 万 2,000 円を支払う予定としてございます。内訳でございますが、医

師と理学療法士分の人件費の一部として 544 万 4,000 円。光熱水費、下水道使用料等としまして 288

万 2,000 円。それと、各種いろいろな委託料でございますが、清掃業務とか廃棄物の処理委託料と

か、こういったものの委託料が 542 万 4,000 円。その他としまして 54 万 2,000 円。これを総額、足

しまして 1,429 万 2,000 円を今年度、きたこぶしから病院の会計のほうに共通経費の負担金として

お支払いをする予定となってございます。 

 次に６ページの歳入でございます。歳入ですが、まず、１目の施設介護サービス費、701 万 7,000

円の増額でございます。続きまして、２項１目の自己負担金収入ですが、1,233 万 2,000 円の減額

となっております。これは入所者の所得階層が低かった、介護保険料のサービス費の負担段階が低

いということで、自己負担金が減った分、介護サービス収入、介護保険のほうが初期に払われるも

のがふえたという形になってございます。以上で説明を終わらせていただきます。 

○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６号の議案に関しての質

疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。よろしいですか。 

 それでは、質疑なしと認めます。これをもって、議案第６号の議案説明を終わります。 

 日程第７、議案第７号、平成 21 年度白老町水道事業会計補正予算（第４号）の議案について、説

明をお願いいたします。須田上下水道課長。 

○上下水道課長（須田健一君） それでは、議案第７号、平成 21 年度白老町水道事業会計補正予算

（第４号）について、ご説明させていただきます。収入。１款資本的収入。第２項出資金、400 万

円の減額補正でございます。補正の内容についてでございますが、老朽石綿管更新事業に伴う一般

会計からの出資金について、先ほど一般会計のほうの歳出でご説明ありましたが、繰り出し基準が

見直され、本年度より繰り出し基準の対象事業から外れたことにより減額するものであります。減

額により生ずる収入の不足額 400 万円につきましては、減債積立金を充てることとし、第２条に記

載のとおり、資本的収入の予定額をあわせて補正するものでございます。なお、２ページの実施計

画書、３ページの補正予算説明書につきましては説明を省略させていただきたいと思います。以上

で説明を終わらせていただきます。 

○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７号の議案に関しての質疑

を許します。特に聞いておく方は。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（堀部登志雄君） それでは、質疑なしと認めます。これを持って議案第７号の議案説明を

終わります。   

 日程第８、議案第８号 平成 21 年度白老町立国民健康保険病院事業会計補正予算（第３号）の議

案について、説明をお願いします。丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君) 今回の補正予算の主な内容につきましては、先ほど国民健康保険事業

会計の補正予算の中で説明のございました、特別補正交付金、398 万 6,000 円を病院事業収益で受
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けるための所要の措置でございます。なお、あわせまして、本年度新たに各種医療機器等をリース

いたしましたので、これにつきまして債務負担行為表を改正するものであります。 

 １ページ目の第３条事項に載ってございますが、上部消化管汎用ビデオスコープにつきましては、

鼻から入れる胃カメラ。オート無散瞳眼底カメラにつきましては、目の網膜の検査をするための眼

底カメラでございます。なお、これにつきましては、従前使っておりました、眼底カメラがポラロ

イドフィルムを使用したものだったのですが、このフィルムがとうとう無くなってしまったという

ようなこともございまして、デジタルカメラに変換をしたものでございます。それと、電子セクタ

探触子でございますが、これは心臓の心エコーをとるためのものでございます。10 月から循環器の

お医者さんが着任をされておりますので、今回新たに整備をしたものでございます。それと、栄養

管理システムの賃借でございますが、システムの更新にあわせまして老健の栄養管理もできるよう

な形でのシステムにしてございます。 

 ２ページ目でございます。実施計画書につきましては、記載のとおりでございます。 

 それと、３ページの予算説明書でございますが、先ほど説明しましたとおり、国保会計に特別調

整交付金として交付される予定の救急患者受け入れ態勢事業としまして、交付基準額に対して 328

万円の交付。さらに、医師等の確保支援事業としまして、交付基準額のうち 70 万 6,000 円、合わせ

て 398 万 6,000 円の補助を受けるものでございます。なお、医師等の確保支援事業でございますが、

主な中身につきましては、看護師の募集に係わる経費について特別調整交付金の交付をいただいて

ございます。内容につきましては、新聞広告を延べ 15 回。求人広告費に、１カ月単位でございます

が、求人広告誌２誌に延べで 15 カ月分を掲載しております。それと、インターネット広告。医療関

係者に対するインターネットの求人募集の広告、これも１カ月間１回掲載をしてございます。ちな

みに看護師の採用状況でございますが、今年度 21 年 12 月付で２名を正職員として確保することが

できております。そのほか２名の方を臨時の看護師さんとして、現在、採用することができており

ます。このような状況になってございます。以上、説明を終わらせていただきます。 

○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８号の議案に関しての質

疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

[「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８号の議案説明を終わりま

す。 

 日程第９、議案第 24 号 白老町有一般住宅条例の制定についての議案について、説明をお願いい

たします。岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） ページが議 24－１になります。議案第 24 号、白老町有一般住宅

条例の制定について。白老町有一般住宅条例を次のとおり制定するものとする。平成 22 年３月２日

提出。白老町長。 

 白老町有一般住宅条例であります。主な内容について、ご説明いたします。趣旨、第１条、この

条例は白老町の町有一般住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。未利用の教

職員住宅を町有一般住宅として位置づけて、それを町民の方々にお貸しするという内容のものでご
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ざいます。第２条、この条例において「町有一般住宅」とは、公営住宅法第２条第２号に規定する

住宅以外の住宅で、第６条に定める要件を満たす者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

ここでいう、第２条第２項の規定する住宅以外というのは、公営住宅法を適用しないというものに

なります。 

 次に名称及び位置等、第３条でございます。東町町有一般住宅、位置は記載のとおり、１棟１戸

でございます。また、虎杖浜町有一般住宅、位置は記載のとおりで、これも１棟、戸数が２戸にな

ります。 

 次、４条、それから、５条については記載のとおりでございます。 

 次のページに入りまして、入居資格、第６条です。町有一般住宅に入居できるものは次の掲げる

要件を満たす者でなければならない。第１号、現に町内に住所を有する者又はその見込みがある者

であること。第２号、独立した生計を営み、この条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力

を有する者であること。第３号、住宅に困窮していることが明らかな者であること。第４号、公租

公課に滞納がない者であること。これは税金と使用料のことをいいます。第５号、その者又は現に

同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律でない

こと。 

 以下、７条から 11 条までは入居に関する手続き等を記してございます。 

 次に３ページでございますが、家賃の決定及び変更、第 12 条、町有一般住宅の毎月の家賃は別表

のとおりとする。 

 以下、13 条から 19 条、それから、20 条まではそれぞれ家賃の納付、費用負担等でありますので

説明を省略いたします。 

 ７ページです。附則、この条例は平成 22 年 4 月１日から施行する。 

 次のページ、８ページです。別表（12 条関係）です。東町町有一般住宅ですが、３ＬＫ、家賃が

月額１万円。また、虎杖浜町有一般住宅、３ＬＫでございますが、月額 1 万 1,000 円です。家賃設

定におきましては、建物の建設年数、それから、教員住宅時の家賃、近傍の公営住宅の家賃から設

定したものでございます。 

 最後に議案説明でございます。本町における定住化の促進及び生活安定を図るため、現在、教育

委員会が管理している未利用の教職員住宅を、町有一般住宅として位置づけ、賃貸借することに伴

い、入居者の公募方法、入居資格その他の町有一般住宅の管理に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。なお、ほかの職員住宅につきましては、末広地区が満室の状況である

こと、また、緑ヶ丘地区につきましては用途廃止の方針でございます。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 24 号の議案に関しての

質疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。ありませんか。 

 それでは、質疑なしと認めます。これをもって、議案第 24 号の議案説明を終わります。 

 あと５分しかありませんので、ここで暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午前 １１時５４分 
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再  開   午後  １時００分 

○議長（堀部登志雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第 10、議案第 25 号 白老町白老駅北広場条例の制定についての議案について、説明をお願

いいたします。岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） ページが議 25－１でございます。議案第 25 号、白老町白老駅北

広場条例の制定について。白老町白老駅北広場条例を次のとおり制定するものとする。平成 22 年３

月２日提出、白老町長。 

 白老町白老駅北広場条例。主な内容について、ご説明いたします。趣旨、第 1 条、この条例は、

白老駅北広場の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。現在、整備を進めております、駅

北広場でありますが、広場等の施設を新年度から供用開始することから、管理等の条例を制定する

ものでございます。 

 続きまして、名称、位置及び区域。第２条、広場の名称及び位置は、次のとおりとする。名称、

白老駅北広場。位置については記載のとおりでございます。第２項、広場の区域は町長が別に告示

するものとする。 

 禁止行為、第３条、何人も、広場において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が

特に認めたときは、この限りでない。第１号、土地の形質、建築物等を損壊すること。次のページ

でございます。第２号、商行為等をすること。第３号、ポスター、看板等を設置し、または掲示す

ること。第４号、前各号のほか、広場の利用及び管理に支障のある行為をすること、でございます。 

 以下、占用の許可、第４条から次のページ、委任、第 13 条までは、これらの許可、取り扱いの条

文でございますことから説明を省略いたします。 

 附則、この条例は、平成 22 年４月１日から施行する。 

 続きまして、５ページでございます。議案説明。白老駅北地区においては、地域住民の憩いの場

及び観光地との連続性の観点から、緑化を含めた環境整備を進めているところであるが、本年度に

整備した広場の施設を平成 22 年度より供用開始することから、広場の管理等に関する事項を定める

ため、本条例を制定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。 

○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 25 号の議案に関しての質疑

を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。 

ないようですので、質疑なしと認めます。これをもって、議案第 25 号の議案説明を終わります。 

 日程第 11、議案第 26 号、白老町墓園造成事業基金条例の制定についての議案について、説明を

お願いいたします。辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君) それでは、議案第 26 号をご説明いたします。 

 白老町墓園造成事業基金条例を新たに制定するための条例の提案でございます。まず、第１条、

設置についてであります。白老霊園の墓園造成事業及び園内環境整備に要する経費の財源に充てる

ため、白老町墓園造成事業基金を設置する。 
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 次、第２条の積立てでございます。基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。 

 次の第３条、管理以降、基金の管理及び処分等に関する第７条までの規定につきましては、他の

基金条例と同様の規定となっておりますので説明を省略させていただきます。 

 次、２ページ、附則。この条例は、平成 22 年４月１日から施行する。 

 次、議案説明でございます。白老町墓園造成事業特別会計については、第２期墓園造成事業分の

長期債元利償還金を繰上償還したことにより、平成 22 年度以降の公債費の支出が発生しないことと

なったことから、白老霊園の第３期墓園造成事業及び園内環境整備に要する経費の財源に充てるべ

く、基金を設置し、第２期墓園造成事業分の墓園使用料及び予算で定める額を積み立てるため、本

条例を制定するものでございます。第３期墓園造成事業につきましては、今後、検討をしていきま

すけれども、平成 24 年度以降の事業になると思われますので、その間の財源を積み立てるものでご

ざいますが、平成 22 年度の特別会計の予算のほうでご提案しておりますけれども、使用料及び決算

繰越金をあわせて 147 万 9,000 円を見込んでございます。以上で説明を終わらせていただきます。 

○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 26 号の議案に関しての質

疑を許します。ありませんか。 

[「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 26 号の議案説明を終わりま

す。 

日程第 12、議案第 27 号 白老町教育振興基金条例の制定について、議案第 37 号 白老町育英奨

学条例を廃止する条例の制定について、以上の議案について、説明をお願いいたします。久慈教育

部長。 

○教育部長（久慈幸男君） それでは、議案第 27 号の白老町教育振興条例の制定と、ちょっと飛び

ますが、議案第 37 号の白老町育英奨学条例の廃止について、関連がありますので一括してご説明を

申し上げたいと思います。 

 まず、議案第 37 号の白老町の育英奨学条例でございますけれども、この条例の制定について、若

干説明をしたいと思います。これは昭和 36 年に、当時、大昭和製紙の先代の社長でございました、

故斉藤知一郎さんの意思で斉藤社長所有の大昭和株、これを 10 万株、額面、当時 500 万円でござい

ましたけども、これを白老町に白老町の教育振興を図るという観点から寄附を受けたものでござい

ます。それで、この資金を活用するために当時は、基金の特別会計を設け、その後、昭和 43 年でご

ざいますけれども、白老町育英奨学基金条例を制定して、毎年、株の配当、それから、利息の運用

を図りながら、昭和 37 年にこの白老町育英奨学条例を制定したと。そして、この条例で学費支弁な

世帯、おおむね非課税世帯でございますけども、そういう世帯に対して高校生の生徒に奨学金を寄

附していたと、こういう経緯でございます。それで今現在、この条例に基づきまして、現在の規定

では高等学校、高等専門学校も含まれますけども、こういう生徒に対して月額 7,000 円以内。それ

から、定時制につきましては 5,000 円以内を、寄附をしてございます。平成 21 年度では 14 人が一

応給付を受けていると、こういう状況でございます。 

 それで、この条例の廃止の理由でございますけれども、既にご存知だと思いますけれども、国は



 24 

平成 22 年度から公立高校の授業料を無償化すると。それと、私立高校につきましては、就学支援金

として一定額を助成する制度が創設されることを受けまして、この白老町育英奨学条例を廃止する

ということでございます。あわせて、その給付のために資金運用を図っておりました、白老町育英

奨学基金条例、これを同時に廃止して、新たに基金条例を設置して、この残金については、議案第

27 号にありますように、本町の児童・生徒の教育振興資金として活用を図るために白老町教育振興

条例を制定すると、こういうことでございます。 

 それで、今現在の基金の残高につきましては、先ほどの一般会計のほうの補正予算のところで説

明したとおり、378 万 7,000 円あると。これを教育振興基金のほうに充てるということでございま

す。そういうことで議案第 27 号にありますように、こういう基金条例を設けて運用を図っていきた

いと。活用につきましては、白老町の教育振興を図るという観点でこういう資金を活用していきた

いと、こういうことでございます。雑駁でございますけども、説明をこれで終わりたいと思います。 

○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 27 号及び第 37 号の議案

に関して質疑を許します。特に聞いておく必要がある方はどうぞ。よろしいですか。 

 それでは、質疑なしと認めます。これをもって、議案第 27 号及び第 37 号の議案説明を終わりま

す。 

 日程第 13、議案第 28 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、議案

第 29 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 30 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

の制定についての議案について、説明をお願いいたします。山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） それでは、まず初めに議案第 28 号でございます。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でございます。議案説明を申し上げます。本町にお

ける新財政改革プログラムの取り組みの一環である職員の給与の自主削減を継続するために本条例

の一部を改正するものであります。これは毎年、更新というか、改定してございまして、今回につ

きましては、職員の給料、改正後の中身を見ていただければわかるとおりでございますが、平成 22

年４月１日から平成 23 年３月 31 日の１年間としているものでございます。給与の削減額について

は、さきに給与改正した額そのものを持ってきておりますので、削減額の変更はございません。議

案第 28 号については以上でございます。 

 続きまして、議案第 29 号でございます。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ということでございます。これも議案説明でございますが、

同じように、本町において新財政改革プログラムの取り組みを進めているところであるが、その対

策の一環である特別職の給与の自主削減を継続することから、本条例の一部を改正するものである

ということで、新旧対照表の改正後の記載のとおり、同じく平成 22 年４月１日から平成 23 年３月

31 日までとし、給料月額につきましてはさきの改正のとおり 100 分の 66.4 を乗じて得た額とする

ものでございます。また、賞与につきましては、平成 22 年６月から平成 22 年 12 月までの期末手当

の額につきましては、100 分の 66.4 を乗じた額と。さきの改定のとおり１年間継続するものでござ

います。 
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 続きまして、議案第 30 号でございます。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

一部改正についてということで、議案説明については、特別職と同様でございます。新旧対照表、

改正後でございますが、教育長の給与月額は同じく平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで

とし、給与に関しましては 100 分の 71.5 を乗じた額、それから、期末手当の額につきましては、平

成 22 年６月から平成 22 年 12 月までとし、給与月額の 100 分の 71.5 を乗じた額とするものでござ

います。以上でございます。 

○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 28 号から第 30 号までの

議案に関しての質疑のございます方はどうぞ。いませんか。 

質疑なしと認めます。これをもって、議案第 28 号から第 30 号までの議案説明を終わります。 

 日程第 14、議案第 31 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の議

案について、説明をお願いいたします。辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君) 議案第 31 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、ご説明いたします。 

 ２ページの新旧対照表をご覧になっていただきたいと思いますけれども、国保税条例の附則に新

たに第 13 項を追加するものでございます。 

 議案説明でありますが、被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することに伴っ

て、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者になる場合についての国民健康被保険税の

軽減措置を当分の間継続するため、本条例の一部を改正するものであるということでございますが、

わかりづらいので例で申し上げてご説明いたしますと、いわゆる健康保険で社会保険などに加入し

ている方が 75 歳になりますと、後期高齢者医療制度に移行することになります。その際、扶養家族

の方については従来の社会保険にはもう入れないので国民健康保険に加入していただくことになり

ますが、現在の軽減措置では 65 歳以上 74 歳までの扶養家族の方は国保について２年間に限り軽減

を受けられるということになってございます。今回のこの改正では、軽減を受けられる期間を２年

間から当分の間に改正して、現在、後期高齢者医療制度の見直しについて検討されるということに

なってございますけれども、その見直しが終わるまでの期間、継続して引き続き軽減を受けられる

ようにするものでございます。施行時期については４月１日からということになってございます。

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 31 号の議案に関して質疑

を許します。質疑のございます方はどうぞ。特に聞いておく必要のある方はおりませんか。 

 それでは、質疑なしと認めます。これをもって、議案第 31 号の議案説明を終わります。 

 日程第 15、議案第 32 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の議案について、説明をお願いいいたします。辻生活福祉部 

長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君) 議案第 32 号 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でございます。改正内容ですが、改正内容につきまして３ページ 

をご覧になっていただきたいと思いますけれども、新旧対照表の第２条第１号のカ所について、現 
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在、対象となる方の身体障害者の範囲が小腸もしくは人免疫不全ウイルスによる免疫となってござ 

いますけれども、これに肝臓機能障害を加えるものでございます。２ページの議案説明でございま 

すが、本町が実施している重度心身障害者及びひとり親家庭医療費の助成事業における重度心身障 

害者の範囲は、身体障害者福祉法等に準じているところであるが、同法の一部が改正され、障害の 

範囲に「肝臓機能障害」が加えられることから、当該事業における重度心身障害者の範囲について 

も同法に準ずるため、本条例の一部を改正するものでございます。施行時期については、４月１日 

からの施行であります。以上で説明を終わります。 

○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 32 号の議案に関して質 

疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。ありませんか。 

 質疑なしと認めます。これをもって、議案第 32 号の議案説明を終わります。 

 日程第 16、議案第 33 号 白老町福祉館条例の一部を改正する条例の制定についての議案につい 

て、説明をお願いいたします。辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君) 議案第 33 号をご説明いたします。２ページの議案説明をご覧になっ 

ていただきたいと思います。幌内福祉館は、町に寄贈された一般住宅を地域住民の福祉施設として 

活用してきたところでありますが、建築後 36 年を経過しており、老朽化が進んだことに加え、近年、 

利用者数が大幅に減少していることから、当該福祉館の用途を廃止するため、本条例の一部を改正 

するものでございます。 

 ３ページに新旧対照表がございますが、条例の第２条の名称及び位置の表から幌内福祉館を削除 

するものでございます。あわせて、第７条の使用料金表からも該当部分を削除するものでございま 

す。幌内福祉館の利用者件数でございますけれども、平成 19 年度は 30 件、昨年度、20 年度につい

ては 20 件、21 年度 11 月までの利用件数は 18 件で、月１件から２件ぐらいとなってございます。

一月当たりの利用者数も 19年度は 17人、20年度は 15人、21年度は 14人ほどとなってございます。

この施設の利用者につきましては、設置場所の地元の幌内西町内会及びその町内会関係者の管理組

合、あるいは高齢者クラブに限定されておりますことから、現実の利用実態といたしましては、ほ

かの町内会が独自に設置してございます町内会館と同様の利用でございまして、その均衡を図るた

め、地元町内会と昨年 11 月から協議を行い、管理、移管が地元でできないかどうか協議してきたと

ころでございます。何回か打ち合わせがございましたけれども、本年１月、幌内西町内会の総会に

おきまして、単位町内会では会館を維持するのは厳しく、幌内福祉館の廃止につきまして、総会参

加者全員が合意したとのことで今回、廃止を提案するものでございます。なお、町の年間の管理経

費につきましては、平成 20 年度決算で 57 万円となってございます。廃止後の町内会の会合等の場

所につきましては、近接する温泉旅館を利用するとのことでございます。廃止の施行時期について

は４月１日からということで、本年３月 31 日をもって廃止するものでございます。以上で説明を終

わります。 

○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 33 号の議案に関して質疑

を許します。質疑のございます方はどうぞ。２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 経過はわかったのですけど、用途廃止した後、老朽化と言っていますけど
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も、解体とかそういう損地については、処理はどのようにされているのかを伺います。 

○議長（堀部登志雄君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君) 会館として公共の施設が出入りするという形での改修は非常に経費が

かかって困難だということで、このあとの利用については特に今のところはっきりまだ方針定めて

ございませんけれども、一応普通財産として、場合によっては移住者等が改修を加えて利用すると

いうことであれば、そういうことも含めて検討されていくのかなということで、当面、現状のまま

普通財産として管理していくということで予定してございます。 

○議長（堀部登志雄君） ほか、ありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○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、議案第 33 号の議案説明

を終わります。 

 日程第 17、議案第 34 号 白老町総合保健福祉センター条例の一部を改正する条例の制定につい

ての議案について、説明をお願いいたします。辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長(辻昌秀君) 議案第 34 号、白老町総合保健福祉センター条例の一部を改正する条例

の制定でございます。２ページの議案説明をご覧になっていただきたいと思います。総合保健福祉

センター内の２階にございます「白老訪問看護ステーション」は、社団法人北海道総合在宅ケア事

業団が設置し、運営しているところでありますが、このたび、訪問看護の利用者増から、同事業団

からステーションの拡充の要望があり、現在のステーションの所在場所と同センター内の２階にご

ざいます研修室、研修室１でございますけれども、これを入れかえて使用させることに伴い、研修

室１の面積が縮小することから、使用料を改定するものでございます。 

 それで、新旧対照表にございます、別表の研修室１、改正前の使用料１時間当たり 500 円を 350

円。これは面積に基づくものでございまして、改正前の 55 平方メートルから、改正後の面積は約

40 平方メートルということで約７割ぐらいに減ることから料金を改定するというものでございま

す。なお、利用団体に対しましては、事前に説明を行っており、了解をいただいてございます。施

行時期は４月１日でございます。以上で説明を終わらせていただきます。 

○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 34 号の議案に関して質疑

を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。よろしいですか。 

 質疑なしと認めます。これをもって、議案第 34 号の議案説明を終わります。 

 日程第 18、議案第 35 号、白老町保育所条例の一部を改正する条例の制定についての議案につい

て、説明をお願いいたします。久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 議案 35 号です。白老町立保育所条例の一部を改正する条例の制定につ

いてでございます。これは平成 22 年４月１日より町立小鳩保育園民間移譲に伴いまして、本条例の

一部を改正するものでございます。議 35－２のほうに新旧対照表が載っておりますが、小鳩保育園

を削除するとこういうことでございます。そういうことで条例の改正をするということでございま

すのでよろしくお願い申し上げたいと思います。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 35 号の議案に関しての質
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疑を許します。特に必要のある方。よろしいですか。 

 質疑なしと認めます。これをもって、議案第 35 号の議案説明を終わります。 

 日程第 19、議案第 36 号、白老町遠距離通学児童生徒の通学費補助条例の一部を改正する条例の

制定についての議案について、説明をお願いいたします。久慈教育部長。 

○教育部長（久慈幸男君） 議案第 36 号でございます。白老町遠距離通学児童生徒の通学費補助条

例の一部を改正する条例の制定についてでございます。この条例は遠距離通学児童、小中学生に対

しまして通学費の補助を行っているところでございますが、虎杖浜トンネルのオープンカットによ

りまして、補助対象者、それから、通学の形態区分が変わるということで本条例の一部を改正する

ものでございます。この条例の改正に伴いまして、通学費の補助の取り扱いについては、変更はご

ざいません。新旧対照表を見ていただきたいと思いますが、改正前の一番下でございますが、補助

対象者、上記以外の者でトンネルを通行して通学する児童生徒と、それから、通学の形態で、路線

バスを使用する者という、補助対象者と通学の形態、これを改正後はこういう形で改正をしていき

たいと、こういうことでございますのでよろしくご審議のほどをお願いしたいと思います。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 36 号の議案に関して質疑

を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。ありませんか。 

 質疑なしと認めます。これをもって、議案第 36 号の議案説明を終わります。 

  日程第 20、議案第 38 号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について、議案第 39 号 北海道

市町村職員退職手当組合規約の変更について、議案第 40 号 北海道町村議会議員公務災害補償等組

合規約の変更についての議案について、説明をお願いいたします。山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） まず最初に議案第 38 号でございます。北海道市町村総合事務組合

規約の変更についてでございます。次のページの議案説明でございます。本年２月１日付で胆振西

部衛生組合が解散脱退したこと並びに同3月31日付で網走支庁管内町村交通災害共済組合及び留萌

広域行政組合が解散脱退することに並びに同３月 31 日付で、留萌市外２町衛生センター組合が団体

名称を変更することに伴い、北海道市町村総合事務組合規約を変更することについて、地方自治法

第 286 条第１項及び同法第 290 条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

 新旧対照表でございますが、改正前、改正後それぞれアンダーラインのところでございまして、

先ほど議案説明でしたとおり、解散の団体を削除し、変更名称のところを新たに変更した組合名を

記載しているところでございます。 

 続きまして、議案第 39 号でございます。北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についてでご

ざいます。次のページ、議案説明でございます。本年２月１日付で胆振西部衛生組合が解散脱退し

たこと及び同３月 31 日付で網走支庁管内町村交通災害共済組合が解散脱退することに伴い、北海道

市町村職員退職手当組合規約を変更することについて、地方自治法第 286 条第１項及び同法第 290

条の規定に基づき議会の議決を求めるものでございまして、新旧対照表、改正前、改正後で脱会す

るところのアンダーラインを削除するものでございます。 

 続きまして、議案第 40 号でございます。北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につ
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いて。議案説明でございます。同じく本年２月１日付で、胆振西部衛生組合が解散脱退したこと並

びに同３月 31 日付で、釧路広域市町村圏事務組合及び留萌広域行政組合が解散脱退すること並びに

同３月 31 日付で、留萌市外２町衛生センター組合が団体名称を変更することに伴い、北海道町村議

会議員公務災害補償等組合規約を変更することについて、地方自治法第286条第１項及び同法第290

条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。新旧対照表、アンダーラインのところ

の改正でございます。以上でございます。 

○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 38 号から第 40 号までの

議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。よろしいですか。 

 質疑なしと認めます。これをもって、議案第 38 号から第 40 号までの議案説明を終わります。 

 日程第 21、議案第９号、平成 22 年度白老町一般会計予算の議案について、説明をお願いいたし

ます。大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） それでは、議案第９号の平成 22 年度白老町一般会計予算の説明を

させていただきます。一般会計の予算書と、それから、あわせてお配りの平成 22 年度白老町予算の

概要並びに平成 22 年度一般会計予算説明資料、これもあわせて説明をあせていただきたいと思いま

す。 

 まず、予算書のほうから入らせていただきます。１ページをお開き願います。議案第９号、平成

22 年度白老町一般会計予算。平成 22 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 94 億 6,800 万円と定める。 

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

（債務負担行為）第２条、地方自治法第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期

間及び限度額は「第２表 債務負担行為」による。 

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

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第３表 地方債」による。 

（一時借入金）第４条、地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高

額は、25 億円と定める。 

（歳出予算の流用）第５条、地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経

費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。・各項に計上した給料、職員手当

等及び共済費にかか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２２年３月２日提出。白老町長。 

 次のページ、第１表、歳入歳出予算。１、歳入。１款、町税、24 億 4,049 万円。各項記載のとお

り。 

 ２款、地方譲与税、１億 4,930 万円。各項記載のとおり。 

 ３款、利子割交付金、490 万円。１項、同額。 

 ４款、配当割交付金、40 万円。１項、同額。 

 ５款、株式等譲渡所得割交付金、20 万円。１項、同額。 

 ６款、地方消費税交付金、１億 9,330 万円。１項、同額。 
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 ７款、ゴルフ場利用税交付金、780 万円。１項、同額。 

 ８款、自動車取得税交付金、2,940 万円。１項、同額。 

 ９款、国有提供施設等所在町助成交付金、4,040 万円。１項、同額です。 

 10 款、地方特例交付金、1,630 万円。各項、記載のとおり。 

 11 款、地方交付税、35 億 8,200 万円。１項、同額。 

 12 款、交通安全対策特別交付金、330 万円。１項、同額。 

 13 款、分担金及び負担金、6,395 万 4,000 円。１項、同額。 

 次のページ。14 款、使用料及び手数料、２億 6,549 万 5,000 円。各項、記載のとおり。 

 15 款、国庫支出金、５億 7,746 万 6,000 円。各項、記載のとおり。 

 16 款、道支出金、８億 1,193 万 7,000 円。各項、記載のとおりです。 

 17 款、財産収入、１億 1,785 万 2,000 円。各項、記載のとおり。 

 18 款、寄付金、10 万円。１項、同額。 

 19 款、繰入金、9,157 万 3,000 円。１項、同額。 

 20 款、繰越金、2,500 万円。１項、同額。 

 21 款、諸収入、１億 9,753 万 3,000 円。各項、記載のとおりです。 

 22 款、町債、８億 4,930 万円。１項、同額。 

 歳入合計、94 億 6,800 万円。 

 次、４ページであります。２、歳出。１款、議会費、7,029 万 5,000 円。１項、同額。 

 ２款、総務費、５億 3,102 万 6,000 円。各項、記載のとおり。 

 ３款、民生費、16 億 2,362 万 7,000 円。各項、記載のとおり。 

 ４款、環境衛生費、11 億 1,296 万 7,000 円。各項、記載のとおり。 

 ５款、労働費、569 万 8,000 円。１項、同額。 

 ６款、農林水産業費、４億 605 万 1,000 円。各項、記載のとおり。 

 ７款、商工費、１億 8,307 万円。各項、記載のとおり。 

 ８款、土木費、10 億 9,996 万 6,000 円。各項、記載のとおり。 

 次のページ。９款、消防費、7,446 万 4,000 円。１項、同額。 

 10 款、教育費、４億 2,861 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、17 億 6,113 万 6,000 円。１項、同額。 

 13 款、給与費、21 億 394 万 6,000 円。１項、同額。 

 14 款、諸支出金、5,889 万 6,000 円。１項、同額。 

 15 款、予備費、819 万 3,000 円。１項、同額。 

 歳出合計、94 億 6,800 万円。 

 次、６ページでございます。第２表、債務負担行為。事項、白老町土地開発公社の賃金借入れに

対する債務保証。期間、平成 22 年度。限度額、５億円。 

 苫小牧市医師会と締結する予防接種業務委託契約に基づき被接種者に健康被害が、商事が場合の
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担当医師の損害賠償等に対する補てん。期間、平成 22 年度。担当医師が負担すべき損害賠償補償及

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 23 年度から平成 26 年度まで。６万 1,000 円。 

 漁業近代化資金利子補給。平成 23 年度から平成 33 年度まで。764 万 4,000 円。 

 肉用牛肥育推進事業利子補給。平成 23 年度から平成 24 年度まで。134 万 5,000 円。 

 農業経営基盤強化資金利子補給。平成 23 年度から平成 28 年度まで。26 万 9,000 円。 

 とまこまい広域農協経営安定化資金利子補給。平成 23年度から平成 31 年度まで。48万 7,000 円。 

 入学準備金利子補給。平成 23 年度から平成 30 年度まで。50 万 8,000 円。 

 北海道市町村備荒資金組合からの情報システム等購入年賦金。平成23年度から平成26年度まで。

139 万 6,000 円。 

 施設等用地賃借。平成 23 年度から平成 24 年度まで。４万 7,000 円。 

 次のページです。第３表、地方債。起債の目的及び限度額であります。１つ目、地上デジタル放

送難視聴対策事業、2,700 万円。白老滑空場線改良舗装事業、1,310 万円。竹浦２番通り改良舗装事

業、1,660 万円。ポロト社台線改良舗装事業、730 万円。竹浦飛生線舗装補修事業、290 万円。白老

港建設事業、２億 6,010 万円。町営住宅共同受信施設改修事業、180 万円。消防施設整備事業、150

万円。臨時財政対策債、５億 1,900 万円。計８億 4,930 万円。起債の方法でありますが、普通貸借

又は証券発行。利率については５％以内。ただし書きについては記載のとおりでございます。償還

の方法についても記載のとおりであります。 

 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、

歳出については記載のとおりであります。 

 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、歳出からご説明いたします。100 ページをお開き願います。そ

れでは、歳出の説明に入ります。まず、１款議会費、１項１目議会費。前年比 419 万 9,000 円の増

であります。（１）議員報酬等については、昨年に引き続き期末手当を独自削減するものであります

が、平成 21 年度の人事院勧告に基づく期末手当の率の改定により、61 万 8,000 円の増であります。

（２）議会運営経費は、４年に一度の東京以南研修及び新たに自己研修旅費を計上したことにより、

358 万 1,000 円の増であります。 

 次に 104 ページをお開き願います。２款総務費、１項１目一般管理費。前年比、２億 904 万 5,000

円の増であります。 

 以下、増減の大きい主なものを説明いたします。107 ページをお開きください。（６）庁舎管理経

費、23 万 4,000 円の増でありますが、工事請負費で、港湾室の役場庁舎移転に伴う経費として 48

万 3,000 円を計上しております。なお、現港湾事務所については、現場事務所として引き続き利用

することとしております。 

 次に、109 ページ。（７）職員管理事務経費。平成 21 年度の１号補正で臨時職員１名分を計上し

ておりますが、今年度も引き続き雇用するものとし、128 万円の増となってございます。次にその

下（８）臨時職員経費、642 万 9,000 円の増となっております。職員の代替のための臨時職員５名
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分の賃金等を計上しております。 

 次に 111 ページです。（11）情報化推進経費。住民記録、税、財務会計等を含めた情報管理システ

ムとして一括管理しているシステムの運用経費などであります。平成 21 年度から導入した戸籍のデ

ジタル化に伴うシステム機器等賃借料、1,391 万 1,000 円などにより、前年比 931 万 3,000 円の増

となっております。 

 次、115 ページになります。下段の（16）光ネットワーク管理経費でありますが、昨年度の補正

予算において計上し、現在、整備を進めているブロードバンド光通信施設を維持管理するため、光

通信ケーブルを添架させるための電気使用料など305万9,000円を新規で計上するものであります。 

 次、117 ページです。（17）投票人名簿システム構築事業でありますが、平成 22 年度の国民投票

法の施行に向けて投票人名簿システムの改修を行うもので、21・22 年度の２カ年事業でありますが、

本年度においては 259 万 5,000 円を計上しております。財源はすべて国費であります。 

 その下、（18）地上デジタル放送難視聴対策事業。新規で 9,000 万円の計上であります。地上デジ

タル放送移行に伴う難視聴地域を無線共聴施設、これをギャップフィラーといいますが、この施設

を整備することにより開始を図るものであります。財源は３分の２の 6,000 万円を国費で、2,700

万円が地方債で地域活性化事業債を、残り 300 万円はＮＨＫ助成金を充て財源の持ち出しはござい

ません。 

 次、２目姉妹都市費。前年比、12 万 4,000 円の増でありますが、昨年は国際姉妹都市ケネル市代

表団受け入れ事業及び青少年の国際姉妹都市ケネル市訪問交流事業を実施いたしましたが、今年度

は一般人を含む国際姉妹都市ケネル市訪問交流事業を実施いたします。財源は海外交流基金を繰り

入れしております。 

 次のページになります。３目職員厚生管理費。臨時職員分の健康診断委託料の増などにより、53

万 5,000 円の増であります。 

 ４目広報広聴費は、印刷製本費の単価増などにより 19 万 8,000 円の増となっております。 

 次、５目財政管理費。前年比、１億 91 万 1,000 円の増でありますが、次のページ（２）財政運営

対策経費でございますが、平成 20 年度に特別会計の赤字解消繰出金の財源として水道会計から借り

入れた分の返済額１億 90 万円を計上するものでございます。 

 次、６目会計管理費。これにつきましては、記載のとおりでございます。 

 ７目財産管理費。前年比、152 万 2,000 円の減であります。昨年度に実施した宅地分譲整備事業

は、本年度休止のため、414 万 7,000 円の減でありますが、123 ページをお開きください、公会計制

度改革に伴う資産評価のため、システムを導入いたします。（４）の町有財産資産管理支援システム

導入事業及び（５）町有財産資産評価システムデータ電子化事業を実施するものでございます。な

お、（５）の電子化事業における財源は国の緊急雇用創出推進事業で行うもので全額道費を充当いた

します。 

 次、８目車両管理費。北海道備荒資金組合の車両譲渡事業により購入した公用車の償還が昨年度

で終了したことなどにより、前年比 102 万 9,000 円の減となっております。 

 次に、９目企画調整費。前年比 155 万円の増でありますが、127 ページ（４）移住定住促進事業
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で平成 21 年度の１号補正で計上した臨時職員１名分を今年度も引き続き雇用することなどによる

ものでございます。 

 次に、10 目総合計画費。記載のとおりであります。 

 11 目計画調査費から、128 ページ、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。 

 次、14 目自治振興費。前年比 31 万円の増であります。地域環境を保全するため、町内会に対し

助成してきました環境衛生推進助成事業経費は、事務の効率化のため、今年度から町内会活動経費

に統合してございます。 

 次、130 ページです。15 目町民活動推進費。環境町民会議事務局業務を町民まちづくり活動セン

ターに委託することなどにより、７万 8,000 円の増となります。 

 次、16 目町営防犯灯管理費及び 17 目、諸費は記載のとおりでございます。 

○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  １時５８分 

                                           

再  開   午後  ２時１４分 

○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。 

 説明を続けてください。大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） それでは、引き続きまして説明に入らせていただきます。 

 132 ページです。２項徴税費、１目賦課徴収費。前年比、931 万 5,000 円の減であります。（２）

の賦課事務経費でございますが、昨年度計上した個人住民税の公的年金からの特別徴収制度導入に

伴うシステム開発が完了したことなどにより、1,336 万 4,000 円の減になります。 

 135 ページ、（４）固定資産税標準宅地鑑定評価事業でございます。平成 24 年実施の土地の評価

がえに向け、標準宅地の鑑定評価経費を計上するものでございます。新規計上です。 

 次、３項１目戸籍住民基本台帳費。前年比 866 万 1,000 円の減でございますが、昨年計上の戸籍

事務電算化事業について、今年度より機器賃借経費を情報化推進経費で計上することから減となる

ものであります。 

 次のページです。４項選挙費でございます。今年度は参議院議員選挙が予定されており、記載の

とおりの所要額の経費を計上しております。財源は全額道費でございます。 

 次、５項統計調査費。次のページの 140 ページです。１目統計調査総務費。平成 21 年度の１号補

正で臨時職員１名分を計上しておりますが、今年度も引き続き雇用することなどにより、前年比 168

万 5,000 円の増となっております。 

 ２目指定統計費。前年比、1,395 万 6,000 円の増で、本年度においては 22 年国勢調査の実施を予

定しており、国勢調査関連経費は 1,681 万 1,000 円を計上しております。財源は道費でございます。 

 続きまして、142 ページ。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、144 ページ。３款民生費。１項１目社会福祉総務費。前年比、481 万 5,000 円の増となってお

ります。（１）の地域福祉推進事業経費は、社会福祉協議会への運営費補助などにより 69 万 9,000
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円の増となっております。 

 次に、147 ページ。（６）循環福祉バス運行事業経費ですが、法令点検項目が増加したことなどに

より、29 万 5,000 円の増となっております。なお、（１）の地域福祉推進事業経費に 1,000 万円、（６）

循環福祉バス運行事業経費に 1,700 万円、それぞれ社会福祉基金を繰り入れしてございます。 

 次に（７）地産地消推進・食の安全安心普及啓発事業でございますが、昨年度、補正予算第５号

で可決された事業で、北海道ふるさと雇用再生特別事業交付金を活用した委託事業でありますが、

本年度においても継続して実施するもので、財源は全額道費であります。また、（８）消費者行政活

性化事業についても、同補正予算で可決された事業で、職員研修や講習会開催経費を計上するもの

であり、財源は全額道費となります。 

 149 ページ、（９）地域人権啓発活動活性化事業。基本的人権の擁護に質するため、人権啓発活動

を地域内に活性化させることを目的とした事業で、道の再委託事業として 100 万円を計上するもの

であり、全額、財源は道費となります。 

 次に、２目老人福祉費。前年比、1,447 万 2,000 円の増であります。（１）在宅老人福祉事業経費

は、高齢者見回り生活支援システム運用のため、臨時支援員を雇用するなど 79 万 7,000 円の増とな

ります。なお、高齢者支援員の経費は、本事業経費のほか、あとで出てきます、（13）の高齢者見守

り生活支援事業とあわせて計上しており、この・の支援事業については緊急雇用対策事業として全

額道費を充当するものであります。 

 次に、（２）老人福祉活動補助金は、高齢者クラブなどへの補助金を計上しており、財源として社

会福祉基金から 300 万円の繰り入れをしてございます。 

 次に、151 ページです。（４）老人医療費給付費。平成 20 年３月に制度廃止しておるものであり

ますが、遡及請求分のみを計上していることから、前年比 401 万 2,000 円の減となっております。 

 （５）施設入所者措置費支弁経費は、施設入所者の実績見込みなどにより前年比 425 万 8,000 円

の減であります。 

 次に、153 ページでございます。（８）後期高齢者医療制度運営経費。広域連合への療養給付に係

る負担金を計上しておりますが、医療費の増により 1,713 万 2,000 円の増となっております。 

 次に、（９）後期高齢者医療事業特別会計繰出金。前年比 505 万 9,000 円の増でございますが、事

務費と保険料軽減分、広域連合運営費分の 7,030 万 2,000 円を繰出金として計上しております。な

お、財源として道費の保険基盤安定拠出金、4,372 万 7,000 円を見込んでおります。 

 次、（10）老人保健特別会計繰出金は遡及清算分の計上で、前年比 43 万 5,000 円の減であります。 

 （11）介護保険事業特別会計繰出金は、計画に基づく介護給付費分は増加したものの、事務費分

が介護システム等の賃借料の終了により減少したことから、324万 5,000円の減となっております。 

 （12）特別養護老人ホーム事業特別会計繰出金は、本年度より長期債の元金償還、約 3,800 万円

の償還が開始されることから、その財源として 2,300 万円を充てることとし、2,314 万 7,000 円を

計上しております。 

 （13）高齢者見守り・生活支援事業は、先ほど説明のとおりでございます。 

 次に 154 ページの３目身体障害者福祉費でありますが、前年比、526 万 5,000 円の増となってお
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ります。（１）障害者自立支援事務経費は、障害者自立支援関連システム料の支払いが完了したこと

などから、24 万 1,000 円の減となっております。 

 （２）障害者自立支援給付経費は、実績見込みによる障害者施設訓練等給付費などの増により、

前年比 850 万 5,000 円の増となっております。 

 （３）障害者支援援助経費は、昨年度の補正予算により設置している人工透析患者送迎介助員を

本年度も配置することにより 23 万 7,000 円の増となっております。 

 157 ページの（５）重度心身障害者医療費給付費。実績見込みによる医療費扶助の減により 157

万円の減となっております。 

 次に、（６）地域生活支援事業経費は、実績見込みによる日常生活用具等給付扶助の減などにより、

前年比 113 万 1,000 円の減となっております。 

 次に、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増により、前年比 16 万 3,000

円の増であります。 

 次、５目国民年金費については、記載のとおりです。 

 ６目総合保健福祉センター管理運営費。燃料費の削減などの経費節減により、前年比 250 万 3,000

円の減となっております。 

 次に 160 ページ、７目福祉館費。幌内福祉館の廃止により、前年比 37 万 3,000 円の減となってお

ります。 

 次に、162 ページにまいります。８目アイヌ施策推進費でございます。前年比、3,399 万 2,0000

円の増で、本年度 5,446 万 7,000 円の計上でございます。（１）アイヌ施策推進事務経費から 167

ページ、（５）の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、記載のとおりでご

ざいます。 

 167 ページの（６）イオル再生事業、516 万 7,000 円の計上でございます。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の受託事業収入で補てんさ

れるものであります。 

 次、（７）アイヌ文化を学ぶふるさと学習事業。道費の減に伴い 27 万 3,000 円の減で、20 万円の

計上でございます。 

 次に 169 ページ、（８）アイヌ文化の保存・伝承・調査研究事業でございます。1,930 万 9,000 円

の計上でございますが、昨年度の補正予算第１号により、国のふるさと雇用再生特別対策事業の活

用を図りながら、アイヌ古式舞踊、伝統工芸やアイヌ民族伝統家屋・チセなどの伝承者の養成、配

置を図るため事業を進めておりますが、本年度も引き続き事業を行うものであります。なお、財源

は全額道費であります。 

 次に（９）アイヌ文化調査研究強化対策事業でございます。財団法人アイヌ博物館より、当該博

物館を地域文化の普及・啓発・教育学習・人材育成などの公共性を有する学芸部門の事業を行う社

会教育施設として位置づける中で、その学芸事業に対し支援要望があり、さらに同趣旨の陳情が白

老町議会に対し提出され、昨年 11 月に採択されているものでございます。学芸事業の支援について
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は、これまでも（４）のアイヌ文化調査研究助成経費において、学芸員１名分の人件費相当額を助

成してきておりますが、議会における陳情審査報告書の内容を十分考慮し、今後２カ年に限り、学

芸員４名分の人件費相当分、1,500 万円を強化対策として支援していくこととしてございます。 

 次に、２項１目児童福祉総務費であります。前年比、30 万 1,000 円増の 539 万 4,000 円の計上で

あります。（１）子ども育成推進経費、14 万 8,000 円の計上でございますが、次世代育成支援後期

計画の策定が終了したことから地域協議会開催回数の減少により20万1,000円の減となっておりま

す。 

 次に 171 ページです。中段の（４）訪問型家庭教育相談体制充実事業経費。昨年度の補正予算第

４号で実施しておりますが、家庭教育支援の充実を図るため、本年度においても継続実施すること

とし 49 万 9,000 円を計上するものであります。なお、財源は全額道費を充当いたします。 

 次、２目児童福祉費であります。１億 2,160 万円増の２億 2,820 万 5,000 円の計上であります。

（１）児童手当給付費、1,745 万円の計上でございます。児童手当給付費は新政権による少子化対

策の目玉事業である子ども手当が本年度から支給され、児童手当は廃止されることになりますが、

本事業の平成22年２月及び３月分の支給分のみを計上することから8,915万 5,000円の減となりま

す。 

 （２）子ども手当給付事務経費。子ども手当の事務費分、197 万 5,000 円を計上するものであり

ます。 

 次に、173 ページです。（３）子ども手当給付費、２億 878 万円の計上でありますが、財源といた

しましては国費のほか、本年度においては制度設計上、旧児童手当で負担していた都道府県を含む

自治体負担相当額を継続支出することとしたことから、一般財源 2,039 万円の持ち出し支出となっ

てございます。 

 次、３目ひとり親家庭等福祉費。実績見込みにより前年比 26 万 5,000 円増の 1,147 万 1,000 円の

計上であります。 

 次、４目児童福祉施設費。前年比 2,864 万 4,000 円増の１億 6,807 万 4,000 円の計上でございま

す。（１）町立保育園運営経費、3,548 万 3,000 円でございますが、小鳩保育園の民間移譲に伴い町

立２保育園分の計上で、前年比は 2,360 万 4,000 円の減となっております。 

 次に 175 ページです。（２）緑丘保育園運営費等経費、7,130 万円の計上でございますが、児童数

の減少により前年比 788 万 9,000 円の減となっております。 

 （３）白老小鳩保育園運営等経費。本年４月より民間移譲のため、その運営に対し緑丘保育園と

同様、運営費負担金として 5,365 万 6,000 円を計上してございます。なお、財源につきましては国

費及び道費が充当されます。 

 （４）特別保育事業経費。私立保育園において、障害児保育を実施する場合の必要な保育士分の

人件費分を助成し、障害児保育を推進するため、一般財源により 763 万 5,000 円を計上するもので

あります。 

 次に、５目子ども発達支援センター費。ほぼ前年同様の計上で、前年比１万 8,000 円減の 415 万

4,000 円を計上してございます。 
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 次に 178 ページ、６目児童館費。施設の老朽化に伴う修繕料の増などにより、前年比 14 万 3,000

円の 190 万円を計上しております。 

 次に 182 ページでございます。４款環境衛生費であります。１項１目地域保健費、前年比 140 万

1,000 円増の２億 7,948 万 8,000 円の計上でございます。（２）の検診管理事業経費、1,717 万 4,000

円の計上でありますが、国費による女性特有のがん検診委託の増により、前年比 379 万 3,000 円の

増となっております。 

 次に 185 ページ。（３）国民健康保険事業特別会計繰出金、２億 3,581 万 5,000 円の計上でござい

ますが、財政安定化支援分の減などにより前年比 291 万円の減となっております。 

 次に 187 ページです。（６）産後サポートコーディネート事業。出産前後の母親の精神的、肉体的

負担軽減のため、ヘルパー派遣のための支援事業を行うもので、ヘルパーサービス開始前の利用者

との相談業務を行うなどの経費として７万 8,000 円を計上するものでございます。 

 次に、２目健康づくり費。道費を活用した健康推進事業を行うことで、前年比 16 万円の増の 25

万 8,000 円の計上であります。 

 次に、３目予防費。前年比、414 万 4,000 円増の 1,213 万 8,000 円の計上です。 

 189 ページ。（２）後期高齢者予防接種事業経費。昨年度の補正予算第５号で可決、実施してきた

事業で、本年度も引き続き行うこととし、340 万円の計上であります。 

 （３）Ｈｉｂ（ヒブ）予防接種費助成事業は、ヒブ菌の感染を予防するための予防接種を受ける

保護者に対して、新たにヒブワクチン助成制度を創設するもので、61 万 3,000 円を新規計上いたし

ます。 

 次、２項１目環境衛生諸費。前年比 678 万 3,000 円増の 1,551 万円の計上であります。・環境行

政推進経費、48 万 5,000 円の計上でございますが、白老町環境町民会議に係る業務を町民まちづく

り活動センター運営経費へ移管したことなどにより 29 万 2,000 円の減となっております。 

 次に 193 ページでございます。（７）有害鳥獣駆除対策経費、126 万 2,000 円の計上ですが、アラ

イグマ対策経費の増などにより、前年比 21 万 9,000 円の増となっております。 

 次に 197 ページでございます。（15）不法投棄撲滅パトロール事業。昨年度の補正予算第８号で可

決し、実施してきた事業で本年度も引き続き北海道のグリーンニューディール事業に基づく不法投

棄の強化策を実施するもので、全額道費により 226 万 4,000 円を計上するものであります。 

 次に（16）アライグマ捕獲・調査事業。近年の繁殖数の増大による被害を未然に防止するため、

アライグマの生息状況・調査を行うもので、緊急雇用創出事業を活用し、全額道費により320万2,000

円を計上するものであります。 

 次に（17）ヨコスト湿原自然環境調査事業は、ヨコスト湿原の保全策の検討を行うため、自然環

境調査結果の取りまとめや補足調査を実施し、調査結果報告書を作成するもので、本事業において

も緊急雇用創出事業により 149 万 2,000 円を計上するものでございます。 

 次に、198 ページです。２目公害対策費。22 万 2,000 円減の 404 万 5,000 円の計上でございます。

（２）騒音・悪臭対策推進経費については、116 万 2,000 円の計上でございますが、調査検体数の

見直しなどにより 14 万 6,000 円の減となってございます。 
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 次に、200 ページ、３目火葬場費。前年比 538 万 7,000 円減の、328 万 2,000 円の計上でございま

す。昨年度、臨時事業として計上した白老葬苑身障者用トイレ整備事業が終了したことなどによる

減でございます。 

 次に、４目墓園費でございます。前年度とほぼ同じ内容で、記載のとおりでございます。 

 次に、202 ページ。５目緑化推進費。207 万 5,000 円減の 443 万 2,000 円の計上でございます。 

 （１）の緑化推進活動支援事業は、継続事業でありますが、昨年、実施した町民植樹祭が隔年実

施のため本年度は未実施による減でございます。 

 次に、３項清掃費、１目清掃総務費。前年比、16 万 8,000 円増の 2,515 万 3,000 円の計上でござ

います。（１）清掃行政事務経費、164 万 1,000 円の計上でございますが、平成 21 年度の１号補正

で臨時職員１名分を計上しておりますが、今年度も引き続き雇用するものとしたことなどにより、

前年比 160 万 3,000 円の増となっております。 

 次に、205 ページでございます。（６）浄化槽設置整備事業。下水道未整備地区における合併浄化

槽の普及を図るための事業でありますが、本年度は前年度 11 機から１機減の 10 機分、前年比 94

万 9,000 円減の 1,017 万 6,000 円を計上するものであります。 

 次、２目塵芥処理費。前年比 3,078 万 6,000 円増の４億 7,024 万 2,000 円の計上でございます。 

（１）環境衛生センター運営経費、3,680 万 6,000 円でございますが、これは昨年度とほぼ同額の

計上でございます。 

 次に、207 ページでございます。（２）ごみ収集経費 8,320 万円の計上でございますが、ごみの減

量化に伴う委託料の減少により前年比 153 万 4,000 円の減となってございます。 

 次に、（３）一般廃棄物広域処理経費、１億 1,748 万 7,000 円の計上でございます。登別市へのご

みの広域処理による負担金の計上でございまして、前年度とほぼ同額の計上でございます。 

 （４）バイオマス燃料化施設管理運営経費。昨年度の製造手法を変更したことなどから、経費の

徹底した見直しを図り、前年比 1,032 万円減の１億 8,946 万 1,000 円を計上してございます。なお、

昨年度、バイオマス燃料化施設管理運営資金としての寄付金の今年度計上はございません。 

 次に、209 ページでございます。（５）バイオマス燃料利用促進事業。北海道の地域グリーンニュ

ーディール基金を活用し、本町のバイオマス施設における二酸化炭素排出量の削減と経費削減のた

め、バイオ燃料専用ボイラーを整備するもので 3,400 万円を計上いたします。なお、財源はすべて

道費により実施いたします。 

 （６）バイオマス燃料化施設副資材調達システム構築事業。バイオマス燃料化の安定稼動を図る

ための副資材の調達方法を確立するため、副資材の調達ルート調査や分析調査などを行うもので、

ふるさと雇用再生特別対策事業を活用し、全額道費により 928 万 8,000 円を計上するものでござい

ます。 

 次、４項１目病院事業費。病院特例債の元利償還金分、7,935 万 1,000 円の追加対策を含む２億

9,579 万 5,000 円の出資金繰出金を計上してございます。 

 次に、昨年度までの上水道費、上水道施設費、上水道施設整備事業出資金は、老朽管更新事業が

出資債の対象外となったことや事業自体が昨年度でおおむね終了したことから未計上でございます。 
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 次に、210 ページです。５款労働費でございます。１項１目労働諸費。前年比 144 万 4,000 円増

の 569 万 8,000 円の計上であります。（３）ワークステーション雇用促進事業経費、172 万 8,000 円

の計上でございますが、今後、経常的に事業を継続するものとし、臨時事業費から経常経費に変更

するとともに、嘱託職員２名体制から本年度においては１名分を臨時職員へ切りかえる予定でござ

います。 

 ２目経済センター施設管理費。指定管理委託料の減により、前年比 21万 9,000 円減の 267 万 9,000

円の計上でございます。 

 失礼しました。ちょっと戻りまして 210 ページの労働費でございますが、１項１目労働諸費、前

年比が先ほど 144 万 4,000 円と説明いたしましたが、それを訂正いたしまして、166 万 3,000 円増

の 301 万 9,000 円の計上ということで訂正いたします。 

 続きまして、212 ページ、６款農林水産業費。１項１目農業委員会費。農業委員の欠員不補充に

よる減により、21 万 1,000 円減の 308 万円の計上でございます。 

 次、２目農業総務費。前年比 159 万 2,000 円増の 863 万 4,000 円の計上でございます。（１）農業

行政事務経費、241 万 8,000 円の計上でございますが、平成 21 年度の１号補正での臨時職員１名分

を計上しておりますが、本年度も引き続き雇用するための増でございます。 

 次、214 ページ。３目農業振興費。前年比 25 万 3,000 円減の 254 万 6,000 円の計上でございます。

（３）農業経営安定化事業、13 万円の計上でございますが、世界的な景気減速、飼料等の高騰に伴

う緊急経済対策として利子の一部補給を行うもので、前年比 24 万 4,000 円の減となっております。 

 次に、216 ページ。４目畜産業費。前年比 508 万 8,000 円増の 2,517 万 1,000 円の計上でありま

す。（１）公共牧場管理経費、342 万 1,000 円でございますが、草地維持管理委託料の減により、前

年比 92 万 2,000 円の減となっております。 

 （２）白老牛消費拡大事業経費、130 万円の計上でございますが、農業振興基金を財源として白

老牛銘柄推進協議会の事業に対し 30 万円を補助することから、前年比 30 万円の増となってござい

ます。 

 （３）畜産振興推進事業、2,045 万円の計上でございます。農業担い手対策事業のほかに特に白

老牛の価格低迷に対応できる農家の体力強化を図るため、緊急的な対策として新たに肉用牛肥育推

進振興資金利子補給事業や優良雌牛の自家保留、１頭当たり６万円を補助する、優良繁殖雌牛の自

家保留・導入事業などを計上し、前年比 571 万円の増となってございます。 

 次に、２項１目林業振興費。３億 1,969 万 2,000 円増の３億 3,228 万 9,000 円の計上でございま

す。（１）林務行政事務経費、105 万 7,000 円の計上でありますが、森林フォーラム開催経費を計上

するなど、前年比 33 万円の増でございます。 

 次に、219 ページ。（２）私有林対策事業、498 万 2,000 円の計上でありますが、造林面積の減少

及び美しい森林づくり基盤整備事業が完了したことにより 688 万 8,000 円の減となります。 

 次に、（３）しいたけ戦略プロジェクト開発事業。昨年度の補正予算第１号で可決し、事業を実施

しておりますが本年度においても継続実施するもので、しいたけ生産に進出する企業を支援するた

め、北海道のふるさと雇用再生特別対策事業を活用し、全額道費により 1,260 万円を計上するもの
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であります。 

 次、（４）林地残材活用事業。昨年度の補正予算第５号で可決し事業を実施しておりますが、本年

度においても継続実施するもので、間伐時の未利用残材の活用方法を研究し事業化を図るため、北

海道のふるさと雇用再生特別対策事業を活用し、全額道費により 1,365 万円を計上するものであり

ます。 

 （５）特用林産物活用施設等整備事業。協同組合の白老きのこファームが計画する、生しいたけ

の生産整備に対する間接補助で全額道費の林業木材産業構造改革事業補助金により３億円を計上す

るものでございます。 

 次、２目白老ふるさと 2000 年の森管理費。前年比、589 万 9,000 円増の 1,464 万 8,000 円の計上

でございます。白老ふるさと 2000 年の森管理経費、834 万 8,000 円の計上ですが、指定管理料の見

直しにより 40 万 1,000 円の減となっております。 

 次に、221 ページ。（２）癒しの森活用ビジネス創出事業ですが、昨年度の補正予算第１号で可決

し事業を実施しておりますが、本年度においても継続事業実施するもので、森林療法や森林環境教

育などのプログラム開発を行い、癒しの森観光プログラムを商品化するため、北海道のふるさと雇

用再生特別対策事業を活用し、全額道費により 630 万円を計上するものでございます。 

 次、３項１目水産振興費。前年比、217 万 8,000 円減の 1,968 万 3,000 円の計上でございます。 

 223 ページでございます。（４）栽培・資源管理型漁業推進事業は、ホッキ貝種苗放流事業が終了

し、昨年度から引き続きマツカワ種苗放流事業、海の畑づくり事業を実施し、さらに新規事業とし

て白老地区におけるウニの種苗放流事業、ホッキ貝の領域を脅かすビノス貝の駆除事業及びヒトデ

駆除事業など、前年比 118 万 6,000 円増の 671 万 4,000 円を計上しております。財源として、水産

業振興基金と道費を見込んでございます。 

 次、（５）水産振興対策事業、771 万 4,000 円で、前年比 141 万 4,000 円の増でございます。財源

としましては、水産業振興基金からの繰り入れを 721 万 4,000 円見込んでございます。なお、昨年

計上のいぶり中央漁業協同組合荷捌所施設建設に対する補助事業であります、水産業漁村振興対策

事業経費につきましては、組合の経営安定が見込まれるため、今年度の補助金の交付を見送ること

とし、前年比 500 万円の減となります。 

 次、224 ページ。７款商工費、１項１目商工振興費。前年比、５万 5,000 円減の１億 3,606 万 3,000

円の計上でございます。（１）商工振興対策経費、718 万 2,000 円の計上でございますが、工場の新

増設に対する助成金が 24 万 5,000 円の減、さらに白老振興公社と損失補償契約を締結しているポロ

ト地区の土地について、毎年の借り入れ利息額を公社と町とで利用面積により案分し、それに基づ

く額をそれぞれ負担して土地買い取り額の増加を抑制することとしたことから、損失保証金として

325 万 5,000 円を計上してございます。前年比は、285 万 1,000 円の増となっております。 

 次に、（２）商工会補助金、2,325 万 4,000 の計上でございます。職員人件費などの減などにより、

前年比 154 万 5,000 円の減となっております。 

 （３）特産品普及イベント及び物産交流関係経費、279 万 5,000 円の計上でございますが、元気

まちしらおい港まつり補助金について。平成 22 年度は白老港開港 20 周年を迎えるため、これにあ
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わせた記念行事等を計画実施するため 80 万円を増とするなど、前年比 88 万 7,000 円の増となって

おります。 

 次に 227 ページ。（５）地域再生チャレンジ交付金事業は、３カ年事業の最終年度で、引き続き白

老薬膳料理開発事業など４事業、250 万円を計上しております。財源は全額道費でございます。 

 次に２目企業誘致費。前年比、97 万 7,000 円減の 1,134 万 4,000 円の計上でございます。（２）

企業立地助成金、587 万 2,000 円の計上でありますが、下水道受益者負担金助成の一部完了により

109 万 3,000 円の減となってございます。 

 次のページ、229 ページ。・首都圏企業誘致・観光誘客活動等推進事業でありますが、昨年度に

引き続き企業誘致・観光誘客・情報収集等を行うため、東京事務所の経費、279 万 3,000 円を計上

してございます。 

 （５）企業誘致パンフレット作成事業は、ＰＲ用パンフレットの増刷で 18 万 5,000 円を計上して

ございます。 

 次に、２項１目観光対策費。前年比 176 万 1,000 円減の 3,566 万 3,000 円の計上でございます。

次のページ、231 ページ、（３）観光協会補助金。2,346 万円の計上でありますが、事務所移転に伴

う賃借料に対する補助金の増などにより、前年比 77 万 9,000 円の増となっております。 

 ・観光客誘客推進事業。事業の見直しにより 60 万円減の 280 万円を計上してございますが、今年

度においても観光ガイド改訂増刷事業、道外誘客活動などの費用を計上してございます。 

 続きまして、（６）戦略的観光振興推進事業。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、本年度は上海万博アイヌ文化プロモーション事業に

150 万円を補助することとし、前年比 87 万 7,000 円増の 370 万 4,000 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、食材王国しらおい誇りあるふるさとづくり事業、30 万円は別事業

への振りかえ、広域総合観光集客サービス支援事業、180 万円は事業終了のため未計上でございま

す。 

 次に、234 ページ。８款土木費、１項１目土木総務費、（１）土木施設管理事務経費。公有財産購

入費の減により、前年比 36 万 7,000 円減の 137 万円の計上でございます。 

 次に、２項１目道路維持費。前年比 1,040 万 7,000 円減の 7,816 万 3,000 円の計上でございます。

（１）道路施設維持補修経費、6,920 万 1,000 円の計上でございますが、237 ページの 13 節、委託

料のうち、町道除雪委託料につきましては昨年同様２回分の計上でございます。また、賃金及び維

持補修委託料の一部を、その下の（３）の公共施設環境整備事業に一部振りかえるなど、前年比 394

万 4,000 円の減となってございます。 

 次に、（３）公共施設環境整備事業でございます。済みません、（２）です。町道改修事業。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改修工事を行い、事業費 311 万 9,000

円のうち財源として町債 290 万円を見込んでございます。また、昨年実施しました、竹浦駅北駐車

場改修工事及び臨海温泉 4 番通り舗装改修工事は事業終了でございます。 

 続きまして、（３）公共施設環境整備事業でございます。町道及び公共施設等の草刈り、除草、樹

木剪定等を行うため、緊急雇用創出推進事業を活用し、全額道費により 584 万 3,000 円を計上する
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ものであります。なお、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、毎年計上してい

る、道路排水処理事業につきましては、昨年度、経済危機対策臨時交付金を活用して町道施設緊急

維持補修事業、116 万 6,000 円を補正予算第８号で計上したものを本年度に繰り越して実施するこ

ととしてございます。 

 次に、238 ページ。２目道路新設改良費。前年比、1,491 万 2,000 円減の１億 1,857 万 6,000 円の

計上でございます。（１）町道整備事業、補助事業分でございます。15 節に記載の竹浦２番通り改

良舗装事業は、事業費 5,351 万 8,000 円で、その財源として国費が 3,120 万円、町債 1,660 万円を

見込んでございます。また、白老滑空場線改良舗装事業は、本年度は橋梁下部工事で、事業費 4,148

万 1,000 円、財源として国費 2,460 万円、町債 1,310 万円を見込んでおります。さらに、ポロト社

台線改良舗装事業ですが、本年度は橋からのすりつけ工事で、事業費 2,357 万 7,000 円、財源とし

て国費 1,380 万円、町債 730 万円を見込んでございます。 

 次に、240 ページです。３目橋梁維持費。前年比、248 万 5,000 円増の 298 万 4,000 円でございま

す。（２）橋梁長寿命化修繕計画策定事業は、橋梁の長寿命化によるコスト削減を図るための計画を

作成するため 250 万円の計上で、財源は国費 120 万円を充当いたします。 

 次に、４目交通安全施設整備費。前年比、11 万 6,000 円減の 367 万 6,000 円の計上でございます。 

 次に、次のページです。３項１目河川総務費。前年比、102 万 6,000 円増の 251 万 8,000 円の計

上でございます。（１）河川管理経費、37 万 9,000 円の計上でございますが、負担金の増などによ

り 11 万 9,000 円の増となっております。また、・海岸緑化維持経費につきましては、北吉原海岸の

樹木の老朽化改善のため、94 万 5,000 円を計上するものでございます。 

 次に、２目排水対策費。前年度ほぼ同様で、記載のとおりでございます。 

 次に、244 ページ。廃目の河川改良費は、バンノ沢川砂防工事が完了したことから、前年比 9,913

万 5,000 円の減となってございます。 

 次に、４項１目港湾管理費。17 万 5,000 円増の 1,145 万 7,000 円の計上でありますが、（２）の

港湾施設管理経費において区画線設置工事の計上などから25万 2,000円増の1,054万 6,000円の計

上となってございます。 

 次に、246 ページ。２目港湾建設費。前年比、9,062 万 9,000 円減の２億 9,910 万 5,000 円の計上

であります。（２）港湾機能施設整備事業特別会計繰出金ですが、一般会計から赤字補てん分の繰り

出しを前年比 50 万円減の 950 万円を計上するものであります。 

 ・港湾建設事業。平年ベースである平成 22 年度分の工事を国の経済対策により、その一部を 21

年度に実施しているため本年度の事業量は減少しておりますが、本年度事業も第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 8,300 万円、

前年度当初より 600 万円の減であります。町負担金は２億 8,900 万円を計上しておりますが、財源

は２億 6,010 万円の町債で 90％を充当するものでございます。 

 次、248 ページ。３目海岸保全費。これにつきましては、記載のとおりでございます。 

 次、５項１目都市計画総務費。前年比 496 万 8,000 円減の 2,915 万 7,000 円の計上であります。

・白老駅北広場整備事業は継続事業でございますが、昨年同様、広場整備となります。事業費 2,810



 43 

万円を計上しており、財源としまして、国費 2,700 万円と充当しております。なお、昨年度計上し

ました、都市計画図面等作成事業及び都市計画提示線引き見直し事業は、事業終了により 491 万

7,000 円は減となってございます。 

 次に、250 ページです。２目公共下水道費。・の公共下水道事業特別会計繰出金、４億 9,862 万

1,000 円の計上でございますが、昨年同様、赤字補てん分の計上と管の老朽化に伴う維持管理分の

増などにより、前年比 91 万 1,000 円の増となっております。 

 次に、３目公園費。前年比 160 万 2,000 円減の 1,381 万 4,000 円の計上であります。・の公園管

理経費は、60 万 8,000 円の計上でございますが、公園台帳整備面積の減で前年比 135 万 8,000 円の

減となってございます。 

 255 ページです。（５）公園施設里親事業経費、43 万 4,000 円の計上でございますが、これにつき

ましても継続事業で公園施設を地域との共同管理を行うための所要経費の計上であります。財源と

して、都市公園づくり基金を充当しているものであります。 

 （６）街区公園整備改修事業、159 万 6,000 円の計上でございますが、施設の老朽化が著しい緊

急性の高い公園の改修を順次行うものであります。今年度は末広公園と東町２号公園の遊具補修を

計画しております。財源としては、都市公園づくり基金を充当いたします。 

 次、６項１目住宅総務費。これにつきましては、記載のとおりであります。 

 次、256 ページ。２目住宅管理費。前年比 22 万 2,000 円減の 3,478 万 7,000 円の計上であります。

（１）町営住宅管理事務経費、147 万 7,000 円の計上でございますが、駐車場使用料の収納に係る

システム修正などにより 63 万 2,000 円の増となってございます。 

 （２）町営住宅維持管理経費、2,501 万 3,000 円の計上でございますが、11 節の需用費の修繕料、

2,020 万円は前年度並みであります。入退居の修繕や緊急修繕などに使用するものでございます。 

 次に、259 ページ。（３）町有住宅維持管理経費でございます。元教職員住宅２棟３戸を一般町有

住宅として活用するもので、（５）の町有住宅改修事業、29 万 4,000 円により改修を行うとともに、

住宅に係る維持、修繕経費として 40 万円を計上するものでございます。 

 次に、（４）町営住宅改修事業、760 万 3,000 円の計上でありますが、旭ヶ丘団地物置改築工事が

１棟２戸分、町営住宅火災報知機設置工事が本年度は青葉団地に 168 個を設置し、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昨年に引き続き実施いたします。さ

らに、新規で地上デジタル対応のため、テレビアンテナの交換調整を国費及び町債を充当し実施す

るものであります。なお、昨年計上の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訂

事業は事業終了により 13 万 1,000 円の減となってございます。 

○議長（堀部登志雄君） そこで暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午後  ３時１５分 

                                          

再  開   午後  ３時３０分 

○議長（堀部登志雄君） それでは、休憩前に引き続き、議案の説明をお願いいたします。大黒財

政税務課長。 
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○財政税務課長（大黒克己君） それでは、引き続き、９款の消防費、260 ページでございます。

１項１目常備消防費。前年比、1 万 3,000 円増の 2,059 万 9,000 円の計上でございます。・消防活

動経費、608 万 7,000 円の計上でありますが、消防車の車検台数の減により、前年比 29 万 3,000 円

の減となっております。 

 263 ページでございます。（４）職員訓練研修経費、185 万 9,000 円の計上でございますが、新規

採用職員の消防学校派遣等などにより 24 万円の増となってございます。 

 次に、次のページです。２目非常備消防費。前年比 85 万 1,000 円減の 1,354 万 7,000 円の計上で

ございます。 

 次のページの（２）の消防団活動経費、635 万 9,000 円の計上でございますが、本年度、胆振地

方消防訓練大会の未開催年となるため、73 万 1,000 円の減となってございます。 

 次に、３目消防施設費。前年比、3,335 万 1,000 円増の 3,371 万 7,000 円の計上であります。・

高規格救急自動車更新事業でございますが、平成８年度に購入した車両の更新で 2,887 万 2,000 円

の計上となります。財源といたしましては、道費である、石油貯蔵施設立地対策交付金 796 万円、 

町債 150 万円のほか、石油貯蔵施設立地対策等基金から 1,914 万 9,000 円を繰り入れることとして

おります。 

 次に、269 ページ。（３）携帯電話位置情報受信管理システム構築事業でございます。本年度から

本格実施する、高齢者見守り生活支援システムの附帯事業で、発信者が緊急通報を確認できるシス

テムの構築で 421 万 5,000 円を計上いたします。財源は同じく、石油貯蔵施設立地対策交付金 421

万 5,000 円を充当するものであります。 

 次に、４目災害対策費。前年比、231 万 6,000 円増の 660 万 1,000 円の計上であります。271 ペー

ジでございます。（４）防災行政無線（同報系）施設管理経費でございます。施行業者の設備保障期

間が終了することから、施設管理に要する経費 153 万 4,000 円を新規計上するもので、前年比 96

万 9,000 円増の 211 万 8,200 円の計上であります。 

 次に、（５）自主防災組織活動支援事業でございます。地域における自主防災組織の組織化を促進

させるため、２カ年限定で町内会に対し上限額２万円を助成することとし、108 万円を新規計上す

る 

ものであります。 

 次に、272 ページ。10 款教育費、１項１目教育委員会費。これにつきましては、前年度並みで記

載のとおりでございます。 

 次に、２目事務局費についてでございます。（１）の教育委員会事務局経費において、消耗品及び

賃借料の増などにより、前年比 63 万 1,000 円の増の 951 万 3,000 円を計上するものであります。 

 次に、276 ページでございます。３目財産管理費。前年比 358 万 5,000 円減の 535 万 3,000 円の

計上でございます。（２）の共済住宅購入年賦金、179 万 5,000 円の計上でありますが、社台小学校

教頭住宅の償還のみとなったことから、前年比 215 万 4,000 円の減となってございます。また、昨

年度計上の白老小学校教頭住宅屋根改修事業は、事業完了のため 141 万 8,000 円の減となっており

ます。 
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 次に、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。 

 次に、278 ページ。５目諸費でございます。前年比 13 万 6,000 円減の 941 万円の計上であります。

（１）私立高等学校教育補助金でございます。263 万 7,000 円の計上でありますが、これまでの補

助金積算方法を見直し、学校割 150 万円と生徒割１人当たり 3,000 円の生徒人数分の合算額とした

ことから、前年比 67 万 7,000 円の増となってございます。 

 （２）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

象に金融機関を通して無利子貸しつけを行うものでありますが、今年度においても金融機関へは

100 万円を預託するものとし、貸付利子分を含め、事業費 115 万 2,000 円を計上しております。 

 （３）特別支援教育支援員配置事業、536 万 6,000 円の計上でございますが、発達障害等の児童・

生徒に対する学習支援や介助等のため支援員を配置する経費でありますが、本年度は１名増員する

こととし、前年比 103 万 3,000 円の増となってございます。また、昨年計上の育英奨学基金給付事

業経費につきましては、先ほども説明がありましたとおり、本年度から高等学校授業料無償化等、

新たな制度が開始されることから、町の育英奨学制度は役割を終えたと判断し、本制度を廃止する

とともに育英奨学基金についてもこれを廃止し、子供たちの教育全般に充当できる教育振興基金と

して新たに創設することとし、当該基金から 100 万円を本年度の特別支援教育支援員配置事業に充

当するものとしてございます。 

 次に、（４）家庭教育のススメ事業。子供たちの家庭における学習習慣の情勢や体力の向上と生活

習慣の確立などを記載した冊子を作成し、保護者へ配布するもので 25 万 5,000 円を新規計上してお

ります。なお、ＡＥＤ設置事業につきましても、事業完了のため 96 万 4,000 円減となってございま

す。 

 次、２項小学校費でありますが、小学校６校の学校運営等に係る主要額を計上しております。平

成 22 年度の見込み数として学級数は前年同様の 56 学級、児童数は前年より 53 名減の 856 名で想定

しております。 

 ２項１目学校管理費。前年比 337 万 1,000 円減の 7,719 万 3,000 円の計上であります。 

 281 ページです。（２）スクールバス運行経費、507 万 4,000 円の計上でありますが、昨年のこだ

ま号の外層パネルの交換、修繕等が終了したことから、前年比 258 万 3,000 円の減となってござい

ます。 

 次に 284 ページでございます。２目教育振興費。前年比 617 万円の増の 2,534 万 9,000 円の計上

であります。（３）小学校就学援助、特別支援教育就学奨励事業経費、1,345 万 7,000 円の計上であ

りますが、給食費の値上げや認定児童数の増加などにより前年比 188 万 7,000 円の増となっており

ます。 

 次に 287 ページです。（５）小学校姉妹校交流推進事業経費、37 万 8,000 円の計上でありますが、

白老町学校と仙台市片平小学校との隔年訪問の本年度実施により13万9,000円の増となっておりま

す。 

 次に、（６）社会科副読本改訂準備事業、79 万 8,000 円の計上でありますが、本年度改定の社会

科副読本の作成に伴う印刷製本費の増により、前年比 67 万 8,000 円の増となっております。 
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 （７）教師用教科書、指導書購入事業。平成 23 年度新学習要領実施に伴う教員用教科書及び指導

書の購入で 409 万 6,000 円の新規計上であります。 

 次、３項中学校費についてでございますが、中学校４校の学校運営等に係わる主要額を計上して

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１学級減の 26 学級、生徒数は前年同数

の 513 名で想定しているものであります。 

 ３項１目学校管理費。中学校施設管理経費の光熱水費の増などにより、前年比 99 万 7,000 円増の

5,293 万 7,000 円を計上しているものであります。 

 次に、290 ページでございます。２目教育振興費でありますが、前年比 151 万 3,000 円増の 2,001

万 6,000 円の計上でございます。（１）でございますが、中学校教育振興一般経費以降、記載のとお

りで前年とほぼ同じ内容となっておりますが、293 ページの・中学校就学援助、特別支援教育就学

奨励事業経費、1,453 万 7,000 円の計上でございますが、これも小学校費と同じく給食費の値上げ

や認定生徒数の増加などにより 144 万 1,000 円の増となってございます。 

 次に、294 ページ。４項１目幼稚園費。前年比、216 万 5,000 円減の 1,452 万 4,000 円の計上であ

りますが、（１）幼稚園就園費補助金、これにつきましては国の補助事業における補助単価の見直し

により、200 万 9,000 円減の 1,172 万円の計上となっております。 

 次に、５項１目社会教育総務費。前年比 24 万 2,000 円減の 2,307 万 1,000 円の計上であります。

（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

でございますが、次のページの（４）みんなの基金事業経費、202 万 4,000 円の計上でございます

が、昨年同様、みんなの基金繰入金 200 万円を繰り入れしております。また、（６）の芸術文化活動

運営経費、147 万円の計上でありますが、これにつきましても文化振興基金を 138 万円繰り入れて

ございます。 

 続きまして、300 ページでございます。２目公民館費です。各公民館の経費の見直しなどにより、

前年比 29 万 6,000 円減の 2,878 万 8,000 円を計上してございます。 

 次のページ以降、３目図書館費から４目文化財保護費につきましては、ほぼ昨年と同額でござい

まして、記載のとおりでございます。 

 次に、308 ページでございます。５目仙台藩白老元陣屋資料館管理費。前年比 27 万 2,000 円減の

602 万 8,000 円の計上であります。309 ページの下段、（３）資料館特別展開催事業経費についてで

すが、今年度においてはアイヌ風俗画などを集め、陣屋と会所というテーマで特別展を夏季に開催

する予定であります。なお、特別展は毎年実施していくことから、今後は経常経費として取り扱う

ことといたしました。 

 次に、310 ページ。６目高齢者学習センター費。前年比 64 万 6,000 円減の 310 万円の計上でござ

います。（２）高齢者教室事業経費、107 万 5,000 円の計上でありますが、前年度の指定寄附による

備品購入が今年度は未計上でありますので前年比 52 万 7,000 円の減となってございます。 

 次に、７目青少年センター費は記載のとおりでございますが、（１）青少年健全育成経費に昨年度

まで計上の青少年センター活動経費を統合してございます。 

 次に、312 ページ。６項、１目、保健体育総務費。前年対比 46 万 2,000 円増の 1,551 万 8,000 円
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の計上でございますが、315 ページの（４）スポーツ団体支援事業経費、101 万 2,000 円の計上であ

りますが、児童の全国大会の出場が決定している団体に対する補助金の増により、前年比51万2,000

円の増となってございます。 

 次に、２目体育施設費。前年比 20 万 9,000 円の増の 6,290 万 7,000 円の計上であります。・体育

施設維持管理経費において施設の修繕料の増加などによるものでございます。 

 次に、316 ページでございます。７項１目給食センター管理運営費。2,839 万 3,000 円減の 5,516

万円の計上であります。（１）の給食センター事務経費以下は記載のとおりでございますが、昨年計

上した、学校給食特別会計繰出金、604 万 3,000 円及び給食センター給水給湯蒸気管改修事業 2,216

万 6,000 円、合計 2,820 万 9,000 円分が本年度は減となっているものであります。 

 次、320 ページでございます。11 款災害復旧費。科目存置のための計上でございます。５万円を

計上してございます。 

 次に、322 ページ。12 款、公債費。１項１目元金。長期債元金償還費、前年比 1,502 万円増の 14

億 2,903 万 8,000 円の計上であります。平成 18 年度に整備した消防庁舎などの借り入れに対する元

金償還が開始されたことなどによる増が主な要因であります。なお、財源の一部として町営住宅使

用料及びウタリ住宅資金貸付金元利収入の計 8,431 万 4,000 円を充当するものとしてございます。 

 次、２目利子。前年比 3,246 万 9,000 円減の３億 3,209 万 8,000 円の計上であります。（１）長期

債利子支払費。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が減少し、前

年比 3,024 万 2,000 円減の３億 2,381 万 1,000 円の計上となってございます。なお、財源の一部と

して町営住宅使用料及びウタリ住宅資金貸付金元利収入を見込んでございます。 

 （２）一時借入金利子支払費でございます。700 万円の計上でありますが、本年度は 1.5%で見込

んでおり、前年比 200 万円の減となってございます。 

 （３）基金繰替運用利子支払費、128 万 7,000 円で前年比 22 万 7,000 円の減であります。平成 10

年度に財政健全化計画に基づき縁故債の繰上償還の財源として総額９億 2,000 万円を各種基金から

繰替運用しており、基金繰替運用の 21 年度末の残高見込み 4 億 3,000 万円に対する利子の計上であ

ります。定期預金の利率の実態にあわせて前年度 3.33％から３％に引き下げております。 

 次に、324 ページになります。13 款給与費。21 億 394 万 6,000 円の計上で、前年比３億 3,338 万

6,000 円の増でありますが、昨年に引き続き給与等の独自削減なども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 31 名、計 260 名分の人件費を計上し

ております。嘱託職員を除いた正職員分では、19 億 8,968 万 6,000 円で、前年比３億 4,654 万 7,000

円の増となりますが、増額の主なものは退職手当の追加負担金２億 9,550 万円などによるものであ

ります。なお、追加負担金に対し退職手当追加負担金積立基金 2,500 万円を取り崩し、充当するも

のであります。嘱託職員では、本年度の計上額は１億 476 万円で、職員数は特定嘱託職員 15 名を見

込み、前年比 1,316 万 1,000 円の減となっております。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。財源なのでございますが、特定財源の合計は 8,535 万 9,000 円

で、前年比1,975万8,000円の減となっておりますが、一般財源ベースでは前年比３億1,362万8,000

円の増となってございます。 
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 続きまして、326 ページ。14 款諸支出金でございます。（１）各種基金積立金、5,889 万 6,000 円

の計上です。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昨年同様 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

た、総額９億 2,000 万円に対し、繰戻額の累計は、21 年度末の残高は４億 3,000 万円となります。

また、工業団地会計への追加繰出分 2,000 万円を財政調整基金に留保計上してございます。さらに、

昨年度で廃止し、取り崩した育英奨学基金は、新たに教育振興基金に積み増しするものであります。 

 次に、328 ページ。15 款予備費。819 万 3,000 円の計上でございます。前年比 48 万 1,000 円の増

となっております。 

 次に、331 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。以上で

歳出の説明を終了いたします。 

○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

いと思いますが、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 時より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。 

                                          

◎ 延会の宣告 

○議長（堀部登志雄君） 本日は、これをもって延会いたします。 

（午後３時５６分） 

 


