
 1

平成２２年白老町議会議案説明会会議録 
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◎開議の宣告 

○議長（堀部登志雄君） これより、昨日に引き続き、定例会３月会議の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） 日程第１、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、

昨日に引き続いて、歳入の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、歳入の説明に入ります。14 ページ、お開き願います。

１款町税。１項町民税、１目個人、１節現年課税分、６億 692 万 9,000 円でありますが、前年比 7,904

万円、11.5％の減となっております。収納率は特別徴集分で、現年比 0.97％減の 99.00％、普通徴

集分は前年比 0.51％減の 93.5％を見込み計上したものでありますが、給与所得をはじめとする総所

得金額の総額が前年比５％の減収となる見込みであり、大幅な減額計上としてございます。 

 ２節滞納繰越分については、21 年度の決算見込みを踏まえ、679 万 6,000 円、前年比で 57 万 9,000

円の増となっております。収納率は、前年同率の 8.9％を見込んで計上しております。 

 次、２目法人。１節現年課税分、9,856 万 3,000 円であります。前年比 567 万 8,000 円、5.4％の

減となっております。21 年度の決算見込みを踏まえて調停額を見積もり、収納率につきましては、

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あります。なお、平成 21

年４月から課税しました法人町民税の超過税率につきましては、本年度予算から効果が反映され、

その効果額として 1,620 万円を見込んでございます。 

 ２節滞納繰越分については、21 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 3,585 万 2,000 円でありますが、前年

比 4,497 万 7,000 円、2.8％の減であります。土地については、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 3,186 万 1,000 円で前年比 238 万 5,000 円、0.7％の減であります。家

屋については、６億 9,636 万 5,000 円で、前年比 2,108 万 6,000 円、3.1％の増であります。償却資

産については、５億 762 万 7,000 円、前年比 6,367 万 7,000 円、11.1％の減であります。大型の設

備投資が見込めない状況下にあって、減価償却分による減でございます。なお、収納率については、
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前年比 0.2％減の 97.5％を見込んでおります。 

 ２節滞納繰越分につきましては、1,193 万 6,000 円で前年比 143 万円の増を見込んでおります。 

 ２目国有資産等所在市町村交付金。町内所在の国、道など収益性のある資産に係る固定思案税相

当分でございますが、21 年度決算見込みを踏まえてのもので、固定資産税通知に基づく計上であり

ます。22 年度においては、前年比７万 8,000 円減の 721 万 5,000 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、2,516 万円の計上でありますが、前年比 69 万 6,000 円、

2.8％の増であります。税率が最も高い四輪乗用の台数で、前年比 124 台、4.7％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、次のページ、19 ページになりますが、前年比 0.5％

減の 95.0％を見込んでおります。 

 ２節滞納繰越分については、21 年度決算見込みを踏まえ、前年比３万円増の 46 万 2,000 円を見

込んでおります。 

 ４項１目町たばこ税。１節現年課税分、１億 3,462 万円であります。前年比 1,172 万 7,000 円、

8.0％の減であります。たばこの売り上げの減少傾向が続いている中にありまして、本年 10 月より

税率改正による値上げが実施されることから、21 年度実績見込み本数と比較し、10 月までは 10％、

11 月以降は 30％減で計上しているものであります。 

 ５項１目特別土地保有税。土地税制の改正の一環として平成 15 年度に特別土地保有税は廃止され

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あります。 

 ６項１目入湯税。１節現年課税分 1,275 万 6,000 円でありますが、大型宿泊施設の撤退などによ

る利用者数減などを見込み、前年比 768 万 9,000 円、37.6％の減であります。収納率は 100％で計

上しております。 

 以上、町税全体では、24 億 4,049 万円で、前年比１億 4,653 万 4,000 円、5.7％の減で計上して

いるものであります。 

 次のページ、20 ページになります。２款、地方譲与税。地方譲与税は、地方税収入の１つとされ

ているもので、国税として徴集され、法令で定める配分基準にしたがって地方自治体に譲与される

ものであります。以下の各項について、いずれも平成 21 年度の決算見込額と地財計画をもとに見込

んでおります。 

 １項１目地方揮発油譲与税。平成 21 年度からの道路特定財源の一般財源化にともない、地方道路

譲与税から名称変更されたもので本年度は改正前の課税分がないことから、前年比 1,460 万円増の

3,890 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 1,040 万円でありますが、前年比 1,050 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 21 年度から一般財

源化されたものであります。なお、改正前に課税された地方道路税収分として昨年計上した地方道

路譲与税は廃目となります。 

 以上、地方譲与税全体では、１億 4,930 万円で、前年比 1,030 万円、6.5％の減で計上しておりま

す。 

 次のページ、３款利子割交付金、490 万円でありますが、前年比 330 万円、40.2％の減を見込ん
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でおります。道県民税利子割収入額の一定割合が市町村に交付されるものであります。 

 次のページにまいります。４款配当割交付金、40 万円であります。前年比 110 万円、73.3％の減

であります。21 年度決算見込額と地財計画をもとに見込んだものであります。 

 次に 26 ページ、５款株式等譲渡所得割交付金、20 万円であります。前年比 10 万円、33.3％の減

であります。21 年度当初予算額と地財計画をもとに見込んだものであります。 

 次のページ、６款地方消費税交付金、１億 9,330 万円でありますが、前年比 190 万円、1.0％の減

であります。都道府県間で精算したのちの金額の２分の１相当額が国勢調査人口及び事業者数で案

分して市町村に交付されるものであります。21 年度決算見込みと地財計画をもとに見込んだもので

あります。 

 次のページ、７款ゴルフ場利用税交付金、780 万円であります。前年比 120 万円、13.3％の減で

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

額の 10 分の７に相当する額を都道府県からその市町村に交付されるものであります。21 年度決算

見込みによる見込額でございます。 

 次のページ、８款１項１目自動車取得税交付金、2,940 万円でありますが、前年比 351 万 2,000

円、13.6％の増であります。都道府県の自動車取得税収入額のうち町税経費を差し引いた額の 70％

が道路の延長及び面積で案分されて市町村の交付されるものでありますが、譲与税と同様に 21 年度

より道路財源から一般財源化されたものであります。なお、旧法による自動車取得税交付金は、廃

目となっております。 

 次のページ、９款国有提供施設等所在町助成交付金、4,040 万円であります。前年比 750 万円、

15.7％の減であります。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、21 年度実績に基づく計上であり

ます。 

 次のページ、10 款地方特例交付金、1,630 万円の計上でありますが、前年比 10 万円、0.6％の減

であります。平成 18 年度より新設された児童手当の制度拡充にともなう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

にともなう住民税の減収及び平成 21 年度からの自動車取得税の減税にともなう減収補てんをする

ための減収補てん特例交付金であります。なお、昨年まで計上の恒久減税にともなう地方税の減収

分を補てんする特別交付金については、21 年度で廃止であります。 

 次のページ。11 款地方交付税、35 億 8,200 万円の計上であります。前年比 8,281 万 7,000 円、2.4％

の増であります。普通交付税については、地方の元気回復のための地域活性化雇用等臨時特例費の

創設をはじめ、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りかえ

分や給与関係経費の減などによる影響を考慮して、33億200万円を見込んだものであります。なお、

特別交付税については、２億 8,000 万円、前年度と同額を見込んでおります。 

 次のページ。12 款交通安全対策特別交付金、330 万円でありますが、前年と同額を見込んであり

ます。交通反則通告制度による反則金の収入見込額から事務経費を控除した金額が都道府県及び市

町村の道路交通安全施設整備事業の財源として交付されるものであります。 
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 次のページ。13 款分担金及び負担金であります。１項負担金。負担金は特定の事業について、そ

の経費の全部または一部に充てるため、特に利益を受けるものに負担を命ずる公法上の金銭寄附義

務であります。１目民生費負担金については、保育料も含め福祉サービス提供等の利用者負担分の

計上であります。１節の社会福祉費負担金、431 万 5,000 円については利用人数の減少などにより

前年比 45 万 9,000 円、9.6％の減となっております。 

 また、２節児童福祉費負担金は利用人数の減少による保育料の減により、前年比 506 万 4,000 円、

8.7％減の 5,332 万 5,000 円を見込んでおります。 

 ２目農林水産業費負担金は、畜産振興推進事業に係る受益者負担金 441 万 8,000 円を見込んでお

ります。 

 ３目教育費負担金については、放課後児童クラブ利用にかかる受益者負担金であり、前年度とほ

ぼ同額の 189 万 6,000 円を見込んでおります。 

 次に 44 ページ。14 款使用料及び手数料であります。公共施設の利用や行政サービスなどの費用

をまかなうために徴集する収入であります。総額２億 6,549 万 5,000 円、前年比 1,316 万 6,000 円、

4.7％の減となっております。 

 主な項目について、説明いたします。１項２目民生使用料、1,115 万 1,000 円、前年比 113 万 3,000

円の減となっております。２節民生施設使用料。いきいき４・６の浴室使用料などの減により、前

年比 118 万 6,000 円減の 973 万 1,000 円の計上となっております。次に 46 ページ。３目環境衛生使

用料、381 万 3,000 円。１節火葬場使用料の減により、前年比 18 万円の減となっております。次に

４目農林水産業使用料は、３節農園使用料の町民ふるさと農園利用者が順調に増加してきておりま

すが、１節牧野使用料は、実績見合いによる減により、401 万 7,000 円、前年比 57 万 6,000 円の減

となっております。次に６目土木使用料、１億 2,723 万 9,000 円の計上で、前年比 615 万 6,000 円

の減となっております。49 ページ、５節住宅使用料が１億 1,417 万円の計上でありますが、所得の

減少などにより前年比 458 万 3,000 円、3.9％の減、６節住宅敷地使用料が 335 万 4,000 円で、前年

比 28 万 1,000 円、9.1％の増となっております。住宅使用料の収納率については、21 年度の収入見

込みに基づき現年度分では前年度と同様の 94％、滞納繰越分については 0.5％減の収納率９％を見

込んでございます。次に、７目消防使用料、６万 1,000 円は新規計上であります。次に、８目教育

使用料、577 万 2,000 円。公民館使用料の減などにより、前年比 24 万 7,000 円の減となっておりま

す。 

 次に 50 ページ。２項手数料であります。２項１目総務手数料 1,253 万 2,000 円。実績見合いで、

前年比 64 万 8,000 円、4.9％の減となっております。２目環境衛生手数料、6,826 万 2,000 円であ

ります。前年比 360 万 7,000 円、5.0％の減となります。このうち、一般廃棄物処理手数料はごみの

減量化などにより、前年比 140 万 7,000 円、2.3％減の 6,101 万 2,000 円を計上しております。また、

食品加工残渣処分手数料は前年比 220 万円減の 605 万円を計上しております。 

 次に 54 ページをお開き願います。15 款国庫支出金であります。歳出で説明いたしました事務事

業に係る国の負担金、補助金、委託金でありますが、前年度と比較し増減の多いものを説明させて

いただきます。 
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 １項１目民生費国庫負担金。１節社会福祉負担金、１億 6,063 万 9,000 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424万2,000円、2.7％の増であります。 

 ２節被用者児童手当負担金から 57 ページの６節非被用者小学校終了前特例給付負担金は児童手

当制度による 22 年２月、３月の２カ月分の支給額に係る負担金であるため大幅な減少となっており

ます。 

 ７節子ども手当負担金は事務費に対する負担金 156 万円、給付費に対する負担金、１億 6,800 万

円を新規計上するものであります。 

 ８節児童福祉費負担金は緑丘保育園分の保育所運営費負担分と、本年度より白老小鳩保育園分が

追加されたことで、4,289 万 1,000 円、前年比 1,573 万円、57.9％の増であります。 

 ９節保険基盤安定等負担金は 21 年度の実績見込みにより、基準超過分を当初計上しないことから、

前年比 818 万 2,000 円、45.8％減の 966 万 6,000 円の計上であります。 

 次に２項１目総務費国庫補助金。１節辺地共聴施設整備事業補助金は地デジタル放送難視聴対策

事業に充当するもので 6,000 万円の新規計上であります。 

 ２目民生費国庫補助金は前年とほぼ同様の収入見込みであります。 

 ３目環境衛生費国庫補助金。１節保健衛生費補助金は女性特有のがん検診の推進に対するもので

367 万 9,000 円の新規計上であります。 

 ４目土木費国庫補助金、7,684 万 2,000 円、前年比１億 758 万 9,000 円、58.3％の減であります。

白老滑空場線、竹浦２番通り、ポロト・社台線改良舗装事業及び地域住宅交付金は昨年同様の計上

でありますが、バンノ沢川砂防事業は 21 年度に完了のため大幅減となっております。なお、新規で

長寿命化修繕計画策定事業補助金を計上しております。 

 次に、58 ページの６目特定防衛施設周辺整備調整交付金は 2,700 万円を前年同額で見込んでおり

ます。 

 廃目の農林水産費国庫補助金は 21 年度で完了した美しい森林づくり基盤整備事業分であります。 

 ３項委託金は 990 万 9,000 円で、前年比 211 万 5,000 円、17.6％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の減などによるも

のであります。 

 次に、62 ページをお開き願います。16 款、道支出金であります。国庫支出金と同様に歳出で説明

した事務事業に係る北海道の補助金、負担金、委託金でありますが、前年度と比較し増減の大きな

ものを説明したいと思います。 

 １項１目民生費道負担金。１節社会福祉負担金、8,032 万 2,000 円の計上でありますが、前年比

211 万 9,000 円、2.7％の増であります。 

 ２節老人福祉費負担金、4,372 万 7,000 円、前年比 13.7％の増であります。 

 ３節被用者児童手当負担金から 65 ページ、６節非被用者小学校終了前特例給付負担金までは国庫

支出金で説明したとおり減となっており、さらに７節子ども手当負担金も同様の理由により給付費

に対する負担金、2,039 万円を新規計上するものであります。 

 ８節児童福祉費負担金は白老小鳩保育園の民営化にともない、前年比 786 万 5,000 円増の 2,144
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万 5,000 円の計上であります。 

 ９節保険基盤安定等負担金は、6,447 万 6,000 円の計上で、前年比 1,051 万 1,000 円、19.5％の

増。保険料軽減分の増であります。 

 次に、２項２目民生費道補助金、7,012 万 4,000 円、前年比 445 万 4,000 円、6.8％の増となって

おります。 

 １節社会福祉費補助金のうち消費者行政活性化事業補助金は新規計上、それから、67 ページの３

節身体障害者福祉費補助金、184万7,000円は地域活動支援センター事業補助金の廃止などにより、

前年比 378 万円の減。 

 ４節重度心身障害者医療費補助金が前年比 504 万 9,000 円増の 2,629 万 2,000 円。 

 ７節児童福祉費補助金。前年比 147 万 5,000 円増の 1,581 万 2,000 円が主な増減内容でございま

す。 

 次に、３目環境衛生費道補助金。69 ページの２節環境衛生費補助金は新設の科目であり、北海道

の地域グリーンニューディール基金事業に対し、地球温暖化対策事業補助金及び不法投棄等対策事

業補助金、あわせて 3,626 万 4,000 円を新規計上しております。 

 ４目農林水産業費道補助金、３億 1,182 万 5,000 円、前年比２億 9,789 万 7,000 円の増でありま

すが、２節林業費補助金、林業・木材産業構造改革事業補助金、３億円の計上によるものでありま

す。 

 ５目商工費道補助金は、本年度が最終年度である地域再生チャレンジ交付金があり、前年比 300

万円減の 300 万円を計上しております。 

 次に 70 ページ、６目石油貯蔵施設立地対策等交付金は前年同額の計上でありますが、高規格救急

自動車更新事業及び携帯電話位置情報受信管理システム構築事業に充当するものでございます。 

 ７目雇用創出事業補助金は新規の計上でありますが、昨年、補正予算にて計上したふるさと雇用

再生特別事業補助金、6,371 万 6,000 円及び緊急雇用創出事業補助金、1,353 万 8,000 円を当初計上

するものであります。 

 ３項委託金については、5,883 万 5,000 円、前年比 1,099 万円、23％の増となっております。 

 １目総務費委託金ですが、5,693 万 7,000 円、前年比 952 万 5,000 円、20.1％の増であり、４節

の統計調査費委託金が国政調査実施の年であるため、前年比 1,340 万 2,000 円の 1,671 万 4,000 円

の計上であります。 

 また、５節の選挙費委託金は昨年の衆議院議員選挙に引き続き、本年度は参議院議員選挙事務委

託金を計上しております。 

 ２目民生費委託金は、149 万 8,000 円で新規の計上でありますが、地域人権啓発活動活性化事業

委託金及び昨年補正対応した訪問型家庭教育相談体制充実事業委託金の計上であります。 

 次に、74 ページ。17 款財産収入、１億 1,785 万 2,000 円、602 万円の減であります。１項１目財

産貸付収入は新たに光ネットワーク回線貸付料、429 万 9,000 円を計上し、前年比 181 万 9,000 円

増の 2,549 万 9,000 円となっております。 

 次に、76 ページ。２項１目不動産売払収入。町有地の売払収入を新財政改革プログラム対策分の
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2,000 万円を含め、前年度と同額の 3,000 万円として計上しております。 

 ３目生産物売払収入は、バイオマス固形燃料の売払収入、前年比 750 万 8,000 円の減の 5,601 万

7,000 円を計上しております。 

 次に、78 ページ。18 款寄付金については、科目存置で社会福祉基金分 10 万円を計上しておりま

す。なお、昨年計上のバイオマス燃料化施設管理運営資金としての寄付金は未計上となっておりま

す。 

 次に、80 ページ。19 款繰入金、9,157 万 3,000 円、前年比 4,328 万 3,000 円、90％の増でありま

す。歳出の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ありますが、１目か

ら 10 目は歳出で説明した、それぞれの該当事業経費に充当するものであります。 

 続いて、84 ページ。20 款繰越金であります。例年同様、前年度決算剰余金を 5,000 万円と見込み、

その２分の１の 2,500 万円を繰越金として計上するものであります。 

 次に、86 ページ。21 款諸収入については、１億 9,753 万 3,000 円の計上で記載のとおりでござい

ますが、前年比 1,183 万 6,000 円、5.7％の減となっております。 

 次に、ちょっと飛びまして、96 ページをお開き願います。22 款町債。歳出に計上済みの事業の特

定財源として借り入れをするものが主であります。 

 総額８億 4,930 万円。前年比 6,460 万円、8.2％の増となっております。主な起債としましては、

１目総務費の地上デジタル放送難視聴対策事業、2,700 万円が新規計上、白老港建設事業は前年比

8,100 万円減の２億 6,010 万円の計上となっております。 

 ４目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、本年度は前年比 40.5％増の５億 1,900 万円を計上しておりま

す。なお、この５億 1,900 万円の元利償還金につきましては、全額、後年度の地方交付税で措置さ

れるものでございます。なお、臨時財政対策債を除いた事業充当分の総額は、３億 3,030 万円、前

年比 8,510 万円、20.5％の減となっております。 

 以上で歳入についての説明を終わりますが、次に、事前にお配りしております予算の概要等の配

布資料につきまして若干説明をさせていただきます。お手元に平成 22 年度白老町予算の概要とＡ４

横判の平成 22 年度一般会計予算説明資料、この２つをご用意願います。 

 最初に平成 22 年度白老町予算の概要について説明いたします。予算の概要の１ページであります。

平成 22 年度の白老町各会計予算の総括表であります。全会計の予算額が前年対比で記載されており

ます。一番上が一般会計、次が特別会計の 12 会計、その下が企業会計２会計分で、その下に総合計

がございます。全会計の総合計について申し上げますと、175 億 4,988 万 8,000 円。前年対比で 8,662

万 6,000 円、0.5％の増となっております。この総合計につきましては、最近 10 カ年では 21 年度の

次に少ない金額となっております。その下の欄につきましては、一般会計から各会計への繰出金で

ありますが、総額 13 億 4,837 万 7,000 円で、前年対比で 498 万 6,000 円、0.4％の減であります。

下水道会計に対する財源不足分の追加繰り出し分、あるいは、病院会計に対しては病院特例債の元

利償還金分を含んでおります。 

 次に２ページ。目的別歳入歳出別の集計表を載せておりますが記載のとおりでございます。その
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ほか、７ページから経常経費における特記事項、それから、22 ページから各種事業・団体に対する

補助金の主なもの、そして、24 ページから事業費の概要が載っておりますが、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。なお、予算の概要の最後とし

まして、概要の最後のページ、32 ページ、各会計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 8,012 万 7,000 円で前年度との比較では 7,486 万 6,000 円、5.0％の増であり

ます。一般会計で特用林産物活用施設用整備事業などによる増、下水道会計では施設費の減であり

ます。 

 以上で予算の概要の説明を終わりまして、次にもう１つの資料でございます。平成 22 年度一般会

計予算説明資料について、若干説明をいたします。平成 22 年度の一般会計予算の説明資料でありま

すが、まず、１ページ、一般会計歳入につきまして、特に一般財源を記載した資料であります。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説明したいと思います。増減額の一般財

源という欄でございますけれども、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。また、２款の地方譲与税から 10 款の地方特例交付金、12 款の交通安全対策交付金な

どの交付金関係につきましては、前年度決算見込みと地財計画をもとに計上したもので、２款の地

方譲与税の 1,030 万円の減など、あわせて前年比、2,390 万円の減となっております。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、一般財源は 71 億 466 万

7000 円、増減額は 6,216 万円、前年度比 0.9％の増となっております。 

 次に２ページであります。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

対比での増減額であります。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２億 336 万 4,000 円の増。歳出の経常経費に要する一般財源ベースでは、7,205 万 8,000 円の

増であります。その内訳につきましては、公債費繰出金及び諸支出金がマイナスで、給与費が退職

手当組合への追加負担金の増、また、一般行政経費については水道関係の繰り戻しなどによるプラ

ス要因となっております。事業費については、総額で２億 9,163 万 6,000 円の増でありますが、一

般財源ベースでは989万8,000円の減となっております。これは補助事業を中心に事業を組み立て、

一般財源の支出を抑制したことなどによるものでございます。 

 次に、３ページの一般会計経常経費の主な増減であります。この増減分の主な内訳としては、増

減分と減少分をそれぞれ８項目記載しております。これは後ほどご覧いただきたいと思います。 

 次に、４ページであります。一般会計事業費と財源で、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、前年度の当初予算との比較となっておる表でございます。本年度は事業 75

事業のうち、新規事業は 34 事業となっており、前年度より合計で 10 事業の増、新規分では 19 事業

の増となっております。 

 次のページ、一般会計事業費の主な増減ということで、これ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たいと思います。 

 次に、６ページです。平成 22 年度の基金の現在高見込みであります。上の表は一般会計に関する

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 22 の基金と、一

番下に備荒資金組合の普通納付分、超過納付分それぞれの積立金取り崩し額、そして、各年度末の
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現在高を載せているものでございます。21 年度の決算見込額については、補正予算 10 号までの増

減で見込んでございます。22 年度の見込み欄でございますが、基金合計の 22 年度の積立額は 6,389

万 4,000 円となっており、この中には財政調整基金に平成 21 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、9,457 万 3,000 円で、

年度末の残高は５億 6,225 万 1,000 円。そのうち、財政調整基金の残高は３億 8,000 万円と見込ん

であります。特別会計の下には備荒資金の見込額も記載してございます。 

 次に７ページです。当初予算額の推移でございます。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。先ほども全会計の額をご説明しておりますが、過去 10 カ年では、一

般会計では３番目に少なく、全会計は 21 年度の次に少ない予算ということになっております。 

 次に８ページであります。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４億 9,500 万円、5.5％の増となっております。歳入

の欄でありますが、国・道支出金につきましては、子ども手当負担金や林業・木材産業構造改革事

業補助金などにより５億 3,537 万 2,000 円の増となっております。歳出の欄の一般行政経費で２億

7,718 万 6,000 円の増となっておりますが、２ページに記載の一般財源ベースでは１億 6,215 万

8,000 円の増となっております。この要因としては、水道事業会計の繰り戻し金による増やバイオ

マス燃料化施設関連経費寄付金の減による一般財源の増などがあげられます。 

 その下の財源不足額とその補てん財源でありますが、これはゼロで並んでございますが、平成 20

年度まで経常経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したが、21 年、22 年度ともに財源不足額は発生していないという

ことでございます。 

 次に、９ページにつきましては、平成 22 年度予算における健全化の主な取り組みを載せてござい

ます。歳出削減につきましては、経常的事業の見直しで約 5,376 万 6,000 円、投資的事業財源の一

般財源の縮減で約 6,500 万円などがあります。歳入の確保では、超過税率の導入に伴う固定資産税

分について２億 7,100 万円、本年度からの法人町民税分 1,620 万円を対策額として見込んでおりま

す。そのほか赤字会計への健全化対策として下水道会計をはじめとして、約１億 6,000 万円を追加

繰り出しすることとしております。 

 次に、10 ページの表でございます。一般会計に計上しております、高齢者福祉関係予算の全体的

な予算額を参考資料として記載しております。上の表ですけれども、一般会計の老人福祉費に限っ

て、その内訳を整理したものであります。計の（Ａ）の欄の増減のところを見ていただきたいと思

いますが、前年度と比較して老人福祉費としましては、総額 1,447 万 2,000 円の増。一般財源につ

きましては、774 万 6,000 円の増となっております。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あります。この２つの

表を合計した一番下の（Ａ）足す（Ｂ）の欄でございますが、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 857 万 4,000 円、1.4％の増であります。 

 最後に、11 ページの表につきましては、地方財政及び白老町財政のこれまでの推移の抜粋でござ

います。上の表の地方交付税の全国ベースの推移でありますけれども、21 年度につきましては地域
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雇用創出推進費 500 億円が創出され 2.7％の増となっておりますが、22 年度につきましては新たに

地域活性化雇用等臨時特例費など１兆 1,000 億円の追加により 6.8%の増となっております。普通会

計の町債現在高でございますが、22 年度末で 153 億 7,400 万円、前年度より４億 1,500 万円の減と

なる見込みであります。なお、全会計をあわせた町債現在高は 22 年度末で 268 億 3,700 万円、前年

度より８億 6,200 万円の減となる見込みであります。これで資料の説明は終わらせていただきます。

以上を持ちまして、一般会計の予算につきまして全体的な説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君）  引き続き、高畠企画振興部長より配布された資料の説明のほうをお願

いします。高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠章君）  私のほうから、昨日、前田議員のほうから資料について求められ

たもので、皆さん方にお配りさせていただきましたので簡単にご説明させていただきます。 

 資料の１枚目、国の補正予算（臨時交付金）に係る事業費集計表ということで、平成 20 年度の１

次補正、２次補正、そして、平成 21 年度の１次補正と２次補正、これら総括したものをこの機会を

借りましてちょっと説明をさせていただきたいなと思います。今回の補正に係る部分につきまして

は、平成 21 年度の１次補正予算の中の地域活性化経済危機対策臨時交付金と、それから、１次補正

予算、地域活性化公共投資臨時交付金でございます。この網かけをした部分、これが今回の 11 号補

正にかかわる分でございます。それで、全体ですが、総事業費、平成 20 年度、21 年度２次補正ま

でを含みますと、白老町に 13 億 3,263 万 9,271 円という額が臨時交付金として配分されて、事業化

して、事業執行しているところでございます。そして、その内訳が臨時交付金額ということで、こ

この部分が各補正予算で組まれた、国の補正予算で組み込まれました町に対する配分額、７億 8,888

万 2,000 円、この額が臨時的に交付金として配分された額でございます。それで、補助事業ととも

にセットでという部分もございますので、補助金額が３億 8,724 万 1,046 円という額になってござ

います。起債は、その補助事業にセットで発行された部分で１億 1,640 万円、そして、それらの各

事業に充当されました一般財源が 4,011 万 6,225 円という額になってございます。その結果、参考

の②、下の表でございますけども、これが町内発注、町外発注ということで分析したものでござい

ます。町内発注額が土木、建築、その他含めますと９億 1,725 万 9,545 円というものが町内の土木

建築業者に発注されたり、あるいは町内の小売店から購入されたという額でございます。直接的に

町内に落ちた額でございます。そして、町外発注につきましては委託事業だとかそういったものが

ございますので４億 1,537 万 9,726 円ということで、合計 13 億 3,253 万 9,271 円という額になって

ございます。そして、この町内発注の中にはプレミアム商品券だとか住宅リフォームがございます。

それらについては、町内発注の額の中に必要額、補助金という形で含まれてございます。それらを

活用したものとして、その効果として出たものが、プレミアム商品券につきましては交付金額が

2,420 万円に対して、町内で直接経済効果として出たものが２億 5,300 万円。それと、住宅リフォ

ームですが、交付金額が 2,193 万 9,000 円に対して、町内で直接経済効果として出たものが２億

4,515 万 174 円ということで合計４億 9,815 万 174 円、約５億円です。ですから、町内で直接お金

が落ちたという部分が、参考②の町内発注額９億 1,700 万円。この約９億 1,700 万円プラス①の町

内還流額の合計４億 9,800 万円、約５億円です。この２つを足した額で約 14 億円というものが平成
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20 年度から 21 年度にかけて町内に落ちている額でございます。 

 それと、次のページから表でございます。最初のホチキスで留まっている３枚、これが事業別に

今回の補正と、大黒課長のほうから説明ありました額と合致するように事業別に取りまとめており

ます。最初のホチキスで留めたのが地域活性化経済危機対策臨時交付金でございます。そして、最

後の１ページが地域活性化公共投資臨時交付金の事業でございます。 

 それで今、まだ追加で、実は予算書ができ上がったあとに追加で 1,700 万円ほどきてございます。

それらにつきましては、起債の発行を抑えるということで一般財源と起債を振りかえるという形で

処理したいということで、追加補正で補正を計上させていただきたいなと思っております。以上、

簡単でございますけども、説明に変えさせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） れでは、まず、議案第９号のほうです。今、高畠部長が説明したのはま

た別といたしまして、その前の一般会計のほうの議案第９号の議案に対しての説明が終わりました

ので質疑を許したいと思います。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、議案９号に対しては質疑なしと認めます。それで、議案第９号の議案説明は終わりま

す。 

 引き続きまして、ただいま、高畠部長のほうから説明のあった部分について、特に聞いておく必

要のある方ありませんか。 

 それでは、ないということですので、この説明も終わりたいと思います。 

 ここで暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午前 １０時５７分 

                                           

再  開   午前 １１時０９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。 

 日程第２、議案第 10 号、平成 22 年度白老町国民健康保健事業特別会計補正予算の議案について、

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 10 号、平成 22 年度白老町国民健康保険事業特別会計でござい

ます。歳入歳出それぞれ 30 億 1,681 万円、前年比１億 8,181 万円の増額でございます。 

 続きまして、２ページ。第１表、歳入歳出予算と６ページの歳入歳出予算事項別明細書につきま

しては記載のとおりでございますので説明を省略させていただきます。 

 歳出の 38 ページをお開きください。１款総務費。１項１目一般管理費、604 万円。201 万 8,000

円の減額でございます。国保運営経費 604 万円でございます。国保運営にともなう経費でございま

して、前年同様の計上でございますが、前年比較しますと 212 万 8,000 円については、国民健康保

険システム機能拡張業務委託料の減額でございます。 

 ２目連合会負担金、49 万 5,000 円。１万円の減額でございます。前年同様の計上でございます。 

 ２項１目賦課徴収費、1,129 万 6,000 円。27 万 4,000 円の増でございます。嘱託職員人件費等、

668 万 2,000 円。国保税の徴収職員の人件費で前年同様の計上でございます。 

 次のページをお開きください。２賦課徴収事務経費、461 万 4,000 円。前年比、27 万 1,000 円の
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増でございます。賦課徴収に係る経費でございます。 

 続きまして、３項運営協議会費。１目運営協議会費、18 万 9,000 円。前年同額でございます。前

年同様の計上でございます。 

 続きまして、次のページお開きください。４項１目医療費適正化特別対策事業費、201 万 4,000

円。２万 5,000 円の減額でございます。安定化計画策定及び推進経費６万 3,000 円、レセプト点検

経費 195 万 1,000 円。前年同様の計上でございます。 

 続きまして、次のページをお開きください。２款保険給付費、１項１目一般保険者療養給付費、

17 億 9,646 万 4,000 円。２億 310 万 5,000 円の増額でございます。一般保険者療養給付費、17 億

9,646 万 4,000 円については、過去の実績と 22 年度の診療報酬改定を考慮しまして、12.7％増で計

上いたしました。 

 続きまして、２目退職被保険者等療養給付費、１億 947 万 2,000 円。前年比、5,769 万 1,000 円

の減額でございます。退職者医療制度は 20 年に改正されまして、60 歳から 64 歳が対象となってお

りますが、65 歳以上が一般被保険者に移動になったことから給付費が減少しております。前年比

34.5％の減額計上でございます。 

 ３目一般被保険者療養費、1,677 万 4,000 円。366 万 9,000 円の増でございます。これについても

前年比 28％の増額で計上いたしました。 

 ４目退職被保険者等療養費、98 万 8,000 円。141 万円の減額でございます。前年比較しまして

58.8％の減額計上でございます。 

 ５目審査支払手数料、433 万 4,000 円。13 万 4,000 円の増でございます。これは前年どおりの計

上でございます。 

 次のページをお開きください。２項１目一般被保険者高額療養費、２億 2,646 万 9,000 円。3,812

万 1,000 円の増でございます。前年比較しまして 20.2％の増額計上でございます。 

 ２目退職被保険者等高額療養費、1,261 万 2,000 円。772 万 1,000 円の減額でございます。先ほど

の一般療養給付費の説明のとおり、退職者の人数減のため減額しております。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費、50 万円。同額でございます。前年どおりの計上でござい

ます。 

 ４目退職被保険者等高額合算療養費、20 万円の計上でございます。前年どおりの計上でございま

す。 

 ３項１目一般被保険者移送費、10 万円でございます。これも前年どおりの計上でございます。 

 ２目退職被保険者等移送費、10 万円。これも前年同様の計上でございます。 

 次のページをお開きください。４項１目出産育児一時金 924 万 5,000 円。50 万 5,000 円の増額で

ございます。１件 42 万円でございまして、22 名分を計上いたしました。 

 ５項１目葬祭給付費、97 万 5,000 円。17 万 5,000 円の増額でございます。これは 1 件１万 5,000

円の 65 件分計上させていただきました。 

 次のページをお開きください。３款後期高齢者支援金等。１項１目後期高齢者支援金、２億 9,332

万円。211万8,000円の増でございます。後期高齢者医療による保険者負担分でございまして、0.75％



 15 

の増額計上でございます。 

 ２目後期高齢者事務拠出金、３万 8,000 円の計上でございます。これも運営経費に係る事務拠出

金でございます。 

 次のページをお開きください。４款前期高齢者納付金等。１項１目前期高齢者納付金、65 万 6,000

円。23 万 9,000 円の減でございます。 

 ２目前期高齢者事務拠出金、３万 4,000 円。６万円の減額でございます。これは 65 歳から 74 歳

の被保険者で、保険者間での偏在があるために負担の不均衡を各保険者で加入数にあわせて応じて

調整している制度でございます。 

 次のページをお開きください。５款老人保健拠出金。１項１目老人保健医療費拠出金、14 万 6,000

円。485 万 4,000 円の減。 

 ２目老人保健事務費拠出金、２万円。８万円の減。これは 19 年３月で制度廃止になっておりまし

て、科目存置のための計上でございます。 

 次のページをお開きください。６款介護納付金。１項１目介護納付金、１億 1,715 万円。1,654

万 8,000 円の減でございます。これは２号保険者の減により、前年比較しまして 12.4％の減で計上

いたしました。 

 次のページをお開きください。７款共同事業拠出金。１項１目高額医療費拠出金、7,040 万 8,000

円。1,795 万 9,000 円の増でございます。高額医療費拠出金、7,040 万 8,000 円、前年比較しまして

34.2％増額でございます。これは高額医療費の増による計上でございます。 

 ２目共同事業事務費拠出金、１万円。これは前年どおりの計上でございます。 

 ３目保険財政共同事業拠出金、２億 9,715 万 3,000 円。842 万 1,000 円の増でございます。前年

比 2.1％の増で、これも高額医療費の増によるものでございます。 

 次のページをお開きください。８款保険事業費。１項１目特定健康診査等事業費、2,224 万 4,000

円。12 万 6,000 円の増でございます。これも前年どおりの計上でございますが、特定健康指導デー

タを管理するための備品購入費として分析ソフト 132 万 3,000 円を計上しております。 

 ２項１目保健衛生普及費、973 万 2,000 円。202 万 2,000 円の減額でございます。健康づくり指導

経費、854 万 2,000 円。前年比、158 万 1,000 円の減となっております。医薬材料費を委託料に変更

いたしまして、これはインフルエンザの部分でございますが、それと、医療費通知の回数減によっ

ての減額でございます。 

 続いて、国保ヘルスアップ事業経費、119 万円。62 万 1,000 円の減額でございます。ヘルスアッ

プ事業は、年度当初補助申請を行って採択を受ける事業のため、最初の予算を計上し、採択後にま

た補正を予定でございます。 

 次の次でございます。64 ページでございます。９款基金積立費。１項１目国民健康保険基金積立

金。これは前年どおりの計上でございます。 

 次のページをお開きください。10 款公債費。１項１目利子、200 万円。100 万円の減額でござい

ます。これは一時借入金の計上でございますが、一般会計の資金運用をしていただくために前年よ

りも 100 万円を減額いたしました。 
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 次のページをお開きください。11 款諸支出金。１項１目一般被保険者国保税還付金、２目退職者

等国保税還付金、３目償還金は前年どおりの計上でございます。 

 次のページをお開きください。70 ページでございます。１款１項１目予備費、393 万円の計上で

ございます。111 万 1,000 円の増でございます。これは予備費に対応するものでございまして、昨

年よりも 111 万 9,000 円の増でありますけども、療養給付費の 18％ぐらいを見込んでおります。 

 歳出は以上でございます。次に 10 ページをお開きください。歳入でございます。１款国民健康保

険税。１項１目一般被保険者国民健康保険税、４億 3,671 万 5,000 円。3,410 万 5,000 円の減額で

ございます。経済の悪化により所得の減少が昨年度来からなっておりまして、7.2％の減で計上いた

しました。収納率については厳しい状況でございますけれども、前年どおりの現年度分 91％、滞納

繰越分５％の計上でございます。 

 次のページをお開きください。２目退職被保険者等国民健康保険税、4,666 万 1,000 円。439 万

1,000 円の減でございます。これは一般被保険者同様に所得の減少に伴いまして 8.6％の減で計上い

たしました。収納率は現年度分 99％、滞納繰越分５％で計上であります。 

 次の次のページをお開きください。16 ページでございます。２款国庫支出金。１項１目療養給付

費等負担金５億 2,839 万 6,000 円でございます。4,819 万 5,000 円の増でございます。 

 続いて、２目高額療養費共同事業負担金、1,760 万 1,000 円。この２目とも医療費の増によって

の増額でございます。 

 ３目特定健康診査等負担金、328 万 5,000 円。61 万 8,000 円の増額でございまして、これは特定

検診に伴う国庫補助でございます。 

 ２項１目財政調整交付金、３億 5,266 万 5,000 円。１億 554 万 4,000 円の増でございます。調整

交付金３億 5,266 万 5,000 円のうち、収支不足に伴う額が１億 1,605 万 9,000 円を見込んで計上し

ております。 

 ３目出産育児一時金補助金、44 万円。これは昨年 10 月から制度改正になりまして、38 万円から

42 万円に改正されました。その２分の１が国庫補助となりまして、22 件分の２分の１を補助受ける

ものでございます。 

 次のページをお開きください。３款療養給付費等交付金。１項１目療養給付費等交付金、１億 399

万 8,000 円。4,821 万 2,000 円の減でございます。これは 20 年度から制度改正され、61 歳から 64

歳未満の被保険者が退職者に該当いたしまして、65 歳が一般保険者となったことにより、前年度と

比較しまして 31.7％の減額計上でございます。 

 続いて、次のページをお開きください。４款前期高齢者交付金。１項１目前期高齢者交付金、８

億 546 万 3,000 円。7,062 万円の増でございます。前期高齢者といわれる 65 歳から 74 歳について、

全国平均加入率 12％を上回る保険者に交付される制度でございまして、当町は加入率 42.2％になっ

ております。 

 続きまして、次のページをお開きください。５款道支出金。１項１目高額医療費共同事業負担金、

1,760 万 1,000 円。760 万 1,000 円の増でございます。現年度分高額医療費共同事業負担金について

は、高額医療費の増加によるもので前年比 76％の増額でございます。 
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 ２目特定健康診査等負担金、328 万 5,000 円。61 万 8,000 円の増でございます。これは特定検診

に対する補助でございます。 

 ２項１目北海道国民健康保険調整交付金、9,256 万 8,000 円。281 万 4,000 円の増でございます。

これは医療費の増加によって増額計上いたしました。 

 次、24 ページでございます。連合会支出金。１項１目保健事業推進給付金、1,000 円。これは前

年どおりの計上でございます。 

 次のページをお開きください。７款共同事業交付金。１項１目共同事業交付金、7,040 万 7,000

円。1,795 万 8,000 円の増でございます。高額医療共同事業は、レセプト１件当たり 80 万円を超え

る医療費について市町村国保からの保険料を平準化、財政安定を図るために拠出し、交付金を受け

る事業でございます。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金、２億 9,715 万 2,000 円。842 万円の増でございます。この

事業については、１件 30 万円を超える高額療養費について、ただ今申し上げました共同事業として

同様の目的で拠出されるものでございます。 

 続きまして、次のページをお開きください。８款財産収入は前年どおりの計上でございます。 

 続きまして、30 ページでございます。９款繰入金。１項１目一般会計繰入金、２億 3,581 万 5,000

円。291 万円の減でございます。一般会計繰入金、１億 3,695 万 9,000 円の内訳としまして、出産

一時金 588 万 6,000 円、国保財政安定化支援金 1 億 200 万 8,000 円、事務費負担金 1,099 万 8,000

円、福祉医療波及分に関係するものが 1,808 万 7,000 円でございます。また、保険基盤安定繰入金

軽減分 9,885 万 6,000 円の内訳としては、保険者支援分として 1,933 万 2,000 円、保険税の軽減分

として 7,952 万 4,000 円の計上でございます。 

 次のページをお開きください。10 款繰越金については前年どおりの計上でございます。 

 11 款諸収入についても前年どおりの計上でございますので説明を省略させていただきます。 

 以上、国保会計の説明を終了させていただきます。 

○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 10 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 10 号の議案説明を終わります。 

日程第３、議案第 11 号 平成 22 年度白老町老人保健特別会計予算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 11 号、平成 22 年度白老町老人保健特別会計予算でございます。

歳入歳出それぞれ 19 万 3,000 円の計上で、前年比 506 万 1,000 円の減額でございます。なお、この

老人保健会計は、19 年３月末で老人保健制度が廃止されており、国庫補助金精算のための科目存置

でございます。 

 歳入歳出事項別明細書の説明に関しましては、総額 19 万 3,000 円の計上でございまして、先ほど

言ったとおり精算のための計上でございますので、補助金の精算がほぼないような状況でございま

すので予算の説明のほうは省略させていただきます。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 11 号の議案に関して質疑の
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ございます方はどうぞ。ありませんか。 

 質疑なしと認めます。これをもって議案第 11 号の議案説明を終わります。 

 日程第４、議案第 12 号、平成 22 年度白老町公共下水道事業特別会計予算の議案について、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 12 号、平成 22 年度白老町公共下水道事業特別

会計予算について、ご説明させていただきます。 

 歳入歳出予算の総額。歳入歳出それぞれ 13 億 291 万 5,000 円で、前年予算対比で６億 2,722 万

1,000 円の減となってございます。 

 続きまして、次のページ、第１表、歳入歳出予算。４ページ、第２表、債務負担行為。５ページ、

第３表、地方債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。ま

た、８ページ、歳入歳出予算事項別明細書につきましても記載のとおりでございますので説明を省

略させていただきます。 

 次に 26 ページの歳出からご説明いたします。１款公共下水道事業費。１項１目下水道総務、6,660

万 3,000 円で、前年比で 1,658 万 4,000 円の増でございます。説明欄の・下水道業務一般事務経費

は 6,118 万 1,000 円で、前年比で 1,682 万 4,000 円の増となってございます。４節共済費で、平成

20年３月退職者２名分、前年比で 1,263万 4,000 円の増額となってございます。失礼いたしました。

前年比で 1,263 万 4,575 円の退職手当追加負担金が増となってございます。また、29 ページ、27

節公課費、消費税納付金。前年対比で 271 万 5,000 円の増となってございます。 

 次に、（２）水洗便所普及排水設備促進経費は 542 万 2,000 円で、前年比で 24 万円の減となって

ございます。21 節の水洗化資金貸付金について、前年貸付実績等を踏まえ、貸付基数 10 基分を予

算計上してございます。 

 続きまして、２目下水道維持管理費につきましては、6,353 万 5,000 円で,前年比で 2,021 万 8,000

円の増となってございます。説明欄・管渠維持管理経費は、前年度並みの予算計上となってござい

ます。次に 31 ページ。（２）管渠維持管理事業についてでございますが、これにつきましては白老

鉄北地区で昨年、下水道管の破損による陥没事故が発生していることから、緊急に補修の必要な箇

所の整備を行うため、工事請負費を前年比で 2,102 万円の増額となってございます。 

 続きまして、３目処理場管理経費でございます。処理場管理経費は１億 7,815 万 8,000 円で、前

年比で 967 万 6,000 円の減となってございます。これまでに行った施設整備の結果、汚泥処理量が

年間 280 トン減少となる見込みであり、前年比で汚泥の処分委託料と運搬手数料で 406 万円の減、

電気料が 159 万 1,000 円の減、その他、処理場ポンプ場の補修工事 156 万 1,000 円、修繕費で 400

万 7,000 円の減となってございます。平成 21 年度において整備した機械濃縮設備に必要な薬品代が

増加したことから、施設の運転管理業務委託料が 173 万 9,000 円増加してございます。なお、脱水

汚泥の処分につきましては、町内の産廃中間処理業者より固形燃料化を図り、地元の製紙工場の燃

料とするため、脱水汚泥の処分について依頼がありました。その依頼を受けて、２月に実証試験を

行いまして、その結果、特に問題がないということから、現在まで苫小牧市で処分しておりました

脱水汚泥を新年度より町内で処分を行うことで調整を現在行ってございます。費用につきましては、
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処分運搬費の予算の範囲内で考えてございます。これにつきましては、現在、調整中でございます

のであわせてご報告させていただきたいかと思います。 

 続きまして、32 ページ。２項１目下水道施設費でございます。２億 6,866 万 7,000 円で、前年比

で２億 3,140 万 6,000 円の減でございます。説明欄（１）管渠及び処理場整備費、公共下水道分で

ございますが、２億 4,873 万 1,000 円で、前年比で２億 2,624 万 7,000 円の減でございます。本年

度の事業は、柏洋団地の管渠整備及び合流改善における遮集管流入渠の整備及び合流改善にともな

う水処理施設のくい打ち工事、処理場内の用水井戸ポンプ及び消化ガス貯留設備の実施設計と長寿

命化計画策定にあたり施設の基本調査を実施するための事業を予定してございます。次に 35 ページ

になります。説明欄の（２）管渠整備費、特定環境保全公共下水道分でございます。1,993 万 6,000

円で、前年比 515 万 9,000 円の減でございます。本年度の事業は、昨年に引き続き、ゆうかり団地

の管渠整備でございます。 

 次に、36 ページになります。２款公債費。１項 1 目元金、５億 1,270 万 3,000 円で、前年比で４

億 141 万 6,000 円の減となっております。減額の主な理由は公的資金保証金免除繰上償還が平成 21

年度で完了にともなう減額であります。 

 次に、２目利子につきましては、２億 1,274 万 9,000 円で、前年比で 2,152 万 5,000 円の減でご

ざいます。説明欄（１）長期債利子支払費は２億 897 万円で、前年比で 1,938 万 1,000 円の減で、

減額の主な理由は平成 19 年度から平成 21 年度の公的資金保証金免除繰上償還にかかる低金利への

借換債実施による減でございます。これまでの借換債による 22 年度分の効果額は約 4,961 万 9,000

円でございます。次に、（２）一時借入金利子支払費でございます。377 万 9,000 円で、前年比で 214

万 4,000 円の減で、事業費及び公債費の減により借入見込額の減少によるものでございます。 

 次に、38 ページ、３款１項１目予備費、50 万円。これにつきましては、前年度と同額を計上して

ございます。 

 それでは、12 ページにお戻りください。歳入をご説明いたします。１款１項１目都市計画下水道

事業受益者負担金は、1,991 万 4,000 で、前年比で 961 万 4,000 円減でございます。これにつきま

しては供用区域賦課面積の減少によるものであります。滞納繰越分は、前年度比で 17 万 9,000 円の

増となってございます。 

 続きまして、14 ページになりますが、２款使用料及び手数料。１項１目下水道使用料でございま

す。３億 3,600 万 6,000 円で、前年比で 2,127 万 5,000 円の減でございます。減となる主な理由は、

大口事業者の撤退や人口の減少、節水による減でございます。このうち、ヴィラ・スピカ、わらべ

や、エフビーエスなどの事業所撤退による影響は 1,325 万 6,000 円の減となってございます。滞納

繰越分は前年比で 23 万 5,000 円の減となってございます。 

 次に、２目生し尿処理施設使用料でございます。421 万 7,000 円で、前年比で 20 万 5,000 円の増

でございます。前年実績見込みをもとに算定してございます。 

 次に、３目下水道施設使用料は４万 5,000 円で、前年度比で 2,000 円の増でございます。自動販

売機設置施設使用料の前年度実績見込みをもとに計上してございます。 

 次に、２項１目下水道手数料でございます。14 万 6,000 円で、前年と同額を計上しておりますが、
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前年度実績見込みをもとに計上してございます。 

 続きまして、16 ページになります。３款国庫支出金。１項１目都市計画事業補助金でございます。

１億 2,580 万円で、前年比で１億 2,060 万円の減となります。歳出の事業費に見合った計上として

ございます。なお、補助事業につきましては、22 年度より補助事業の廃止が決定されてございます。

今後は社会資本整備交付金となりますが、制度の詳細がまだ明らかになってございません。明らか

になりましたら、予算の組みかえを行いたいと考えてございます。また、交付金事業の変更にとも

なって 22 年度予算への影響はほぼないものと考えてございます。 

 続きまして、18 ページになります。４款繰入金。１項１目般会計繰入金、４億 9,862 万 1,000 円

で、前年比で 91 万 1,000 円の増となります。説明欄、下水道整備費充当分から公債費利子分までの

繰り出し分の繰り入れで、管渠維持管理事業臨時分、老朽管の更新にともなう増額と 91 万 1,000

円の増になってございます。一番最後の行、公債費管理償還金につきましては、赤字解消の 5,000

万円分でございます。 

 次に 20 ページにでございます。５款諸収入。１項１目延滞金、２項１目町預金利子につきまして

は、昨年度と同額で計上してございます。 

 ３項１目貸付金元金収入、515 万 5,000 円で、前年比で 250 万円の減でございますが、前年度実

績を踏まえ計上してございます。 

 ２目釣銭資金貸付金元金収入は、前年比で 5,000 円の増額を計上してございます。 

 次に、22 ページの６款町債。１項１目下水道債は３億 1,300 万円で、前年比で４億 7,600 万円の

減額でございます。減額理由につきましては、繰上償還の終了にともない高金利借換債予算の計上

がなくなったためでございます。下から２つ目の資本費平準化債につきましては、前年度より 4,750

万円の増額の１億 5,340 万円ですが、予算編成の段階では 3,070 万円を歳出歳入の予算の調整のた

めに留保してございます。これにつきましては、累積赤字解消分となる単年度黒字見込額にもなる

ものでございます。 

 続きまして、42 ページからの給与費明細書、50 ページ地方債現在高見込調書、52 ページ債務負

担行為に関する調書は記載のとおりでございますので説明を省略させていただきます。以上で説明

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 12 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。 

 質疑なしと認めます。これをもって、議案第 12 号の議案説明を終わります。 

日程第５、議案第 13 号 平成 22 年度白老町学校給食特別会計予算の議案について、説明をお願

いいたします。本間教育課長。 

○学校教育課長（本間勝治君） それでは、議案第 13 号でございます。平成 22 年度白老町学校給

食特別会計予算について、ご説明申し上げます。 

 第１条でございますが、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8,450 万 6,000 円としてご提

案するものでございます。 

 次に２ページ、第１表、歳入歳出予算及び６ページ、歳入歳出予算事項別明細書総括につきまし
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ては、説明を省略させていただきます。 

 18 ページをお開きいただきたいと思います。歳出からご説明申し上げます。１款給食費。１項１

目給食材料購入費は、8,450 万 6,000 円で、前年度比 275 万円、3.2％の減でございます。これは児

童生徒数の減によるものでございます。各献立及び供給日数は例年同様の内容で計上しております。

主食等材料購入費は、米飯、パン、牛乳、デザートの購入経費でございます。また、温食等材料購

入委託料は、温食等の材料購入費でございます。以上、歳出の内容でございます。 

 次に、10 ページにお戻りいただきまして歳入をご説明いたします。10 ページでございます。１款

諸収入。１項１目学校給食費収入は、8,450 万 2,000 円で、前年度比 349 万 2,000 円、4.3％の増で

ございます。内容でございますが、昨年ご説明していますとおり、食材の高騰などによる給食費の

改定を２カ年で実施することとして、２カ年目の今年度は約 8.9%の改定を実施することによる増と、

児童生徒数の減によるものなどでございます。また、収納率につきましては、例年同様に減年度分

98％、滞納繰越分 20％を見込んでございます。 

 ２項１目預金利子、３項１目消費税還付金及び４項１目雑入は科目存置のため、それぞれ 1,000

を計上させていただきました。 

 次に、12 ページでございます。２款繰越金。１項１目繰越金は前年度繰越金 1,000 円を計上させ

ていただきました。 

 次に、14 ページでございます。一般会計繰入金でありますが、先ほどもご説明したとおり、給食

費の改定につきまして、２カ年で実施することとして、前年度は保護者負担に配慮し約半分の改定

として、残る改定相当分を単年度に限って一般会計から繰り入れしておりましたが、今年度、２カ

年目の改定を行うことによりまして、繰り入れをしないことから廃目とするものであります。以上、

簡単ですが学校給食特別会計予算の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 13 号の議案に関しての質

疑を許します。質疑の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 13 号の議案説明を終わります。 

 日程第６、議案第 14 号 平成 22 年度白老町工業団地造成事業特別会計予算の議案について、説

明をお願いいたします。岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 議案第 14 号、平成 22 年度白老町工業団地造成事業特別会計予算

について、ご説明いたします。第１条、歳入歳出予算の総額でございますが、歳入歳出それぞれ 337

万 8,000 円を計上してございます。前年比、1,000 円の増でございます。第２条の一時借入金につ

きましては、記載のとおりでございます。 

 次のページでございますが、歳入歳出予算、第１表でございますが、記載のとおりでございます

ので説明を省略いたします。 

 それでは、歳入歳出予算事項別明細書、歳出からご説明をいたします。18 ページをお開きくださ

い。１款工業団地造成費。１項１目工業団地造成費、332 万 3,000 円、前年度比 8,000 円、0.24％

の増となってございます。22 年度の工業団地造成事業特別会計につきましては、工業団地の維持管

理が主なものでございまして、石山工業団地及び石山特別工業地区内の環境整備、調査委託等を予
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算計上してございます。説明欄の 13 節、委託料につきましては、団地内草刈業務、樹木等の維持に

かかわる業務委託、地中ガス分析に係る調査業務、さらに分譲の際の測量業務委託に係る経費とし

まして 180 万 8,000 円、前年度比 25 万 2,000 円、16.2％の増となってございます。15 節工事請負

費につきましては、取付道路縁石切下げ分譲用地の環境整備緑化工事にかかる経費、151 万 5,000

円、前年度比 14 万 4,000 円、8.6％の減でございます。 

 続きまして、20 ページをお開きください。２款公債費。１項１目利子、5,000 円でございます。

21 ページの説明欄に書いてあるとおり、長期債等の利子支払い５万円で、本会計の運営をするため

の一時借入金に対します利子償還を計上してございます。 

 続きまして、22 ページをお開きください。３款予備費。１項１目予備費は前年度と同額の 5,000

円を計上いたしました。 

 それでは、戻りまして 10 ページのほうをお開きください。歳入のほうのご説明でございます。１

款財産収入。１項１目不動産売払収入 280 万 3,000 円と、２項１目財産貸付収入 57 万 2,000 円は歳

出でご説明いたしました財源をそれぞれ不動産売払収入と財産貸付収入で計上し、歳出見合いの計

上となってございます。財産貸付収入につきましては、前年度実績に基づきまして今年度の使用見

込みを聞き取りまして計上してございます。 

 次に、12 ページをお開きください。２款繰越金。１項１目繰越金は 1,000 円でございます。  

 14 ページをお開きください。３款諸収入。１項１目町預金利子及び２項１目雑入は科目存置のた

め、それぞれ 1,000 円を計上いたしました。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 14 号の議案に関しての質疑

を許します。ございませんか。 

 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。 

 暫時、休憩をいたします。 

休  憩   午前 １１時５８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。 

 日程第７、議案第 15 号、平成 22 年度白老町臨海部土地造成事業特別会計予算の議案について、

説明をお願いいたします。岩崎港湾室長。 

○水産港湾室長（岩崎勉君） それでは、議案第 15 号の臨海部土地造成事業の予算について、ご説

明いたします。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,592 万 7,000 円でございます。前年度から比べます

と 115 万円の減額となっております。 

 ５ページの歳入歳出予算事項別明細書より説明いたします。６ページの総括でありますが、記載

のとおりでございますので説明は省略させていただきます。 

 17 ページの歳出のほうからご説明いたします。18 ページへお進み願います。１款臨海部土地造成

費。１項１目臨海部土地造成費、117 万 4,000 円の計上でございます。6,000 円の減額となっており
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ます。内訳としましては、説明欄に記載のとおり、旅費、需用費、委託料を計上しております。 

 20 ページへお進み願います。２款公債費。１項１目元金、5,797 万 4,000 円の計上でございます。

昨年と同額の計上でございます。 

 ２目利子、677 万 9,000 円の計上でございます。114 万 4,000 円の減額となっております。 

 24 ページの地方債現在高見込額調書でございますが、記載のとおりでございますので説明を省略

いたします。 

 歳入の説明をいたします。９ページへお戻り願います。10 ページへお進み願います。１款使用料

及び手数料。１項１目港湾使用料、12 万 2,000 円を計上しております。１万 7,000 円の減額となっ

ております。これは、港湾施設用地占用料でありまして、漁船の修理施設用地として貸し付けして

いる部分でございます。 

 12 ページへお進み願います。２款財産収入。１項１目財産貸付収入、1,158 万 5,000 円を計上し

ております。工事の作業ヤードとして貸し付けしている部分でありまして、貸付面積が減少するこ

とが予想されますので 725 万 2,000 円の減額をしております。 

 ２項１目不動産売払収入、5,421 万 8,000 円の計上でございます。611 万 9,000 円の増額になって

おります。これにつきましては、例年どおり歳入見合いを計上させていただいております。 

 14 ページへお進み願います。３款諸収入。１項１目町預金利子、2,000 円の計上でございます。

以上、簡単でありますが説明を終了させていただきます。 

○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 15 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どうぞ。ありませんか。 

○議長（堀部登志雄君）  質疑なしと認めます。これを持って議案第 15 号の議案説明を終わりま

す。 

 日程第８、議案第16号 平成22年度白老町港湾機能施設整備事業特別会計予算の議案について、

説明をお願いいたします。岩崎港湾室長。 

○水産港湾室長（岩崎勉君） 議案 16 号であります。港湾機能施設整備事業の予算について、ご説

明いたします。 

 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,196 万 6,000 円でございます。前年度から比べます

と 36 万 5,000 円の減額となっております。 

 ５ページの歳入歳出予算事項別明細書によりご説明いたします。６ページの総括につきましては

記載のとおりでございますので説明は省略いたします。 

 21 ページの歳出のほうへお進み願います。22 ページへお進み願います。１款港湾機能施設運営費。

１項１目港湾機能施設運営費、224 万 5,000 円の計上であります。87 万 1,000 円の減額となってお

ります。公共上屋の運営経費でございます。内容は説明欄の記載のとおりでございます。需用費、

役務費、委託料、使用料及び賃借料につきましては、ほぼ前年度並みでございます。公課費の消費

税につきましては、昨年度から簡易課税の納付制度に変更しております。そのため９月に払い込む

21 年度の消費税については、還付が予定されております。そして、来年度３月の中間払いについて

は、生じないということが予想されますので、今回につきましては、公課費については計上してお
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りません。 

 24 ページへお進み願います。２款公債費。１項１目元金、4,118 万円の計上でございます。66 万

7,000 円の増額となっております。 

 ２目利子、853 万 1,000 円の計上でございます。16 万 1,000 円の減額となってございます。 

 26 ページへお進み願います。３款予備費。１項１目予備費、１万円の計上でございます。昨年と

同様の計上となっております。 

 30 ページの地方債現在高見込額調書につきましては、記載のとおりでございますので説明は省略

いたします。 

 歳入の説明をいたします。９ページへお戻り願います。10 ページへお進みください。１款使用料

及び手数料。１項１目港湾使用料、1,999 万 8,000 円でございます。昨年と同額を計上しておりま

す。公共上屋の使用料を計上しております。これにつきましては、建物の全面積を１年間 365 日、

全日貸し付けした金額を計上しております。 

 12 ページへお進み願います。２款財産収入。１項１目財産貸付収入、69 万 1,000 円の計上でござ

います。用地の貸付収入でございます。貸付面積が減少することが予想されるため、28 万円の減額

となっております。 

 14 ページへお進み願います。３款繰入金。１項１目他会計繰入金、950 万円の計上でございます。

これにつきましては、赤字救済等の一環として繰り入れしていただいているものでございます。 

 16 ページへお進み願います。４款諸収入。１項１目町預金利子、1,000 円の計上でございます。 

 ２項１目消費税還付金、17 万 6,000 円の計上でございます。これが先ほどいいました、21 年度分

の消費税の還付金でございます。 

 18 ページへお進み願います。５款１項１目港湾整備事業債、2,160 万円を計上しております。こ

れにつきましては、昨年度から赤字対策として導入していただいている資本費平準化債でございま

す。以上、簡単でありますが、説明を終了いたします。 

○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 16 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。 

○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 16 号の議案説明を終わりま

す。 

 日程第９、議案第 17 号 平成 22 年度白老町墓園造成事業特別会計予算の議案について、説明を

お願いいたします。竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） それでは、議案第 17 号、平成 22 年度白老町墓園造成事業特別会

計予算の説明でございます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 148 万 1,000 円と定める予算でございます。 

 ２ページの第１表、歳入歳出予算と６ページの歳入歳出予算事項別明細書の総括につきましては、

記載のとおりでありますので説明を省略させていただきます。 

 歳出からご説明いたします。20 ページをご覧ください。１款墓地区画費。１項１目墓地区画費。

需用費の消耗品費、2,000 円でございます。 
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 次に、22 ページをお開きください。２款基金積立金。１項基金積立金。１目墓園造成事業基金積

立金、147 万 9,000 円であります。次期墓園造成事業に対する積立金となります。22 年度で次期造

成計画の方向性を定めていきたいと考えております。 

 次に、24 ページ。公債費につきましては、平成 21 年度で償還を終えたことから予算科目の廃止

となるものでございます。また、26 ページ、予備費につきましても同じでございます。 

 戻りまして、歳入について、ご説明いたします。10 ページをご覧ください。１款使用料及び手数

料。１項１目墓園使用料、89 万 1,000 円。56 万 7,000 円の減でございます。６平米４区画、９平米

１区画分の使用許可を見込んだものでございます。 

 次に、12 ページをご覧ください。２款財産収入。１項１目利子及び配当金。基金積み立てによる

利子、1,000 円でございます。 

 次に、14 ページをご覧ください。３款繰越金です。前年度繰越金、58 万 8,000 円であります。 

 次に、16 ページをご覧ください。４款諸収入。１項１目町預金利子でございます。1,000 円であ

ります。前年度と同額であります。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 17 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ありませんか。 

 質疑なしと認めます。これをもって、議案第 17 号の議案説明を終わります。 

日程第 10、議案第 18 号 平成 22 年度白老町介護保険事業特別会計予算の議案について、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 18 号、平成 22 年白老町介護保険事業特別会計予算につ

きまして、ご説明いたします。 

 予算総額は、歳入歳出それぞれ 15 億 4,491 万 5,000 円で、前年比 2,314 万 9,000 円の増加となっ

ております。 

 ２ページの第１表、歳入歳出予算と、６ページの歳入歳出予算事項別明細書につきましては、記

載のとおりでございますので説明を省略させていただきます。 

 それでは、先に歳出から説明させていただきます。30 ページをお開きください。１款総務費。１

項１目一般管理費、642 万 3,000 円でございます。介護保険運営に係る共通管理経費で、前年比 360

万 4,000 円の減少でございます。主な減少分は、介護保険システムの賃借料の減少でございます。 

 ２項１目賦課徴収費、245 万 4,000 円。介護保険料の賦課徴収に係る経費で、前年比 254 万 2,000

円の減額であります。主な減少分といたしましては、介護保険料細分化にともなうシステム改修委

託料の減少分であります。 

 32 ページをお開きください。３項１目介護認定審査会費、396 万 2,000 円。前年比 10 万 2,000

円の減額で、介護認定審査会に係る経費であります。 

 ２目認定調査費、1,174 万 1,000 円で、前年比１万 7,000 円の減額で、介護認定調査に係る経費

であります。 

 34 ページをお開きください。４項１目趣旨普及費、５万 4,000 円の計上で、前年比 2,000 円の増



 26 

額で、介護保険制度普及に係る経費でございます。 

 ５項１目計画策定費、３万 6,000 円の計上で、介護保険事業計画推進会議経費で前年同額の計上

でございます。 

 36 ページをお開きください。２款保険給付費全体につきましては、介護サービス利用者の居宅分

28 人、施設分 232 人、計 760 人分で、第４期介護保険事業計画に基づき計上しております。前年比

2,636 万 2,000 円の増となっております。 

 次から説明いたします、２款全体の財源区分の負担率につきましては、歳入のほうでご説明いた

します。それでは、説明をさせていただきます。２款保険給付費。１項１目介護給付費、11 億 9,775

万 9,000 円。前年比 1,622 万 8,000 円の増額で要介護１から要介護５までの介護サービスの給付費

でございます。 

 ２目介護予防給付費、１億 3,403 万 1,000 円の計上で、前年比 360 万 7,000 円の増額で要支援１

と２の介護予防給付費でございます。 

 ３目審査支払手数料、135 万円の計上で、８万 2,000 円の増額でございます。 

 ２項１目高額介護サービス費、3,377 万 8,000 円の計上で、前年比 222 万円の増額でございます。 

 38 ページをお開きください。３項１目特定入所者介護サービス費、9,640 万 1,000 円の計上で、

前年比 16 万 8,000 円の増額でございます。介護保険３施設の入所者の方と短期入所利用者で低所得

段階の方に対する食費及び居住費の補足給付に係る経費でございます。 

 ２目特例特定入所者介護サービス費、１万円の計上で、前年度と同額でございます。 

 ３目特定入所者支援サービス費、17 万 4,000 円で、前年比 7,000 円の増額で、要支援認定者で低

所得段階の方に対する短期入所の食費及び居住費の補足給付費用でございます。 

 38 ページの４目特例特定入所者支援サービス費、１万円の計上で、これは前年同額でございます。 

 40 ページ、４項１目高額医療合算介護サービス費、405 万円で、医療費と介護サービス費の一部

負担金の合計額が上限額を超えた分を給付する費用でございます。 

 42 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、551

万 9,000 円で、前年比 216 万円の増額でございます。特定高齢者把握事業、通所型及び訪問型介護

予防事業にともなう経費であります。 

 ２目介護予防一般高齢者施策事業費、１,230 万 6,000 円。前年比 42 万 9,000 円の減額でござい

ます。高齢者健康づくり事業経費で、介護予防活動の育成支援、知識の普及、啓発などの経費でご

ざいます。 

 44 ページをお開きください。２項１目総合相談事業費、1,728 万 8,000 円で、前年比 32 万 4,000

円の減額でございます。地域包括支援センターの総合相談事業や地域型在宅介護支援センターの業

務委託経費でございます。 

 46 ページをお開きください。２目権利擁護事業、12 万 3,000 円で、前年比３万 8,000 円の減額で

ございます。講演会開催経費及びパンフレット購入費用でございます。 

 ３目任意事業費、1,699 万 6,000 円で、168 万 4,000 円の増額であります。地域自立生活支援事業

経費で、高齢者世話付住宅生活援助員等派遣、配食サービス事業委託などにともなう経費でござい
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ます。 

 50 ページをお開きください。４款基金積立金。１項１目介護給付費事業基金積立金と２目介護従

事者処遇改善特例基金積立金は科目存置でございます。 

 52 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、44 万 3,000

円の計上で、過年度分介護保険料の還付金であります。 

 ２目償還金につきましては科目存置でございます。 

 54 ページをお開きください。６款予備費。１項１目予備費、4,000 円の計上であります。 

 次に、58 ページ以降の給与費明細書、債務負担行為に関する調書につきましては、記載のとおり

でありますので説明を省略させていただきます。 

 続きまして、歳入の説明に入らせていただきます。10 ページにお戻りください。１款介護保険料。

１項１目第１号被保険者介護保険料、２億 6,554 万 5,000 円で、前年比 682 万 7,000 円の増額でご

ざいます。第４期介護保険事業計画に基づき、第１号被保険者数を 6,657 人、収納率 98％を見込ん

でおります。 

 12 ページをお開きください。２款分担金及び負担金。１項１目地域支援事業負担金、825 万 1,000

円で、前年比 116 万 7,000 円の増額でございます。配食サービス利用者の負担金と特定高齢者の介

護予防事業負担金でございます。 

 14 ページをお開きください。３款国庫支出金。1 項１目介護給付費負担金、２億 5,114 万 9,000

円で、526 万 4,000 円の増額でございます。介護保険給付費における国の負担割合につきましては、

施設分が 15％、その他分が 20％となっております。 

 ２項１目調整交付金、9,201 万 7,000 円。165 万 3,000 円の増額でございます。国における負担割

合につきましては５％が基本でありますが、後期高齢者の状況や所得状況によって変更になりまし

て、22 年度に起きましては 6.27％を見込んでおります。 

 ２目地域支援事業交付金、介護予防事業分、439 万 1,000 円。38 万 9,000 円の増額でございます。

介護予防における国の負担割合は 25％となっております。 

 ３目地域支援事業交付金、包括的支援事業・任意事業分、1,056 万 9,000 円。13 万 3,000 円の増

額でございます。国の負担割合につきましては 40％であります。 

 16 ページをお開きください。４款道支出金。１項１目介護給付費負担金、２億 2,581 万円の計上

で、330 万 4,000 円の増額でございます。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％となっております。 

 ２項１目交付金及び２目の貸付金つきましては、科目存置でございます。 

 ３項１目地域支援事業交付金、介護予防事業分、219 万 6,000 円。19 万 5,000 円の増額でござい

ます。負担割合は 12.5％でございます。 

 ２目地域支援事業交付金、包括的支援事業・任意事業分、528 万 5,000 円で６万 7,000 円の増額

でございます。負担割合は 20％であります。 

 18ページをお開きください。５款支払基金交付金。１項１目介護給付費交付金、４億4,026万9,000

円で、前年比 790 万 8,000 円の増額でございます。 
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 ２目地域支援事業支援交付金、526 万 9,000 円、46 万 7,000 円の増額でございます。介護給付費

及び地域支援事業におけます支払基金の負担割合は 30％となっております。 

 20 ページをお開きください。６款財産収入。１項１目利子及び配当金は科目存置でございます。 

 次のページ、22 ページ。７款繰入金。１項１目介護給付費繰入金、１億 8,344 万 6,000 円で、前

年比 329 万 5,000 円の増額で、町の負担割合は 12.5％であります。 

 ２目地域支援事業繰入金、介護予防分は、219 万 5,000 円で 19 万 4,000 円の増額であります。負

担割合は 12.5％であります。 

 ３目地域支援事業繰入金、包括的支援事業・任意事業分、528 万 5,000 円で６万 7,000 円の増額

であります。負担割合は 20％となっております。 

 ４目その他一般会計繰入金、2,408 万 7,000 円で 680 万 1,000 円の減額でございます。これにつ

きましては、歳出でご説明したとおりでございます。 

 ２項１目介護保険基金繰入金、1,487 万 3,000 円、200 万 2,000 円の増額であります。これにつき

ましては、介護保険料の上昇を抑えるため繰り入れるものであります。 

 ２目介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金、423 万 9,000 円で、296 万 8,000 円の減額でござい

ます。介護報酬改定による介護保険料の上昇を抑えるためのものと、事務費分の繰り入れでござい

ます。 

 24 ページをお開きください。８款繰越金。１項１目繰越金につきましては、科目存置でございま

す。 

 次のページ、９款諸収入。１項１目第１号被保険者延滞金から３項２目返納金までは、いずれも

科目存置でございます。 

 ３目雑入３万円の計上で、臨時職員雇用保険料の個人負担分でございます。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 18 号の議案に関して質疑の

ございます方はどうぞ。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 18 号の議案説明を終わります。 

○議長（堀部登志雄君） 日程第 11、議案第 19 号、平成 22 年度白老町立特別養護老人ホーム事業

特別会計予算の議案について、説明をお願いいたします。西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西幹雄君） それでは、議案第 19 号、平成 22 年度白老町立特別養護老人ホーム

事業特別会計予算について、ご説明申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額はそれぞれ 5,147 万 9,000 円であり、前年度比 2,525 万 8,000 円の増となっ

てございます。 

 続きまして、２ページの第１表、歳入歳出予算と６ページの事項別明細書の総括については、記

載のとおりでございますので省略させていただきます。 

 それでは、歳入歳出予算の歳出からご説明申し上げます。まず、22 ページをお開きください。１

款総務費、１項施設管理費、１目一般管理費、14 万 7,000 円で、前年度比 4,000 円の減であります。

これにつきましては、特養施設と物置等の火災保険料でございます。 
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 続きまして、24 ページをお開きください。２款１項基金積立金、１目特別養護老人ホーム事業基

金積立金、22 万 8,000 円で、前年度と比較して 1,185 万 8,000 円の減でございます。これにつきま

しては、平成 22 年度から本格的な元金償還が始まったことにより、積立金が少なくなったものでご

ざいます。 

 続きまして、26 ページをお開きください。３款１項公債費、１目元金、3,801 万 1,000 円で、前

年度比 3,731 万 2,000 円の増となっております。これは、先ほど申し上げたとおり、元金償還が始

まることによるものでございます。 

 ２目利子、1,309 万 3,000 円で、前年度比 19 万 2,000 円の減であります。これも長期債の利子償

還金でございます。 

 続きまして、歳入を説明させていただきます。10 ページにお戻りください。１款使用料及び手数

料、１項使用料、１目老人ホーム施設使用料、1,000 円でございます。これは昨年と同額でござい

ます。 

 続きまして、12 ページ。２款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、３万円で、前

年度比２万 9,000 円の増であり、これは積立金でございます。 

 ２項財産貸付収入、１目土地建物貸付収入、１万円につきましては、昨年と同額でございます。 

 続きまして、14 ページをお開きください。３款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、

2,314 万 7,000 円で、前年度比 2,295 万 1,000 円の増でございます。これは長期債の元金償還にと

もなう一般会計からの繰り入れでございます。 

 続きまして、16 ページ。４款１項１目繰越金、1,000 円は昨年と同額でございます。 

 続きまして、18 ページをお開きください。５款諸収入、１項雑入、１目雑入、2,829 万円の計上

でございまして、前年度比 22 万 7,000 円の増でございます。これにつきましては、特養施設の入所

者のホテルコスト分でございまして、特養の入所者 52 人分とショートステイの８人分を見込んでご

ざいます。以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

○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 19 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 19 号の議案説明を終わります。 

○議長（堀部登志雄君） 日程第 12、議案第 20 号 平成 22 年度白老町後期高齢者医療事業特別会

計予算の議案について、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 20 号でございます。平成 22 年度白老町後期高齢者医療事業特

別会計予算でございます。歳入歳出それぞれ２億 6,579 万 9,000 円の計上でございます。前年度比

1,632 万円の増でございます。 

 続いて、２ページの第１表、歳入歳出予算と６ページの歳入歳出予算事項別明細書総括表につい

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。 

 続いて、歳出の 22 ページをお開きください。１款総務費。１項１目一般管理費、20 万 3,000 円、

53 万 3,000 円の減でございます。53 万 3,000 円の削減分は、昨年度臨時職員を計上しました、その

分が削減になっております。以下は同額となっております。 
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 ２項１目徴収費、480 万 1,000 円,160 万 7,000 円の減でございます。この減額部分も臨時職員の

経費を削減しております。 

 次の 24 ページをお開きください。２款分担金及び負担金。１項１目広域連合分賦金、２億 6,034

万 5,000 円、1,826 万円の増でございます。負担金の内訳といたしまして、後期高齢者医療保険料

負担金は被保険者から徴収した保険料でございます。１億 9,514 万 1,000 円、前年比 1,160 万 1,000

円、6.3％の増でございます。後期高齢者医療保険基盤安定負担金は、保険料の軽減措置に対する財

政支援でございます。5,830 万 4,000 円、前年度比 702 万 4,000 円、13.7％の増でございます。次

に、後期高齢者医療事務費負担金は、北海道後期高齢者医療広域連合会の運営経費で均等割、高齢

者人口割、市町村割の負担で 690 万円を納付するものでございます。 

 次に、26 ページをお開きください。３款諸支出金。１項１目保険料還付金、35 万円。20 万円の

増額でございます。これは保険税の還付が発生した場合の還付料でございます。 

 次に、28 ページをお開きください。４款予備費。１項１目予備費、10 万円。前年同額の計上でご

ざいます。 

 続いて、10 ページの歳入をお開きください。１款後期高齢者医療保険料。１項１目後期高齢者医

療保険料、１億 9,464 万円。1,160 万 1,000 円の増額でございます。現年度分特別徴収保険料、１

億 3,717 万 7,000 円、現年分普通徴収保険料、5,679 万 5,000 円。収納率は 98％を計上しておりま

す。それから、滞納繰越分普通徴収保険料、66 万 8,000 円でございます。滞繰の分は 40％を計上し

ております。後期高齢者の医療保険料は、２年に１度改正される制度でございまして、今年度が改

正年でございまして、去る２月 19 日の北海道広域連合議会で議決されております。改正された税率

は、均等割が４万 3,143 円から４万 4,192 円、1,049 円の増でございます。所得割が 9.63％から

10.28％、0.65 ポイントの値上げでございます。以下の低所得者に対する軽減措置は前年同様の軽

減措置が継続されております。 

 次に 12 ページでございます。２款繰入金。１項１目一般会計繰入金、7,030 万 2,000 円。550 万

9,000 円の増でございます。事務費繰入金、1,199 万 8,000 円の内訳は、後期高齢者医療運営にとも

なうものが 19 万 7,000 円、前年比 47 万 5,000 円の減。それから、賦課徴収事務経費は 480 万 1,000

円。前年比 67 万 5,000 円の減でございます。それから、後期高齢者医療広域連合運営費として 690

万円。これは 36 万 5,000 円の減でございます。予備費は 10 万円。これは増減なしとなっておりま

す。保険基盤安定繰入金、5,830 万 4,000 円は保険料軽減に対する負担分でございまして、これは

道補助が４分の３、町負担が４分の１ございます。これは、前年比 702 万 4,000 円の増となってお

ります。 

 次、14 ページをお開きください。３款繰越金。１項１目繰越金、50 万 1,000 円。これは前年と同

額の計上でございます。 

 次、16 ページをお開きください。４款諸収入は記載のとおりで、前年同額。一部増額ございます

が、同様の計上でございます。 

 18 ページをお開きください。18 ページの広域連合支出金については、廃款処理でございます。以

上、説明を終了させていただきます。 



 31 

○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 20 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。３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君）  ３番、西田でございます。今、11 ページのところで現年度分の特別徴収

保険料、今年度２月に改正されたということで、バーっと今、数字言いましたけれども、できまし

たら、実際にどういうふうに変わったかというような、そういうものがもし、ありましたら、一覧

表みたいなもので配っていただければありがたいのですけども、その辺までまだ整理できていない

のでしょうか。もし、できましたら、早いうちに教えていただけるとありがたいなと思ったのです

けども。 

○議長（堀部登志雄君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 資料はございますので、議会終了前までに、今、持ってまいりまして

配布させていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 全員に配るようによろしくお願いします。そのほか、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 20 号の議案説明を終わります。 

 日程第 13、議案第 21 号 平成 22 年度白老町立介護老人保健施設事業特別会計予算の議案につい

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) 議案第 21 号、町立介護老人保健施設事業特別会計の予算でございます。

歳入歳出の予算総額は、歳入歳出それぞれ１億 732 万 7,000 円となってございます。全体としまし

ては、昨年度予算から比較しますと 1,900 万円の増となってございます。予算の内容について、順

次ご説明いたしますが、平成 22 年度につきましては、平均の在所者数、入所者数を 26 名、平均の

介護度 3.0 として設定をしてございます。職員につきましては、看護師５名、介護スタッフ７名を

常時配置するとともに医師１名、理学療法士１名を兼務で配置をすることとして予算立てをしてご

ざいます。 

 ２ページ、３ページ目の第１表、歳入歳出予算補正は、記載のとおりでありますので省略をさせ

ていただきます。 

 同じく５ページから７ページの歳入歳出予算事項別明細書につきましても記載のとおりでござい

ます。 

 20 ページの歳出のほうからご説明をさせていただきます。20 ページをお開きください。平成 22

年度は、きたこぶしの２年目の年にございますが、昨年と比較しまして変わったもの、大きく変わ

ったもの、あるいは新たに新設されたものを中心に内容についてご説明をさせていただきたいと思

います。一般管理事務経費でございますが、9,020 万 4,000 円を計上してございます。この内、給

料 1,862 万 9,000 円につきましては、昨年度 2,280 万 2,000 円でございますので 417 万 3,000 円の

減となっております。この要因は、介護職１名が退職しておりまして、その分臨職に変わっており

ますので正職員が６名から５名に変わったと、このような内容になってございます。 

 同じく７節の賃金。これにつきましては、1,693 万 8,000 円を計上しております。昨年度は 1,420

万 4,000 円でございます。これにつきましては、介護職１名を臨時のヘルパー、介護スタッフに変

更してございます。６名から７名に増員になった分の変更でございます。 
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 それと、11 節需用費ですが、この中で修繕料を今年度新たに 10 万円を計上してございます。 

 12 節役務費ですが、手数料の中に新たに介護サービス情報の公表手数料、３万 9,000 円を計上し

てございます。この分が新しくふえてございます。 

 委託料でございます。委託料につきましては、給食調理業務等につきましては、ほぼ前年度並み

の計上となっております。それで、新たにＯＡ機器の補修等委託料としまして、カラーコピーの保

守管理、６万 2,000 円を新たに計上させていただいてございます。 

 それと、18 節備品購入費につきましては、昨年度とほぼ同様の計上です。 

 19 節の負担金、補助及び交付金でございますが、次ページ、23 ページをご覧いただきたいのです

が、町立病院の管理共通経費負担金、1,633 万 6,000 円。当初ベースとしましては、昨年当初は 1,630

万 7,000 円ですが、実績が 1,400 万円相当見込んでありますので、総体的には 204 万円ほど今年度

実績から見るとふえているような状況になってございます。なお、内訳につきましては、1,600 万

円の主な内訳でございますが、人件費が 553 万 1,000 円、光熱水費・下水道使用料等が 354 万 5,000

円、清掃業務・廃棄物処理等の委託料につきましては 600 万 7,000 円、その他 82 万 7,000 円でござ

います。実績ベースから見ますと、204 万円ほどふえてございますが、この主な内容につきまして

は、新たに寝具等あるいは職員のユニフォーム等のクリーニング手数料が、着衣のほうが69万6,000

円、寝具につきまして 62 万 8,000 円の合わせて約 130 万円の増額が主な理由となってございます。 

 25 ページになります。施設介護サービス事業費でございますが、前年度は 371 万 9,000 円の計上

でございます。ことしは 955 万 8,000 円の計上となってございます。需用費のうちの消耗品につき

ましては、主に紙おむつを予算計上してございます。これが約 230 万円ほどになっております。そ

れと、食糧費には、入所者用の行事食あるいはおやつ、こういったものも用意するための費用とな

ってございます。修繕料につきましては新たに載せてございますが、これは主に車椅子、車椅子で

生活される方が多いので車椅子の修理を予定してございます。また、賄材料費につきましては、胃

ろうを設置されている方、この方々のための流動食を用意してございます。それと、医薬材料費、

416 万 7,000 円を計上しておりますが、これは入所者の薬剤費になります。各外来等にかかった場

合の薬剤が全部施設持ちとなりますので、その分の薬剤費を計上してございます。 

 役務費につきましては去年どおり、委託料につきましてもほぼ同じように計上してございます。 

 備品につきましては、ポータブルトイレ、これを２基、それと、入所者がちゃんとベッドに休ま

れているかどうか、こういったものを感知するための赤外線センサー、あるいは血中の酸素濃度を

測る測定器具、簡易で測る器具がございますが、こういったものを購入する予定をしております。 

 各費目とも平成 21 年度の当初予算ではなくて、実績に見合いながら予算を計上させていただいて

ございます。 

 27 ページでございます。27 ページにつきましては、一時借入金利子を 2,000 万円ほど借りて用意

するだけの利子を用意してございます。一応、予算立てをしてございます。 

 29 ページでございます。29 ページは予備費でございます。なお、次の 31 ページからの給与明細

書については説明を省略させていただきまして、次に 10 ページの歳入のほうについて説明をさせて

いただきます。 
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 10 ページをお開きください。サービス収入でございます。１款のサービス収入でございますが、

これは施設介護サービス費と自己負担金の収入の２つの要素からなってございます。冒頭にも申し

上げましたとおり、平均 26 名の在所と、平均介護度 3.0 として設定をしてございます。総額で１億

718 万円の収入を見込んでおります。昨日の予算補正の中でもご説明いたしましたが、比較的所得

の段階の低い方が多い傾向にあるため、施設介護サービス費が多くて、自己負担が少ないと、この

ような内容になってございます。 

 13 ページでございます。寄付金につきましては、科目存置でございます。 

 15 ページでございます。諸収入でございますが、１目の介護保険受託収入でございます。介護保

険受託収入の中の主治医意見書作成料でございますが、これにつきましては、入所している途中で

介護保険の認定がえの時期がまいりますので、その際、当院の医師が主治医意見書を書きますので、

その分が主治医意見書の作成料となって、歳入となって戻ってまいります。 

 それと、２項、預金利子、１目、預金利子につきましては、科目存置となってございます。 

 雑入につきましては、６万 3,000 円。雇用保険料本人負担分等を見込んでございます。 

 17 ページになります。17 ページにつきましては、21 年度繰入金、2,061 万 2,000 円をもらってお

りますが、本年度につきましては、一般会計からの繰入金をいただかないようにして、サービス収

入だけで何とかこの会計を運営していきたいと、このように考えてございます。以上、説明を終了

させていただきます。 

○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 21 号の議案について質疑

を許します。特に聞いておく必要のある方は。 

 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 21 号の議案説明を終わります。 

 日程第 14、議案第 22 号 平成 22 年度白老町水道事業会計予算の議案について、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 22 号、平成 22 年度白老町水道事業会計予算に

ついて、ご説明させていただきます。 

 まず、１ページの第２条に記載してございます、業務の予定量についてでございますが、これに

つきましては予算の積算根拠となる主な項目を記載してございます。（１）給水予定戸数は前年度実

績と平成 21 年度中の大口廃止事業者等を勘案して、１カ月当たり 9,630 戸を見込んでございます。

前年比で 170 戸の減となってございます。（２）一日平均給水量、4,991 立方メートルでございます

が、大口廃止事業者の影響等により、前年比で 369 立方メートルの減となってございます。（３）年

間総給水量は、182 万 1,660 立方メートルで、前年対比で 13 万 4,862 立方メートル少ない 6.9％の

減となってございます。（４）主要な建設改良事業としては、排水施設改良事業が前年対比で 181

万 8,000 円減の１億 1,993 万円を計上してございます。 

 続きまして、２ページの予算額でございます。第３条予算についてでございますが、収益的収入

及び支出の予定額でございます。収入の水道事業収益は３億 9,515 万 3,000 円、支出の水道事業費

用は３億 6,837 万 2,000 円であります。差し引き、2,678 万 1,000 円は消費税分も含んだ額ですが、

利益剰余金としては 1,859 万 6,000 円が見込まれ、翌年度以降の資本的収支の不足額に充当される
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ことになります。 

 第４条予算につきましては、資本的収入及び支出の予定額で、資本的収入は１億 5,060 万円、資

本的支出は２億 1,400 万 8,000 円で、財源として不足する額 6,340 万 8,000 円は記載のとおり当該

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金で補てんするものとしてございます。 

 次に、３ページの第５条、債務負担行為と第６条、企業債は、記載のとおりでございます。 

 次に、第７条、一時借入金の限度額については 1,000 万円としてございます。 

 次に、第８条は支出の項と項の間の流用のできる範囲を定めておりますが、消費税納付額の不足

の場合を想定してございます。 

 次に、第９条は、職員給与費を議会の議決を経なければ流用することのできない経費としており、

次の４ページの第 10 条でございます、たな卸資産の購入限度額でございます。 

 次に、５ページ、６ページの事業会計実施計画、続きまして、７ページの資金計画、８ページか

ら 10 ページの給与費明細書、11 ページの予定損益計算書、12 ページから 15 ページまでの予定貸借

対照表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。 

 続きまして、16 ページになります。１、水道事業会計予算事項別明細書、総括の収入、支出につ

きましても記載のとおりとなってございますので説明を省略させていただきます。 

 18 ページをお開きいただきまして、収益的支出からご説明させていただきます。１款水道事業費

用、１項営業費用、１目給与費は 8,844 万円で、前年比で 1,813 万 4,000 円の増となってございま

す。これにつきましては、平成 20 年度３月退職者の退職手当組合追加負担金、2,232 万 9,000 円の

増によるものでございます。そのほかは給与費及び手当の減によるものでございます。 

 次に、２目原水及び浄水費でございます。4,384 万 5,000 円。前年比で 904 万 2,000 円の減でご

ざいます。増減の主な理由につきましては、説明欄（１）の白老浄水場維持管理経費に起きまして

は、前年比で 536 万 9,000 円の増でございます。これにつきましては、自走草刈機等の購入費など

による備品消耗費が 39 万円の増、浄水場維持管理業務委託費の増額などにより、委託料が 58 万

7,000 円の増額、構内の水銀灯非常用発電機ラジエーター道路補修のための修繕費、128 万 7,000

円の増、老朽化した高速凝集沈殿地コーナー排泥弁、薬品注入調整計の更新を行うために工事請負

費 340 万 2,000 円の増額となってございます。 

 続きまして、19 ページ。（２）虎杖浜第１浄水場維持管理経費でございます。椿の沢取水場防水

モルタル補修等の修繕を行うため、前年比で 24 万円の増でございます。 

 （３）虎杖浜第２浄水場維持管理経費についてでございます。これにつきましては、ろ過施設の

砂交換が本年度で終わりまして、工事請負費の計上がなくなったことなどにより 1,454 万 7,000 円

の減となってございます。 

 （４）森野取水場維持管理経費につきましては、沈殿池清掃業務委託の実績等を踏まえ、前年比

で 17 万 1,000 円の減となってございます。 

 次に 20 ページになります。３目配水及び給水費につきましては、3,445 万 7,000 円。前年比で 40

万 3,000 円の増額となってございます。（１）配・給水管の事故復旧に係る経費は、修繕に必要な材

料の在庫調整等により、前年比で 58 万 7,000 円の減となってございます。 
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 次に、（２）検満量水器更新に係る経費につきましては、材料費及び検満工事に係る単価アップ等

により 74 万 2,000 円の増額となってございます。 

 （３）配水管維持管理に係る経費につきましては、材料費の単価アップなどにより 24 万 6,000

円の増額となってございます。 

 続きまして、21 ページになります。４目受託工事費につきましては、867 万 2,000 円で、前年比

で 112 万 1,000 円の増額でございます。受託工事担当職員の人件費の増が主なものでございます。 

 次に、５目総係費につきましては、2,000 万 5,000 円で、前年比で６万 1,000 円の増となってお

ります。説明欄の（１）水道料金調停に係る経費につきましては、検針器の入れかえにより印刷性

本費の増額などにより、前年比で 41 万 9,000 円の増となってございます。 

 続きまして、22 ページになります。（２）水道料金収納に係る経費につきまして、前年度の実績

見合いにより、前年比で 13 万 4,000 円の増額となってございます。 

 （３）上下水道事業運営審議会経費につきましては、前年度と同額を計上してございます。 

 （４）の水道料金及び財務会計の電算処理経費は 578 万 3,000 円で、前年比で 31 万 2,000 円の増

となってございます。平成 21 年度に実施した料金システムの更新にともない、カスタマイズの変更

委託料及び会計システムデータ移行業務の完了にともなう委託料の減と料金システム賃借料の増に

よるものでございます。 

 次に、23 ページになります。（５）水道事業一般経費につきましては 272 万 6,000 円で、前年度

において水道機械設備損害補償の保険の利用がなかったため、前年比で 88 万 5,000 円の減となって

ございます。 

 次に６目減価償却費は１億 45 万 3,000 円で、前年比で 79 万 5,000 円の増額であります。平成 21

年度末で保有する資産に対して減価償却するもので、内訳は説明欄に記載のとおりでございます。 

 次に７目資産減耗費は 1,893 万 9,000 円で、前年比で 485 万 7,000 円の増額でございます。これ

につきましては、30 節の固定資産除却費の配水管と 31 節の浄水器の除却を所定の計算により計上

してございます。 

 続きまして、24 ページになります。２項営業外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費、4,239

万 6,000 円で、前年比で 129 万 8,000 円の減でございます。 

 次に２目消費税は 855 万 7,000 円で、前年比で 36 万 5,000 円の減でございます。 

 繰延勘定償却費については、水源調査の償却が平成 21 年で終了したため、本年度予算計上がござ

いません。 

 続いて、３項特別損失。１目過年度損益修正損は 60 万 8,000 円で、前年比で 24 万円の減でござ

います。過年度の水道料金の不納欠損分を見込んで計上してございます。 

 続きまして、３項１目予備費。前年度と同額の 200 万円を計上してございます。 

 次に、17 ページの戻っていただきたいかと思います。収益的収入でございます。１款水道事業収

益、１項営業収益、１項給水収益でありますが３億 7,835 万 4,000 円で、前年度比で 2,602 万 9,000

円の減であります。これにつきましては、前年度の実績や大口温泉施設の再開を踏まえ試算を行っ

ておりますが、前年度の大口利用事業者の廃止などの影響もあり減額を見込んでございます。 
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 次に、２目受託工事収益は 424 万 2,000 円で、前年比で 83 万 1,000 円の減となります。給水装置

の新設件数等の実績等を踏まえ、減額計上してございます。 

 次に、３目その他の営業収益、21 万 3,000 円。前年度と同額の計上でございます。 

 続きまして、２項営業外収益、１目受取利息及び配当金は 135 万円で、前年比で 13 万 5,000 円の

減でございます。他会計貸付金の利息について減額計上してございます。 

 次に、２目雑収益につきましては下水道料金調停受託収入で、前年度とほぼ同様の計上でござい

ます。 

 次に、３項特別利益、１目過年度損益修正益は過去の年度の損益などを修正する場合に必要なた

め計上しているものでございます。 

 これで、収益的収入支出の説明を終わり、資本的収入及び支出の説明をいたしたいと思います。

26 ページになります。（５）の資本的支出でございます。１款資本的支出、１項建設改良費、１目

配水施設改良費は１億 1,993 万円で、前年比 181 万 8,000 円の減であります。石綿管更新事業につ

きましては、平成 21 年度で完了したことから、引き続き漏水の多い塩化ビニール管の更新事業を計

画的に進めてまいります。平成 22 年度では石山青葉団地、北吉原柏洋団地の更新を予定しており、

事業費規模は前年度とほぼ同額程度を確保してございます。 

 次に、２目有形固定資産購入費、2,040 万 2,000 円。前年比で 457 万 4,000 円の減であります。

量水器の新設、交換等の経費の計上でございます。 

 ２項１目企業債償還金は 7,367 万 6,000 円で、前年比で 210 万 2,000 円の減であります。この償

還額につきましては、所定の積算により計上しているものでございます。 

 続きまして、１ページ前に戻りまして、25 ページになります。（４）資本的収入について、ご説

明いたします。１款資本的収入。１項１目企業債、5,000 万円。前年比 2,000 万円の減であります。

これにつきましては、塩化ビニール管の更新事業の財源となる起債でございます。 

 ２項１目建設改良補助金 60 万円でありますが、これにつきましては公共工事で発生すると思われ

る補償工事分の見込み計上でございます。 

 ３項１目他会計長期貸付金償還金、１億円でございます。これにつきましては、平成 20 年度に一

般会計へ貸し付けた４億円に係る償還分の計上でございます。なお、出資金、国庫補助金につきま

しては、対象事業がないことから予算計上は行ってございません。以上で、水道事業会計の予算説

明を終了させていただきます。 

○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 22 号の議案に関して質疑

を許します。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 22 号の議案説明を終わります。 

 日程第 15、議案第 23 号 平成 22 年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算の議案について、

説明をお願いいいたします。丸山病院事務長。 

○病院事務長(丸山伸也君) 別冊の議案第 23 号、白老町立国民健康保険病院事業会計予算でござい

ます。病院の運営状況につきましては、前年度と大きく変わっているところはございません。常勤

医師４名による外科、内科、小児科、循環器内科及び血管外来、そして、脳神経外科を本年度も開
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設する予定となっております。入院病床数につきましては、許可病少数は 58 床でございますが、50

床の運用をしていく考えでございます。 

 会計予算の第２条でございますが、年間病床数につきましては 58 床、そして、運用を 50 床とい

うことで考えています。入院患者でございますが、延べ１万 5,695 人。ちなみに昨年度は１万 5,330

人を想定してございます。入院単価につきましては、昨年と同じ２万 4,000 円をもって予算立てを

してございます。外来の患者数につきましては、本年度４万 824 人。ちなみに昨年度は３万 8,720

人。外来の単価につきましては、昨年 8,200 円を今年度は 7,100 円で計上してございます。なお、

一日の平均患者数につきましては、入院につきましては 43 人、昨年は 42 人。外来につきましては

168 人、昨年につきましては 160 人を想定してこの予算を組んでございます。 

 第３条でございますが、病院事業収益につきましては、９億 8,853 万円を予定してございます。

同じく病院事業としましては、９億 953 万 5,000 円を予定してございます。 

 次ページをお開きください。第４条の資本的収入でございます。資本的収入につきましては、1,827

万 7,000 円を予定してございます。同じく資本的支出につきましては 9,327 万 7,000 円を予定して

ございます。 

 債務負担行為につきましては、本年度、電動診察台、内科外来等におきまして、ベッド上下ある

いは背もたれが起きる、こういった形の電動診察台を３台入れる予定をしてございます。 

 一時借入金については、昨年度と同様６億円といたします。 

 それと、第７条の議会の議決を経なければ流量することのできない経費につきましては、本年度

は給与費５億 1,338 万 1,000 円と交際費 52 万 3,000 円を予定してございます。 

 それと、第８条の他会計からの補助金でございますが、本年度は一般会計から２億 251 万 8,000

円を予定してございます。 

 第９条のたな卸資産につきましては、9,896 万 8,000 円を予定してございます。 

 それでは、昨年度と大きく違う点あるいは新たに設けられた項目などを中心にご説明をさせてい

ただきたいと思います。まず、４ページ、５ページにつきましては、平成 22 年度の病院事業実施計

画書であります。６ページにつきましては、同じく資金計画書。７ページから 11 ページまでは、給

与費の明細書。12 ページは債務負担行為に関する調書。13 ページは 21 年度の予定損益計算書。14

ページから 15 ページは、同じく 21 年度の予定賃借対照表。16 ページから 17 ページは、平成 22 年

度の予定賃借対照表となっておりますので、説明につきましては省略をさせていただきます。 

 18 ページをお開きください。18 ページにつきましては、予算事項別明細書を記載してございます。

このうち、20 ページの歳出からご説明を申し上げます。20 ページをお開きください。まず、病院の

事業関係でございます。医業費用でございますが、まず、給与費でございます。事務部門の人件費

等につきましては、前年度並みの計上となってございます。ただし、法定福利費のうち、共済組合

の負担金及び 32 節の負担金のうち、退職手当組合負担金が料率の改正にともない大幅に増額となっ

てございます。これは各部門の人件費に共通してふえている中身となってございます。給与費総体

が５億 1,338 万 1,000 円と、昨年より 851 万 7,000 円ほどふえてございますが、この主な内容がこ

の負担金の増というような内容になってございます。 
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 それでは、部門ごとの内訳でございますが、医局部門につきましては常勤医４名でございますが、

今現在、１名、外科のお医者さんを何とか採用したいということで探しておりますが、残念ながら

まだ確保できる状況になってございません。確保できしだい、１名をさらに追加して配置をしたい

とこのように考えてございます。 

 21 ページの看護部門でございますが、看護師につきましてはきのうの補正予算の中でもご説明し

てございますが、本年度２名新たに採用、そして、２名が臨時職員で採用になってございますが、

最終的には 26 名の正職員の看護師を確保していきたいというようなことで考えてでございます。予

算的にはほぼ同じような内容になってございます。 

 （４）の薬局につきましては、現在、嘱託の薬剤師さんの配置をしてございますが、来年以降、

新たに薬剤師がまた出てきますので、またその段階で正職員の薬剤師も配置していきたいと考えて

いるところでございます。予算につきましては、昨年度ほぼ同様の内容になってございます。嘱託

の給料分が若干、費用的には埋まっているというような状況でございます。 

 22 ページでございます。検査部門でありますが、昨年度から新たに臨床検査技師、臨時職員でご

ざいますが１名を確保しておりまして、検査体制の強化を図っております。 

 それと、22 ページの６番、放射線部門、23 ページの栄養、そして、機能訓練部門につきましては

昨年度同様の計上となってございますが、先ほど申し上げましたとおり、負担金の増が主な増加の

要因となってございます。 

 24 ページでございます。24 ページには材料費を計上してございますが、本年度 9,896 万 8,000

円、前年度１億 1,632 万 3,000 円となって、1,735 万 5,000 円の減となってございますが、この主

なものは薬品費の減でございます。ちなみに薬品費は、今年度 7,086 万 5,000 円を計上しておりま

すが、昨年度は 8,352 万 4,000 円を計上しています。約 1,300 万円ほどの減となってございます。

これにつきましては、おととしの７月に院外薬局となりまして、その最終的な整理が去年で全部終

わったということで今年度、薬品費が少なくなったとこういう状況になってございます。外来投薬

分が完全に移行したという形でございます。 

 次に、25 ページの経費の部分でございますが、これにつきましては前年度実績見合いについて計

上をしております。今年度は 13 節の委託料の中で職員総合健診委託料 111 万 7,000 円を新たに計上

してございます。これは、病院に勤務する嘱託職員、臨時職員、延べ 28 名分の定期的な健康診査を

行うための委託料を計上したものでございます。これが新たに入ってきてございます。 

 26 ページをお開きください。26 ページの（２）の医局部門の管理運営経費でございますが、これ

は札幌医科大学の第１外科、第３内科、そして、北大の保健管理センター、北大小児科、そのほか

医師のドクターバンク等の先生方に外来診療あるいは日直、当直を行っていただくための費用でご

ざいます。前年に比較しまして、この報償費につきましては、本年度は 6,903 万 2,000 円の計上を

しておりますが、昨年は 6,342 万 2,000 円を計上してございます。約 550 万円ほどの増額の計上を

させていただいてございます。 

 27 ページでございます。看護部門の管理運営経費でありますが、これも前年度実績見合いで計上

をさせていただいております。それで、この中で特に今年度、重点的に主だったものは、医療機器
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の安全管理がかなり厳しくなってきております。このため、23 節の委託料の中で何点か新しい項目

が入ってきております。人工呼吸器保守点検委託、７万 1,000 円、その下の除細動装置保守委託、

６万 9,000 円、それとずっと下にいきまして、全身麻酔器保守委託、25 万 1,000 円、こういった医

療機器を新たに定期的に保守点検をするための経費を今年度から持ってございます。また、この中

で 24 節の賃借料の中に、一番下でございますが、電動診察台、先ほど申したとおり、診察室に配置

をする予定をしてございます。上下に上がりまして、先生が聴診だとか打診をしやすいような高さ

を調整するのと、あと、背もたれが起きて、寝た状態ではなくて多少起きた状態で診察できるよう

な、そういう形の診察台を借りる予定をしてございます。 

 薬局管理経費につきましては、外来分の薬剤が完全に院外薬局になりましたので、印刷製本費、

昨年は 127 万 6,000 円を見ておりましたが、本年度は 11 万円というぐあいに薬袋の印刷経費が大幅

に減となってございます。 

 次ページでございます。５番の検査、６番の放射線、７番の栄養につきましては、前年度実績見

合いで前年度ほぼ同様の内容で予算を計上させていただいております。 

 29 ページの９番の施設部門管理運営経費でございますが、これにつきましても前年度実績にて計

上させていただいておりますが、この内、12 節の燃料費、これにつきましてはボイラー用のＡ重油

の単価が下がりまして、約 600 万円ほどの減の予算で予算を計上しております。ちなみに昨年は予

算ベースで 1,528 万 4,000 円、ことしは 907 万 2,000 円の計上となってございます。また、次の 30

ページの賃借料のうち、下水道使用料、これが値上げになっておりまして 157 万円ほどの増額とな

ってございます。ほかの委託料等々につきましては前年度の実績で計上させていただいております。

内容的にはほぼ同じでございます。 

 31 ページでございます。31 ページの４目減価償却費、５目資産減耗費、６目研究研修費につきま

しては、前年度ほぼ同様の計上をさせていただいておりますが、５目資産減耗費のうち固定資産除

却費 43 万円でございますが、これにつきましては資産の整理を進めておりまして、その結果、昨年

は 199 万 6,000 円を計上してございますが、本年度は 97 万 9,000 円と約 100 万円の減となってござ

います。 

 同じく２項の医業外収入でございます。支払利息及び企業債取扱諸費につきましては、昨年と同

様の計上をしてございます。前年度、繰上償還をいたしておりますので、その関係で企業債利息の

支払い分が減っているというような状況になっております。48 節の企業債利息につきましては、本

年度 698 万 9,000 円でございます。昨年度は 1,418 万円の計上をしてございます。 

 それと、雑損失でございますが、これにつきましては前年度並みの実績となってございます。 

 ３項の特別損失につきましては、昨年とほぼ同様の金額となってございます。 

 ４項の予備費につきましても、そのとおりでございます。 

 次に 19 ページの収益的収入に戻ります。19 ページをお開きください。19 ページの収益的収入で

ございますが、医業収益のうち、入院収益、外来収益につきましては、先ほどご説明した内容での

積算となっております。３目のその他の医業収益につきましては、昨年度ほぼ同様の内容となって

おります。同様の計上となってございます。 
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 それと、医業外収益ですが、これにつきましても昨年とほぼ同じような金額での計上となってご

ざいます。 

 なお、３項の特別利益でございますが、一番下のところにその他特別利益、7,500 万円を計上さ

せていただいておりますが、これについては一般会計から病院特例債の元金の償還分について繰り

入れをいただいております。これも、あと、ことしを含めて４年間ということになってございます。 

 最後に 32 ページをお開きください。一番最後のページでございますが、資本的収入でございます。

一般会計出資金としまして１目の出資金でございますが、一般会計出資金として1,827万7,000円。

昨年と比較しまして 468 万 2,000 円でございます。先ほど述べましたとおり、企業債の繰上償還を

行った関係でこの分が減ってございます。 

 それと、資本的支出でございますが、9,327 万 7,000 円を計上してございますが、このうち 64 項

の企業債元金償還金につきましては、病院特例債の返済分 7,500 万円を含めた金額で計上をさせて

いただいております。以上、ご説明をさせていただきましたのでどうぞ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 23 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。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 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 23 号の議案説明を終わります。 

                                         

◎閉会の宣告 

○議長（堀部登志雄君）以上をもって、定例会３月会議の議案説明はすべて終了いたしました。 

 これを持ちまして、議案説明会を終了いたします。ご苦労さまでした。 

（午後２時２９分） 

 


