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    ◎議案第１号 平成２３年度白老町一般会計補正予算（第９号） 

〇議長（山本浩平君） 日程第６、議案第１号 平成23年度白老町一般会計補正予算（第９号）

を議題に供します。 

 議案の説明を求めます。 

 山口総務財政部長。 

〇総務財政部長（山口和雄君） 議案第１号でございます。平成23年度白老町一般会計補正予

算（第９号）。 

 平成23年度白老町の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,935万2,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ97億7,339万7,000円とする。 

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

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 平成23年12月９日提出。白老町長。 

 以上でございます。 

〇議長（山本浩平君） 提案の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

 ４番、大渕紀夫議員。 

〇４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。１つは、特別交付税の関係なのですけれども、報道

によりますとエゾシカと災害の問題が今回白老町はほとんどないという状況にあったと思うの

ですけれども、これは例えば災害は以前に全部もう見てもらっているというような何か議案説

明があったようにもちょっと思っているのだけれども、その点はそういう認識でいいのかどう

か。 

 それから、エゾシカ対策ではうちのまちはエゾシカ対策もやっているのだけれども、特別交

付税で見てもらえるようなことをやっていないということになるのか。そして、今回実際に27ペ

ージの農林水産業費の中でエゾシカで24万円財源振りかえになって、道からの分が財源振りか

えになっているのですけれども、こういうものもこの中に入っているのかどうかということが

まず１点。要するに特別交付税全般のことについて１点です。 

 それから次に、21ページのアイヌ施策推進費で、道からのふるさと雇用対策事業の追加分だ

ということなのですけれども、ルウンペの製作で10人分10着ということで議案説明があったの

ですけれども、この中身をもうちょっと詳しく説明していただきたいのです。というのは、例
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えば技術の伝承をするためにもちろんやるのでしょうけれども、1,400万円で10着分ということ

ですよね。もちろん文化伝承ですから、これぐらいかかるのかなというふうにも思うのだけれ

ども、実際には白老町民の方が住んでいる方が10人ここでそういうものをつくって、文化伝承

のためにやるのか、そしてつくったものはどうなるのですかと。１着そうするとこれだけしか

やらないとしたら140万円ということになります。膨大なちょっと金額だというふうに思うのだ

けれども、もちろん文化伝承のためには必要なのだろうけれども、そういうものなのかどうか。

これは、機能訓練等々一般的にやりますよね。そういうものとは全く関係ないものなのかどう

か。本当に専門家がやるのか、そこら辺もうちょっと詳しくお尋ねをしたいと思います。 

 もう一つ、その下の児童措置費の中の子ども手当の関係なのですけれども、4,000万円ぐらい

が国にバックするような形になっています。もちろん町のお金も全部減額されているのだけれ

ども、これは一体具体的に子ども手当はどういうことになってしまったのですか。今後このこ

とはどうなっていくのか。国に返す分もあるのだけれども、中身としてはどうなるのですか、

この子ども手当というのは。その点お尋ねをしたいと思います。 

〇議長（山本浩平君） ３点ございました。どうぞ。 

 大黒財政税務課長。 

〇財政税務課長（大黒克己君） まず、特別交付税のお話ございましたので。 

 まず、１点目の災害の関係でございます。これにつきましては、昨年度の末、それから今年

度当初ということで町が仙台市等に職員を派遣した経費、この分のおおむね８割、これが特別

交付税のいわゆる需要額として概算交付されたということで今回計上したものでございます。

ですから、町が災害を受けたとかそういったことではなくて、あくまでも派遣費用に対する特

別交付税ということでございます。 

 それから、エゾシカの特別交付税については、ちょっと今調べますので、後ほど答えさせて

いただきます。 

〇議長（山本浩平君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 

〇アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 21ページのアイヌ文化の保存・伝承・調査研究業務委託料

の関係でございます。先般のご説明の際にルウンペの複製ということでご説明をさせていただ

いたところでありますが、これはその中の業務の中で代表的な部分を申し上げたところでござ

いまして、ルウンペの複製のほかチセの伝承者の養成、それから博物館の受け入れ態勢の強化

という部分で解説、それから園内整備といった業務に従事する方全部で12名の緊急雇用を図る

と、ふるさと雇用を図るといったところで今回の委託料を積算しているところであります。 

 ２つ目のルウンペの使い方の部分でございますが、ルウンペにつきましては伝承家が一般公

開をするに当たって、伝統衣服を来て来場される方に古式舞踊等を披露されるわけですが、そ

の際の衣装にも使われて、その中で公開をしていくと。ルウンペの複製をする中で伝統的な技

能を継続的に継承し、継承したものを衣服として使用し、それを公開をしていくといったこと

が極めて重要であるということで、今般の追加要望の中で事業を実施したいということで申請

をさせていただいたものであります。というところで漏れはございませんでしたでしょうか。 
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          〔「機能訓練との違いだけ」と呼ぶ者あり〕 

〇アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） それは、これまで博物館等で実際的に継続的に技術を

その中で高めて行っているわけですので、博物館における業務として取り扱っているというふ

うにして考えてございます。 

〇議長（山本浩平君） 高畠企画振興部長。 

〇企画振興部長（高畠 章君） 特別交付税に今回算入されていないというエゾシカの部分で

すけれども、これは森林だとか農地を守るために、シカの食害から守るために設置されるさく、

そういったさくをしているか、しないか、それが対象なのです。ですから、本町でそれを実施

しておりませんので、今回の対象になっていないということで算入されていないということで

ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（山本浩平君） 南町民課長。 

〇町民課長（南 光男君） 子ども手当の関係でございますけれども、子ども手当の制度の経

過なのですけれども、児童手当法が22年の３月まで適用になっておりまして、22年４月から23年

３月までが子ども手当法と。その後、23年９月までが今度はつなぎ法になったのです。そして、

今度は23年10月から子ども手当特別措置法になりまして、支給月額がその法律に基づいて変わ

ってきていますよということなのです。それで、当初予算のときに子ども手当が３歳未満の子

供については一律１万3,000円だということだったのですけれども、7,000円プラスして２万円

にしますよということだったのですけれども、実際には９月までは１万3,000円で、10月からは

１万5,000円ということで２万円当初予算計上していたのですけれども、実際に支給月額はかな

り減となっておりますので、その分で約2,000万円ほど減額になっております。中学生につきま

しても１万3,000円だったのですけれども、10月からは１万円になります。ということで、こち

らについても中学生の分だけで500万円ほど減額になります、見込みで。それと、一番大きいの

が第１子、第２子という形で支給額決まっていなかったのです、今までは。一律１万3,000円と

いうことだったのですけれども、10月からは第１子、第２子については１万円ということにな

りました。これは、支給対象児がすごく多い小学生の部分ですので、多いですので、これの減

額が1,500万円ほどということで4,000万円ほどの見込み、今後の支給見込額を積算した上でこ

れだけの4,000万円ほど多くなるということで、大体中学生までの助成拡大ということになって

いますので、あらまし国の負担分ですので、国の補助額が減るということで、一般財源につい

ては110万円ぐらいということの減額でございます。 

 今後ですけれども、また半年ごとに法律が変わりまして、それに伴ってシステム構築も必要

ですので、それらの経費も今回見ていただいているのですけれども、24年の４月からは所得制

限を導入して、支給月額は変わらないよということになっておりまして、今後またシステム改

修も必要になってくるかと思います。とにかく半年ごとに法律が変わるものですから、こちら

もかなり対応に苦慮をしながら適正な支給ということでやっております。 

 以上でございます。 

〇議長（山本浩平君） ４番、大渕紀夫議員。 
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〇４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。特交の関係なのですけれども、新聞報道に出ている、

これがいいとか悪いとかと言っているのではないです。疑問があるから聞くのだけれども、震

災分ってこれで報道されている部分というのは、例えばむかわ町さんは2,356万円なのだけれど

も、これはむかわの地域で震災で受けた分という意味の特交だということでいいのかどうかが

１点。 

 それから、竹浦のふ化場のところに去年シカのさくつくりましたよね。つくったのです、樹

木から守るための。そういうものは、もちろん去年それでしたら見てもらっているということ

で、例えば白老の場合は牧草地なんかにさくをつくった場合は、それは町単費だとか個人負担

があってつくらないということなの。それとも、特別交付税で全部見てもらえるのだったらつ

くったほうがいいのでないかなと単純に私はそう思うのだけれども、そういうことにはならな

いで、個人負担だとか町単費があるからつくらないというふうな理解でいいのかどうか。竹浦

にも物すごいシカ来るのです、まちまで。何とかならぬのかという意見は結構来るのですけれ

ども、網つくったのではどうもならないのだけれども、そういうこととは違う、これ特別交付

税の中身って違うのでしょうか。その点、その２つ。 

 それと、アイヌのふるさと雇用対策はわかりました。これは、人件費として出ているわけで

すから、これはよくわかりました。 

 それから、今の件なのですけれども、わかりましたけれども、一つ二つ。１つは、この子ど

も手当で給食費を合意があれば引けるというか、引くようなことができるかもしれないとかと

いう話があったのだけれども、それは一体どういうふうになっているのでしょうか。 

 それと、もう一つは、ここでの超過負担、今何かないようなこと言われたけれども、このこ

とをやって、事務だとかいろいろな人件費もかかるわけだけれども、そういうものについて半

年ごとに変わる部分の費用というのはすべて国が持っていると。要するに担当の職員が忙しく

なるだけで、あとはそういう経費は全部国のほうで見ているというふうな理解でいいのかどう

か。 

〇議長（山本浩平君） 南町民課長。 

〇町民課長（南 光男君） 子ども手当の事務経費につきましても、今まで児童手当の場合は

小学生までということの支給でしたけれども、中学生という拡大の部分につきましては事務経

費が国から全額出ています。それと、システム改修、制度が変わりますので、そのたびにシス

テム改修行うわけなのですけれども、それも国が北海道のほうに基金を積みまして、北海道の

ほうから、地域子育て創生事業という基金があるのですけれども、そちらから全額いただいて

おります。 

 あと、保育料と給食費、保育料ですか、天引きできるということなのですけれども、今教育

委員会のほうといろいろ調整しているのですけれども、例えば子ども手当の月額支給額が保育

料のほうが高いとか、そういうことになると天引きした後に差額分をまた保護者の方に請求す

るとか、そういうケースもかなり出てきておりまして、調整しなければならないというところ

で、年明けの２月の定期支給には保育料の天引きはちょっと事務的にも不可能ということで今
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進めております。給食費につきましても同意があれば天引きできますよということなのですけ

れども、こちらも教育委員会のほうと調整しているのですけれども、同意をとり得る作業とか

そういうことがまだまだ必要ですので、２月の定期支給時にはちょっと間に合わない。今後ま

だ保育料についても給食費についても検討、調整していくという中で、６月支給のときに間に

合うかどうかちょっとあれですけれども、今関係課と協議しながら進めているところでござい

ます。 

 以上です。 

〇議長（山本浩平君） 大黒財政税務課長。 

〇財政税務課長（大黒克己君） 特別交付税の関係で大渕議員のご質問、ちょっと私のとらえ

違いといいますか、そういうことではないかと思っていますけれども、今新聞記事にというお

話ございましたが、これ12月交付分ということだと思います。これは、12月交付分の分ではご

ざいませんで、あくまでも先ほども申した東日本大震災に伴う増加の需要額ということで概算

交付既にされたものということでございます。それで、４月と９月、２回に分けてこの金額が

既に特別交付税分として入っておりますので、その分を今回補正させていただいたということ

で、あくまでも12月交付分に入っているものではないということで押さえていただきたいと思

います。ですから、確認はしておりませんが、先ほどのむかわ町さんのほうにつきましては震

災の派遣費用ではないのではないかというふうにとらえております。 

 以上です。 

〇議長（山本浩平君） 高畠企画振興部長。 

〇企画振興部長（高畠 章君） シカの関係でございますけれども、シカの関係につきまして

は基本的には個人だとか民間の設置する部分、その経費については見ることができないという

ことで、役所の予算に計上されたものでないと道も当然補助することができないということで、

結果的にそういうふうになっております。それと、緊急雇用で昨年などうちやっております。

そういう部分については、当然対象にならないということでご理解いただきたいと思います。 

〇議長（山本浩平君） ４番、大渕紀夫議員。 

〇４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。わかりました。ということは、ちょっと僕の理解が

違うかもしれない。この12月分というのは、４月と９月に来たと。もう一回特交って来るのか

い。来るということでいいのかどうか、それだけちょっと聞きたいのです。 

 それと、もう一つ、今のシカだけれども、要するに白老町は今の例えば牧場とかを含めた部

分で町としてはシカのさくは必要が余り感じないと言ったらおかしいけれども、やってもなか

なか無駄だよというようなことでやらないのかどうか、その点だけお尋ねしたいと思います。 

 それと、子ども手当の件はわかりました。要するに僕聞きたいのは、例えば役場の職員が忙

しくなると、それは今国から全部仕事が来ていますから仕方がないかとは思うのだけれども、

そこにかかっている人件費や残業というのは結構あるわけですよね。そういうものというのは

国では全く見ないのかどうか。なぜかというと、国の施策が変わることによって町の仕事がど

んどん、どんどんふえるというのは非常に私は矛盾していると思うのです。もちろん権限移譲
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でまちに来るのはいいのだけれども、そういうことはやっぱり町としてきちっと国に物申して

いかないと、権限移譲されて権限が町民のためになるのならいいのだけれども、役場の職員だ

けが苦労して何も得るものがないというのでは、町民の皆さんは子ども手当もらえるのだけれ

ども、おかしいですよ、そういうのって。権限移譲するということは仕事がふえるのだから、

その分税なら税で国からきちっと自治体にお金をよこすというのが私は当たり前の考えだと思

います。そういうことをやっぱりきちっと国に物申していかないとだめだと思うのだけれども、

その点だけちょっと聞いてやめます。 

〇議長（山本浩平君） 高野産業経済課長。 

〇産業経済課長（高野末保君） まず、シカのさくの関係かと思いますけれども、実は去年９

月からと今年度についても緊急雇用でエゾシカ対策を実施してございます。町有牧場、この部

分についてはシカのさくの補修といいますか、もともとはさくついていたのですけれども、そ

の補修を含めて実施しているところでございます。 

 私のほうからは以上でございます。 

〇議長（山本浩平君） 大黒財政税務課長。 

〇財政税務課長（大黒克己君） 特別交付税の関係でございます。今回の計上させていただい

た金額というのは、非常にまれなケースということで僕もとらえておりまして、あくまでも震

災があったということでの交付ということで４月と９月に概算交付されたと。本来の特別交付

税は、12月と３月に交付されます。それで、12月分というのは、あくまでも項目別に交付要領

に基づいて何の経費に何割来るとか、こういう要領がきちっと決まっているものが12月分交付

でございます。それで、もう一つは、３月の中旬に出る特別交付税、これにつきましては中身

はわかりません。全くオブラート包まれているものでございます。一応特殊財政需要という部

分で町がどれだけいろんな経費をかけているのかという部分を国のほうに申請して、それで幾

らか予算の範囲内で見られると。これが通常の12月交付、３月交付という特別交付税のパター

ンでございます。 

 以上です。 

〇議長（山本浩平君） 辻生活福祉部長。 

〇生活福祉部長（辻 昌秀君） 子ども手当の制度改正に伴う人件費のご質問でございますけ

れども、人員的な部分ではこの業務について特に臨時職員含めて増したかというと、そういう

ような状況ではございません。既存の職員の中でやりくりはしていますけれども、現実に時間

外手当等の業務は発生していると、そういう状況にございます。この制度改正による業務増の

部分というのは、本町のみならず全国の市町村共通する状況ではないかなと思われます。そう

いう部分では町村会等も含めてこの辺情報交換しながら、必要があれば国に求めていくと、そ

ういうことを今後検討してまいりたいと思います。 

〇議長（山本浩平君） 暫時休憩をいたします。 

          休憩 午後 ０時００分 
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          再開 午後 ０時５９分 

〇議長（山本浩平君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 先ほどの平成23年度白老町一般会計補正予算（第９号）の質疑を続行いたします。 

 13番、前田博之議員。 

〇13番（前田博之君） 13番、前田です。それではまず、23ページの白老小鳩保育園の運営費

について伺います。 

 小鳩保育園で３歳未満児の入園者の増と説明ありましたけれども、未満児の措置費非常に高

いですよね。保育料も高くなっていると思います。それで、この財源の内訳見ると、多分白老

町の分担金は道の４分の１の額だと思います。残りが290万円、これ町の分担金分と保育料の軽

減分入っていると思うのです。これ３歳未満児ですから、実態として白老の今の雇用状況の悪

化とか家庭環境なんかで非常に厳しい環境にあるのだけれども、この部分、あるいは４月以降

でその保育料の減免、軽減になるのかな、そういう部分でふえているのか。そして、どれぐら

い実際に増になっているか、その部分。 

 もう一つは、12月１日の在籍児童数が３歳未満児で42人在籍していますよね。これ間違いな

いと思います。それで、定員60名の70％を占めているのです、未満児が。いいか、悪いかとい

うこと別です。それで、この未満児のそれぞれの零歳、１歳、２歳、定員ありますよね。この

定員に対しての措置の数字、どれだけオーバーして入所させているのかその動向とこの70％と

いうことが園全体の保育に影響が出ていないのかどうかということでございます。 

 次に、27ページのバイオマスです。これについても燃料、光熱費の増になっています。これ

は動力ですけれども、この要因は単価上がったと言っていますけれども、使用の量もふえてい

るのかどうか。それと、この固形燃料製造の過程の部分と生成物の過程ありますよね。その部

分でどれぐらいの割合になっているかということです。 

 それと、固形燃料の生産下がっているということで、14日の私の代表質問でも町長から答弁

ありましたけれども、これからいくと今年度は目標を下回ることは間違いないと思います。当

然裏返すと収入も減るわけです。それで、固形燃料の売却、販売というのか、収入は年間で幾

らぐらい減収見込み見ているのかということでございます。 

 次に、29ページの中小企業総合振興基金、これも町も半分一般財源持っています。新年度予

算だったと思いますけれども、これについて資金不足とありましたけれども、今白老の経済、

経営環境を考えると非常に厳しいのですけれども、利用状況とその使った人方の効果がどうな

っているのか。それと、地域経済への相乗効果をどのように把握されているのかということで

あります。 

 次に、35ページ、給与費であります。これについては、今給与費で給料の部分445万円補正し

ています。11月会議での人事院勧告によると給与改定で23年度の減額見込額、これ４月から12月

ですけれども、337万4,000円、こう説明ありました。そうすると、プラス・マイナスで給料が

782万4,000円増額になっているはずなのです。そうすると、この782万4,000円は何が増額の要

因になっているのかお聞きいたします。 
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 次に、歳入、13ページです。財政調整基金繰入金です。これは、これまでも財源手当てして

います、取り崩して。それで、多分これバイオマス燃料化施設でも今2,300万円ぐらいの歳出補

正しています。多分これが答弁来ると思いますけれども、歳入でもそれがしのお金来ますので、

減額になりますので、4,000万円前後相当、私の試算です、予算超過すると思うのです。そして、

これ持ち出しになります。そして、多分、例年でありますけれども、年度末で病院の赤字補て

ん約１億2,000万円前後が出ます。それと、前回説明ありましたけれども、普通交付税が4,600万

円ぐらい予算から見れば落ちていると。そして、先ほども交付税ありましたけれども、２億

6,000万円予算計上していますけれども、12月で１億3,000万円。３月どれだけ入るかわかりま

せんけれども、こうやってくると、町税の収入もどうなるかわかりませんけれども、23年度の

収支見込みが非常に厳しく判断されるのか、あるいは余るよとなるのかわかりませんけれども、

その辺の収支状況をどのように見通しているのか。 

 以上です。 

〇議長（山本浩平君） 中島子ども課長。 

〇子ども課長（中島圭一君） まず、白老小鳩保育園の点について答弁したいと思います。 

 小鳩保育園の３歳未満児につきましては、前田議員がおっしゃいましたように12月現在で

42名います。内訳としましてゼロ歳児が９名、１歳児が14名、２歳児が19名おりまして、合計

42名で総体の54％を占めているところでございます。年間経費、前田議員言いましたように保

育単価に基づく措置費に基づきまして国の基準額を引いた額が基準額となって、国２分の１、

道４分の１、町４分の１の負担になります。 

 総額経費は３歳児だけで、未満児全部で、年間経費につきましては。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇子ども課長（中島圭一君） 今現在年間23年度予想されているのが総額では全体で措置費

5,770万円あります。それに対する国基準額が全体で1,700万円、残り引いた額が基準額となり

まして約4,000万円ほどになりまして、その２分の１が国、半分の1,000万円が道の負担金で町

が1,000万円。ただ、保育料につきましては、1,700万円が国基準の保育料になりますけれども、

小鳩保育園全体で考えると約1,500万円程度になりますので、200万円の町の自己負担という形

になると思います。 

 それと、定員に対して乳幼児、今現在小鳩保育園の定員がゼロ歳児３名、１歳児、２歳児と

も６名になりますので、計15名の定員に対して今現在42名入っているわけですけれども、それ

は一応国基準の保育園等の面積要件と保育士の配置基準に基づきましてその許容限度であれば

保育は可能ということになっておりますので、それに基づいて範囲内でありますので、範囲内

というか、スペース的にも問題なく、保育士が適正に配置されていれば定員を超えても運営で

きるということになっておりますので、その中身でその基準を守りながら運営をしているとこ

ろでございます。 

 私のほうからは以上になります。 

〇議長（山本浩平君） 渡辺教育部長。 
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〇教育部長（渡辺裕美君） あと、入園につきましては、４月が15％まで、それから５月から

９月までが25％まで、10月以降につきましては今中島課長が答弁しましたように施設のキャパ、

それから保育士の配置、それが可能であれば基準がないという形になっております。 

 それからあと、保育への影響なのですが、どうしても年齢が小さいお子さんが多いというこ

とでいいますと、活動自体は年齢の３歳未満のお子さんと４歳以上のお子さんとの活動が尐し

離れるといいますか、大きく活動は離れていくだろうなと。ただ、３歳未満児それぞれの集団

として見た場合には、お子さんが多ければ当然集団の中で育つ心の教育といいますか、そこの

部分が年齢が低くてもお子さんが尐ないよりは多いほうが効果的に保育ができているというふ

うに考えています。ですので、そこの部分では３歳を基準にして、未満児と上のお子さんとの

活動は一緒というときとそれから大きく変わると、そこのところはあるかと思いますが、大き

く影響はないというふうに考えています。 

〇議長（山本浩平君） 竹田生活環境課参事。 

〇生活環境課参事（竹田敏雄君）  バイオマス燃料化施設の補正の使用料の増分についてのご

説明をいたします。 

 まず最初に、燃料費です。これはＡ重油になります。使用料の増分につきましては190万円で

す。ここの部分につきましては、固形燃料を生産する部門と、それからごみを処理する部門を

分けますとごみのほうが７、それから燃料をつくるほうが３という割合になります。 

 次に、光熱水費です。光熱水費につきましては、蒸気と電気がございます。まず最初に、蒸

気のほうの使用料の増分ですけれども、約330万円です。次に、電気のほうの使用料の増分が約

160万円、合計しますと490万円となっております。 

 次に、収入見込みの関係でございますけれども、まず見込みとしまして燃料の収入見込み、

これを3,700万円と、それから食品加工残渣の処分手数料が600万円、4,300万円を予算より差し

引きますと1,800万円ほどの収入の減となるというふうに見込んでおります。 

 以上です。 

〇議長（山本浩平君） 岡村総務課長。 

〇総務課長（岡村幸男君） 職員等人件費のうちの給料445万円の内訳ということだと思います

ので、説明をさせていただきます。 

 この給料の今回の補正につきましては、23年４月１日付の例えば昇格ですとか、それから人

事異動による会計間の移動ですとか、そういうものを12月のこの補正で行わせていただくとい

う、そういう内容になってございまして、１つにはまず昇格がございまして、これは課長職４

名、それから主幹職８名ですか、主査職が９名ということで、この昇格にかかわる給料分とい

うこれがあります。これが496万1,000円ということになります。それから、会計間移動すると、

人事異動で他会計へ移る、一般会計へ来るという、こういう会計間の移動がございますので、

これを整理しますと153万4,000円の逆に減になります。それから、採用、退職というものがご

ざいます。この採用の部分については、1,160万3,000円の増になります。退職については、801万

9,000円の減ということになります。それと、育児休業をされている方の給料分の減がございま
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して、これが170万5,000円ということになってございます。 

 それと、先ほどのご質問でありました人事院勧告の部分についてでございますけれども、そ

れにつきましては12月から３月分までどれだけの影響があるかということで今回試算をしてご

ざいまして、それが85万6,000円の減になるということで、合わせますと445万円の増と、こう

いう計算になってございます。 

〇議長（山本浩平君） 高橋産業経済課参事。 

〇産業経済課参事（高橋裕明君） 私のほうからは、29ページの中小企業対策の支援事業につ

いてご説明いたします。 

 今回補正で200万円計上させていただきました。先ほど前田議員のほうから100万円というお

話出ましたけれども、それは（２）で商業・観光活性化対策事業で100万円充当される分ですの

で、この200万円につきましては単独単費ということでご理解願います。 

 その利用状況についてでございますけれども、これは22年度ちょっと中断しておりましたが、

20、21年度、それと今年度実施している支援事業でございます。年に大体20件から25件の該当

がございます。それで、予算の措置につきましては、当初私たちの算出では年間400万円超える

ぐらいの予想を立てておりますけれども、それは当初予算に状況を見ながらということで400万

円をまず当初計上しまして、今回不足分ということで計上させていただいております。これは、

道の中小企業の資金のメニューと主にセーフティーネット貸し付けと言われる貸し付けなので

すが、それと町の支援というものと２つありますが、主には道のセーフティーネット貸し付け、

これがほとんど該当しております。これは、1.3％から1.5％の低利で、町のほうは1.8から2.2と

いうことになっております。ほとんどが道のセーフティーネット貸し付けの融資額の保証金を

20万円を限度に支援するということでございまして、これはおおむね前年の同月３カ月の10％

以上の収入減があった場合に該当になるものでございまして、そういうような突発的な要因で

苦しんでいる事業者を支援するという目的で進められております。私どもは、さらにそれを金

融機関とも連携しながら、貸し渋り等のないように連携を図っているところでございます。 

〇議長（山本浩平君） 大黒財政税務課長。 

〇財政税務課長（大黒克己君） 歳入の財政調整基金の絡みでご質問がございました。現在財

政調整基金の残高につきましては、約２億4,800万円というところでございます。それで、今後

の収支状況につきましては、かなり不確定な要素もございますが、ある程度想定いたしますと

今こちらから当町からの答弁がございましたバイオの収入の不足補てん分で1,800万円、それか

ら病院の赤字補てんという部分につきましては、これもまだ幾らになるのかはっきりはしてい

ませんが、昨年を例にとりますと３月で１億2,000万円を追加繰り出ししている状況でございま

す。また、前田議員からもお話のございました普通交付税の予算割れによる補てんで約5,000万

円がございます。また、今後の状況でございますが、例年除雪経費も数千万円、1,000万円から

2,000万円程度この辺は計上しなければならないというふうに考えております。逆にその補てん

といたしまして特別交付税、これが当初予算で２億6,000万円計上してございますが、ことしの

３月、最終の補正でございまして、３月分を合わせて全体で３億7,000万円交付されたという経
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緯がございますので、それとあとは町税につきましても若干の増が出るかなというふうに現在

押さえてございます。そのほか通常３月の議会による補正予算で不用額の整理を行っておりま

すので、そこで財源を確保し、何とか今後出る不足分を補いたいなと。できれば財政調整基金

の繰り入れにつきましては、何とかここでとどめたいなというふうには考えております。 

 以上です。 

〇議長（山本浩平君） 13番、前田博之議員。 

〇13番（前田博之君） それでは、バイオの関係で２問目伺います。 

 今1,800万円減収するという答弁ありましたけれども、歳出分で2,300万円、合わせて4,200万

円ということです。これ今担当財政税務課長からもありましたけれども、一般財源の持ち出し

で財政的にも非常に影響を与えるなと、こう思いますけれども、このうち1,800万円、実際には

もっと減っているのです、固形燃料からいけば。残渣分入っていますから。それで、今1,800万

円落ちますよと、こう言っていますけれども、総体の予算は収入で5,600万円見ているのです。

それで、その中に不良生成物と言ったら失礼かわかりませんけれども、私いつも言っています

からそういう使い方しますけれども、この不良生成物の900トンを固形燃料にして売却するよ

と、こう言っています。この収入は520万円見ているのですけれども、この520万円は今の1,800万

円に入っているのかどうか。後々またその答弁によって３問目をお聞きします。 

 それと、中小企業の総合振興基金の融資、これは地域の相乗効果聞いていませんので、どう

だったのか。 

 それと、これを予算当初つけるときにＰＲ積極的にすれという話あったと思うのです、こう

いうふうに使おうと。最近何か広報見ても余り出ていませんけれども、これのＰＲをしてもっ

と使ってもらったほうがいいと思うのですけれども、その辺どうなっているかということです。 

 それと、歳入について、今担当課長のほうからお話ありましたけれども、この予算書見ると

財調の繰入金当初見ていないのです、多分。当初予算ゼロですよね。それで、予算措置されて

いなかったのです。それで、調べてくると５月の補正予算４号から今回の補正９号までの繰入

金１億1,724万1,000円になっています。これ今担当課長からも話ありましたけれども、これを

ゼロであったものがこの額を補正で財源を繰り入れしなければ使えなかったという部分ありま

すけれども、これは当初予算で予定の行動だったのか、あるいはこれだけ１億1,700万円財調を

当初ゼロだったものが取り崩したということは、私は答弁は大体わかると思いますけれども、

あえて聞きますけれども、何か要因があってこれだけの額を取り崩ししなければいけなかった

のか。それと、先ほどの話ありましたけれども、23年度分は厳しいよと。うまくいけばゼロぐ

らいでやれるだろうという話ありましたけれども、これは幾らかでも財調に戻して、来年度多

分予算厳しいからまた取り崩すと思いますけれども、そういう部分の可能性あるのかどうか、

その辺伺います。 

〇議長（山本浩平君） 竹田生活環境課参事。 

〇生活環境課参事（竹田敏雄君）  余剰生成物900トン分が収入に含まれていますかという件で

ございますけれども、この部分を含んだ計算でございます。 
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 以上です。 

〇議長（山本浩平君） 高橋産業経済課参事。 

〇産業経済課参事（高橋裕明君） 私のほうからは、中小企業の対策支援事業について、今ご

質問のございましたように効果についてでございますけれども、先ほどもちょっと触れました

ようにこの貸し付けにつきましては運転資金でございまして、非常にその運転資金に困難して

いる事業者がすぐその対策に使えるという意味では効果があるというふうに考えております

し、それの保証料を町が支援するということについても効果のある事業だというふうに考えて

おります。 

 また、ＰＲにつきましては、私も前回も出ておりましたけれども、いろいろな中小企業に対

する支援メニューというのがございまして、それは十分にまだＰＲされていないというような

こともございますので、今後きちんとＰＲに努めてまいりたいというふうに考えております。 

〇議長（山本浩平君） 大黒財政税務課長。 

〇財政税務課長（大黒克己君） 財政調整基金の繰り入れの関係でございます。確かに当初予

算から財調の繰り入れを見込んだ予算編成はしてございません。それで、前田議員おっしゃる

とおり５月、５号補正から１億1,700万円程度の取り崩しということで現在に至ってございま

す。まず、大きな要因と申しますと、例年ですと普通交付税の予算額である程度留保財源を見

込んで計上しておりまして、今年度も5,000万円程度の留保を見込んで計上したところでござい

ましたが、その辺の見込み違いという部分がございまして、逆に5,000万円穴をあけてしまった

というところで、例年であればその補正財源で普通交付税を充てながら、何とか財源手当てし

ていたものが逆にそれができなかったと。今回財源補てんできたのが繰越金の部分しかなかっ

たと。それ以外一般財源を伴うものについては、財政調整基金を取り崩しせざるを得なかった

というのが現状でございます。なお、さらに要因としましては、災害、先ほど特別交付税のほ

うで逆に歳入として８割見られてございますが、前段で派遣の経費がかかったとか、あるいは

８月に道路環境整備等々で約1,000万円以上の経費を一般財源で持ち出さなければならなかっ

たようなのが大きな要因でございます。それで、では今後戻せる可能性があるのかという部分

につきましては、この部分については何とも今の段階ではお答えするのは難しいかと思います

が、来年度も厳しいという状況の中では何とか逆にこれをさらに取り崩すことなく、できるこ

とならばこれを上乗せできるような形で、もしほかの財源が確保できるのであればそちらの財

源確保にも努力して、何とかこの財調は保ちたいなというふうに考えてございます。 

〇議長（山本浩平君） 13番、前田博之議員。 

〇13番（前田博之君） バイオマスの関係だけお聞きします。部長に聞きます。 

 今課長答弁あった1,800万円には余剰生成物の部分は入っていないということです。生産…… 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇13番（前田博之君） 入っているという、入っているということ。それで、そうすると入っ

ているということは……余剰生成物は固形燃料に生産されているという形に解釈していいの

か、ならないですよね。まず、そういうことからいけば、ことしも去年も続いて余剰生成物を
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製品化するよということで歳入見ているのですけれども、実際に余剰生成物がきょうまでに生

産されているのかどうか。あるいは、生産されていなければこの野積みの状況は今どういう形

になっているかということであります。 

 それと、先ほど動力、あるいはＡ重油等々の量がふえているよという説明ありました。それ

で、簡単にお聞きしますけれども、これは毎年予算とか補正でこの重油、動力関係いつも補正

したり、３年間上昇しているのです。それで、ＣＯ₂排出削減のための代替燃料を製造する施設

なのです。それをつくっていて、その製品が一方で燃やしてＣＯ₂排出削減しますと言っていな

がら、それをつくる施設が化石燃料を大量に使っているのです。非常に矛盾するのですけれど

も、このことは、この現象は、これから施設がどう改善されるかわかりませんけれども、今の

ままでいけば半永久的に化石燃料どんどん、どんどん使って、片一方のほうの製品つくるのか

と、そういうことが流れていくのか、あるいは代表質問でも機能不全起こしているところが徐々

に直っていると言っていますけれども、その今改善されている機器の改善の中にこれらが消費

をしないような改善策も入っているのかどうか、その２点伺います。 

〇議長（山本浩平君） 辻生活福祉部長。 

〇生活福祉部長（辻 昌秀君） まず、生成物の余剰の処理の状況ですけれども、量的には尐

ないですけれども、一応これまで50トンですか、今年度これまでの余剰生成物は使用してござ

います。それで、その管理の方法としては、一応製品化を図るべくということで環境衛生セン

ターに保管はしてございますけれども、今後の課題としてかなりの量になってきていますので、

この処理の部分についてはちょっと全体の見直しの中であわせて今後検討してまいりたいと思

っております。 

 あと次、ＣＯ₂削減の関係の部分なのですけれども、確かに若干量的なもので金額的にふえて

きている部分ありますけれども、今回の補正の多くのものは単価の値上がりの部分がかなり占

めてございます。そういう部分ではＣＯ₂、使用料増の分はふえておりますけれども、今回金額

の補正のかなりの部分は単価アップということで、その部分については量がふえるということ

ではございません。ただ、この施設の目的自体が議員ちょっとお話ししているように地球環境

の保全のための地域の中でのＣＯ₂削減と、そこの部分は基本的な押さえでございまして、この

３月議会でもどのぐらいＣＯ₂削減されているのかと、そういう部分ではご説明しておりますけ

れども、現実に使う燃料以上の製品を日本製紙に使うことによって地域のＣＯ₂については削減

されていると、そういうような部分でございます。 

 あと、改善という部分でのご質問ございましたけれども、現在ごみを処理して出てくる生成

物をすべて燃料にできているかというとちょっとそうなっていない部分で、ラインの中で脱水

処理する前の工程の部分での送り出しの部分の装置に若干ふぐあいが生じているというのが実

際また改善していく中で見つかりまして、ここの部分の改善方策を今図っております。ここの

部分がきちんと機能してくれれば、今後余剰の部分については出ない形の中で生産体制が組め

ると、そういうふうに考えてございます。 

〇議長（山本浩平君） ２番、吉田和子議員。 
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〇２番（吉田和子君） ２番、吉田です。19ページの町営防犯灯維持管理経費の中で、光熱水

費が120万円ということで計上されていますけれども、各自治体ではこういった費用の削減と環

境問題からＬＥＤに買いかえていくところが多いのですが、白老町はこの町営防犯灯に関して

はだめになった部分だけはＬＥＤにかえているというふうに前も一般質問のときにお聞きして

いるのですが、このＬＥＤに全町の全灯かえるとなるとどのぐらいの経費がかかると見込まれ

ているのか、その辺計算をされたことがあるかどうか。また、年間の光熱水費というのは幾ら

ぐらいかかっているのか。そういうものを全部出してみて、そして今後計画的にやっていく必

要がないのかどうなのか、その辺検討されたのかどうなのか伺いたいと思います。 

 それから、もう一点、25ページのヒブ、それから肺炎球菌、子宮頸がんの人員増による補正

が組まれておりますけれども、最初の予定人数と、それからどれぐらいの人数が多くなったの

か、その点伺いたいと思います。 

 それと、もう一点は、肺炎球菌だったと思いますが、一時問題があって接種を見合わせたこ

とがありました、国のほうで。そういう問題と、それから子宮頸がんによるショック的な状況

に陥るということの心配もありましたけれども、今回この接種事業をやって、そういったこと

がなかったかどうか、その点伺いたいと思います。 

〇議長（山本浩平君） 本間生活環境課長。 

〇生活環境課長（本間勝治君） まず、町営防犯灯の全灯ＬＥＤ化にしたときの試算というこ

とでのご質問でございました。結論から申し上げますと、この試算については行ってございま

せん。それで、今回の補正につきましては、電気料のアップということで1,460灯今町営防犯灯

ございますけれども、前年度対比で約11％の電気料アップに伴う120万円の増額補正ということ

で上げさせていただいておりますけれども、先ほども申し上げましたとおり、全灯、今でいい

ますと1,460灯をＬＥＤ化にしたときの試算といいますか、それについては現在のところ行って

おりませんということでお答えさせていただきます。 

 以上です。 

〇議長（山本浩平君） 西健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（西 幹雄君） 私のほうから予防接種のほうについてご答弁申し上げます。 

 まず、ヒブにつきましては、対象人数218人中324回接種しなければならないところ11月末現

在で161回の接種が終わってございます。残りの163回分、今回122万3,000円補正させていただ

いております。 

 それから、小児用の肺炎球菌でございますけれども、これにつきましては対象者196人で、接

種は394回接種でございますけれども、このうち372回既に終わってございますので、今回残り

の22回分、21万2,000円を補正させていただいております。 

 続きまして、子宮頸がんでございますけれども、これは中学校１年生から高校２年生までの

対象者293人分で、接種の延べは927回でございまして、実績で833回終わってございます。それ

で、今回は残りの94回分、141万円の補正でございます。 

 それから、接種について重篤な副作用ということでの質問でありましたけれども、当町にお
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きましてはそういった事例はございませんでした。 

 以上であります。 

〇議長（山本浩平君） ２番、吉田和子議員。 

〇２番（吉田和子君） 町営防犯灯に関しては、全灯で1,640灯ですか。私は、今後環境問題を

考えていったときにやはり光熱水費がこれだけ計上して上がってくるということは計画性を持

ってやっていく、ＬＥＤもかなり値段的には安くなっておりますので、今後計画を持たなけれ

ば試算もしないと思うのです。私は、町の考え方だと思うのですが、町としてそういったこと

をやっていく考えがあるかどうか。考えがあるのであればこういう試算は出てくると思うので

すが、その考えが壊れたところだけそういうふうにしていくという考えでこのまま継続をされ

ていくのか、その点について伺いたいと思います。 

 それから、予防接種のほうなのですが、予定の人数は大体受けていらっしゃるということで

判断していいと思ったのですが、これは時限立法だったと思うのです。たしか期限つきだった

と思うのですが、これだけの人数の方々がやはり受けない人がいなく予定人数ほぼ受けている

ということは、今後町としては継続をしていく考えがあるかどうか。国の補助体制はどういう

ふうになっていくのか、その点伺いたいと思います。 

〇議長（山本浩平君） 辻生活福祉部長。 

〇生活福祉部長（辻 昌秀君） 防犯灯のＬＥＤ化の話ですけれども、1,460灯ですか、例えば

ちょっといろいろな設置されている場所によって単価が違うのですけれども、単純に10万円で

あれば１億円以上の経費とか、単価５万円であればその半分とかという、そういう概算は出る

のですけれども、基本的に全灯一括取りかえというのは財源が確保されない限りなかなかちょ

っと難しいと。国のそういう補助制度なり、補正予算なりでそういう対策の部分が講じられれ

ば今後検討していきたいと思いますけれども、当面については、今更新するものについてはそ

ういうような形でＬＥＤ化する形の中で対応していますので、当面そういう中での対応、また

財源が確保されれば順次そういうものを図っていきたいと、そういうふうに考えております。 

 あと、ヒブとか一連の予防接種関係の来年度の見込みでございますけれども、現在の情報で

は国のほうで助成策についてさらに１年延長という、そういう情報入ってきていますので、来

年度については引き続き取り組んでいきたいと考えてございます。 

〇議長（山本浩平君） ２番、吉田和子議員。 

〇２番（吉田和子君） 今大変テレビでも宣伝等が入っていまして、若いお母さん方もその意

識というのはかなりヒブと肺炎球菌については持っていると思うのですが、そういった意味で

は国のほうの制度も１年だとか時限立法だとか期限つきとかということのないように、今後や

はり受けた子供は助かるけれども、受けない子供はどうするのということに今後なっていくと

思うのです。そういった意味では、町としてもこの効果と必要性をしっかり認識して、その効

果をきちっと国のほうにもやっぱり言っていくということが今後私は大事ではないかというふ

うに思うのですが、その辺のお考えを伺いたいと思います。 

〇議長（山本浩平君） 辻生活福祉部長。 
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〇生活福祉部長（辻 昌秀君） 当面３カ年の臨時措置で始まり、１年間延長になってきてい

ると、そういう経過でございます。国としてもやはりその必要性を認めた中で、そういうよう

な措置を決めたというふうに考えてございます。そういう部分ではこれが定着図られるよう、

本町だけの話ではございませんので、ほかの地方団体の町村会等も含めてそういう中で今後も

要請してまいりたいと思います。 

〇議長（山本浩平君） ほか質疑ございませんでしょうか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（山本浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（山本浩平君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第１号 平成23年度白老町一般会計補正予算（第９号）、原案のとおり決定することに賛

成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（山本浩平君） 全員賛成。 

 よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 


