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平成２３年白老町議会議案説明会会議録 
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◎開会の宣告 
○議長（堀部登志雄君） これより第１回定例会３月会議の議案等に関する議案説明会を開催

いたします。 

（午前１０時００分） 

                                         

○議長（堀部登志雄君） 定例会３月会議に町長から提案のあった議案は、各会計の補正予算

11 件、条例の制定・一部改正関係３件、町道路線の認定・廃止２件、一部事務組合の規約関係

２件、新年度の各会計予算 12 件、合わせて 30 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 22 年度白老町一般会計補正予算（第 12 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 22 年度白老町一般会計補正予算

（第 12 号）の説明をさせていただきます。 

 まず、議１－１でございます。第１条です。歳入歳出それぞれ 9,173 万 6,000 円の追加でご

ざいます。総額は 119 億 7,953 万 6,000 円とするものでございます。以下、２条から４条につ

きましては省略をさせていただきます。 

 次のページでございます。第１表、歳入歳出予算補正。これにつきましても、説明は省略を

させていただきたいと思います。 

 次に５ページをお開き願います。第２表、繰越明許費補正でございます。追加でございます

が、今回ここに記載の４事業のうち上から２段目、住宅耐震改修助成事業につきましては、昨

年 12 月会議において補正予算で計上、可決されたものでございます。それ以外の３件につきま

しては、歳出のほうであわせて説明をさせていただきます。 

 次のページをお開きください。第３表、債務負担行為補正につきましては、今回、追加・変

更及び廃止がございますが、記載のとおりでございます。 

 続きまして、第４表、地方債補正につきましても記載のとおりでございます。また、起債の

変更につきましては、歳出のところであわせて説明をさせていただきたいと思います。 

 それでは、歳入歳出事項別明細書の歳出から説明をさせていただきます。26、27 ページをお

開き願います。２、歳出、１款議会費、１項１目議会費でございます。まず、 (１) 議会運営

経費 119 万 3,000 円の減でございます。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、１項１目一般管理費、(１)庁舎管理経費 73 万 2,000 円の増でございます。

燃料費でございますが、単価及び使用料の増に伴う不足分を計上するものでございます。 

次に、(２)職員管理事務経費 20 万円の減でございます。非常勤公務災害加入者の確定に伴

う減でございます。 

(３)臨時職員経費 284 万円の減でございます。産休代替の臨時職員の雇用経費の精算による

減でございます。 
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次のページでございます。(４)情報化推進経費 61 万 9,000 円の減でございます。これにつ

きましては、不用額の整理でございます。 

(５)光ネットワーク管理経費 287 万 7,000 円の減でございます。これにつきましては、当初

このブロードバンドにつきまして 10 月開通を予定して予算組みをしてございましたが、３月

28 日に開通の予定でございまして、光回線の開通が遅れたことによる減額補正でございます。 

続きまして、(６)地上デジタル放送難視聴対策事業 651 万 5,000 円の減額でございます。こ

のうち、工事請負費につきましては 897 万 2,000 円の減額でございまして、プロポーザル方式

による入札差金の減でございます。また、備品購入費、施設用備品でございますが、これは 234

万 6,000 円の増額計上でございます。これにつきましては、ギャップフィラーの予備を１セッ

ト購入するものでございます。財源につきましては、国費が 332 万 2,000 円の減、起債が 540

万円の減額となるものでございます。 

続きまして、(７)情報基盤整備推進事業 59 万円の減額でございます。この事業は緊急雇用

の事業でございまして、地デジ等のコールセンターの業務でございます。人件費の調整に伴う

委託料の減額でございまして、道費につきましても同額減額するものでございます。 

 次のページになります。２目姉妹都市費、(１)国際姉妹都市ケネル市訪問交流事業 11万 4,000

円の減でございます。旅費の精算に伴う減で、同額、海外交流基金繰入金も減額となります。 

 ３目職員厚生管理費、(１)職員福利厚生経費 50 万円の減。委託料確定による減でございます。 

 ４目広報広聴費、(１)広報活動経費につきましては、財源振りかえでございまして、諸収入

の広報誌有料広告掲載料について 22 万円の増額になったことから財源振りかえをするもので

ございます。 

 ５目財政管理費、(１)財政運営対策経費 39 万円の減でございます。水道事業会計借入金利子

償還金でございますが、借入利率の減によるものでございます。 

 ６目会計管理費、(１)会計事務経費 45 万 4,000 円の減。不用額の整理でございます。 

 ７目財産管理費、(１)町有林管理事業。財源振りかえでございまして、道費町有林保育事業

補助金が 11 万 4,000 円減額になったことによる振りかえでございます。 

(２)町有林基幹作業道整備事業 136 万 4,000 円の減でございます。道路延長の精査及び入札

差金による減でございます。同額、道費 136 万 5,000 円が減額となるものでございます。 

 14 目自治振興費、町内会活動育成経費 90 万 4,000 円の減額でございます。次のページでご

ざいます。補助金でございますが、町内会運営費につきましては、世帯数及び町内会数の減に

よるもの。それから、町内会街路灯電気料につきましては、電気料金の値下げによる減でござ

います。 

 16 目町営防犯灯管理費、(１)町営防犯等維持管理経費 70 万円の減額で、これにつきまして

も電気料金の値下げによる光熱水費の減でございます。 

 ２項徴税費１目賦課徴収費、(１)収納管理事務経費 20 万 2,000 円の減でございます。旅費に

つきましては不用額の整理。役務費の手数料につきましては、公売のための不動産鑑定評価を

実施しなかったことによる減でございまして、同額諸収入の滞納処分費も減額となってござい
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ます。 

 ５項２目指定統計費、(１)指定統計調査経費 334 万 7,000 円の減額でございます。平成 22

年の国勢調査等に伴う補助事業の精算分でございます。道費につきましては、委託金が 299 万

9,000 円の減となるものでございます。 

 続きまして、次のページになります。３款民生費になります。１項１目社会福祉総務費、(１)

地域福祉推進事業経費６万 4,000 円の増でございます。社会福祉協議会に対する補助金でござ

いますが、社協職員の法定福利費の不足分を計上するものでございます。 

(２)介護基盤緊急整備事業特別対策事業 375 万円の増でございます。12 月会議において補正

予算として上程しました本事業に対し、基本額の上乗せ分が計上されたことによるものでござ

います。同額、道費が計上されるものでございます。 

続きまして、(３)地域介護福祉空間整備事業。これは新規事業でございまして、3,000 万円

の増額計上でございます。補助金でございますが、白老交友会が建設するケアホームの横に交

流サロンを併設した事務所の整備に対し助成するもので、全額国費が充てられます。これにつ

きましては、来年度に繰り越す事業でございます。 

 次に、２目老人福祉費、(１)在宅老人福祉事業経費 86 万 7,000 円の減額でございます。この

うち、減となるものについては不用額の整理でございます。次のページをお開き願いまして、

12 役務費の通信運搬費は町で保留分の３台の計算通信料の増加分でございます。また、手数料

につきましては、緊急通報システムの移設費用の不足分の増でございます。 

次に、(２)老人医療費給付費 50 万円の減でございます。これにつきましては不用額の整理

でございます。 

次に、(３)施設入所者措置費支弁経費 42 万円の減。これにつきましても不用額の整理でご

ざいます。合わせて、財源として負担金が 10 万円減額となるものです。 

次に、(４)地域包括支援センター運営経費 119 万 8,000 円の減でございます。賃金につきま

しては、臨時保健師分フル雇用をパートタイムにしたことによる減額でございます。委託料に

つきましては、ケアマネジメント原案作成業務委託料、委託件数の減でございます。また、ケ

アマネジメントシステム保守業務委託料については入札差金による減。財源としまして、諸収

入の介護予防サービス計画作成収入 126 万 2,000 円が減額となるものでございます。 

 次に、(５)後期高齢者医療制度運営経費 285 万 9,000 円の増でございます。21 年度分の広域

連合への負担金の確定による増でございます。 

 (６)後期高齢者特別会計繰出金 304 万 3,000 円の減でございます。22 年度の精算に伴う減で

ございます。財源として道費保険基盤安定拠出金が205万2,000円減額となるものであります。 

 (７)老人保険特別会計繰出金 18 万 3,000 円の減でございます。不用額の整理であります。 

 (８)介護保険事業特別会計繰出金 265 万円の増でございます。次のページでございますが、

繰出金のうち、介護給付費につきましては介護給付費の増に伴うものでございます。それ以下

につきましては不用額の整理であります。 

 次に、(９)高齢者見守り生活支援事業 13 万 5,000 円の減でございます。緊急雇用の事業でご
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ざいます。これにつきましても不用額の整理でございます。財源として、道費同額を減額する

ものでございます。 

 (10)介護雇用プログラム推進事業 165 万 1,000 円の減額でございます。これにつきましても

緊急雇用の事業でございまして、雇用日数の減による整理でございます。財源につきましても

同額道費が減額となるものであります。 

 次に、３目身体障害者福祉費、障害者自立支援給付経費 400 万円の減でございます。扶助対

象者の減によるものでございます。財源としまして、国費が 108 万 5,000 円の減、道費 54 万

2,000 円の減となります。 

 (２)重度心身障害者医療費給付費、財源振りかえでございます。道費が 54 万 5,000 円の増と

なり、諸収入の医療費の高額医療費、これが 351 万 9,000 円の減となるものであります。 

 (３)地域生活支援事業経費 90 万円の減でございます。委託料でございますが、利用者の減に

よるものでございます。 

 ４目乳幼児福祉費、乳幼児等医療費助成経費 204 万 1,000 円の減でございます。これにつき

ましても実績見合いの減でございまして、道費につきまして 106 万円が減額となります。 

 ８目アイヌ施策推進費、(１)アイヌ施策推進事務経費、民族共生の象徴的空間にかかる作業

部会出席のための旅費を追加計上するものでございます。30 万円の計上でございます。 

 次に 41 ページでございます。(２)アイヌ文化を学ぶふるさと学習事業４万 6,000 円の増でご

ざいます。道委託金の額の確定に伴う増でございまして、道の委託金が６万 6,000 円増額とな

るものでございます。 

 次に、(３)ウタリ住宅新築資金等貸付事業 15 万円の減でございます。貸付金の申し込み金額

の減によるもので、起債も 10 万円減となります。 

 次に、２項３目ひとり親家庭等福祉費、ひとり親家庭等医療費給付費につきましては、財源

振りかえで、道費が 58 万 6,000 円の減。諸収入の高額医療費につきまして 220 万円の増となる

ものであります。 

 ４目児童福祉施設費、(１)町立保育園運営経費 341 万 2,000 円の減でございます。７節の賃

金でございますが、不用額の整理でございます。財源としまして、諸収入の保育所広域入所受

託事業収入 19 万 5,000 円が追加となります。 

 次に、(２)緑丘保育園運営費等経費 112 万 6,000 円の減でございます。12 月補正後の児童数

見込み額の減でございまして、財源としまして国費が 31 万 3,000 円の減、道費につきましては

15 万 6,000 円の減、分担金の保育料が 19 万 8,000 円の減、諸収入保育所広域入所受託事業収

入が 64 万 6,000 円の増でございます。 

 (３)白老小鳩保育園運営等経費 225 万 6,000 円の増でございます。これにつきましても 12

月補正後の児童数の見込み額の増によるもので、国費 86 万 9,000 円の増、道費 43 万 5,000 円

の増、分担金の保育料 17 万 9,000 円の増、諸収入として広域入所の受託事業収入が 50 万 2,000

円の増となります。 

 次に、４款環境衛生費に入ります。次のページをお開きください。１項１目地域保健費、(１)
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検診管理事業経費 184 万円の減額でございます。実績見合いによる減でございまして、国費の

女性特有のがん検診推進事業補助金が 216 万 8,000 円減額となるものであります。 

 (２)母子保健事業経費 399 万 8,000 円の減でございます。７節賃金につきましては、臨時保

健師の中途退職による減でございます。委託料につきましては、実績見合いによる減でござい

まして、財源としまして道費妊婦健康検査臨時特別交付金 104 万 8,000 円の減でございます。 

 (３)後期高齢者特定健康診査事業経費 88 万 5,000 円の減でございます。実績見合いによる減

で、同額、諸収入の後期高齢者医療広域連合受託事業収入も減となるものであります。 

 ３目予防費、小児用肺炎球菌予防接種助成事業 516 万 2,000 円の減でございます。需用費に

つきましては、消耗品の増でございます。委託料、それから、扶助費につきましては、接種回

数の減に伴う委託料の確定によるもので、財源としまして道費 258 万 2,000 円が減額となるも

のであります。 

 次に、２項１目環境衛生諸費、公共水域環境保全経費 24 万円の減。不用額の整理であります。 

 次のページでございます。(２)地下水対策経費 15 万円の減。これも不用額の整理でございま

す。 

 (３)地球温暖化防止対策普及啓発事業 20 万円の減。これも不用額の整理でございますが、財

源としまして、同額、諸収入、環境保全促進助成金も減額となるものであります。 

 ３項２目塵芥処理費、(１)一般廃棄物広域処理経費 49 万円の減でございます。委託料及び負

担金の額の確定による減額でございます。 

 ４項 1 目病院事業費、国民健康保険病院事業会計繰出金等１億 2,009 万 1,000 円の増額でご

ざいます。これにつきましては、まず、繰り出し基準による当初保留分としまして、不採算地

区病院経費の医師を除く退職負担金等分が 4,594 万 6,000 円。それから、同じく不採算地区病

院経費のうち、累積欠損金解消分が 1,800 万円。合計して 6,394 万 7,000 円。それから、医師

確保対策経費として 1,605 万 3,000 円。合わせて留保分は 8,000 万円ということになります。

また、基準外繰り出しとしまして、経営健全化対策経費の不良債務解消分として 4,000 万円を

計上するものでございます。また、公的資金保証金免除繰上償還額と借換債分との差額９万

1,000 円を計上するものでございます。これによりまして、実質の一般財源につきましては、

１億 4,043 万 3,000 円。昨年と比較しまして 3,357 万 8,000 円の増となっております。この理

由につきましては、特別交付税が今回 12 月分でございますが、病床数 87 床から 58 床分として

計算されたことにより、3,567 万円が減額になったことによるものであります。 

 次に、６款農林水産業費、次のページです。１項３目農業振興費でございます。農業関係資

金利子補給事業経費 22 万 5,000 円の増でございます。借入額の増に伴う利子補給金の増でござ

います。財源としまして道費が 11 万 2,000 円追加交付となります。 

 ４目畜産業費、公共牧場管理経費 92 万 3,000 円の減でございます。実績見合いによる委託料

の確定による減でございまして、同額、牧野使用料についても減額となるものであります。 

 (２)白老牛消費拡大事業経費 100 万円の減額でございます。まつりの中止に伴う補助金の減

でございます。 
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 (３)畜産振興推進事業 330 万 4,000 円の減でございます。需用費につきましては、道の交付

金であります草地任い手育成整備事業支払交付金がなくなったことにより事業費もあわせて減

額とするものでございます。負担金、補助金及び交付金につきましては、負担金につきまして

草地改良及び草地整備事業の縮小による減、補助金につきましては実績見合いによる減でござ

います。なお、財源につきましては、道費が 95 万 5,000 円の減、分担金としまして畜産任い手

育成総合整備事業負担金が 204 万 7,000 円の減となります。 

 次に、２項１目林業振興費、林務行政事務経費 11 万 9,000 円の減でございます。負担金の額

の確定による減でございます。財源としまして財産収入の苫小牧広域森林組合配当金１万円が

増額となります。 

 次に、(２)私有林対策事業 101 万 8,000 円の減でございます。事業量の精査による作業面積

の減でございます。財源につきまして、道費、21 世紀北の森づくり推進事業補助金が 62 万 7,000

円減額となります。 

 次のページです。３項１目水産振興費、(１)水産経営安定化推進経費 92 万 4,000 円の減額で

ございます。借入金の減に伴う利子補給金の減額であります。 

 (２)栽培・資源管理型漁業推進事業 72 万 6,000 円の減でございます。ビノス貝の処分に伴う

実績の確定による減額でございます。 

 次に、７款商工費に入ります。１項１目商工振興費、(１)特産品普及イベント及び物産交流

関係経費 230 万円の減額でございます。これもまつりの中止に伴う補助金の減でございます。 

 ２項１目観光対策費、観光資源管理経費 20 万円の減でございます。不用額の整理であります。 

 次のページ、(２)しらおい観光コンシェルジュ担い手育成事業 128 万円の減額でございます。

この事業は、緊急雇用の事業でございまして、委託料でございますが、当初２名分の雇用での

委託料でございましたが、そのうち１名が中途で退職したための減でございます。同額、道費

を減額するものであります。 

 次に、８款土木費、２項１目道路維持費、(１)町道改修事業 17 万 9,000 円の減でございます。

工事請負費でございますが、入札差金に伴う減でございまして、起債が 20 万円減額となります。 

 (２)公共施設環境整備事業 84 万 7,000 円の減でございます。この事業も緊急雇用事業でござ

います。実績見合いによる不用額の整理でありまして、同額、道費も減額するものであります。 

 次のページでございます。２目道路新設改良費、町道整備事業 2,970 万 8,000 円の減額でご

ざいます。２節給料から 11 節需用費につきましては、補助事業の事務費カットに伴う全額減で

ございます。それから、以下、委託料、工事請負費につきましては、入札差金に伴う減でござ

いますが、施設整備工事で大きく減額となっている２本の路線につきましては、交付金の交付

額見合いで減額したものでございます。財源としまして国費が、竹浦２番通りにつきましては

国費 972 万 5,000 円の減、起債が 520 万円の減です。白老滑空場線につきましては、国費 179

万 4,000 円、起債 100 万円の減。ポロト社台線につきましては、国費 768 万 3,000 円、起債 410

万円の減となるものであります。 

 ３目橋梁維持費、橋梁長寿命化修繕計画策定事業 40 万円の減でございます。入札差金に伴う
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減でございます。財源として国費が 15 万円あわせて減額となります。 

 ４項２目港湾建設費、港湾建設事業 540 万円の減でございます。負担金の額の確定による減

でございまして、起債が 480 万円減となります。 

 ５項１目都市計画総務費、白老駅北広場整備事業 112 万 9,000 円の減でございます。特防交

付金の減額による事業量の減でございまして、同額、国費である特防交付金も減となります。 

 次のページです。６項２目住宅管理費、町営住宅維持管理経費 380 万円の増でございます。

修繕料でございますが、高額な突発的修繕が発生したことによる不足分を計上するもので、国

費 37万 5,000円の増、それから、使用料として町営住宅使用料 150万円を追加計上いたします。 

 次に、(２)町営住宅改修事業 39 万 7,000 円の減でございます。需用費につきましては、先ほ

ども出ました補助事業の事務費のカットによる減でございます。工事請負費につきましては、

入札差金に伴う減でございます。財源として国費 34 万 6,000 円の減、起債につきましては起債

が交付税措置なしの小額なため、今回これを借りないこととしたことから 180 万円の減として

おります。 

 ９款消防費、１項３目消防施設費、(１)高規格救急自動車更新事業 266 万 3,000 円の減でご

ざいます。入札差金による減でございまして、財源としまして道費石油貯蔵施設立地対策等交

付金 102 万 2,000 円の減でございます。繰入金も 5,000 円の減でございます。それから、起債

につきましては 150 万円の減ということで、これは借りないこととしております。 

 ４目災害対策費、防災センター管理経費 18 万 2,000 円の減でございます。燃料費につきまし

ては単価の増、光熱水費につきましては逆に電気料の減によるものでございまして、同額国費

の委託金が減額となります。 

 次のページです。(２)自主防災組織活動支援事業 80 万円の減でございます。自主防災組織の

設置見込み数の減によるものであります。 

 次に、10 款教育費に入ります。１項４目指導厚生費、(１)教職員福利厚生経費 18 万 9,000

円の減。実績に基づく委託料の不用額の整理であります。 

 ５目諸費、(１)私立高等学校教育補助金 16 万 8,000 円の減でございます。生徒人数の実績に

基づく減であります。 

 ２項１目学校管理費、スクールバス運行経費 40 万円の減で、不用額の整理であります。 

 小学校施設管理経費 228 万 4,000 円の増であります。まず、需用費の燃料費につきましては、

寒冷及び単価アップによる増でございます。それから、次のページでございますが、使用料・

賃借料の印刷機の賃借料につきましては入札差金に伴う減でございます。それから、備品購入

費が 20 万 3,000 円の増でございますが、本年４月からの竹浦小学校の複式学級新設に伴う移動

用黒板などの備品を購入するものであります。また、財源振りかえが一部ございまして、社台

小学校の窓枠が風によるもので補修がありまして、その額に対しまして全額特定財源を充てる

こととしており、諸収入としまして備荒資金組合の積立使用金が 39 万 9,000 円。それから、同

じく諸収入、建物災害共済保険金 39 万 9,000 円を充当するものでございます。 

 次に、２目教育振興費、小学校校外学習事業経費 14 万 3,000 円の減でございます。実績に基
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づく不用額の整理であります。 

 次に、３項中学校費の１目学校管理費、中学校施設管理経費 193 万円の増でございます。ま

ず、燃料費につきましては小学校と同様でございます。修繕料 41 万 2,000 円の計上でございま

すが、これにつきましては萩野中学校における普通教室で 41 名が授業を受ける場合があり、教

室が手狭なことから現図書室を教室に改修するための修繕工事を行うものの計上でございます。

それから、賃借料につきましては、入札差金に伴う減でございます。 

 ２目教育振興費、中学校遠距離通学支援経費 25 万円の減。実績に伴う不用額の整理でありま

す。 

 中学校体育推進経費 25 万円の増でございます。全道大会への出場に伴う不足分を計上するも

ので、今回、追加となるものについては水泳、野球、陸上でございます。 

 (３)中学校校外学習事業経費 19 万 8,000 円の減でございまして、利用実績なしによる全額減

とするものであります。 

 次のページ、４項１目幼稚園費でございます。(１)幼稚園就園費補助金 346 万 5,000 円の減

でございます。園児数の減及び基準単価を国単価見合いで交付したことによる減でございまし

て、財源として国費 93 万 7,000 円が減額となります。 

 (２)幼稚園運営費補助金 21 万 6,000 円の減。実績に基づく運営費の減でございます。 

 ５項１目社会教育総務費、放課後児童対策事業経費、賃金でございますが、特別支援を要す

る児童の利用日数の減によるもので、財源として放課後児童クラブ負担金、これも同額減額し、

その分は給与費に振りかえるものでございます。 

 (２)みんなの基金事業経費 15 万 4,000 円の減。実績に伴う減で、同額、みんなの基金繰入金

も減額といたします。 

 ３目図書館費、(１)図書等購入経費３万円の増額でございます。これも指定寄附があったこ

とによる図書備品の購入でございます。財源として指定寄付金３万円でございます。 

 ６項２目体育施設費、体育施設指定管理経費 110 万 5,000 円の計上でございます。燃料費の

単価アップに伴う増であります。 

 次のページにまいります。(２)総合体育館重油タンク緊急改修事業 60 万 3,000 円の減でござ

います。入札差金に伴う減額でございます。 

 次に、11 款災害復旧費、１項１目公共土木施設災害復旧費、(１)クッタリウス川災害復旧事

業。新規でございますが、432 万 6,000 円を計上するものでございます。昨年８月 11 日の大雨

災害に伴う河川内の堆積体積土砂を排出する事業でございまして、起債として現年発生単独災

害復旧事業債 430 万円を計上いたします。これは来年度に繰り越す事業でございます。 

 (２)竹浦川災害復旧事業につきましても上記と同様の災害による堆積土砂を排出するもので

あります。起債につきましては、830 万円の計上でございます。これにつきましても新年度に

繰り越す事業でございます。 

 次に、12 款公債費でございます。１項１目元金、(１)長期債元金償還費 5,436 万 6,000 円の

増でございます。まず、公的資金保証金免除繰上償還額、これが 4,261 万 3,000 円でございま
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す。また、今年度より利息の軽減を図るために据え置き措置を見直ししたことで、今年度借入

分の元金分が発生しておりまして、これが 1,175 万 3,000 円でございます。なお、この支出に

あたりまして、一般財源でございますが町債管理基金 1,300 万円を繰り入れすることとしてご

ざいます。 

 次のページです。２目利子、(１)長期債利子支払費 1,105 万 3,000 円の減でございます。借

入利率の減によるものであります。 

 (２)一時借入金利子支払費 554 万 1,000 円の減でございます。一時借入金の減及び借入利率

の減でございます。 

 (３)基金繰替運用利子支払費 55 万 8,000 円の減。運用利率の減によるものであります。 

 次に、13 款給与費、１項１目給与費、(１)職員等人件費 179 万円の減でございます。人事異

動によります嘱託職員給与を他会計で計上することになったことによる減でございます。 

 次に、14 款諸支出金でございます。次のページでございます。各種基金積立金 1,319 万円の

減額でございます。積立金利子の調整と、寄附分の増、それから、町債管理基金 1,300 万円の

積み増し分の減などでございます。 

 以上で歳出につきまして説明を終わらせていただきまして、戻りまして、歳入のほうで一般

財源について説明をさせていただきます。８ページ、９ページにお戻り願います。まず、歳入、

１款町税でございます。１項２目法人、現年課税分で 5,000 万円の計上でございます。決算見

込みによる増でございまして、当初過小見積りによる増であります。 

 ２項１目固定資産税、現年課税分 5,000 万円の増額計上でございます。償却資産の当初見込

みからの増でございます。 

 ４項１目町たばこ税、現年課税分、たばこ税の手持ち品課税分の増によるもので 1,500 万円

を追加で計上いたします。 

 それから、６項１目入湯税、現年課税分 100 万円の増でございますが、ホテル営業の再開な

どによる増でございます。 

 それから、11 款地方交付税、普通交付税でございますが、159 万 3,000 円の減でございまし

て、現在 3,713 万 3,000 円普通交付税分として留保しているところであります。 

 それから、次に、19 ページをお開き願います。17 款財産収入、１項１目財産貸付収入でござ

います。光ネットワーク回線貸付料が 404 万 6,000 円の減となってございますが、先ほど歳出

のところでも説明いたしましたが、光サービスの開始日の遅延に伴う減によるものであります。 

 それから、次のページでございます。18 款寄附金、１項１目寄附金の一般寄附金です。38

万円の増であります。これは９件の寄附の申し込みがあったということによるものであります。 

 それから、次のページの 23 ページをお開き願います。21 款諸収入、５項５目雑入の中段か

らちょっと下、日本放送協会助成金 904 万円の計上でございますが、日本放送協会助成金であ

りまして、ＮＨＫ助成金が地上デジタル放送難視聴対策によるもので増となっており、合計で

1,204 万円がＮＨＫ助成金として入る見込みとなってございます。 

以上で歳入を終了しまして、補正（12 号）の説明を終了させていただきます。 
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○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。

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１号の議案説明を終わります。 

 日程第２、議案第２号 平成 22 年度白老町国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）の

議案について説明をお願いいたします。 

南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 議案第２号 平成 22 年度白老町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第５号）につい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 1,213 万 6,000 円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 31 億 2,752 万 1,000 円とする補正であります。 

 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。 

 次に、歳入歳出事項別明細書の歳出から説明いたします。10 ページをお開きください。歳出、

１款総務費、１項２目連合会負担金 132 万円の増額でございます。内容につきましては、国保

連合会において平成 23 年度から運用する国保総合システム構築経費の保険者負担分でござい

ます。財源は国庫支出金の増額でございます。 

 続きまして、２款保険給付費、１項１目一般被保険者療養給付費 1,000 万円の減額でござい

ます。実績見込みによる精算でございます。財源は国庫支出金の減額、療養給付費等交付金、

前期高齢者交付金の増額でございます。 

 続きまして、２目退職者被保険者等療養給付費 1,410 万円の増額でございます。医療費の増

による増額でございます。財源は療養給付費等交付金の増額でございます。 

 次に、３目一般被保険者療養費 300 万円の減額でございます。実績見込みによる精算でござ

います。 

 次に、５目審査支払手数料 17 万 4,000 円の増額でございます。レセプト枚数増加による実績

見込みによるものでございます。 

 次のページでございます。続きまして、２項１目被保険者高額療養費 1,400 万円の増額でご

ざいます。高額医療費の増によるものでございます。財源は国庫支出金、道支出金、共同事業

交付金の増額でございます。 

 ２目退職被保険者等高額療養費 116 万円の増額でございます。高額医療費の増によるもので

ございます。財源は療養給付費等交付金の増額でございます。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費 17 万 7,000 円の減額。 

次に、４目退職被保険者等高額介護合算療養費 19 万円の減額で、いずれも実績見合いによ

る減額でございます。 
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 続きまして、５項１目葬祭給付費７万 5,000 円の増額でございます。当初 65 名を見込み計上

しておりましたが、５名増の７万 5,000 円の増を見込んでおります。 

 続いて、次のページでございます。３款後期高齢者支援金等、１項１目後期高齢者支援金

2,078 万 7,000 円の減額でございます。支援金の概算支払額が確定したことによる減でござい

ます。 

 続きまして、４款前期高齢者納付金等、１項１目前期高齢者納付金 21 万 8,000 円の減額でご

ざいます。概算納付金の確定による精算でございます。財源は、前期高齢者交付金の減額でご

ざいます。 

 続きまして、６款介護納付金、１項１目介護納付金 41 万 9,000 円の減額でございます。概算

納付金の確定による精算でございます。 

 続いて、次のページでございます。７款共同事業拠出金、１項１目共同医療費拠出金、高額

療養費拠出金 31 万 4,000 円の減額でございます。拠出金の確定による精算でございます。財源

は共同事業交付金の減額でございます。 

 次に、３目保険財政共同事業拠出金 986 万 6,000 円の減額でございます。拠出金の確定によ

る精算でございます。財源は共同事業交付金の減額でございます。 

 続きまして、８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費 1,009 万 1,000 円の減額でご

ざいます。特定検診がほぼ終了しておりまして、当初 1,879 人分を計上していましたが 799 人

分の減額補正でございます。財源は国庫支出金、道支出金、諸収入の減額でございます。 

 続きまして、10 款公債費、18 ページをお開きください。１項１目利子、一時借入金利子 100

万円の減額補正でございます。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、

一時借入金を圧縮したことによる利子の減額でございます。 

 11 款諸支出金、１項３目償還金 3,637 万 9,000 円の増額でございます。過年度国庫負担金の

額が確定し、超過額が出たことによる返還金でございます。財源は国庫支出金の減、療養給付

費等交付金の増でございます。 

 次に、２項１目直営診療施設勘定繰出金 382 万 4,000 円の計上でございます。内容は救急患

者受入体制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、病院会計に繰り出しするものでござい

ます。財源は国庫支出金を全額充当するものでございます。 

 次に、４ページをお開きください。歳入、２款国庫支出金、１項１目療養給付費等負担金 3,793

万円の減額でございます。一般分療養給付費で当初計上を下回る実績見込みによる減額でござ

います。 

 ２目高額医療費共同事業負担金 78 万 7,000 円の減でございます。実績見込みによる減額でご

ざいます。 

 ３目特定検診等負担金 82 万 3,000 円の減でございます。特定検診の受診者が確定したことに

よる減でございます。 

 続いて、２項１目財政調整交付金１億 76 万 6,000 円の減額でございます。国保会計の収支差
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額見合い分の計上でございます。 

 続きまして、３款療養給付費等交付金、１項１目療養給付費等交付金 1,104 万円の増額でご

ざいます。現年分で退職者医療分に伴うもので交付が確定したことによる増額でございます。

２段目の過年度分退職者療養給付費等交付金につきましては、平成 20 年度分の退職医療分の交

付の確定があったことによる増額でございます。8,750 万 6,000 円の増であります。 

 続きまして、４款前期高齢者交付金、６ページをお開きください。１項１目前期高齢者交付

金 1,621 万 4,000 円の増額でございます。交付金が確定したことによる増額でございます。 

 続きまして、５款道支出金、１項１目高額医療費共同事業負担金 232 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す。 

 ２目特定健康診査等負担金 82 万 3,000 円の減額でございます。特定検診の受診者が確定した

ことによる減でございます。 

 続きまして、２項２目保険事業費補助金 11 万 8,000 円の計上でございます。低所得者に対す

るインフルエンザ予防接種費用の助成であります。 

 続きまして、７款共同事業交付金、１項１目共同事業交付金 211 万 1,000 円の増額でござい

ます。80 万円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る増でございます。 

 次に、２目保険財政共同安定化事業交付金 4,011 万円の増でございます。これにつきまして

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る増額補正でございます。 

 次のページでございます。11 款諸収入、３項１目特定健康診査等一部負担金 151 万 4,000 円

の減額でございます。特定検診の一部負担金が確定したことから減額するものでございます。 

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２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。 

〔「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２号の議案説明を終わります。 

 ここで、暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時５６分 

                                         

再開 午前１１時１０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３、議案第３号 平成 22 年度白老町老人保健特別会計補正予算（第１号）の議案につ

いて説明をお願いいたします。 

南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 議案第３号 平成 22 年度白老町老人保健特別会計補正予算（第１

号）についてご説明いたします。 
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 今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ 59 万 3,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ 78 万 6,000 円とする補正であります。 

 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から説明いたします。６ページをお開きください。 

歳出の説明の前に、本会計は本年度をもって廃止となりますので、精算経費の補正でござい

ます。 

 それでは、歳出、２款諸支出金、１項１目償還金 37 万 6,000 円の増額でございます。内容に

つきましては、全額道負担金分の償還でございます。財源は一般会計からの繰入金８万 3,000

円の減額、前年度繰越金 45 万 8,000 円、諸収入 1,000 円を充当するものでございます。 

 次に、３款予備費、１項１目予備費、予備費は財源振りかえでございます。一般会計からの

繰入金から前年度繰越金に 10 万円を振りかえるものでございます。 

 次に、４款医療諸費、１項１目医療給付費 21 万 6,000 円の計上でございます。内容につきま

しては、過年度診療の過去取り下げの再請求分であります。財源は前年度繰越金を 21 万 6,000

円充当いたします。 

 次ページをお開きください。２目諸手数料、診療報酬審査支払等手数料 1,000 円の計上でご

ざいます。審査支払手数料でございます。財源は前年度繰越金 1,000 円を充当いたします。 

 次に、歳入、４ページをお開きください。歳入につきましては、歳出で説明させていただき

ましたので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３号の議案に関して質疑を許します。質疑のございます方、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） 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 22 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４号 平成 22 年度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、主に不用額等の整理でございますが、歳入歳出それぞれ 3,425

万 7,000 円を減額し、総額を 14 億 9,275 万 3,000 円とする補正でございます。 

補正内容につきましては、歳出からご説明をさせていただきます。事項別明細書 10 ページ

から 11 ページをお開きください。１款１項１目下水道総務費、(１)下水道業務一般事務経費

150 万円の減額でございますが、職員手当及び消費税納付金の不用額整理でございます。 
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 (２)水洗便所普及排水整備促進経費 188 万 5,000 円の減額につきましては、水洗便所改造資

金の貸付実績に伴う不用額の整理でございます。 

 ２目下水道維持管理費、(１)管渠維持管理経費 220 万円の減、(２)管渠維持管理事業 636 万

8,000 円の減額につきましては、入札差金等による執行残の整理でございます。 

 ３目処理場管理費、処理場管理経費 178 万円の増額につきましては、浄化槽汚泥搬入量の増

加に伴いましてし尿処理施設浄化槽からの脱水機棟への引き抜き汚泥量が増加しており、脱水

汚泥の処分量が増加したため 178 万円を増額補正するものでございます。なお、引き抜き汚泥

量の増加につきましては、し尿処理施設の老朽化により機能低下が主な原因ではないかという

ふうな考えでございます。 

 次に、12 ページから 13 ページになります。２項１目下水道施設費、(１)管渠及び処理場整

備費 1,535 万円減、(２)環境整備費 280 万円の減につきましては、入札差金等による執行残の

整理でございます。 

 次に、２款公債費でございます。１項１目元金、(１)長期元金償還費 70 万円の減額につきま

しては、平成 21 年度の借りかえ債にかかる償還額の減によるものでございます。 

 次に、２目利子につきましては、(１)長期債利子分 330 万円の減額につきましては、借り入

れ利率が下がったことによるものであります。 

 (２)一時借入金利子分 140 万円の減額につきましては、借り入れ総額の減と借り入れ利率が

下がったことによる減額でございます。 

 次に、４款１項１目繰上充用金 54 万 4,000 円の減額につきましては、平成 21 年度の決算の

確定に伴っての整理でございます。 

 続きまして、６ページから７ページをお開きいただきたいと思います。歳入をご説明させて

いただきます。２款１項１目下水道使用料 4,467 万 5,000 円の減額につきましては、先ほど説

明いたしました歳出の不用額等による減額調整するものでございます。なお、下水道使用料の

現年度賦課分は当初予算のとおりとなる見込みでございます。 

 次に、３款国庫支出金 1,672 万 7,000 円の減額につきましては、事業費の確定に伴う国庫補

助金の精算でございます。 

 次に、５款諸収入 185 万 5,000 円の減額につきましては、水洗便所改造資金の貸し付け実績

に伴いまして積立金の減額をするものでございます。 

 次に、６款町債につきましては９ページになります。2,900 万円の増となってございます。

対象事業費等の確定による減額と、資本費平準化債の留保分を計上するものでございます。減

額額等につきましては記載のとおりでございます。 

 続きまして、４ページから５ページに戻っていただきます。第２表、債務負担行為補正につ

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、地方債補正は記載のとおりでございます。 

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。 
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これより議案第４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。 

〔「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４号の議案説明を終わります。 

 日程第５、議案第５号 平成 22 年度白老町墓園造成事業特別会計補正予算（第１号）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５号 平成 22 年度白老町墓園造成事業特別会計補正予

算の説明を行います。 

 １ページでございますが、歳入歳出予算の補正。今回の補正予算につきましては、歳入歳出

それぞれ 40 万 5,000 円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ 188 万 6,000 円とするものでご

ざいます。 

補正内容につきましては、７ページの事項別明細書の歳出からご説明いたします。１款１項

１目墓地区画費、白老霊園墓地区画費 16 万 1,000 円の追加でございますけれども、１区画６平

米の返還があったもので、墓碑の設置期限の２年以内のため還付するものであります。なお、

この区画については今後、新たな使用希望者に使用許可を行い、使用料が見込まれるものであ

ります。財源としては、墓園使用料でございます。 

 次、２款１項１目墓園造成事業基金積立金 24 万 4,000 円の追加であります。22 年度の墓園

使用料の増額分の中から積み立てるものでございます。 

 次、歳入、５ページでございます。１款１項１目墓園使用料 40 万 5,000 円の追加でございま

すけれども、当初予算よりも増額となったもので、15 平方メートル分でございます。 

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５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。 

〔「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５号の議案説明を終わります。 

 日程第６、議案第６号 平成 22 年度白老町介護保険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。 

長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 議案第６号 平成 22 年度白老町介護保険事業特別会計補正

予算（第３号）につきまして、ご説明いたします。 

今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ 2,332 万 5,000 円を追加し、総額 15 億 7,628 万 3,000

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ございますので、説明
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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、３項１目介護認定審査会費 13 万 7,000 円の減額補正で、これにつきまして

は不用額の整理でございます。 

 ２目認定調査費７万 9,000 円の減額補正で、不用額の整理と申請件数の増加に伴う主治医意

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、１項１目介護給付費 7,115 万 6,000 円の増額補正で、介護保険事業

計画の中で１カ月当たり在宅利用者 275 人、施設利用者 232 人を見込んでおりましたが、現在

は在宅が 368 人、施設が 241 人と増加していることから増額するものであります。 

 ２目介護予防給付費 4,926 万 4,000 円の減額補正で、利用者数を 253 人で見込んでおりまし

たが 188 人と減少したためであります。 

 12 ページをお開きください。３目審査支払手数料４万 7,000 円の増額補正で、国保連合会に

おける審査件数の増加に伴う増額でございます。 

 ２項１目高額介護サービス費 383 万 7,000 円の増額補正で、施設利用者の増加に伴う増額で

あります。 

 続きまして、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 160 万円の減額

補正で、特定高齢者に対する通所型介護予防委託料の減額と不用額の整理でございます。 

 14 ページをお開きください。２目介護予防一般高齢者施策事業費 38 万 7,000 円の減額、２

項１目総合相談事業費 13 万 7,000 円の減額補正で、いずれも不用額の整理でございます。 

 ３目任意事業費 28 万円の減額補正で、成年後見人報酬の減額でございます。 

 ページをまたぎますが、４款基金積立金、1 項１目介護給付費事業基金積立金 16 万 2,000 円、

２目介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 7,000 円の増額補正につきましては、資金運用利

息であります。 

 次に、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 192 万 8,000 円の減額補正で、所得の減少にも合

わせ、被保険者数が計画に比べ若干減少したことによるものでございます。 

 ２款分担金及び負担金、１項１目地域支援事業負担金 11 万 7,000 円の減額補正で、特定高齢

者通所介護予防負担金の減額でございます。 

 ３款国庫支出金、１項１目介護給付費負担金 379 万 6,000 円の増額補正で、交付内示額に対

する整理で、国の負担割合は施設分が 15％、その他分が 20％となっております。 

 ２項 1 目調整交付金 312 万 7,000 円の減額補正で、交付内示に対する整理でございます。 

 ２目地域支援事業交付金介護予防事業分 46 万 8,000 円の減額補正で、交付内示額に対します

整理で、国の負担割合は 25％でございます。 

 ６ページをお開きください。３目地域支援事業交付金包括的支援事業任意事業分 24 万 6,000

円の減額補正で、交付内示額による整理で負担割合は 40％となっています。 

 ４款道支出金、１項 1 目介護給付費負担金 145 万 8,000 円の増額補正で、交付内示に対する
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整理で、負担割合は施設分が 17.5%、その他分が 12.5％となっております。 

 ３項１目地域支援事業交付金介護予防事業分 23 万 4,000 円の減額補正で、交付内示に対しま

す整理で、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 12 万 3,000 円の減額補正で、こちらも交

付内示による整理で、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、現年度分 876 万 3,000 円の増額補正で、

交付内示に対します整理で負担割合は 30％となっております。過年度分 236 万 4,000 円の増額

につきましては、平成 21 年度の介護給付費実績に対する精算分であります。 

 ２目地域支援事業支援交付金 56 万 1,000 円の減額補正で、交付内示に対します整理で、負担

割合は 30％でございます。 

 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 16 万 9,000 円の増額補

正で、先に歳出でご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 322 万 2,000 円の増額補正で、町の負担割合は 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 23 万 3,000 円の減額で、負担割合は 12.5％でござ

います。 

 ３目地域支援事業繰入金包括的支援事業任意事業分 12 万 3,000 円の減額で、負担割合は 20％

でございます。 

 ４目その他一般会計繰入金 21 万 6,000 円の減額で、特別会計運営経費に係る整理でございま

す。 

 ２項１目介護保険基金繰入金 1,092 万 9,000 円の増額で、介護給付費の増加と介護保険料の

減少に伴う事業基金の繰り入れでございます。 

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６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。 

〔「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６号の議案説明を終わります。 

 日程第７、議案第７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補正予算（第

１号）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７号 平成 22 年度白老町立特別養護老人ホ

ーム事業特別会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 19 万円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,128 万 9,000 円とするものでございます。 
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 続きまして、２ページ目の第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、省略させていただきます。 

 それでは、歳入歳出予算事項別明細書の歳出からご説明申し上げます。６ページ目をお開き

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 19 万円の減でござい

ます。これにつきましては、積立金利子の確定によるものでございます。 

 続きまして、歳入の説明をさせていただきます。戻って４ページ目をお開きください。５款

諸収入、１項１目雑入 19 万円の減であります。これにつきましては、指定管理者が受ける居住

費のうち光熱水費を除いた建設費相当分の減でございます。 

以上でご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７号の議案説明を終わります。 

 日程第８、議案第８号 平成 22 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）

の議案について説明をお願いいたします。 

南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 議案第８号 平成 22 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）につい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 1,404 万 3,000 円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２億 5,230 万 4,000 円とする補正であります。 

 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。 

 次に、歳入歳出事項別明細書の歳出から説明いたします。６ページをお開きください。歳出、

２款分担金及び負担金、１目広域連合分布金 1,404 万 3,000 円の減額でございます。内訳は、

後期高齢者医療保険基盤安定負担金は被保険者から徴収した保険料を広域連合に納付しますが、

保険料の実績見込みによる精算で、1,100 万円の減額補正でございます。財源は後期高齢者医

療保険料を全額充当するものでございます。次に、後期高齢者医療保険基盤安定負担金は、保

険料の軽減分を道４分の３、町４分の１を負担するもので軽減額が確定したことによる精算で、

273 万 6,000 円の減額補正でございます。また、後期高齢者医療事務費負担金については、広

域連合の事務費の確定による精算で、30 万 7,000 円の減額補正であります。財源は繰入金を全

額充当するものでございます。 

 次に、４ページをお開きください。歳入、１款後期高齢者医療保険料、１項１目後期高齢者

医療保険料現年分 1,200 万円の減額であります。滞納繰越分 100 万円の増額でございます。実

績見込みによる現年分の減額補正と滞繰分の増額補正であります。 

 続きまして、２款繰入金、１項１目一般会計繰入金、事務費繰入金 30 万 7,000 円の減額で、
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次に、保険基盤安定繰入金 273 万 6,000 円の減額となっております。広域連合の事務費精算に

よる保険料軽減が確定したことによる減額補正でございます。 

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８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。 

３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） ちょっと確認だけさせていただきたいのですけれども、６ページ、７

ページのところで広域連合負担金の中で後期高齢者医療保険負担金が低所得によってこれだけ

減ったというようなことをおっしゃっていたのですけれども、それで間違いないですか。つま

り、収入が減ってきて、高齢者の方の収入が減ってきて保険料が下がったというふうに理解し

てよろしいのでしょうか。その辺だけちょっと確認させてください。 

○議長（堀部登志雄君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 所得の減というよりは、当初予算の見込みです、白老町に対する。

それが少し、22 年度に税率の改正を行っておりますので、そのときにある程度見込みを多く見

積もったことによって、実際に課税したときにその差が大きくなったということでございます。 

○議長（堀部登志雄君） ほかございませんか。 

〔「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８号の議案説明を終わります。 

 日程第９、議案第９号 平成 22 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２

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) 議案第９号でございます。平成 22 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２号）になります。 

規定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ 272 万 9,000 円減額いたしまして、歳入歳出それぞ

れ１億 556 万 8,000 円とする内容でございます。 

ちなみに１月末の北こぶしの入所状況でございますが、１月末では 21 名の入所になってご

ざいます。このほか１名が入院中というような形でもって、在籍は 22 名という形になってござ

います。平均介護度につきましては 2.81、平均年齢につきましては 86.9 歳というような状況

になってございます。 

 続きまして、２ページ、３ページにつきましては、歳入歳出予算補正で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からご説明をさせていただきます。６ページ、７ページでござ

います。１款１項１目一般管理費でございますが、111 万 4,000 円の増額の補正となっており

ます。この内容につきましては、共済費、臨時職員の健康保険料等の社会保険料率の増額に伴

って共済費を５万 5,000 円増額させていただいております。それと、13 節委託料でございます
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が、給食調理業務委託につきまして 100 万 6,000 円の増でございますが、これは病院及び老人

保健施設にかかわる給食調理業務、この業務に栄養士を１名配置したということに伴います委

託料の増額を行うものでございます。また、健康診断委託料でございますが、夜勤を行う正職

員、これは年２回健診を行いますのでこの分について委託料を増額させていただいております。 

 それと、２款１項１目施設介護サービス事業費でございますが、384 万 3,000 円の減額とな

っております。内訳につきましては需要費 215 万 7,000 円の減額でございます。うち、食料費

30 万円、これは給食材料費に一部食材を振りかえしたことによるものでございます。それと、

まかない材料費ですが、これは胃ろう、ペグです、この方々に流動食を提供しているわけです

が、この見込みが４名当初見込んでおりましたが、現在２名程度というような状況になってい

ますので、その差額について 66 万円を減額するものであります。それと、医薬材料費でござい

ますが、111 万 9,700 円。これは入所者の外来診療に伴うお薬代でございますが、これは当初

見込みからぐっと減ったということで 119 万 7,000 円を減額させていただいております。 

 それと、12 節役務費でございますが、手数料を 18 万 4,000 円増額してございます。これは

入所者の方の一般的な健康診断を行うことで、これは当初、予算を見込んでございませんでし

たが、入所者の健康管理という面で健康診断を行いましょうということで 18 万 4,000 円増額さ

せていただいております。 

 それと、13 節委託料でございますが、給食材料の購入費、材料の部分でございます。これに

つきましては、入所者数が当初 26 名を見込んでおりますが、若干の減による 130 万円の減とい

うような形になってございます。 

 それと、備品購入費につきましては、当初予算から見まして 57 万円の減をするということに

なっています。必要なものについて購入をして、まだ十分対応できるというものについては見

送りをしようということで、今年度については 57 万円の減という形で予算を出させていただい

ています。 

 歳入についてご説明をいたします。４ページ、５ページにお戻りください。先に４款繰越金

です。４款１項１目繰越金、これは平成 21 年度の前年度繰越金 414 万 3,000 円を計上させてい

ただくとともに、財源見合いで１款１項１目施設介護サービス費を減額する、こういうような

内容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９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。 

〔「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９号の議案説明を終わります。 

 日程第 10、議案第 10 号 平成 22 年度白老町水道事業会計補正予算（第２号）の議案につい

て説明をお願いいたします。 
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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 10 号 平成 22 年度白老町水道事業会計補

正予算（第２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、平成 22 年度公的資金保証金免除繰上償還に係る借換債による

増額に伴い、資本的収入予定額２億 1,800 万円と資本的支出予定額２億 2,003 万 2,000 円を追

加補正するものでございます。 

今回の補正に伴いまして、予算第４条の本文括弧書き中にある資本的収入額が資本的支出額

に対して不足する額とその補てん財源である減債積立金の額及び予算第６条に定めた表を今回

改めるものでございます。なお、予算第４条の本文括弧書き中及び予算第６条に定めた表につ

きましては、今回の第２条の本文中に記載のとおりと、10－２ページ、第３条に表があります

が、そこに記載のとおりとなってございます。 

 それでは、補正の内容について、歳入からご説明させていただきます。10－４ページ、補正

予算説明書をお開きください。まず、資本的支出の１款２項１目企業債償還金でございますが、

本年度におきまして借入利率が 6.3％以上の高利率となっている企業債未償還金の公的資金保

証金免除繰上償還に係る償還分２億 1,974 万 6,000 円を増額補正と、平成 21 年度国庫補助金仕

入れに係る消費税相当額の返納金確定分 28 万 6,000 円を増額補正するものでございます。 

 続きまして、上段の資本的収入、１款１項１目企業債につきましては、繰上償還に係る借換

債分２億 1,800 万円の増額補正になってございます。なお、この繰上償還に係る支払利息の効

果額は、総額で 6,793 万円。平成 23 年度では 1,179 万 3,000 円の軽減になるというふうに考え

てございます。 

 次に戻りまして、10－３ページの実施計画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。 

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 10 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。 

〔「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 10 号の議案説明を終わります。 

 日程第 11、議案第 11 号 平成 22 年度白老町立国民健康保険病院事業会計補正予算（第１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） 平成 22 年度白老町立国民健康保険病院事業会計補正予算（第１

号）でございます。 

まず、今回の補正予算の主な内容でございますが、一般会計からの繰入金を１億 2,000 万円

増額していただくこと。そして、国保会計から補助金 382 万 4,000 円を受けることによって病
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院事業収益を１億 2,382 万 4,000 円に増額するほか、補正議案第４条に規定をしております公

債費の額、これを 30 万円に増額するものであります。また、平成 22 年度公的資金保証金免除

繰上償還にかかわる借換債分 2,809 万 1,000 円を増額補正する内容となってございます。 

具体的な補正の内容について説明をさせていただきますが、３ページの補正予算実施計画書

につきましては記載のとおりであります。 

次に４ページの収益的収入、支出でありますが、他会計補助金といたしまして一般会計補助

金として 8,000 万円。国保会計からの補助金として 382 万 4,000 円を繰り出していただくもの

でございます。このうち一般会計繰出金につきましては、当初予算編成時に不採算地区病院及

び医師確保対策として一般会計繰出金の留保を受けていたものを今回繰り出していただくもの

でございます。 

また、国保会計補助金につきましては、国民健康保険診療施設特別補正交付金として国保会

計に補助があったものを繰り入れていただくものでございます。その内訳につきましては、医

師等確保支援事業、これは主に看護師の募集広告に要する経費の分として 42 万円。救急患者受

け入れ態勢支援事業経費分として 340 万 4,000 円の特別調整交付金の交付を受けたものであり

まして、この直診分の交付金をいただく形になってございます。 

また、その他特別利益といたしまして、不良債務解消分として 4,000 万円を繰り入れていた

だくものであります。なお、平成 22 年度の病院事業の収益の状況でございますが、外来収益に

つきましては昨年度実績１億 8,311 万 3,000 円となってございますが、これを若干下回ります

が前年度並みの１億 8,248 万 6,000 円の収入を見込んでおります。これに対しまして入院収益

につきましては、前年度実績２億 3,083 万 6,000 円に対しまして、現在のところ１億 9,509 万

円の収入見込みとなっておりまして、約 3,574 万円の減となる見込みであることから今回繰り

入れをお願いするものでございます。 

なお、これ以上病院事業収益の減少による不良債務が増加しないことと努力することでござ

いまして、２月及び３月、残された期間でございますが、院長先生並びに医局の先生方にお願

いをしまして、病院事業の収益について改善をお願いしているところでございます。なお、不

良債務を発生させないという大命題でございますので、万が一の場合につきましては再支援も

要請していきたいということで考えてございますので、ぜひ、ご理解をいただきたいと考えて

ございます。 

次に、収益的支出でありますが、医師確保対策としまして院長交際費の増額をさせていただ

くものでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

次に、５ページの資本的収入及び支出でありますが、企業債元金を繰上償還するためのもの

であります。昭和 60 年３月に借り入れをいたしました 8,330 万円のうち、これは利率が 6.3％

ですが、このうち残額 2,809 万 1,000 円を一括して繰上償還するものでございます。 

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 11 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
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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 11 号の議案説明を終わります。 

 日程第 12、議案第 24 号 白老町住民生活に光をそそぐ交付金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。 

高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 議 24－１ページでございます。白老町住民生活に光をそそぐ

交付金基金条例の制定についてでございます。 

議 24－３、議案説明に基づいて説明させていただきます。平成 22 年 10 月８日に閣議決定さ

れました「円高デフレ対応のための緊急総合経済対策」に基づき、これまで住民生活にとって

大事な分野でありながら光が十分に当てられてこなかった分野、地方消費者行政、ＤＶ対策・

自殺予防等の弱者対策・自立支援、知の地域づくりに対する地方の取り組みを支援することを

目的として、国から「住民生活に光をそそぐ交付金」が交付されることから、その財源の一部

を基金に積み立て、平成 23 年度及び平成 24 年度に実施する事業に要する経費の財源に充てる

ため、本条例を制定するものでございます。 

ことしの１月７日に本町における交付金の額、これをうちのほうで計画書を提出しまして、

交付金をいただきたいということで、今、追加の部分なのですが、それを国のほうに提出して

いるところでございます。それで、１月 24 日に今回の「住民生活に光をそそぐ交付金」の事業

として 986 万 1,000 円、８事業、これは１月 24 日の議会で事業化していただいております。こ

の分につきましては、当初から国の予算措置としましては 1,000 億円の事業を見込んでおりま

して、そして、そのうちの 500 億円分が一時配分されたところなのです。今回、この基金条例

に基づき基金を創設するというものにつきましては、残りの 500 億円、これの配分をいただい

て基金を創設するという考えに基づいております。それで今、本町におきましては、約 4,000

万円程度の基金を積み立てるための事業として国に計画書を提出してございます。今のところ、

本来ならば、今回の補正予算の中にこの条例とともに予算計上すべきところなのですが、国の

ほうとしていまだにその配分枠が明確にされておりませんので、一応条例だけ提出させていた

だいて、22 年度予算ですので、それをいただいてすぐ事業化するということにもなかなかでき

ないので、制度上 23 年度、そして、24 年度、この２カ年で事業化しても構わないと。とりあ

えず基金を積んでおくということは認められておりますので、本町もそういう形で受けたいと

いうことで、今般、この基金を創設するものでございます。 

 それでは、全文について朗読させていただきます。議 24－１。 

（設置） 

第１条 これまで住民生活にとって大事な分野でありながら、光が十分に当てられてこなかっ

た分野（地方消費者行政、弱者対策及び自立支援並びに知の地域づくりの３分野をいう。）

に対する必要な支援を行うため、白老町住民生活に光をそそぐ交付金基金（以下「基金」と
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いう。）を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は平成 22 年度創設の「住民生活に光をそそぐ交付金」として

交付された額を基準として、予算で定める額とする。 

（管理） 

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

なければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、もっとも確実かつ有利な有価証券にかえることができ

る。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入す

るものとする。 

（基金の処分） 

第５条 基金は、第１条に規定する目的を達成するため必要があると認める場合に限り、その

全部又は一部を処分することができる。 

（繰替運用） 

第６条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定

めて基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができる。 

（委任） 

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

 附則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（この条例の失効） 

２ この条例は、平成 25 年３月 31 日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額

があるときは、当該基金の残額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。 

 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 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。 

〔「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 24 号の議案説明を終わります。 

ここで、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 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。 

議案説明会を続けます。 

 日程第 13、議案第 25 号 白老町農業委員会の選挙による委員の定数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。 

高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 議案第 25 号 白老町農業委員会の選挙による委員の定数条例

の一部を改正する条例の制定について説明させていただきます。 

本則中「10 人」を「８人」に改めるものでございます。 

 議案説明。次のページ、議 25－２でございますが、この議案説明を要約させていただきます

と、本町におきます農家戸数及び農地面積等の実情にかんがみまして、委員会の業務運営の効

率化及び組織のスリム化を目的といたしまして本条例の一部を改正するものでございます。 

 皆さん方のお手元に資料をお配りしております。それをご覧ください。Ａ４判の横向きの資

料でございます。これは、白老町の実情と他の市町村の実情を比較した表でございます。これ

によりますと、白老町の農業委員会は農業委員の定数が 15 名ということで、その内訳、選挙に

よる定数が 10 名と選任委員が５名ということで合計 15 名となっております。現在のところ、

農業委員実数ですが、２名欠員となっております。実質的には、この表をつくったときに２名

の欠員と。その後１名欠員しておりますので実質的には 12 名になっております。この表の数字

に基づきまして計算しますと、白老町の農地面積 1,369 ヘクタールに対しまして、これを 13

名で割り返しますと一人当たり 91 ヘクタール、また、農家戸数につきましては、110 戸を 13

で割り返しますと７という数字になってございます。これらの数字、各まちの農業委員会と比

較しますと、農地面積につきましては一番最初、そして、戸数につきましても苫小牧市の農業

委員会を除きますと非常に少ない戸数ということになってございます。今般、これらの実情に

かんがみまして、選挙による定数を 10 から８に改正するものでございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○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） それでは、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 14、議案第 26 号 白老町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について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） 議案第 26 号の説明をいたします。お手元に資料をお配りして

おりますので、それに基づいてご説明をしたいというふうに思います。なかなか概要で見る限
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りではかなり複雑でございますので、簡略しながら整理しておりますので、その資料で説明い

たします。よろしくお願いいたします。 

 それでは、白老町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説

明いたします。最初に、１、条例改正の理由でございますが、国家公務員の育児休業等に関す

る法律の一部改正による、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正が、本年４月１日

から施行されることを受けてのものでございます。 

 ２番目でございますが、法律の改正概要でございます。①育児休業をすることができない職

員の改正ということで、現行では、非常勤職員は、育児休業をすることができない形になって

ございます。これを次のいずれかに該当する非常勤職員は、育児休業をすることができるとい

うものでございます。それで、１でございますが、次のいずれにも該当する非常勤職員として、

①でございますが、引き続き在職した期間が１年以上である者です。②子の１歳到達日を超え

て引き続き在職することが見込まれる者です。 

 ２、１歳から１歳６カ月に達するまでの子を養育するため、次のいずれにも該当する非常勤

職員で、１歳到達日の翌日から育児休業しようとする者でございます。①非常勤職員本人が子

の１歳到達日に育児休業している場合。②子の１歳到達日後に育児休業をすることが特に必要

と認められる場合でございます。これは括弧書きで、例えば保育園の入所を希望しているが、

入所できない場合等が含まれてくると、こういう形になります。 

 そして、②番目、育児休業の期間ということで、子の出生の日から１歳到達日までが原則で

ございます。それで、特例としまして、①配偶者が子の１歳到達日以前に育児休業している場

合（子の出生の日から１歳２カ月に達する日まで（パパ、ママ育休プラス））と、こういう形に

なってございます。 

 それから、②１歳から１歳６カ月に達するまでの子を養育するため、次のいずれにも該当す

る非常勤職員が１歳到達日の翌日から育児休業をしようとする場合。ア、非常勤職員または配

偶者が子の１歳到達日に育児休業をしている場合。イ、子の１歳到達日後に育児休業をするこ

とが特に必要と認められる場合。例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、次に③番目でございますが、再度の育児休業をすることができ

る特別の事情の改正でございます。次に該当する非常勤職員については、再度の育児休業をす

ることができるということで、ア、１歳から１歳６カ月までの育児休業をしようとする者。イ、

任期の末日まで育児休業をしている者で、任期の更新または採用に伴い、引き続き育児休業を

しようとする者。 

 ④番目が、育児時間を請求することができない職員の改正ということで、次のいずれにも該

当する非常勤職員は、育児時間を請求することができるということで、ア、特定官職に、引き

続き在職した期間が１年以上である者。イ、勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮し

て人事院が定める者という形になります。これは、１週間の勤務時間が３日以上である者、ま

たは１年の勤務日が 121 日以上である者であり、かつ、１日の勤務時間が６時間 15 分以上であ

る者でございます。 
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 これが主な改正点でございますが、それを受ける形で、３、白老町職員の育児休業等に関す

る条例改正内容になってございます。それで、先ほど説明したとおり、第２条については育児

休業をすることができない職員ということで、先ほど説明した２の①に該当する内容になって

ございます。 

 続きまして、第２条の２、育児休業法第２条第１項の条例で定める日の新設でございますが、

これは先ほど説明した２の②の部分でございます。 

 続きまして、第３条、育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情というこ

とで、先の２の③が該当する事項でございます。 

 続きまして、第 18 条、部分休業をすることができない職員については、先ほどご説明しまし

た２の④に該当することを条例に規定するものでございます。 

 続きまして、第 19 条、部分休業の承認でございますが、これは部分休業の承認についての規

定を追加するものでございます。それで、第１項については、非常勤職員について部分休業す

ることができることとした規定でございます。 

 第２項については、第３項に非常勤職員の部分休業の承認に関する規定を新設したことに伴

う字句の整理でございます。 

 第３項関係については、非常勤職員の部分休業の承認は、１日最長２時間以内で行うものと

し、育児時間を取得している場合には、当該範囲内で、２時間から育児時間を減じた時間を超

えない範囲とすることを規定すると。こういう内容でございます。 

 いずれにしても、今回の大きなところは非常勤職員について育児休業を認めるという形にな

ってございます。それが大きな改正点だということでご理解をお願いしまして、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 号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどう

ぞ。 

２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 非常勤職員と言っていますけど、現実に今、白老町としてどういう部

分に該当する人がいるのか。将来的にそういうことがあり得る、そういう非常勤職員はどうい

う者なのか。ちょっとお聞きしておきます。 

○議長（堀部登志雄君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 今、白老町で該当するのが、嘱託職員が１年雇用になってい

ますが継続しています。こういった職員についてはこの事項が該当する事項というふうに思い

ます。あとは、短期雇用の職員だとか。それは白老町はやっていませんので、その辺について

は具体的には該当しないのかなという形に押さえてございます。 

○議長（堀部登志雄君） ほかございませんか。 

〔「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。 
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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 15、議案第 27 号 町道路線の認定について、議案第 28 号 町道路線の廃止について

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） それでは、議案第 27 号、28 号についてご説明申し上げます。 

まず、議案第 27 号 町道路線の認定についてでございます。路線名が社台北４番線になり

ます。次のページをお開き願います。議案説明でございます。ポロト社台線の改良工事に伴い、

社台北４番線の基点位置が変わることから新たに認定するものでございます。 

 続きまして、議案第 28 号でございます。町道路線の廃止について。次のページでございます。

議案説明。ポロト社台線の改良工事に伴うものでありますが、議案第 27 号で説明した、新たに

路線認定したことによる旧線の廃止を行うものでございます。 

 図面を添付してございますが、Ａ３判の大きな図面になってございます。Ａ－11、社台北４

番線というのが図面のやや中央にございまして、このたび、議案第 27 号で認定した部分が実線、

太い線で引いた部分。 

それから、議案第 28 号の廃止については点線で記した部分で、図面のやや右上にございま

す破線部分が新たに基点の位置が変わるということから旧線廃止、新たな認定ということを行

うものでございます。 

 新たな道路というのは、昨年、行政視察で見ていただきましたポロト社台線というところに

なってく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 27 号及び第 28 号の議案に関して質疑を許しますが、特に聞いておく必要が

ある方はどうぞ。 

〔「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 27 号及び第 28 号の議案説明を終わります。 

 日程第 16、議案第 29 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 30 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） それでは、議案第 29 号 北海道市町村総合事務組合規約の変

更についてと、議案第 30 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、同

じ理由でございますので一括してご説明をいたします。 

 今般、オホーツクにあります紋別市の道立病院、これが紋別の広域企業団になったというこ

とでございます。それに伴いまして、各組合に加入をすると、こういう形の変更でございます。

いわゆる道立病院から紋別のほうに広域的に道立病院が移管されまして、広域紋別病院企業団
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を形成したことによる変更でございます。それに基づきまして各組合に加入したというもので

ございます。 

以上、簡単でございますが、ご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 29 号及び第 30 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。 

〔「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 29 号及び第 30 号の議案説明を終わります。 

 日程第 17、議案第 12 号 平成 23 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 12 号 平成 23 年度白老町一般会計予算の

説明をさせていただきます。 

まず、第１条で、歳入歳出予算の総額は 94 億 2,000 万円と定めております。２条以下につ

きましては、説明を省略させていただきます。 

次に、２ページから５ページの第１表、歳入歳出予算につきましては記載のとおりでありま

す。 

次に、６ページでございます。第２表、債務負担行為でございます。まず、事項。苫小牧医

師会と締結する予防接種業務委託契約に基づき被接種者に健康被害が生じた場合の担当医師の

損害賠償等に対する補てん。これについては、期間は平成 23 年度、限度額は担当医師が負担す

べき損害賠償額及びこれに係る費用の実費額。以下、昨年と同様の利子補給関係、システム等

購入年賦金及び施設等用地貸借でございます。 

次のページ、第３表、地方債につきましては記載のとおりでありますが、歳出の説明の中で

財源としてあわせて説明をさせていただきます。 

次に、９ページから歳入歳出予算事項別明細書でありますが、総括表の 10 ページ、歳入と、

11 ページ、歳出、これにつきましては記載のとおりでございます。 

次に、内容を説明いたしますが、前年度との比較を中心に要点のみ説明をさせていただきま

す。それでは、歳出から説明をさせていただきます。100 ページをお開き願います。１款議会

費、１項１目議会費 9,850 万 3,000 円の計上で、前年比 2,820 万 8,000 円の増であります。 

(１)議員報酬等 8,810 万 2,000 円でありますが、昨年 12 月に、継続していた報酬の独自削減

を解除したこと、さらに地方議会議員年金制度の廃止に伴い、議員共済会負担金が前年度比

2,721 万 6,000 円増の 3,345 万 3,000 円となることから、3,061 万 8,000 円の増となるものであ

ります。 

(２)議会運営経費 1,040 万 1,000 円の計上でありますが、昨年、４年に一度の東京以南研修

を計上した分が減額となることなど、241 万円の減であります。 
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 次に、104 ページをお開き願います。２款総務費に入ります。総務費は本年度４億 6,590 万

7,000 円の計上、前年比 6,511 万 9,000 円の減でございます。 

１項１目一般管理費は１億 8,284 万 6,000 円、前年比 8,759 万 7,000 円の減であります。以

下、増減の大きい主なものの説明をさせていただきます。 

まず、107 ページをお開き願います。中段、(６)庁舎管理経費 2,449 万 6,000 円、21 万 8,000

円の減でありますが、昨年計上した通信機器等移設などの工事請負費を減額したことなどによ

る減でございます。 

次に、109 ページ、(７)職員管理事務経費 504 万 4,000 円でありますが、臨時職員賃金単価

の引き上げなどで 24 万 7,000 円の増となっております。 

(８)臨時職員経費 643 万 3,000 円で 336 万 2,000 円の減になっておりますが、職員の代替の

ための臨時職員３名分の賃金等を計上しております。 

次に、111 ページ、(11)情報化推進経費 8,397 万 1,000 円の計上であります。住民記録、税、

財務会計等を含めた情報システムとして一括管理しているシステムの運用経費などであります。

パソコン等機器類の購入による備荒資金組合年賦金の支払いが終了したことなどにより、前年

比 375 万 8,000 円の減となっております。 

次に、113 ページ、(12)契約事務経費 1,038 万 7,000 円で 105 万円の増でありますが、前年

から補助事業による事務費がカットされたことにより、これまでの事務費振りかえ分を追加計

上しております。 

次に、115 ページ、下段の(16)光ネットワーク管理経費 878 万 6,000 円の計上でありますが、

光通信施設を維持管理するため、通信ケーブルを添架させるための電柱使用料などを昨年は半

年分の計上から、本年は１年分を計上したことなどにより、572 万 7,000 円の増となっており

ます。なお、財源として、財産収入である光ネットワーク回線貸付料を同額充当しております。 

次に、117 ページ、(17)難視聴対策施設維持管理経費 87 万 8,000 円の新規計上でありますが、

地上デジタル放送への移行に伴う難視聴地域を無線共聴施設、いわゆるギャップフィラーでご

ざいますが、町内 15 カ所に整備したギャップフィラー施設の維持管理に要する経費の計上であ

ります。 

(18)情報基盤推進事業 123 万 3,000 円の新規計上であります。ネットワーク機器等や公的個

人認証サービス関連機器、家屋評価システムの更新事業など情報関係の機器及びシステムの更

新に係る経費で、総額 2,532 万 8,000 円となるものでありますが、これを北海道備荒資金組合

の資金の活用により５カ年で購入するものでございます。 

(19)地上デジタル放送移行推進事業 291 万 8,000 円の計上であります。平成 22 年度第３号補

正予算により可決した事業の継続でありますが、地上デジタル放送への完全移行により生ずる

住民からの相談等に対応するため、町独自にコールセンターを設置するものであり、財源は道

費の重点分野雇用創造事業補助金を全額充当するものであります。 

次に、２目姉妹都市費 662 万 6,000 円、前年比 26 万円の増でありますが、昨年は、一般を含

む国際姉妹都市ケネル市訪問交流事業を実施いたしましたが、本年は、青少年の国際姉妹都市
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ケネル市訪問交流事業及び姉妹都市締結 30 周年として国際姉妹都市ケネル市代表団受入事業

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。 

次に、118 ページ、３目職員厚生管理費 446 万 8,000 円。臨時職員分の健診委託料の減など

により 36 万 6,000 円の減となっております。  

４目広報広聴費 951 万 7,000 円の計上でありますが、印刷製本費の単価の減などにより９万

8,000 円の減となっております。  

次に、120 ページ、５目財政管理費１億 49 万 4,000 円、前年比 64 万 3,000 円の減でありま

すが、 (２)財政運営対策経費の水道会計借入金利子償還金の減によるものであります。 

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。 

次に、122 ページ、７目財産管理費 4,491 万 7,000 円、前年比 3,290 万 8,000 円の増であり

ます。 

(１)財産管理事務経費 375 万 9,000 円は、土地開発公社が平成 22 年度をもって解散となりま

すが、公社の清算事務が残ることから、半年分の臨時職員経費の計上などにより 113 万 3,000

円の増となっております。 

次に、125 ページ、(４)町有財産資産評価システムデータ電子化事業 268 万 4,000 円で、昨

年に引き続いて実施するものでございます。78万 5,000円の増となっております。財源は道費、

緊急雇用創出推進事業補助金を全額充当いたします。 

(５)町有林基幹作業道整備事業 3,150 万円の計上で、平成 22 年度の第４号補正予算により可

決した事業の継続でありますが、石山地区の町有林基幹作業道約 2.3 キロメートルを整備する

もので、財源として道費の森林整備加速度・林業再生事業補助金 2,918 万 9,000 円を充当いた

します。 

 次に、８目車両管理費 769 万 2,000 円でありますが、燃料費の増などにより 44 万 7,000 円の

増となっております。 

次に、126 ページ、９目企画調整費 307 万 1,000 円、前年比 54 万 1,000 円の増でありますが、 

127 ページの(４)移住・定住促進事業 206 万 3,000 円は、昨年設立したしらおい移住・滞在交

流促進協議会への補助金及び首都圏での移住プロモーションに要する旅費の計上などにより

33 万 3,000 円の増となっております。 

次に 129 ページ、(５)地域公共交通活性化事業 17 万 5,000 円の新規計上であります。平成

22 年２月に町内公共交通の活性化を目的とした協議会を設立しておりますが、協議会に対する

負担金であります。 

(６)自治基本条例推進事業 11 万 6,000 円の新規計上でありますが、平成 19 年１月から施行

の白老町自治基本条例の見直し等に係る検討委員会の委員等報酬の計上であります。 

次に、10 目総合計画費、(２)第５次白老町総合計画策定事業 131 万 1,000 円の新規計上であ

りますが、平成 24 年度からの新総合計画の策定に要する経費を計上するものであります。 

次に、11 目計画調査費から、130 ページ、13 目交通安全対策費については記載のとおりでご

ざいます。 
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次に、132 ページ、14 目自治振興費 2,908 万 4,000 円、前年比 133 万 1,000 円の増でありま

す。 

(１)町内会活動育成経費 2,791 万 6,000 円でありますが、萩の里会館の管理運営に係る負担

軽減のための支援を盛り込むなど、16 万 3,000 円の増となっております。 

(２)町民活動団体ネットワーク整備事業 116 万 8,000 円の新規計上でありますが、町内で活

動している各種団体の情報の更新及びホームページでの紹介など、活動内容を閲覧できる環境

を整備するもので、財源は、全額道費の緊急雇用創出事業補助金を充当いたします。 

次に、15 目町民活動推進費については記載のとおりでございます。 

次のページ、134 ページでございます。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。 

次に、２項徴税費、１目賦課徴収費 1,857 万 7,000 円、前年度 285 万 5,000 円の減でありま

すが、次のページの(２)賦課事務経費 1,350 万 3,000 円につきましては、国税連携などによる

住民税の賦課事務量の増大に対応するため、半年分の臨時職員の雇用経費を計上したことなど

で、114 万 2,000 円の増となっております。 

次に、138 ページ、３項１目戸籍住民基本台帳費 536 万 1,000 円、前年比 62 万 6,000 円の減

でありますが、戸籍事務の電算化に伴う委託料及び賃借料の減であります。 

 次に、140 ページ、４項選挙費 1,895 万 1,000 円、前年比 798 万 2,000 円の増でありますが、

本年は北海道知事及び北海道議会議員選挙と、町長及び町議会議員選挙、さらに農業委員会委

員選挙が予定されており、記載のとおり所要の経費を計上しております。財源は、知事及び道

議選挙に係る経費について全額道費が充当されます。 

次に、144 ページをお開きください。下段になりますが、５項１目統計調査総務費３万円は、

臨時職員１名分の雇用を取りやめたことから、前年比 168 万 5,000 円の減となっております。 

次のページ、２目指定統計費 144 万 3,000 円、前年比 1,582 万 8,000 円の減でありますが、

平成 22 年国勢調査が終了したことによるものであります。 

次に、６項監査委員費につきましては記載のとおりであります。 

 次に、148 ページ、３款民生費に入ります。民生費は、本年度 17 億 9,990 万 5,000 円の計上、

前年比１億 7,627 万 8,000 円の増であります。 

 １項１目社会福祉総務費は、6,252 万円、前年比 86 万 5,000 円の増となっております。 

(１)地域福祉推進事業経費3,449万 3,000円については、職員の独自削減を解除したものの、

職員１名の退職による社会福祉協議会運営費補助金の減などで、247 万 5,000 円の減となって

おります。 

次に、151 ページ、(５)循環福祉バス運行事業経費 2,037 万 6,000 円でございますが、利用

料の減少に伴う町負担分の増などにより、30 万 4,000 円の増となっております。 

 なお、(１)地域福祉推進事業経費に 550 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の繰り入れをしております。 

 (６)地産地消推進・食の安全安心普及啓発事業 374 万 2,000 円は、事務所借り上げ料などを
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含む委託料の増により、117 万円の増となります。財源は、全額道費の緊急雇用創出事業補助

金であります。 

 (７)消費者行政活性化事業については 300 万円、消費生活相談窓口の機能強化を図るため、

臨時職員１名の雇用などにより 275 万円の増で、財源は、全額道費の北海道消費行政活性化補

助金となります。 

次に、152 ページ、２目老人福祉費６億 1,347 万 9,000 円、前年比 659 万 2,000 円の増であ

ります。 

(１)在宅老人福祉事業経費は 281 万 7,000 円で、238 万 9,000 円の減でありますが、本事業

から高齢者見守り生活支援システムに要する経費を新たに(12)の高齢者生活支援システム事業

経費に分離したことによります。なお、高齢者支援員の経費については、(12)の経費のほか、

(13)高齢者見守り生活支援事業とあわせて計上しており、(13)の支援事業は緊急雇用対策事業

として全額道費を充当しております。 

(２)老人福祉活動補助金は 415 万 1,000 円で昨年と同額計上でありますが、高齢者クラブ等

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 250 万円の繰り入れをしております。 

(４)施設入所者措置費支弁経費 1,878 万 3,000 円は、対象者の増により 251 万 9,000 円の増

となっております。 

155 ページ、下段です。(７)後期高齢者医療制度運営経費２億 5,100 万 9,000 円は、広域連

合への療養給付費に係る負担金を計上しておりますが、全道の医療費の伸び率に対して本町が

全道平均より低いため、負担対象額の割合も低くなることから 250 万 6,000 円の減となってお

ります。 

次のページ、(８)後期高齢者医療事業特別会計繰出金 7,056 万 7,000 円は、前年比 26 万 5,000

円の増で、事務費と保険料軽減分、広域連合運営費分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 4,243 万 5,000 円を見込んでおります。 

(９)老人保健特別会計清算事業経費 10 万円は、会計の廃止に伴う経費を計上するものであり

ます。 

(10)介護保険事業特別会計繰出金２億 2,230 万 5,000 円でありますが、介護給付費の増加に

より、729 万 2,000 円の増となっております。 

 (12)高齢者生活支援システム事業経費及び(13)高齢者見守り・生活支援事業は、先ほどの説

明のとおりでございます。 

次、158 ページ、３目身体障害者福祉費４億 7,969 万 3,000 円、前年比 5,847 万 8,000 円の

増となっております。 

(１)障害者自立支援事務経費 189 万 4,000 円は、事業所の新体系移行に伴う障害者程度区分

認定対象者の増加による手数料等の増などにより 46 万 1,000 円の増となっております。 

(２)障害者自立支援給付経費３億 8,067 万円は、例年で増加分を 12 月補正予算で整理してお

りましたが、今年度は当初から障害者施設訓練等給付費などの増を見込み、前年比 5,718 万

1,000 円の増となっております。 
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次のページでございます。(３)障害者支援援助経費 1,076 万 2,000 円は、人工透析患者送迎

サービス事業の利用者の増により 60 万円の増となっております。 

 (６)地域生活支援事業経費 1,404 万 4,000 円は、平成 22 年度の第 10 号補正予算において新

規に制度化した入院時コミュニケーション支援事業を見込むなど、前年比 18 万 8,000 円の増と

なっております。 

次に、162 ページ、４目乳幼児福祉費 1,759 万 5,000 円は、実績見込みによる医療扶助の減

により、前年比 109 万 2,000 円の減であります。 

次に、５目国民年金費につきましては記載のとおりでございます。 

 次に、６目総合保健福祉センター管理運営費 4,066 万 2,000 円で、燃料費の単価の増などに

より、前年比 185 万 8,000 円の増となっております。 

 次に、164 ページ、７目福祉館費 243 万 2,000 円でありますが、地上デジタル放送用アンテ

ナなどの備品の購入により、前年比９万 9,000 円の増であります。 

次に、166 ページ、８目アイヌ施策推進費１億 521 万 3,000 円で、前年比 5,074 万 6,000 円

の増であります。 

(１)アイヌ施策推進事務経費から、171 ページの(５)アイヌ文化学習活動助成経費までは、

ほぼ前年と同額であり記載のとおりであります。 

(６)イオル再生事業 2,849 万 9,000 円は、アイヌ文化振興研究推進機構からの受託事業であ

りますが、これまで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の計上

でありましたが、本年からアイヌ文化振興研究推進機構が直接発注していた委託事業なども白

老地域のイオル事業分として一括受託することから、2,333万 2,000円の増となっております。

なお、財源は、全額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。 

 次のページ、(７)アイヌ文化を学ぶふるさと学習事業 47 万 6,000 円は、補助金見合いで行っ

ていた事業を全小中学校で実施することとしたことから、27万 6,000円の増となっております。 

(８)アイヌ文化の保存・伝承・調査研究事業 2,160 万 8,000 円、229 万 9,000 円の増であり

ますが、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、本年も

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。 

 (９)アイヌ文化調査研究強化対策事業は、昨年に引き続き、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いたします。 

 (10)アイヌ文化伝統衣服製作伝承事業 1,329 万 5,000 円の新規計上でありますが、伝統的衣

服の複製品を作成し、伝統技術の継承などを目的に実施するものであります。 

 (11)アイヌ文化コンシェルジュ育成事業 931 万円の新規計上でありますが、アイヌ文化の知

識習得及び来館者への情報提供などの向上を図るため、コンシェルジュを育成する事業を実施

するものであります。財源は、(10))、(11)ともに道費の重点分野雇用創出事業補助金を全額充

当いたします。 

 次のページ、(12)民族共生象徴的空間整備促進事業 199 万 5,000 円でありますが、国による



 37 

整備事業が円滑に推進できるよう、旅費などの必要経費を計上するものであります。 

次に、２項１目児童福祉総務費 538 万 5,000 円、前年比 9,000 円の減で、記載のとおりでご

ざいます。 

次に、176 ページ、２目児童措置費２億 9,237 万 4,000 円、6,416 万 9,000 円の増であります。 

 (１)児童手当給付費６万円は、現況届未提出者分の計上でありますが、平成 22 年度予算では、

22 年２月及び３月分の支給分を計上したことから、1,739 万円の減となります。 

(２)子ども手当給付費２億 9,231 万 4,000 円でありますが、平成 22 年度予算は 10 カ月分の

計上であったこと、さらに３歳未満の支給額が月額１万 3,000 円から２万円に変更されたこと

から、8,353 万 4,000 円の増であります。財源は国費、道費のほか、一般財源 2,978 万 7,000

円の持ち出し支出となります。 

次に、３目ひとり親家庭等福祉費 1,191 万 8,000 円、実績見込みにより、前年比 44 万 7,000

円の増であります。 

次に、178 ページ、４目児童福祉施設費１億 6,244 万 9,000 円、前年比 562 万 5,000 円の減

であります。 

(１)町立保育園運営経費は、町立２保育園分の計上で、燃料費などの増により前年比 97 万

8,000 円の増となっております。 

次に、181 ページ、(２)緑丘保育園運営費等経費 6,028 万 1,000 円は、児童数の減少により

前年比 1,101 万 9,000 円の減であります。 

(３)白老小鳩保育園運営費等経費 5,772 万 7,000 円は、児童数の増加により前年比 407 万

1,000 円の増であります。なお、財源は保育料のほか、国費及び道費が充当されます。 

 次に、５目子ども発達支援センター費 393 万 7,000 円、前年比 21 万 7,000 円の減で、記載の

とおりであります。 

次に、184 ページをお開きください。６目児童館費 186 万 9,000 円、前年比３万 1,000 円の

減で、記載のとおりでございます。  

次に、186 ページ、４款環境衛生費に入ります。環境衛生費は、本年度 11 億 3,964 万 8,000 円

の計上、前年比 2,668 万 1,000 円の増であります。 

１項１目地域保健費は２億 8,491 万 4,000 円、前年比 542 万 6,000 円の増であります。 

(１)地域保健医療推進経費 541 万 2,000 円は、小児救急医療負担金が発生したこと及び訪問

看護ステーション利用者交通費助成の増により、前年比 46 万 3,000 円の増であります。 

次に、189 ページ、(３)国民健康保険事業特別会計繰出金２億 4,266 万 8,000 円は、医療費

の増が見込まれることにより、前年比 685 万 3,000 円の増であります。 

次のページ、190 ページです。２目健康づくり費 24 万 2,000 円の計上で、記載のとおりでご

ざいます。 

次に、３目予防費 3,094 万円、前年比 1,880 万 2,000 円の増であります。 

193 ページをお開きください。(３)Ｈｉｂ（ヒブ）予防接種費助成事業経費 136 万 6,000 円

は、昨年ヒブワクチンの助成制度を創設したところ、年度途中で国の補助が受けられることと
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なり、第 11 号補正予算で増額計上したものを本年も継続することとし、75 万 3,000 円の増と

なっております。 

 (４)小児用肺炎球菌予防接種助成事業経費 401 万 4,000 円の計上でありますが、昨年、道の

補助を活用し、補正予算により執行した事業を本年も継続実施するものであります。 

 次のページ、(５)子宮頸がん予防接種助成事業経費 1,388 万 9,000 円につきましても、小児

用肺炎球菌予防接種と同様に、道の補助を受け本年も実施するものでございます。 

 次に、２項１目環境衛生諸費 1,966 万 6,000 円、前年比 415 万 6,000 円の増であります。 

(２)有害昆虫・鳥獣駆除対策経費 149 万 6,000 千円は、昨年までの有害昆虫駆除対策経費と

鳥獣駆除対策経費を整理統合しておりますが、スズメバチの駆除件数のなどの増により、６万

6,000 円の増となっております。 

 次のページ、(３)生活衛生対策経費 109 万 3,000 円は、昨年までの公衆トイレ管理経費、生

活衛生災害対策経費及び地下水対策経費を整理統合したもので、前年比８万 8,000 円の増とな

っております。 

 次のページでございます。(５)愛がん動物管理対策経費 134 万 2,000 円は、休日における畜

犬業務の増などにより、68 万 2,000 円の増となっております。 

(６)環境美化対策経費 163 万 9,000 円は、昨年までの不法対策経費、不法投棄防止対策推進

事業経費、クリーン白老事業推進経費及び空き地雑草除去指導経費を整理統合したもので、不

法投棄対策作業員賃金の増などで 19 万 8,000 円の増となっております。 

次のページ、(８)不法投棄撲滅パトロール事業 220 万 4,000 円は、全額道費により不法投棄

監視員を採用し、地域パトロールの実施による不法投棄をさせない環境づくりを進めるもので

あります。 

次に、(９)アライグマ捕獲・調査事業 911 万 7,000 円は、昨年に引き続き、道費の緊急雇用

創出事業補助金を活用し、実施するもので、前年比 591 万 5,000 円の増であります。 

次のページ、(11)地球温暖化対策推進事業８万 6,000 円は、地球温暖化防止対策を推進する

ための協議会の委員等報酬を計上するものであります。 

次に、２目公害対策費 541 万 6,000 円、前年比 137 万 1,000 円の増であります。 

(１)公害対策経費 541 万 6,000 円は、昨年までの公共水域環境保全経費、大気汚染測定事業

経費及び騒音悪臭対策推進経費を整理統合したものでございます。 

 次に、204 ページ、３目火葬場費 382 万 2,000 円は、前年比 54 万円の増となっておりますが、

主に燃料費の増によるものであります。 

次に、４目墓園費 265 万 1,000 円につきましては、前年度とほぼ同じ内容で記載のとおりで

ございます。 

次に、206 ページ、５目緑化推進費 436 万 6,000 円で、(１)緑化推進活動支援事業は継続事

業でありますが、フラワーセンターの管理費の減などにより、前年比６万 6,000 円の減となっ

ております。 

 次に、３項１目清掃総務費 2,316 万 7,000 円で、前年比 198 万 6,000 円の減であります。 
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(１)清掃行政事務経費は、昨年計上の廃棄物減量等推進審議会運営経費を統合しております

が、臨時職員の雇用を２カ月とするなどの経費節減により、前年比 136 万 4,000 円の減の 36

万円の計上となっております。 

次に、209 ページ、(３)ごみ分別・減量推進経費８万 7,000 円は、昨年計上のごみ減量化推

進経費を統合しておりますが、ごみ分別排出違反警告シールの印刷が３年に１回であることか

ら、19 万 6,000 円の減となっております。 

(４)浄化槽設置整備事業は、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、本年は 10 基分、前年比 42 万 6,000 円減の 975 万円を計上しております。 

 次に、２目塵芥処理費４億 6,501 万 7,000 円、前年比 522 万 5,000 円の減であります。 

次のページ、(３)一般廃棄物広域処理経費は、登別市へのごみ広域処理による負担金の計上

でありますが、維持管理分 184 万 1,000 円の増により１億 1,932 万 8,000 円の計上であります。 

(４)バイオマス燃料化施設管理運営経費は、昨年の製造手法を変更したことによる燃料費や

施設管理業務委託料の増などにより、前年度比 1,965 万 1,000 円増の２億 911 万 2,000 円を計

上しております。 

 次のページです。(５)バイオマス燃料化施設副資材調達システム構築事業は、バイオマス燃

料化の安定稼働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、緊急雇用創出事業補助金を活用し、全額道費により 1,644 万 6,000

円を計上するもので、前年比 715 万 8,000 円の増となっております。 

次に、４項１目病院事業費、病院特例債の元利償還金分 7,845 万 2,000 円の追加対策を含む

２億 9,944 万 7,000 円の出資金・繰出金を計上しており、小児医療に要する経費の繰出分の増

などにより前年比 365 万 2,000 円の増となっております。 

○議長（堀部登志雄君） ここで、暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ２時００分 

                                         

再開 午後 ２時１０分 

○議長（堀部登志雄君） 引き続き会議を開きます。 

 大黒財政税務課長どうぞ。 

○財政税務課長（大黒克己君） それでは、214 ページ、215 ページです。５款労働費に入りま

す。労働費は本年度 584 万 6,000 円の計上、前年比 14 万 8,000 円の増であります。 

１項１目労働諸費 302 万 4,000 円、前年比 5,000 円の増で記載のとおりでございます。 

２目経済センター施設管理費 282 万 2,000 円でありますが、２年に１回の暖房機器のメンテ

ナンスに伴う指定管理委託料の増により前年比 14 万 3,000 円の増であります。 

 次に、216 ページ、６款農林水産業費に入ります。農林水産業費は、本年度 7,187 万 1,000

円の計上、前年比３億 3,418 万円の減であります。 

 １項１目農業委員会費 310 万 7,000 円で記載のとおりでありますが、本定例会において、欠

員のあった委員定数の見直しに係る条例を改正することとしてございます。 
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次に、２目農業総務費 891 万 1,000 円で記載のとおりでございます。 

次に、218 ページ、３目農業振興費 1,418 万 2,000 円で、前年比 1,163 万 6,000 円の増であ

ります。 

次のページをお開きください。221 ページ、(４)エゾシカ被害対策事業は 60 万円の新規計上

でありますが、エゾシカの駆除に対し１頭当たり 2,000 円の 300 頭分を見込み、とまこまい広

域農協へ補助金として交付するものであります。 

 (５)エゾシカ防護柵設置捕獲事業は 1,084 万 5,000 円の新規計上でありますが、全額道費の

緊急雇用創出推進事業補助金を活用し、町営牧場の防護柵設置及びハンターによるエゾシカの

捕獲を行う事業であります。 

 (６)白老牛生産農家後継者育成事業 25 万円の新規計上でありますが、畜産農家の後継者育成

につなげるため、ＪＡとまこまい広域青年部白老支部が実施する先進地視察に対し、補助金を

交付するものであり、財源は農業振興基金を全額充当するものであります。 

 次に、４目畜産業費 1,176 万 5,000 円、前年比 1,340 万 6,000 円の減であります。 

(１)公共牧場管理経費 306 万円は、草地維持管理委託料の減により、前年比 36 万 1,000 円の

減であります。 

次のページでございます。(３)畜産振興推進事業 750 万 5,000 円の計上であります。昨年か

ら、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・導入事業などを実施しておりますが、受精卵移植事業の減と優良繁

殖雌牛保留導入補助事業を、昨年の国の交付金事業を活用して前倒しで予算化し、今年度に繰

り越していることから、前年比 1,294 万 5,000 円の減となっております。 

次に、２項１目林業振興費 1,137 万 2,000 円、３億 2,091 万 7,000 円の減であります。 

(２)しいたけ戦略プロジェクト開発事業は、道のふるさと雇用再生特別対策事業を活用し、

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、全額道

費により 1,050 万円を計上するものであります。なお、昨年計上の私有林対策事業は、昨年で

補助期間が終了し、現在、新たな制度の検討が北海道でなされていることから、補正予算での

対応を検討することといたします。また、特用林産物活用施設等整備事業の３億円についても、

昨年のみの事業であることから、前年比で大きく減額となるものであります。 

次に、２目白老ふるさと 2000 年の森管理費 840 万 7,000 円で、前年比 624 万 1,000 円の減で

ありますが、(１)しらおいふるさと 2000 年の森管理経費は、指定管理料の見直しにより５万

9,000 円の増であります。なお、昨年、630 万円計上の癒しの森活用ビジネス創出事業は、２年

間事業展開し、事業化のめどがついたことから事業を終了したものであります。  

次に、224 ページ、３項１目水産振興費 1,412 万 7,000 円で、前年比 555 万 6,000 円の減で

あります。 

次のページ、227 ページです。(５)栽培・資源管理型漁業推進事業 414 万 3,000 円は、マツ

カワ種苗放流事業、ビノス貝駆除事業及び漁業専門員推進事業を計上するもので、昨年計上の
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ウニの種苗放流事業、ヒトデ駆除事業などの事業は、昨年の国の交付金事業を活用して前倒し

で予算化し、今年度に繰り越していることから、前年比 257 万 1,000 円の減であります。 

(６)水産振興対策事業は、白老港・登別漁港朝市開催支援事業の計上で、昨年計上したサケ

定置網製作事業が終了したことから、前年比 721 万 4,000 円の減の 50 万円の計上であります。 

 次に 228 ページ、７款商工費に入ります。商工費は、本年度１億 8,144 万 5,000 円の計上、

前年比 162 万 5,000 円の減であります。 

 １項１目商工振興費１億 3,481 万 5,000 円、前年比 124 万 8,000 円の減であります。 

(１)商工振興対策経費は、本年は工場の新増設に対する助成がないことから、前年比 311 万

円の減の 407 万 2,000 円となっております。 

(２)商工会補助金は、臨時職員人件費などの減により 55 万 8,000 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 252 万 2,000 円は、元気まちしらおい港まつ

り補助金の減などにより、前年比 27 万 3,000 円の減であります。 

 次のページでありますが、(５)中小企業等実態調査事業 294 万 3,000 円の新規計上でありま

すが、現状の中小企業の実態調査とデータベース化を図ることで、今後の中小企業の受注機会

等の促進及び町内消費の拡大を図るもので、財源は、全額道の重点分野雇用創造事業補助金を

充当いたします。 

 (６)白老商工会館外部改修事業は、外壁等の大規模修繕に伴う施設改修事業に対する補助金

で、250 万円の計上であります。なお、昨年計上の地域再生チャレンジ交付金事業は、昨年で

３カ年事業を終了しております。 

 次に、２目企業誘致費 1,142 万円で、前年比７万 6,000 円の増であります。 

(２)企業立地助成金 413 万 3,000 円は、173 万 9,000 円の減でありますが、阿部牛肉加工株

式会社に対する施設設置助成が昨年で終了したことと、株式会社エポックサービスに対する施

設設置助成の計上によるものであります。 

次のページ、(４)工業団地分譲事業経費でありますが、平成 22 年度で工業団地造成事業特別

会計が廃止されたことに伴い、工業団地維持管理に係る経費 200 万 5,000 円を一般会計で計上

するものであります。 

 次に、２項１目観光対策費 3,521 万円、前年比 45 万 3,000 円の減であります。 

次の 235 ページ、(３)観光協会補助金 2,433 万円は、職員の給与と町外の団体職員給与との

格差是正を図ったことなどにより、前年比 87 万円の増となっております。 

 (５)広域観光推進事業 223 万 5,000 円は、北海道登別洞爺広域観光圏協議会負担金の増によ

り 28 万 3,000 円の増となっております。 

(６)戦略的観光振興推進事業 224 万 5,000 円は、韓国・中国におけるアイヌ文化海外プロモ

ーション事業ですが、派遣人員の多かった上海万博アイヌ文化プロモーション事業が終了した

ことから、前年比 145 万 9,000 円の減となっております。 

 次に、238 ページ、８款土木費に入ります。土木費は本年度 11 億 2,848 万円の計上、前年比

2,851 万 4,000 円の増であります。 
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１項１目土木総務費は、163 万 5,000 円でありますが、(１)土木施設管理事務経費は、調査

等委託料及び負担金の増により、前年比 26 万 5,000 円の増であります。 

次に、２項１目道路維持費 8,857 万 2,000 円、前年比 1,040 万 9,000 円の増であります。 

(１)道路施設維持補修経費 6,842 万円で、町道除雪委託料は、昨年同様２回分の計上であり

ますが、光熱水費の減などにより、78 万 1,000 円の減となっております。なお、昨年同様、賃

金及び維持補修委託料の一部を、(３)公共施設環境整備事業に振りかえております。 

(２)町道改修事業 1,431 万円は、町の単独事業でありますが、昨年より引き続いて竹浦飛生

線舗装補修工事と平成 21 年に国の２次補正により実施した、萩野 12 間線舗装補修工事を実施

することとし、前年比 1,119 万 1,000 円の増であります。財源として町債 1,280 万円を見込ん

でおります。 

次に、(３)公共施設環境整備事業は、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、昨年に引き続き緊急雇用創出推進事業を活用し、全額道費により 584 万 2,000 円の計

上であります。なお、石山団地及び北吉原地区の排水機能整備のため、毎年計上している道路

排水処理事業については、昨年度、地域活性化・きめ細かな交付金を活用して、120 万円を第

11 号補正予算にて計上したものを、本年度に繰り越して実施することとしております。 

次に、242 ページ、２目道路新設改良費１億 4,082 万 6,000 円、前年比 2,225 万円の増であ

ります。 

(１)町道整備事業事務経費 202 万 6,000 円の新規計上でありますが、これまで補助事業の対

象となっていた事務費について、平成 22 年度から対象外となったことから、一般財源にて計上

するものであります。 

(２)町道整備事業の補助事業分でありますが、すべて継続事業で１億 3,880 万円の計上で、

前年比 2,022 万 4,000 円の増であります。竹浦２番通り改良舗装事業は、事業費 5,120 万円で、

国費 3,000 万円、町債 1,600 万円を見込んでおります。白老滑空場線改良舗装事業は、本年度

は橋梁上部工事で事業費が 6,430 万円、国費 3,840 万円、町債 2,040 万円を見込んでおります。

ポロト社台線改良舗装事業は、事業費 2,330 万円で、国費 1,380 万円、町債 730 万円を見込ん

でおります。 

次に、３目橋梁維持費 47 万 9,000 円でありますが、昨年計上した橋梁長寿命化修繕計画策定

事業が終了したため、前年比 250 万 5,000 円の減となっております。 

次に、244 ページ、４目交通安全施設整備費 363 万 5,000 円は、前年比４万 1,000 円の減で

記載のとおりでございます。 

次に、３項１目河川総務費 151 万 9,000 円、前年比 99 万 9,000 円の減であり、記載のとおり

ですが、昨年計上した海岸緑化維持経費は、本年は未計上であります。 

次に、246 ページ、２目排水対策費 752 万 3,000 円で、前年比 209 万 9,000 円の増でありま

す。 

 (３)緑泉郷地区排水対策事業でありますが、町道萩野 12 間線の白老側緑泉郷地区の浸水被害

の軽減を図るため、萩野側から北吉原側に横断管を敷設するため工事を実施するもので、210
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万円を計上し、財源は、全額町債を充当するものであります。 

次に、４項１目港湾管理費 1,135 万 7,000 円、前年比 10 万円の減であります。 

次のページ、(２)港湾施設管理経費 985 万 3,000 円は、区画線設置工事の減などにより、69

万 3,000 円の減であります。 

 次のページでございます。(３)港湾関連施設用地分譲事業経費 50 万円の新規計上であります

が、臨海部土地造成事業特別会計の廃止に伴い、土地売却時における測量業務委託料を計上す

るものであります。 

次に、２目港湾建設費２億 1,689 万 8,000 円、前年比 8,220 万 7,000 円の減であります。 

(２)港湾機能施設整備事業特別会計繰出金は、一般会計から赤字補てん分の繰り出しであり

ますが、前年比 100 万円増の 1,050 万円を計上するものであります。 

(３)港湾建設事業は２億 580 万円で、前年比 8,320 万円の減でありますが、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 11 億 5,823 万 3,000 円で、前年比３億 2,476 万 7,000 円の減であります。財源は町債１億

8,520 万円を充当いたします。 

次に、３目海岸保全費５万 6,000 円は、記載のとおりであります。 

次に、252 ページ、５項１目都市計画総務費 2,218 万 3,000 円、前年比 697 万 4,000 円の減

であります。 

(１)都市計画策定等事務経費 128 万 3,000 円は、国道 36 号虎杖浜トンネルのオープンカット

などの現況図修正のための委託料の増などにより、22 万 6,000 円の増となっております。 

(２)白老駅北広場整備事業は継続事業でありますが、昨年同様、広場整備となります。事業

費 2,090 万円の計上で、財源は国費 1,980 万円を充当しております。なお、本事業は今年度を

もって完了となります。 

次に、254 ページ、２目公共下水道費５億 557 万 9,000 円で、(１)の公共下水道事業特別会

計繰出金は、元利償還金に対する基準繰出金の増などにより前年比 695 万 8,000 円の増となっ

ております。 

次に、３目公園費 1,402 万 5,000 円で、前年比 21 万 1,000 円の増であります。 

(１)公園管理経費 25 万 5,000 円は、公園台帳整備面積の減で、前年比 35 万 3,000 円の減で

あります。 

 次のページの下段です。(５)白老駅北広場維持管理経費 86 万 9,000 円の新規計上であります

が、昨年に広場整備が一部完了したことから、維持管理に要する経費を計上するものでありま

す。 

次のページ、(６)街区公園整備改修事業については、施設の老朽化が著しく緊急性の高い公

園の改修を順次行うもので、事業費は昨年と同額でありますが、本年は東町１号公園と緑ヶ丘

公園の遊具補修を計画しております。財源は都市公園づくり基金を全額充当しております。 

次に、６項１目住宅総務費 264 万 7,000 円で、238 万 9,000 円の増であります。 

(２)行政情報電子化事業 230 万 3,000 円の新規計上でありますが、現在保管している地域調
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査資料の電子化による情報基盤の構築を図るため、全額道の緊急雇用創出事業補助金を活用し

て実施するものであります。 

次に、260 ページ、２目住宅管理費１億 1,154 万 6,000 円、前年比 7,675 万 9,000 円の増で

あります。 

(１)町営住宅管理事務経費 103 万 3,000 円でありますが、駐車場使用料の収納に係るシステ

ム修正業務の終了などにより、44 万 4,000 円の減であります。なお、昨年まで補助事業の事務

費により雇用していた臨時事務職員に係る経費について、本事務経費で計上する予定でありま

したが、本年は、緊急雇用の事業である(８)の町営住宅居住環境づくり普及啓発事業で振りか

えることとしております。(８)については後ほど説明いたします。 

(２)町営住宅維持管理経費 2,996 万 4,000 円で、495 万 1,000 円の増でありますが、老朽化

に伴う修繕料や施設用備品の増によるものであります。 

(３)町有住宅維持管理経費 322 万 6,000 円は、旧雇用促進住宅 60 戸の維持管理が追加となる

ことから、282 万 6,000 円の増であります。 

次のページ、(４)町営住宅改修事業は、373 万 7,000 円の計上でありますが、青葉団地の浴

室木製窓の改修等を行うもので、国費 104 万 9,000 円、町債 120 万円を充当しております。 

次に、(５)を飛ばしまして、(６)を先に説明させていただきますが、(６)雇用促進住宅取得

事業 1,410 万 5,000 円の計上であります。公営住宅待機者や収入超過者への斡旋などの対応を

含め、公的住宅管理戸数の確保のため、旧雇用促進住宅を取得するもので、国費 630 万円、町

債 570 万円を充当するものであります。 

次に戻りまして、(５)町有住宅改修事業 5,629 万 6,000 円の計上であります。取得した旧雇

用促進住宅における外壁改修、給油設備の設置及び上水道直圧方式変更工事を実施するもので、

国費 2,082 万 3,000 円、町債 2,540 万円を充当いたします。 

(７)町営住宅解体事業 100 万 5,000 円の計上でありますが、老朽化が著しい社台団地１棟を

解体するもので、国費 45 万 2,000 円を充当し実施いたします。 

 (８)町営住宅居住環境づくり普及啓発事業 218 万円の計上でありますが、居住環境の向上の

ため、臨時職員を雇用し、町内各団地入居者への居住環境及び迷惑駐車などの指導を行うもの

であります。財源は、全額道の緊急雇用創出事業補助金が充当されます。 

次に 266 ページ、９款消防費に入ります。消防費は本年度 4,278 万 1,000 円の計上、前年比

3,168 万 3,000 円の減であります。 

１項１目常備消防費 2,128 万 6,000 円で、前年比 68 万 7,000 円の増であります。 

 (１)消防本部運営経費 398 万 1,000 円、前年比 39 万 6,000 円の増でありますが、携帯・ＩＰ

電話緊急通報システムの開始に伴う回線使用料などの増によるものであります。 

次に、271 ページをお開きください。(５)常備施設維持管理経費 695 万 9,000 円で、庁舎の

燃料費及び保守点検委託料の増などで 67 万 7,000 円の増であります。 

次に、２目非常備消防費 1,321 万 3,000 円、前年比 33 万 4,000 円の減でありますが、273 ペ

ージ、(２)消防団活動経費 601 万 2,000 円は、消防団車両の車検台数の減により、34 万 7,000
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円の減となります。 

次、３目消防施設費 37 万 4,000 円、前年比 3,334 万 3,000 円の減でありますが、昨年、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を計上したことによる

減でございます。 

次に、４目災害対策費 790 万 8,000 円、前年比 130 万 7,000 円の増であります。 

次のページの(４)でございます。防災行政無線（同報系）施設管理経費 385 万 3,000 円は、

３年に一度のバッテリーの交換が必要なことから、前年比 167 万 1,000 円の増であります。 

 次のページです。(５)自主防災組織活動支援事業 90 万円の計上でありますが、地域における

自主防災組織の組織化を促進させる事業で、今年度は 45 団体分を計上しております。 

 次に、278 ページ、10 款教育費に入ります。教育費は本年度４億 5,668 万 3,000 円の計上、

前年比 2,806 万 8,000 円の増であります。 

１項１目教育委員会費 156 万 5,000 円は、前年並みで記載のとおりであります。 

 次に、２目事務局費 956 万 9,000 円で５万 6,000 円の増でありますが、(１)教育委員会事務

局経費において、燃料費の増などにより前年比８万 6,000 円の増となっております。 

次に、282 ページをお開きください。３目財産管理費 534 万 8,000 円、前年比 5,000 円減で、

記載のとおりでございます。 

次に、４目指導厚生費につきましても 390 万 1,000 円、前年比 13 万 9,000 円の増で、記載の

とおりでございます。 

 次に、284 ページ、５目諸費 1,030 万円で、前年比 89 万円の増であります。 

 (１)私立高等学校教育補助金 255 万 6,000 円は、生徒数見合いで前年比８万 1,000 円の減で

あります。 

(２)入学準備金貸付事業は、高校・大学等に入学するための入学資金の確保が大変な保護者

を対象に、金融機関を通して無利子貸付を行うものでありますが、本年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 112万 9,000円を計上しております。 

次に、(４)学校支援地域本部事業は 113 万円の新規計上でありますが、事業自体は国の支援

により平成 20 年度から実施しておりますが、学習アシスト、学校就園環境整備及び登下校の見

守り活動等地域の人材を活用し、学校と地域との連携を深めるとともに開かれた学校づくりを

進める事業で、萩野地区を拠点としてコーディネーター１名を配置し実施するものであります。

なお、財源は国、道それぞれ 37 万 6,000 円が充当されます。 

 次に、２項小学校費 9,927 万 7,000 円で 326 万 5,000 円の減でありますが、小学校６校の学

校運営等に係る所要額を計上しております。平成 23 年度の見込み数として、学級数は前年より

１学級増の 57 学級、児童数は前年より 37 名減の 819 名で想定しております。 

 286 ページ、１目学校管理費 7,875 万 6,000 円、前年比 156 万 3,000 円の増でありますが、

289 ページ、(４)小学校施設管理経費 5,747 万 4,000 円、70 万 9,000 円の増でありますが、燃

料費及びコピー機の購入による学校管理用備品の増によるものであります。 

次のページでございます。(５)小学校耐震化対策事業 93 万 5,000 円の計上でありますが、萩
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野小学校屋内運動場耐震改修のための地質調査を実施するものであります。 

次に、２目教育振興費 2,052 万 1,000 円、前年比 482 万 8,000 円の減であります。 

(１)小学校教育振興一般経費 496 万 4,000 円で、76 万 3,000 円の減でありますが、平成 22

年度第 11 号補正予算により地域活性化・光をそそぐ交付金を活用して、学校図書備品 87 万

2,000 円を前倒しで予算化し、今年度に繰り越していることによるものであります。 

次のページ、(３)小学校就学援助・特別支援教育就学奨励事業経費 1,448 万 8,000 円は、認

定児童数の増加などにより 103 万 1,000 円の増となっております。 

(５)小学校姉妹校交流推進事業経費 24 万円は、白老小学校と仙台市片平町小学校との隔年訪

問の昨年度実施により、13 万 8,000 円の減であります。なお、昨年、社会科副読本改訂準備事

業及び教師用教科書・指導書購入事業の予算計上があったことから、２目は大きな減となって

おります。 

次に、３項中学校費 7,249 万 3,000 円で 46 万円の減でありますが、中学校４校の学校運営等

に係る所要額を計上しております。平成 23 年度の見込み数として、学級数は前年より１学級減

の 25 学級、生徒数は前年より 39 名減の 474 名で想定しております。 

１目学校管理費は、5,268 万 8,000 円でありますが、次のページの(２)生徒健康診断経費の

生徒数の減などにより、前年比 24 万 9,000 円の減となっております。 

次に、296 ページ、２目教育振興費 1,980 万 5,000 円でありますが、前年比 21 万 1,000 円の

減となっております。 

(１)中学校教育振興一般経費 265 万 1,000 円で、96 万 6,000 円の減でありますが、小学校の

ところでも説明いたしましたが、平成 22 年度第 11 号補正予算により国の交付金を活用して学

校図書備品 74 万円を前倒しして予算化し、今年度に繰り越していることによるものであります。 

次のページでございます。(５)中学校就学援助・特別支援教育就学奨励事業経費 1,294 万

5,000 円は、認定生徒数の減少により 159 万 2,000 円の減となっております。 

次ページ、(９)でございます。教師用教科書・指導書購入事業 251 万 4,000 円でありますが、

平成 24 年度新学習指導要領の実施に伴う教師用教科書及び指導書を購入するものであります。 

 次に、４項１目幼稚園費 1,146 万 8,000 円、前年比 305 万 6,000 円の減でありますが、(１)

幼稚園就園費補助金 868 万 8,000 円は、国の補助事業における補助単価の見直しにより、303

万 2,000 円の減となっております。 

 次に、５項１目社会教育総務費 2,290 万円、前年比 17 万 1,000 円の減であります。 

(１)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

りでありますが、303 ページの(４)みんなの基金事業経費につきましては、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。 

次に、305 ページ、(６)芸術文化活動運営経費については、昨年まで土木費で計上していた

ＳＬポロト号保守整備委託料を所属がえしたことなどで、42 万 4,000 円増の 189 万 4,000 円を

計上し、財源として文化振興基金 138 万円を繰り入れております。 

それから、(６)生涯学習推進経費 26 万円は、昨年の人材育成経費を統合し、白老町ＰＴＡ連
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合会補助金を学校教育グループに所管がえをしております。 

次に、306 ページでございます。２目公民館費 6,057 万 6,000 円、前年比 3,178 万 8,000 円

の増となっております。 

309 ページでございますが、(２)中央公民館講堂床暖房改修事業は、暖房機能に支障をきた

していた講堂の床暖房及び空調設備を全面的に改修するため、3,192 万 7,000 円を計上し、財

源として町債 2,870 万円を充当し、実施いたします。 

 次に、３目図書館費 916 万 5,000 円、前年比 169 万 9,000 円の減であります。 

次のページの(２)でございます。図書等購入経費 40 万 6,000 円は、277 万 6,000 円の減であ

りますが、これにつきましても国の交付金を活用して図書備品 270 万円を前倒しで予算化し、

今年度に繰り越していることによるものであります。 

 (３)移動図書館活動経費 101 万 8,000 円は、嘱託職員の勤務時間の変更に伴う移動図書館車

の臨時運転手の雇用経費及び外装補修経費を計上したことで 64 万 3,000 円の増であります。 

次に、312 ページ、４目文化財保護費 328 万 5,000 円、45 万 9,000 円の増であります。 

 次のページの(３)史跡白老仙台藩陣屋跡赤松管理事業 47 万 8,000 円は、樹齢 150 余年の北海

道最古の１本のみとなった赤松を後世に伝えるため、平成 16 年度に設置した支柱の取りかえ工

事を実施するもので、財源として、仙台藩白老元陣屋資料館友の会より 20 万円の寄附をいただ

き実施するものであります。 

 次に、５目仙台藩白老元陣屋資料館管理費 685 万 2,000 円、前年比 82 万 4,000 円の増となっ

ております。 

次のページの(３)資料館特別展開催事業経費 56 万 6,000 円の計上でありますが、今年度は仙

台市との歴史姉妹都市提携 30 周年記念特別展を開催することから、38 万 8,000 円の増であり

ます。 

次に、６目高齢者学習センター費 306 万 6,000 円、前年比８万 4,000 円の減で、記載のとお

りであります。 

次に、318 ページ、７目青少年センター費についても 65 万 9,000 円、前年比 6,000 円の減で、

記載のとおりであります。 

 次に、320 ページ、６項１目保健体育総務費 1,484 万 5,000 円、前年比 67 万 3,000 円の減で

ありますが、次のページの(４)スポーツ団体支援事業経費 38 万円は、本年度において、児童の

全国大会出場が決定している団体がないことから、63 万 2,000 円の減となっております。 

 次に、２目体育施設費 6,368 万 8,000 円、前年比 78 万 1,000 円の増となっておりますが、(２)

体育施設指定管理経費 6,263 万 1,000 円は、施設の修繕料の増加などにより、61 万 7,000 円の

増であります。 

 次に、７項１目給食センター管理運営費 5,772 万 6,000 円、前年比 256 万 6,000 円の増であ

ります。 

次のページの(２)でございますが、給食センター運営経費 5,412 万 2,000 円は、温食食器の

更新、燃料費及び給食調理業務委託料の増などにより、244 万 6,000 円の増となります。 
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次に、328 ページでございます。11 款災害復旧費５万円でございますが、科目存置のための

計上であります。 

次に、330 ページです。12 款公債費であります。１項１目元金、16 億 9,321 万 7,000 円で、

前年比２億 6,417 万 9,000 円の増であります。 

(１)長期債元金償還費は、第三セクター等改革推進債分２億 481 万円と公的資金補償金免除

繰上償還分 2,731 万 5,000 円が主な増加の要因であります。なお、財源の一部として、町営住

宅使用料やウタリ住宅資金貸付金元利収入など、8,276 万 5,000 円を見込んでおります。 

 次に、２目利子３億 681 万円、前年度比 2,528 万 8,000 円の減であります。 

(１)長期債利子支払費３億 329 万円は、現在より金利水準の高い政府資金の償還が進んだこ

となどから、2,052 万 1,000 円の減となっております。なお、財源の一部として、町営住宅使

用料とウタリ住宅資金貸付金元利収入の計 1,691 万 8,000 円を見込んでおります。 

(２)一時借入金支払費 300 万円でありますが、本年は 1.2％で見込んでおり、前年比 400 万

円の減であります。 

(３)基金繰替運用利子支払費 52 万円は、前年比 76 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

から繰りかえ運用しており、基金繰りかえ運用の 22 年度末の残高見込み４億円に対する利子の

計上であります。定期預金の利率の実態に合わせて、前年度 0.3％から 0.13％に引き下げてお

ります。 

次に、332 ページ、13 款給与費であります。19 億 4,578 万 9,000 円の計上で、前年比１億

5,815 万 7,000 円の減でありますが、昨年に引き続き、給与等の独自削減の率は見直したもの

の、独自削減分などを盛り込んだ金額であります。特別職２名、教育長を含む一般職 211 名、

特定嘱託 12 名、嘱託 31 名、計 256 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 18 億 4,864 万 1,000 円で、前年比１億 4,104 万 5,000 円の減となりますが、減額の主

なものとして、独自削減の率の改定により給与及び共済費が増になったものの、昨年、退職手

当追加負担金２億 9,550 万円の計上分が減ったことなどによるものであります。嘱託職員では、

本年度の計上額は 9,714 万 8、000 円で、職員数は、特定嘱託職員 12 名を見込み、前年比 761

万 2,000 円の減となっております。 財源なのですが、特定財源の合計は 6,079 万 5,000 円で、

前年比 2,856 万 4,000 円の減となっており、一般財源ベースでも前年比１億 2,959 万 3,000 円

の減となっております。 

 次に、334 ページ、14 款諸支出金であります。 

(１)各種基金積立金 7,552 万 3,000 円、利子分などの計上のほか、繰替運用の繰り戻し分と

しては、社会福祉基金積立金を 2,500 万円、みんなの基金積立金 900 万円を計上しております。

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、繰り戻し額の累計は、23 年

度末の残高は３億 7,000 万円となります。また、新財政改革プログラムで示した、国民健康保

険事業特別会計への追加繰り出し分 8,000 万円のうち 3,000 万円を、財政調整基金に留保計上

しております。 
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次に、336 ページ、15 款予備費は、754 万 2,000 円計上し、前年比 65 万 1,000 円の減となっ

ております。 

 次に、339 ページ以降の給与費明細書、それから、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。 

以上で歳出の部は終わりでございます。 

                                         

    ◎延会の宣告 

○議長（堀部登志雄君） それでは、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。 

本日はこれをもって延会いたします。 

（午後 ２時５７分） 


