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◎開会の宣告 
○議長（堀部登志雄君） これより昨日に引き続き、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） 日程第１号、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、昨日に引き続いて、歳入から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、平成 23 年度白老町一般会計予算の歳入の説明をさ

せていただきます。 

14 ページをお開き願います。それではまず、１款町税でございます。町税は、本年度 24 億

8,174 万 2,000 円、前年比 4,125 万 2,000 円、1.7％の増であります。 

 １項町民税、１目個人、１節現年課税分５億 9,665 万 1,000 円でありますが、前年比 1,027

万 8,000 円、1.7％の減となっております。収納率は前年同率の、特別徴収分 99％、普通徴収

分 93.5％で見込み、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４％の減収になると見込み、減額計上としたところであります。 

 ２節滞納繰越分については、22 年度決算見込みを踏まえ、734 万 4,000 円、前年比で 54 万

8,000 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。 

 次に、２目法人、１節現年課税分１億 3,884 万 3,000 円でありますが、前年比 4,028 万円、

40.9％の増となっております。次のページになりますが、22 年度の決算見込みを踏まえて調定

額を見積もり、収納率は前年同様の 99％として計上したものであります。 

 ２節滞納繰越分については、22 年度決算見込みを踏まえ、前年度と同様の６％の収納率で見

込んでおります。 

 次に、２項１目固定資産税、１節現年課税分 15 億 1,407 万 9,000 円でありますが、前年比

2,177 万 3,000 円、1.4％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 3,223 万 3,000 円で、前年比 37 万 2,000 円、0.1％の増であり

ます。家屋については、６億 8,333 万 3,000 円で、前年比 1,303 万 2,000 円、1.9％の減であり

ます。償却資産については、４億 9,851 万 3,000 円、前年比 911 万 4,000 円、1.8％の減であり

ます。企業等の撤退による家屋及び償却資産の減が主な要因であります。なお、収納率につい

ては、前年同様の 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、1,223 万 1,000 円、前年比 29 万 5,000 円の増を見込んでお

ります。 

 次に、２目国有資産等所在市町村交付金は、町内所在の国、道など、収益性のある資産に係

る固定資産税相当分でありますが、22 年度決算見込みを踏まえてのもので、固定資産通知に基

づく計上であり、23 年度においては、前年比４万 5,000 円増の 726 万円を見込んでおります。 
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 次に、３項１目軽自動車税、１節現年課税分 2,613 万 4,000 円でありますが、前年比 97 万

4,000 円、3.9％の増であります。税率が最も高い４輪乗用の台数で、前年比 137 台、５％の伸

びを見込むものであります。なお、収納率については、19 ページになりますが、前年同様 95％

を見込んでおります。 

 ２節滞納繰越分については、22年度決算見込みを踏まえ、前年比１万 1,000円減の 45万 1,000

円を見込んでおります。 

 次に、４項１目町たばこ税、１節現年課税分１億 6,328 万 8,000 円でありますが、前年比 2,866

万 8,000 円、21.3％の増であります。たばこの売り上げの減少傾向が続いている中にあって、

昨年 10 月より税率改正による値上げが実施されたことから、22 年度実績見込みを計上してお

ります。 

 次に、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

税が廃止されておりますが、１節滞納繰越分の 1,000 円は、前年同様科目存置であります。 

 次に、６項１目入湯税、１節現年課税分 1,522 万 5,000 円でありますが、大型宿泊施設の一

部再開などによる利用者数の増を見込み、前年比 246 万 9,000 円、19.4％の増であります。収

納率は 100％で計上しております。 

 次に、20 ページ、２款地方譲与税１億 4,490 万円で、前年比 4,400 万円で、2.9％の減であ

ります。地方譲与税は、地方税収入の一つとされているもので、国税として徴収され法令で定

める配分基準に従って、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は、い

ずれも平成 22 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伴い、地方道路

譲与税から名称変更されたもので、前年同額の 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 600 万円でありますが、前年比 440 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。 

 次のページ、３款利子割交付金 520 万円でありますが、前年比 30 万円、6.1％の増を見込ん

でおります。都道府県民税利子割収入額の一定割合が市町村に交付されるものであります。 

 次のページ、４款配当割交付金 110 万円でありますが、前年比 70 万円、175％の増でありま

す。22 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。 

 次のページ、５款株式等譲渡所得割交付金 30 万円でありますが、前年比 10 万円、50％の増

であります。22 年度決算見込額をもとに算出しております。 

 次のページ、６款地方消費税交付金１億 9,940 万円でありますが、前年比 610 万円、3.2％の

増であります。都道府県間で清算した後の金額の２分の１相当額が、国勢調査人口及び従業者

数で案分して市町村に交付されるものであります。22 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、７款ゴルフ場利用税交付金 610 万円でありますが、前年比 170 万円、21.8％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
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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。

22 年度決算見込額をもとに算出しております。 

 次のページ、８款自動車取得税交付金 2,700 万円でありますが、前年比 240 万円、8.2％の減

であります。都道府県の自動車取得税収入額のうち、徴税経費を差し引いた額の 70％が道路の

延長及び面積で案分されて、市町村に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。 

 次のページ、９款国有提供施設等所在町助成交付金 4,300 万円でありますが、前年比 260 万

円、6.4％の増であります。自衛隊基地の施設のうち、法令で定める国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。22 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 2,740 万円でありますが、前年比 1,110 万円、68％の増で

あります。地方特例交付金は、平成 18 年度より新設された児童手当の制度拡充に伴う、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に、平成 22 年度から新設の子ども手当の地方

負担の財源補てん分を加えた児童手当及び子ども手当特例交付金、平成 20 年度から新設の個人

住民税の住宅借入金等特別控除の実施に伴う住民税の減収補てん、さらに平成 21 年度からの自

動車取得税の減税に伴う減収を補てんするための、減収補てん特例交付金であります。 

 次のページ、11 款地方交付税 38 億 500 万円でありますが、前年比２億 2,300 万円、6.2％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・雇用等対策費の

加算分など、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、前年比２億 4,300 万円増の 35 億 4,500

万円を見込んだものであります。また、地方交付税については、地方交付税の算定方法の簡素

化、透明化の取り組みの一環として交付税総額における特別交付税の割合を、今年度は６％か

ら５％へ移行することから、前年比 2,000 万円減の２億 6,000 万円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お

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。 

 次に 42 ページ、13 款分担金及び負担金であります。本年度 5,936 万 7,000 円、前年比 458

万 7,000 円の減であります。 

 １項負担金ですが、負担金は特定の事業について、その経費の全部または一部に充てるため、

特に利益を受ける者に負担を命ずる公法上の金銭給付義務であります。 

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節社会福祉費負担金 512 万 3,000 円については、老人福祉施設入所者措置費支弁事業負担

金現年分の増により、前年比 80 万 8,000 円の増となっております。 

また、２節児童福祉費負担金は、児童数の減少による保育料の減により、前年比 308 万 5,000

円減の 5,020 万 4,000 円を見込んでおります。 
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 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 236 万円、前年比 205 万

8,000 円の減で見込んでおります。 

 ３目教育費負担金については、放課後児童クラブ利用に係る受益者負担金であり、168 万円

で、前年比 21 万 6,000 円の減で見込んでおります。 

 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

費用を賄うために徴収する収入であります。本年度２億 6,953 万 6,000 円、前年比 386 万 1,000

円の増となっております。 

 主な項目について説明をさせていただきます。１項２目民生使用料 1,059 万 5,000 円、前年

比 55 万 6,000 円の減となっております。 

２節民生施設使用料では、いきいき４・６の浴室使用料などの減により、前年比 55 万 4,000

円の減の 917 万 7,000 円となっております。 

次に、46 ページ、３目環境衛生使用料 399 万 3,000 円、１節火葬場使用料の増により、前年

比 18 万円の増となっております。 

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、368 万 2,000 円、前年比 33

万 5,000 円の減となっております。 

次に、６目土木使用料１億 6,397 万 9,000 円の計上で、前年比 674 万円の増となっておりま

す。 

３節港湾施設使用料 1,432 万 2,000 円の計上でありますが、港湾施設用地使用料が国の港湾

工事による使用面積の減少により、300 万円の減を見込んでいることから、前年比 337 万 8,000

円の減となっております。 

次の 49 ページ、５節住宅使用料は１億 2,362 万 3,000 円の計上で、町営住宅使用料現年分

は、ほぼ昨年並みでありますが、町有住宅使用料が、旧雇用促進住宅の購入などにより 956 万

円増の 996 万円を見込んでいることから、前年比 945 万 3,000 円の増となります。 

６節住宅敷地使用料は 393 万 9,000 円で、前年比 58 万 5,000 円の増となっております。町

営住宅使用料の収納率については、22 年度の収入見込みにもとづき、現年度分では前年同様の

94％、滞納繰越分についても前年同様の９％を見込んでおります。 

次に、８目教育使用料 550 万 5,000 円、公民館使用料の減などにより前年比 26 万 7,000 円

の減となっております。 

 次に、50 ページでございます。２項手数料であります。１目総務手数料 1,210 万 7,000 円、

実績見合いで、前年比 42 万 5,000 円の減となっております。 

次に、２目環境衛生手数料 6,674 万 6,000 円、前年比 151 万 6,000 円の減となります。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 102 万 6,000 円減の 5,998 万

6,000 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 55 万円減の 550 万円

を計上しております。 

 次に、54 ページをお開きください。15 款国庫支出金でございます。国庫支出金、本年度６億
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3,415 万 2,000 円、前年比 5,668 万 8,000 円の増であります。歳出で説明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、増減の大きいものを説明させて

いただきます。 

 １項１目民生費国庫負担金、１節社会福祉費負担金１億8,914万 6,000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 2,850 万 7,000 円の増でありま

す。 

２節非被用者児童手当負担金は、現況届未提出者分の計上であります。 

３節子ども手当負担金は、２億 3,274 万 2,000 円、前年比 6,318 万 2,000 円の増であります。

なお、昨年計上の児童手当に係る被用者児童手当負担金や特例給付負担金等については、児童

手当制度は残っているものの、子ども手当負担金に一本化して計上しております。 

４節児童福祉費負担金は 4,130 万 2,000 円、前年比 158 万 9,000 円の減であります。 

次のページでございます。57 ページ、６節過年度分医療費負担金３万 1,000 円は、老人保健

特別会計の清算に伴う現物給付分に係る負担金であります。 

 次に、２項国庫補助金は１億 5,464 万 8,000 円、前年比 2,288 万 3,000 円の減であります。 

 １目民生費国庫補助金 1,368 万 1,000 円、前年比 819 万 9,000 円の増でありますが、２節児

童福祉費補助金の次世代育成支援対策経費に、昨年道支出金で計上した子育て支援拠点事業関

係補助金の補助率が３分の２から２分の１に変更してこちらに移管されたことによる増であり

ます。 

 ２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、231 万 1,000 円、前年比 145 万 8,000 円の減であります。 

 次に、３目土木費国庫補助金１億 1,463 万 6,000 円、前年比 3,779 万 4,000 円の増でありま

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社会資本整備交付金は、昨

年同様の計上でありますが、２節住宅費補助金 3,243 万 6,000 円は、旧雇用促進住宅購入等に

係る補助金が増額となっております。 

 ４目教育費国庫補助金 304 万 7,000 円、前年比 21 万 8,000 円の減でありますが、１節教育総

務費補助金の学校支援地域本部事業補助金 37 万 6,000 円は、事業の３分の１の交付で新規計上

であります。 

 次に、58 ページ、５目特定防衛施設周辺整備調整交付金 1,980 万円、前年比 720 万円の減で

あります。なお、廃目の総務費国庫補助金は、22 年度で完了の地上デジタル放送難視聴対策事

業分であります。 

 次に、３項委託金 726 万 3,000 円で、前年比 264 万 6,000 円の減になっております。 

 １目総務費委託金は、昨年計上の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

減によるものであります。 

 次に、60 ページでございます。16 款道支出金であります。本年度５億 3,824 万 4,000 円、前

年比２億 7,369 万 3,000 円の減であります。国庫支出金と同様に、歳出で説明した事務事業に

係る北海道の負担金、補助金、委託金でありますが、前年度と比較し増減の大きなものについ



 8 

て説明をさせていただきます。 

 １項１目民生費道負担金、１節社会福祉費負担金 9,457 万 8,000 円の計上でありますが、前

年比 1,425 万 6,000 円の増であります。 

２節老人福祉費負担金 4,243 万 5,000 円、前年比 129 万 2,000 円の増であります。 

３節非被用者児童手当負担金は、国庫支出金と同様、現況届未提出者分の計上であります。 

次のページ、４節子ども手当負担金 2,978 万 5,000 円は、前年比 939 万 5,000 円の増であり

ます。 

なお、昨年計上の被用者児童手当負担金なども国庫支出金と同様未計上であります。 

５節児童福祉費負担金は 2,065 万 1,000 円、前年比 79 万 4,000 円の減であります。 

７節過年度分医療費負担金は、国庫支出金での説明のとおりであります。 

 次に、２項道補助金は２億 4,883 万 3,000 円、前年比２億 6,881 万 9,000 円の減であります。 

 １目総務費道補助金 3,280 万 4,000 円、前年比 2,963 万 7,000 円の増でありますが、町有林

基幹作業道整備事業に対する補助金として、森林整備加速化・林業再生事業補助金 2,918 万

9,000 円が追加となったものであります。 

 ２目民生費道補助金 6,382 万 8,000 円、前年比 629 万 6,000 円の減となっております。 

１節社会福祉費補助金は、消費者行政活性化事業補助金の増などにより前年比 293 万円増の

1,522 万 5,000 円であります。 

次のページ、４節重度心身障害者医療費補助金は、前年比 220 万 9,000 円減の 2,408 万 3,000

円。 

７節児童福祉費補助金は、国庫支出金で説明いたしましたが、子育て支援関係補助金の国庫

補助金への移管に伴い、前年比 752 万 6,000 円減の 828 万 6,000 円であります。 

 次に、３目環境衛生費補助金 1,573 万 5,000 円、前年比 2,453 万 8,000 円の減であります。 

１節保健衛生費補助金は、次のページのＨｉｂ（ヒブ）、小児用肺炎球菌、子宮頸がんの予

防接種事業補助金の新規計上により、前年比 952 万 2,000 円増の 1,353 万 1,000 円の計上であ

ります。 

２節環境衛生費補助金は、昨年地球温暖化対策事業補助金を計上していたことから、220 万

4,000 円で、3,406 万円の減となっております。 

 次に、４目農林水産業費道補助金 754 万 6,000 円、前年比３億 427 万 9,000 円の減でありま

すが、昨年林業費補助金、林業・木材産業構造改革事業補助金３億円の計上があったことによ

るものであります。 

 次に、５目教育費道補助金でありますが、学校支援地域本部事業補助金 37 万 6,000 円は、国

庫支出金と同様、事業の３分の１の交付で新規計上するものであります。 

 次に、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、消防施設整備

造成基金に全額積み立てるものであります。 

 ７目雇用創出事業補助金は、ふるさと雇用再生特別事業補助金 3,210 万 8,000 円、緊急雇用

創出事業補助金 1,199 万 7,000 円及び新規で重点分野雇用創出事業補助金 7,226 万 4,000 円の
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計上で、前年比 3,928 万 1,000 円増の１億 1,636 万 9,000 円を計上するものであります。 

68 ページでございます。廃目で、商工費道補助金につきましては、昨年まで計上の地域再生

チャレンジ交付金であります。 

 次に、３項委託金については、3,612 万 7,000 円、前年比 2,270 万 8,000 円の減となってお

ります。 

 １目総務費委託金ですが、3,571 万 1,000 円、前年比 2,122 万 6,000 円の減であり、４節の

統計調査委託金が、昨年国勢調査実施の年であったことから、前年比 1,527 万 3,000 円減の 144

万 1,000 円の計上であります。 

また、５節の選挙委託金は、昨年の参議院議員選挙に引き続き、本年度は北海道知事・北海

道議会議員選挙事務委託金を計上しており、462 万 8,000 円減の 521 万円を計上しております。 

次のページでございますが、廃目、民生費委託金は、地域人権啓発活動活性化事業及び訪問

型家庭教育相談体制充実事業委託金が廃止となっております。 

 次に、72 ページ、17 款財産収入でございます。本年度１億 4,224 万 2,000 円、2,439 万円の

増であります。 

 １項１目財産貸付収入は、新たに町有住宅貸付料（消防職員住宅）、白老滑空場用地貸付料、

工業団地用地貸付料及び港湾関連施設用地貸付料を計上するとともに、光ネットワーク回線貸

付料は 429 万 1,000 円増の 882 万円を計上し、前年比 1,252 万 2,000 円増の 3,802 万 1,000 円

となっております。 

 次に、74 ページでございますが、２項１目不動産売払収入は、町有地の売却収入を新財政改

革プログラムの対策分 2,000 万円を含め、前年度と同額の 3,000 万円を計上しております。 

 ３目生産物売払収入、バイオマス固形燃料の売払収入は目標を前年同額の 5,601 万 7,000 円

として計上しております。 

 次に、76 ページ、４目動産売払収入は、土地開発公社の清算に伴う残余財産収入として、1,387

万 1,000 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 万円と、歳出で説

明いたしました、赤松管理資金 20 万円を計上しております。 

 次に、80 ページでございます。19 款繰入金 3,537 万円、前年比 5,620 万 3,000 円の減であり

ます。歳出に計上済みの事業に係る特定財源として、各基金から繰り入れるものでありますが、

１目から７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。 

なお、水産業振興基金繰入金、それから次のページの石油貯蔵施設立地対策等基金繰入金及

び退職手当追加負担金積立基金繰入金は廃目となっております。 

 次に、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、２億 3,972 万 7,000 円の計上で、記載のとおりで

ありますが、特に大きなものといたしまして、88 ページ、４項１目民生費受託事業収入のイオ

ル再生事業受託事業収入が、前年比 2,333 万 2,000 円増の 2,849 万 9,000 円、さらに 93 ページ
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の中段からちょっと下になりますが、日本放送協会助成金が 1,662 万 8,000 円増の 1,962 万

8,000 円の計上など、前年比 4,219 万 4,000 円の増となっております。 

 次に、96 ページでございます。22 款町債であります。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。総額で７億 3,180 万円、前年比１億 1,750 万円の減

となっており記載のとおりでありますが、白老港建設事業は、前年比 7,490 万円減の１億 8,520

万円の計上となっております。 

 ３目の臨時財政対策債につきましては、国の地方交付税特別会計の財源不足を補うものであ

り、地財計画をもとに算出しておりますが、本年は前年比 9,200 万円減の 4 億 2,700 万円を計

上しております。なお、臨時財政対策債を除いた事業充当分の総額は３億 480 万円で、前年比

2,550 万円の減となっております。 

 以上で歳入歳出についての説明を終わらせていただきますが、次に、事前にお配りしており

ます、予算の概要など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。事前にお配り

した資料は、平成 23 年度白老町予算の概要、それからもう１冊が、平成 23 年度一般会計予算

説明資料、この２つでございます。 

 最初に、平成 23 年度白老町予算の概要について、概略をご説明させていただきます。それで

は、まず予算の概要の１ページでございます。平成 23 年度白老町各会計予算総括表であります。

前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、次に特別会計。22 年度

末で３会計が廃止となり、23 年度は９会計となります。次に企業会計２会計、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、177 億 8,275 万 2,000 円、前年対比

で２億 3,286 万 4,000 円、1.3％の増であります。この総合計の額につきましては、最近 10 カ

年では３番目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

計への繰出金等でありますが、総額 13 億 7,421 万 3,000 円で、前年対比で 2,583 万 6,000 円、

1.9％の増であります。病院会計に対しましては、病院特例債の元利償還金分を含んでおります。 

 次に、２ページから目的別・性質別の集計表を載せておりますが、記載のとおりであります。

この２ページから４ページまでです。 

そのほか、７ページから経常経費における特記事項ということで、それぞれの款別に概要と

して載せております。 

それから、21 ページからは補助金の主なもの。 

それから、23 ページからは事業費の概要が載っておりますが、内容については先ほど予算書

のほうで主なものを説明しておりますので、ここでの説明は省略をさせていただきます。 

 最後に、予算の概要の最後のページでございます。31 ページを見ていただきたいのですが、

各会計の事業費の合計額と会計ごとの内訳を記載しております。合計額が 13 億 3,736 万円で、

前年との比較では２億 4,276 万 7,000 円、15.4％の減であります。一般会計で、昨年計上の特

用林産物活用施設用整備事業が、本年は未計上であることや、港湾事業を含め、補助事業が縮

小されていることなどによる減、さらに工業団地及び臨海部会計の廃止による皆減、下水道会

計は施設費の増となっているものであります。 
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 以上で、予算の概要については簡単ですが説明を終了させていただきまして、もう一つの資

料でございます、平成 23 年度一般会計予算説明資料についてご説明をさせていただきます。 

 まず、１ページ、１、平成 23 年度一般会計予算の概要の前年度比較表でありますが、一般会

計予算の主な内訳の前年度対比の数値を載せております。予算総額はこれまでの説明のとおり、

前年度対比で 4,800 万円、0.5％の減となっております。 

歳入の欄でありますが、主なものとして地方交付税は臨時財政対策債との見合いで、地方財

政計画等に基づき、２億 2,300 万円の増、また国・道支出金につきましては、昨年計上の林業・

木材産業構造改革事業補助金の終了などで２億 1,700 万 7,000 円の減となっております。 

歳出の欄の一般行政経費で１億 8,268 万 6,000 円の増となっておりますが、３ページに記載

の一般財源ベースでは、8,293 万 1,000 円の増となっております。この要因といたしましては、

扶助費関係経費の増などが挙げられます。その下の２、財源不足額と補てん財源でありますが、

これはゼロとなってございますけど、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財政調整機基金など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。ということは、20 年度までは財政調整基金を繰り入れしないと予算が組めな

かったという状況であったということでございますが、21 年度以降は、これは財源不足額はゼ

ロということで、本年の 23 年度もその状況は続いているという状況でございます。 

 次に、２ページ目、３、一般会計歳入につきまして、特に一般財源を記載した前年度との比

較表であります。１款町税から 12 款交通安全対策交付金につきましては、予算書で説明をして

おります。17 款財産収入は、土地開発公社残余財産など、21 款諸収入は、日本放送協会助成金

の増などであります。また、22 款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

計で、一般財源 73 億 2,715 万 9,000 円、２億 2,249 万 2,000 円、前年度比 3.1％の増となって

おります。 

次に、３ページであります。４、一般会計歳出の表でありますが、経常経費と事業費に分け、

それぞれ前年対比での増減を載せております。経常経費全体の増減額は３億 523 万 2,000 円の

増でありますが、歳出の経常経費に要する一般財源ベースでは２億 2,811 万 5,000 円の増であ

ります。その内訳につきましては、給与費が退職手当組合への追加負担金の減、公債費、繰出

金及び一般行政経費については増となっております。事業費については、総額で３億 5,323 万

2,000 円の減でありますが、一般財源ベースでは 562 万 3,000 円の減に留めております。これ

は、補助事業を中心に事業を組み立ててきたことなどによるものであります。 

 次に、４ページでございます。５、一般会計経常経費のうち一般行政経費の主な増減を示し

た表でございます。この増減分の主な内訳としましては、増加分と減少分それぞれ８項目を記

載しており、記載のとおりであります。 

 次に、５ページ、６、平成 23 年度事業費総括表で、補助、単独別、さらに新規、継続別に財

源内訳を載せており、前年度当初予算との比較であります。本年度は、計 71 事業、うち新規事

業は 28 事業となっており、前年度より計で４事業の減、新規は６事業の減となっております。 

 次に６ページ、７、一般会計の事業費の主な増減表でありますが、これについても前年度予
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算との比較であり、記載のとおりで、説明は省略をさせていただきます。 

 次に、７ページから９ページまでは、８、平成 23 年度事業費予算における主な新規事業を款

ごとに説明しております。これにつきましても説明を省略いたします。 

 次に、10 ページでございます。９、平成 23 年度基金現在高見込みでありますが、上段は一

般会計分の財政調整基金、町債管理基金と教育関係施設整備基金以降の特定目的基金、あわせ

て 17 基金と中段の特別会計分の５基金、一番下に備荒資金組合の普通納付分、超過納付分のそ

れぞれの積立額、取崩額、そして各年度末の現在高を載せております。22 年度の決算見込み額

については、補正予算 12 号までと、その後に予定している金額の増減で見込んでおります。23

年度の見込み額の欄でございますが、基金合計の積立額は 7,047 万 9,000 円になっており、こ

の中では財政調整基金に平成 22 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 3,537 万円、年度末の残高は４億 8,347 万円、

そのうち財政調整基金の残高は２億 4,120 万 7,000 円の見込みであります。 

次に、11 ページ、10、一般会計に計上しております高齢者福祉関係予算の前年度対比の表で

あります。上の表は、一般会計の老人福祉費に限ってその内訳を示したものであります。計の

(Ａ)のところでありますが、この増減の欄でありますけれども、前年度と比較して総額 659 万

2,000 円の増、一般財源では 816 万 7,000 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。２つの表を合計したＡプラス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 1,198 万 1,000 円、1.9％の増であります。 

 次のページです。11、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。先ほど全会計の額をご説明しておりますが、過去 10 カ年

で一般会計及び全会計、ともに３番目に少ない予算となっております。 

 最後に、13 ページ、12、地方財政全体の推移と 13、白老町財政の推移を普通会計決算ベース

で示した表でございます。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、23 年

度も地域活性化・雇用等臨時特例費など 5,000億円の追加により 2.8％の増となっております。

下の表の町債現在高見込みは、23 年度末で 163 億 6,700 万円、前年度より８億 7,000 万円の減

となる見込みであります。なお、全会計を合わせた町債現在高見込みは、23年度末で275億2,600

万円、前年度より 11 億 1,400 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。 

 以上をもちまして、一般会計予算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 12 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 12 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。 
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休憩 午前１０時５０分 

                                         

再開 午前１１時０６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 13 号 平成 23 年度白老町国民健康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。 

南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 議案第 13 号 平成 23 年度白老町国民健康保険事業特別会計予算

についてご説明いたします。 

 予算総額は、歳入歳出それぞれ 31 億 4,377 万円で、前年度比１億 2,696 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。 

 歳出から説明をさせていただきます。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 757 万 2,000 円でございます。国保運営に要する経費で、前年比 153 万 2,000 円の増

額でございます。主な増加分は被保険者証個人カード化に伴う経費の増加でございます。 

２目連合会負担金 84 万 9,000 円、35 万 4,000 円の増額でございます。増加分は国庫総合シ

ステム稼動に伴う負担金の増でございます。 

続きまして、２項１目賦課徴収費 1,082 万 7,000 円、46 万 9,000 円の減額でございます。 

(１)嘱託職員人件費等 681 万 6,000 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 401 万 1,000 円、前年比 60 万 3,000

円の減でございます。賦課徴収に係る経費でございます。 

続きまして、３項１目運営協議会費 21 万円、前年比２万 1,000 円の増でございます。増加

分は、運営協議会開催回数の増による増額でございます。 

次のページをお開きください。４項１目医療費適正化特別対策事業費 199 万円、２万 4,000

円の減額でございます。レセプト点検経費 199 万円で、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目一般被保険者療養給

付費 18 億 3,236 万 8,000 円、3,590 万 4,000 円の増額でございます。一般被保険者療養給付費

につきましては、前年度決算見込みにより、前年比 2.0％増の計上でございます。 

２目退職被保険者等療養給付費１億 2,380 万 9,000 円、1,433 万 7,000 円の増額でございま

す。退職者医療制度は、60 歳以上 65 歳未満の方が対象となっております。前年度実績見込み

より、前年比 13.1％増の計上でございます。 

３目一般被保険者療養費 1,543 万円、134 万 4,000 円の減額でございます。前年度決算見込

みより、前年比８％減の計上でございます。 

４目退職被保険者等療養費 92 万円、６万 8,000 円の減額でございます。前年度決算見込みよ
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り、前年比 6.9％減の計上でございます。 

５目審査支払手数料 455 万 8,000 円、22 万 4,000 円の増額でございます。前年度決算見込み

より、前年比 5.2％増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２億7,101万 9,000円、4,455

万円の増額でございます。前年度決算見込みにより、前年比 19.7％増の計上でございます。 

２目退職被保険者等高額療養費 1,511 万円、249 万 8,000 円の増でございます。これにつき

ましても、前年度決算見込みにより、前年比 19.8％増の計上でございます。 

３目一般被保険者高額介護合算療養費 50 万円の計上でございます。前年と同額の計上でござ

います。 

４目退職被保険者等高額介護合算療養費 20 万円の計上でございます。これにつきましても、

前年と同様の計上でございます。 

続きまして、３項１目一般被保険者移送費 10 万円の計上でございます。こちらについても、

前年と同額の計上でございます。 

２目退職被保険者等移送費 10 万円の計上でございます。前年と同額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、前年と同額で、１

件 42 万円、22 名分の計上でございます。 

続きまして、５項１目葬祭給付費 120 万円、22 万 5,000 円の増額でございます。１件、１万

5,000 円の 80 件分を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等３億

674 万 2,000 円、1,342 万 2,000 円の増額でございます。後期高齢者医療による、被保険者負担

分でございまして、前年比 4.6％増の計上でございます。 

２目後期高齢者事務費拠出金２万 9,000 円、9,000 円の減額でございます。これは、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 62 万

9,000 円、２万 7,000 円の減額でございます。前期高齢者納付金は、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の加入数に応じて調整している制

度でございます。 

２目前期高齢者事務費拠出金２万 9,000 円、5,000 円の減額でございます。 

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、前年と同額の計上でございます。 

２目老人保健事務費拠出金２万円、これも前年と同額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 2,621 万 4,000 円、

906 万 4,000 円の増額でございます。これは、介護２号被保険者の増により、前年比 7.7％増の

計上でございます。 

次のページをお開きください。７款共同事業拠出金、１項１目高額医療費拠出金 7,951 万

3,000 円、910 万 5,000 円の増額でございます。前年比 12.9％増でございます。これは、高額
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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、前年と同額の計上でございます。 

３目保険財政共同事業拠出金３億 256 万 7,000 円、541 万 4,000 円の増額でございます。前

年比 1.8％増でございます。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款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費 1,629 万

5,000 円、594 万 9,000 円の減額でございます。主な減額分は、健診受診率約 30％、1,620 人を

見込み、前年より受診者数で 259 人減となったことにより委託料の減でございます。 

続きまして、２項１目保健衛生普及費 956 万 7,000 円、16 万 5,000 円の減額でございます。 

(１)健康づくり指導経費 882 万 5,000 円、前年比 28 万 3,000 円の増額となっております。

主な増額分は、後発医薬品、いわゆるジェネリック医薬品の利用促進のための医療費差額通知

業務委託料でございます。 

続いて、（２）国保ヘルスアップ事業経費 74 万 2,000 円、44 万 8,000 円の減額でございます。 

次に、64 ページをお開きください。９款基金積立金、１項１目国民健康保険事業基金積立金

1,000 円。これは、前年と同額の計上でございます。 

次に、66 ページをお開きください。10 款公債費、１項１目利子 120 万円、80 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 80 万円を減額いたしました。 

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 160万円、

10 万円の増でございます。 

２目退職被保険者等国保税還付金 20 万円、３目償還金 1,000 円、いずれも前年と同額の計上

でございます。 

次のページをお開きください。12 款予備費、１項１目予備費 300 万円の計上でございます。 

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 1,492 万 2,000 円、前年と比べ 2,179 万 3,000 円の減でございま

す。経済の悪化により所得が減少していることから、5.0％減の計上でございます。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 5.0％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 4,507 万 6,000 円、158

万 5,000 円の減額でございます。これは一般被保険者同様に所得が減少していることから、

3.4％減の計上でございます。収納率は現年度分 99％、滞納繰越分５％の計上でございます。 

次に 16 ページをお開きください。２款国庫支出金、１項１目療養給付費等負担金５億 4,809

万 7,000 円、1,970 万 1,000 円の増額でございます。 

２目高額医療費共同事業負担金 1,987 万 8,000 円、227 万 7,000 円の増額でございます。い

ずれ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 332 万 9,000 円、４万 4,000 円の増額でございまして、これは特
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定健診に伴う国庫支出金でございます。 

続きまして、２項１目財政調整交付金３億 8,689 万 9,000 円、3,423 万 4,000 円の増額でご

ざいます。うち、収支不足に伴う額が１億 5,176 万 8,000 円を見込んで計上しております。 

２目出産育児一時金補助金 44 万円、前年と同額の計上でございます。 

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

1,875 万 5,000 円、1,475 万 7,000 円の増額でございます。退職医療制度の実施に必要な財源で

医療費が伸びておりますので、前年と比較しまして 14.2％増の計上でございます。 

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 1,219 万 2,000 円、672 万 9,000 円の増額でございます。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 40％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 1,987 万 8,000 円、227 万 7,000 円の増額でございます。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 12.9％の増でございます。 

２目特定健康診査等負担金 332 万 9,000 円、４万 4,000 円の増額でございます。これは特定

健診に対する補助でございます。 

次に、２項１目北海道国民健康保険調整交付金１億 1,253 万 5,000 円、1,996 万 7,000 円の

増額でございます。これは、医療費の増加によって増額計上いたしました。 

次のページをお開きください。６款連合会支出金、１項１目保健事業等推進給付金 1,000 円、

これは、前年と同額の計上でございます。 

次に、26 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 7,951 万

3,000 円、910 万 6,000 円の増額でございます。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３億 3,282 万 4,000 円、3,567 万 2,000 円の増額でござ

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、ただいま申し上げま

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、１項１目利子及び配当金 1,000

円、これは、前年と同額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２億4,266万 8,000

円、685 万 3,000 円の増額でございます。一般会計繰入金１億 4,292 万 2,000 円の内訳としま

して、福祉医療普及分 2,503 万 1,000 円、出産育児一時金分 586 万 7,000 円、財政安定化支援

分１億 1,202 万 4,000 円、保険基盤安定等分 9,974 万 6,000 円でございます。また、保険基盤

安定繰入金軽減分 9,974 万 6,000 円の内訳としては、保険者支援分として 1,800 万 1,000 円、

保険税の軽減分として 8,174 万 5,000 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。 
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次に、34 ページをお開きください。11 款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料と、２項町預

金利子につきましては、前年と同額の計上でございます。 

次に、３項１目特定健康診査等一部負担金 210 万 6,000 円、33 万 6,000 円の減額でございま

す。 

続いて、４項雑入、１目一般被保険者第三者納付金、２目退職被保険者等第三者納付金、３

目一般被保険者返納金、４目退職被保険者等返納金につきましては、前年と同額の計上でござ

います。 

５目雑入４万 5,000 円、１万 5,000 円の増額でございます。 

以上で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 13 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 13 号の議案説明を終わります。 

 日程第３、議案第 14 号 平成 23 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

て説明をお願いします。 

南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 議案第 14 号 平成 23 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。 

 予算総額は、歳入歳出総額それぞれ２億 5,616 万 9,000 円で、前年度比 963 万円の減でござ

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 20 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 1,000 円の計上

で、前年比 2,000 円の減でございます。 

続きまして、２項１目徴収費 705 万円の計上で、前年比 224 万 9,000 円の増額でございます。

増加分は、臨時職員に係る経費と被保険者証の更新に伴う経費でございます。 

 次の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 4,846

万 8,000 円、1,187 万 7,000 円の減額でございます。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 8,524 万 6,000 円、

前年比 989 万 5,000 円、5.1％の減でございます。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。5,658 万 1,000 円、前年比 172 万 3,000 円、3.0％

の減でございます。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の

運営経費で均等割、高齢者人口割、市町村割の負担で 664 万 1,000 円を納付するもので、前年

比 25 万 9,000 円の減でございます。 
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 次の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、前年と同額の

計上でございます。これは、保険料の還付が発生した場合の還付料でございます。 

 次に、26 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、前年と同額の計

上でございます。 

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 8,474 万 5,000 円、989 万 5,000 円の減額でございます。現年度

分特別徴収保険料１億 2,747 万 6,000 円、現年分普通徴収保険料 5,657 万 3,000 円、収納率は

98％で計上しております。滞納繰越分普通徴収保険料 69 万 6,000 円でございますが、滞納繰越

分は 40％を計上しております。 

 次のページをお開きください。２款繰入金、１項１目一般会計繰入金 7,056 万 7,000 円の計

上で、前年比 26 万 5,000 円の増額でございます。事務費繰入金が 1,398 万 6,000 円、後期高齢

者医療運営に伴う経費が 19 万 5,000 円、前年比 2,000 円の減。それから、賦課徴収事務経費は

705 万円、前年比 224 万 9,000 円の増でございます。後期高齢者医療広域連合運営費として 664

万 1,000 円、これは 25 万 9,000 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 5,658 万 1,000 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でございます。前年比 172 万 3,000 円の

減となっております。 

 次の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。 

 次に、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、前年と同額の計上でござ

います。 

 以上で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 14 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 14 号の議案説明を終わります。 

 日程第４、議案第 15 号 平成 23 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 15 号 平成 23 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は、歳入歳出それぞれ 14 億 2,948 万 4,000 円を計上するものでございま

す。 
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 続きまして、２ページの第１表、歳入歳出予算、４ページの第２表、債務負担行為、５ペー

ジの第３表、地方債、続きまして、８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。 

 次に、27 ページの歳出からご説明をさせていただきます。次のページをお開きいただきまし

て、１款公共下水道事業費、１項１目下水道総務費 5,788 万 3,000 円で、前年比 872 万円の減

でございます。 

説明欄、(１)下水道業務一般事務経費は 5,257 万 7,000 円で、前年比 860 万 4,000 円の減と

なってございます。 

３節の職員手当組合負担金及び職員諸手当の減により、前年比 1,303 万 2,000 円の減となっ

てございます。 

31 ページになりますが、27 節公課費、消費税納付金につきましては、前年比で 428 万 1,000

円の増となってございます。 

次に、(２)水洗便所普及・排水整備促進経費は前年貸付等の実績を踏まえまして 530 万 6,000

円を計上しております。前年比で 11 万 6,000 円の減となってございます。 

続きまして、２目下水道維持管理費につきましては 6,309 万 8,000 円で、前年比で 43 万 7,000

円の減となってございます。 

説明欄の(１)管渠維持管理経費は 1,280 万 8,000 円、前年比で 43 万 7,000 円の減となって

おりますが、需要費、委託料の経費の見直しによるものでございます。 

次に、33 ページになります。(２)管渠維持管理事業、臨時分につきましては 5,029 万円の計

上で、前年同額の予算となっておりますが、これにつきましては、白老末広地区及び栄町地区

の老朽管の整備を継続して実施するほか、竹浦地区の不明水対策を老朽化の公設桝(60 基)の取

りかえを行う予定でございます。 

続きまして、３目処理場管理費経費１億 8,914 万 6,000 円で、前年比で 1,098 万 8,000 円の

増となってございます。 

説明欄、(１)処理場管理経費は、白老下水終末処理場の運転管理業務等包括委託の実施に伴

いまして、11 節需要費の燃料費及び光熱水費、100 万円未満の修繕料及び 12 節役務費の通信運

搬費、並びに 14 節使用料及び賃借料の電話機器賃借料につきましては、13 節委託料の処理場

の運転管理業務等包括委託料に含まれてございます。このため、11 節の需要費の燃料費及び光

熱水費は、前年比で 3,012 万 4,000 円の減となってございます。修繕費につきましては、中継

ポンプ場及びマンホール内ポンプ、処理場のＢ系統に係る修繕を行うため 99 万 5,000 円の増と

なってございます。需要費合計では、前年比で 2,912 万 9,000 円の減となってございます。 

12 節役務費では、通信運搬費は前年比で 35 万 1,000 円の減となってございます。汚泥運搬

手数料につきましては、前年比で 211 万 1,000 円の減となってございます。 

13 節委託料で、処理場の運転管理業務等包括委託料が、過去５カ年の実績の平均額を予算計

上していることから、前年比で 3,881 万 9,000 円の増となってございます。また、汚泥処分業

務委託料につきましては、昨日の補正予算でもご説明いたしましたが、浄化槽汚泥の増加に伴
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い脱水汚泥量が 90 トン、有機汚泥量が６トンほど増加する見込みでございます。前年比で 330

万 8,000 円の増となってございます。 

15 節の工事請負費につきましては、脱水機棟とＢ系ポンプ場の停電時に使用するバッテリー

の更新工事を行うものでございます。 

続きまして、34 ページになります。２項１目下水道施設費につきましては３億 9,994 万 3,000

円で、前年比１億 3,127 万 6,000 円の増となっております。 

説明欄、(１)管渠及び処理場整備費（公共下水道）でございますが、３億 8,794 万 8,000 円

で、前年比１億 3,921 万 7,000 円の増となっております。23 年度の事業につきましては、昨年

に引き続き北吉原柏洋団地の管渠整備及び合流改善における流入渠の設置、高速ろ過施設等の

水処理施設の機械設備と土木・建築工事及び消化ガス貯留設備（ガスホルダー）の改築、終末

処理場・中継ポンプ場の長寿命化計画の策定を予定してございます。 

次に、説明欄、(２)管渠整備（特定環境保全公共下水道）につきましては、1,199 万 5,000

円、前年比で 794 万 1,000 円の減となっております。23 年度の事業につきましては、昨年に引

き続きゆうかり団地の管渠整備を予定してございます。 

 続きまして、38 ページになります。２款１項１目長期債元金償還費は５億 1,397 万 4,000 円、

前年比で 127 万 1,000 円の増となってございます。増額の主な要因は既存借入債の定時償還に

係る元金額の増によるものでございます。 

次に、２目利子につきましては２億 494 万円、前年比で 780 万 9,000 円の減となっておりま

す。説明欄の(１)長期債利子支払費は２億 178 万 8,000 円、前年比で 718 万 2,000 円の減とな

っております。減額の主な要因は、既存借入債の定時償還に係る利息額の減でございます。 

次に、(２)一時借入金利子支払費につきましては 315 万 2,000 円、前年比で 62 万 7,000 円

の減となってございます。この減額の主な要因は、借入見込額の減少による減でございます。 

 次に、３款１項１目予備費 50 万円につきましては、前年度と同額を計上してございます。 

 続きまして、12 ページの歳入に戻りたいと思います。それでは、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につきましては 1,424 万 5,000 円、前年比で 566

万 9,000 円の減となっております。 

１節現年度受益者負担金 1,200 万 1,000 円、前年比で 541 万 9,000 円の減となってございま

す。減収の要因は供用開始区域の賦課面積の減少によります。滞納繰越分は前年比で 25 万円減

の 224 万 4,000 円の計上となっております。収納率につきましては、前年同様のパーセンテー

ジで記載のとおり計算してございます。 

 続きまして、14 ページの２款１項１目下水道使用料につきましては３億 3,108 万 7,000 円、

前年比で 491 万 9,000 円減となってございます。一般家庭の調定件数は前年比で 335 件増加し

てございますが、業務用の調定件数が前年比で 225 件の減の見込みとなってございます。滞納

繰越分につきましては、前年比で 13 万 8,000 円の減となってございます。 

次に、２目生し尿施設使用料につきましては、481 万 7,000 円、前年比で 60 万円の増となっ

てございます。生し尿については減少傾向にありますが、浄化槽汚泥量の受入量が増加してお



 21 

り、前年比で 750 キロリットル増となる見込みでございます。 

次に、３目下水道施設使用料につきましては４万 5,000 円で、前年と同額の計上となってご

ざいます。 

次に、２項１目下水道手数料につきましては 17 万円、前年比で２万 4,000 円の増となって

おります。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、３款国庫支出金、１項１目都市計画事業補助金につきましては１億

8,890 万円、前年比で 6,310 万円の増となっております。歳出の補助事業費、見合いにより計

上してございます。 

 続きまして、18 ページになります。４款繰入金、１項１目一般会計繰入金５億 5,579 万円、

前年比で 695 万 8,000 円の増となってございます。説明欄、主に、下水道施設費充当分から公

債費利子分までの繰入金の増によるものでございます。 

 続きまして、20 ページ、５款１項１目繰越金につきましては、平成 22 年度におきまして、

一般会計からの追加繰り出しの実施に伴い下水道事業特別会計の累積赤字分が補てんされ、繰

越金が発生する見込みとなったことから、今回新たに 500 万円を計上するものでございます。 

 続きまして、22 ページ、６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、

前年度と同額を計上してございます。 

次に、３項１目貸付金元金収入 503 万円、前年比で 12 万 5,000 円の減となってございます。

前年度実績を踏まえ計上してございます。 

２目釣銭貸付金元金収入につきましては、前年度と同額を計上してございます。 

 続きまして、24 ページになります。７款町債、１項１目下水道債につきましては３億 7,460

万円、前年比で 6,160 万円の増となってございます。説明欄、公共下水道債は、事業費の拡大

に伴い１億 6,210 万円、前年比で 6,450 万円増となってございます。特定環境保全公共下水道

事業債につきましては、起債単独事業がないことから 480 万円、前年比で 400 万円の減となっ

ております。資本費平準化債につきましては１億 6,080 万円、前年比で 740 万円の増となって

おります。予算編成の段階では 490 万円を歳出歳入予算の調整のために留保してございます。

公共下水道事業債（特別措置分）につきましては、平成 19 年度から、平成 21 年度に実施した

繰上償還により 4,690 万円、前年比で 630 万円の減となってございます。 

続きまして、43 ページからの給与明細書、51 ページからの地方債現在高見込額調書、53 ペ

ージからの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 15 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。 
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これをもって議案第 15 号の議案説明を終わります。 

 日程第５、議案第 16 号 平成 23 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。 

○教育課長（本間勝治君） 議案第 16 号 平成 23 年度白老町学校給食特別会計予算について

ご説明いたします。 

 予算総額は、歳入歳出それぞれ 8,038 万 5,000 円で、前年度比 412 万 1,000 円の減でござい

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。 

 16 ページをお開き願います。歳出からご説明申し上げます。16 ページ、17 ページでござい

ます。１款給食費、１項１目給食材料購入費は 8,038 万 5,000 円で、前年度比 412 万 1,000 円、

4.9％の減でございます。各献立及び供給日数は、例年同様の内容で計上してございます。主食

等材料購入費につきましては、米飯、パン、牛乳、デザートなど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、11 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 8,038 万 1,000 円、前年度比 412 万 1,000

円、4.9％の減でございます。内容でございますが、児童生徒数の減によるものでございます。

なお、収納率につきましては、例年同様現年度分 98％、滞納繰越分 20％を見込んでございます。 

次に、２項１目預金利子、３項１目消費税還付金、４項１目雑入は、科目存置のため、それ

ぞれ 1,000 円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

上してございます。 

以上、簡単ではございますが、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 16 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 16 号の議案説明を終わります。 

 日程第６、議案第 17 号 平成 23 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 17 号 平成 23 年度白老町港湾機能施設整

備事業特別会計予算についてご説明申し上げます。 
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 本年度の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,165 万 5,000 円であり、前年比 31 万

1,000 円の減額でございます。 

次のページ、第１表、歳入歳出予算及び第２表、地方債については記載のとおりでございま

すので、説明を省略いたします。 

続きまして、６ページの歳入歳出予算事項別明細書でございますが、これも記載のとおりで

ございます。 

次に、歳出、22 ページをお開き願います。１款港湾機能施設運営費、１項１目港湾機能施設

運営費、本年度 269 万 9,000 円、前年比 45 万 4,000 円の増額でございます。 

説明欄、(１)11 節の需要費から 14 節の使用料及び賃借料については、前年並みの計上でご

ざいます。 

27 節の公課費でございますが、これは消費税でございます。平成 21 年度から簡易課税方式

に変更したことから、前年度は額の確定した定例会６月会議におきまして、１号補正を同額の

47 万 7,000 円補正させていただいております。本年度は額が確定していますことから、当初予

算で計上してございます。 

次に、24 ページ、２款公債費、１項１目元金、本年度 4,057 万 6,000 円、前年比 60 万 4,000

円の減でございます。 

説明欄でございますが、23 節償還金、利子及び割引料でございます。長期債元金償還額が

3,949 万 6,000 円、平準化債元金償還額が 108 万円、計 4,057 万 6,000 円の計上です。 

次に、２目利子、本年度 837 万円、前年比 16 万 1,000 円の減でございます。 

説明欄、利子償還金でありますが、元金償還に伴う利子の減でございます。 

続きまして、26 ページ、３款予備費、１項１目予備費、本年度１万円、前年比同額でござい

ます。 

次に、30 ページになります。地方債残高でございますが、記載のとおりですが、23 年度末

現在高見込額４億6,307万 9,000円であり、新財政改革プログラムどおりの内容でございます。 

 続きまして、10 ページ、歳入にお戻りください。１款使用料及び手数料、１項１目港湾使用

料、本年度 1,999 万 8,000 円、前年と同額でございます。公共上屋の使用料でございます。 

続きまして、12 ページ、２款財産収入、１項１目財産貸付収入、本年度 85 万 6,000 円、16

万 5,000 円の増額でありますが、土地の貸付収入として工事用の土地貸付分を計上してござい

ます。 

続きまして、14 ページ、３款繰入金、１項１目他会計繰入金、本年度 1,050 万円、前年比較

100 万円の増でございます。 

説明欄でございますが、赤字救済として一般会計から繰り入れするものでありますが、平準

化債において３年据え置きしないで元金を支払うため、100 万円の増額となっております。な

お、平準化債は、20 年もので３年据え置くとの比較では約 800 万円の効果があることから、元

金支払いの見直しを行ったものでございます。 

続きまして、16 ページ、４款諸収入、１項１目町預金利子 1,000 円、前年と同額でございま
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す。なお、廃目の消費税還付金につきましては、歳出で説明しました 22 年度消費税還付金であ

りますが、23 年度は発生しておりませんので計上はございません。 

最後になります。18 ページ、５款町債、１項１目港湾整備事業債、本年度 2,030 万円、前年

比較 130 万円の減額でございます。 

説明欄でございますが、21 年度から赤字対策として導入しております、資本費平準化債であ

ります。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 議案の説明が終わりました。 

これより議案第 17 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 17 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１１時５９分 

                                         

再開 午後 １時００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７、議案第 18 号 平成 23 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。 

辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） それでは、議案第 18 号 平成 23 年度白老町墓園造成事業特

別会計予算についてご説明いたします。 

 予算の総額でありますが、歳入歳出それぞれ 4,142 万 7,000 円であります。前年度対比で

3,994 万 6,000 円の増でございます。土地区画造成事業を新規に実施することから大幅な増加

となっております。 

２ページ、第１表、歳入歳出予算、４ページの第２表、地方債及び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ありますので、説明を省略させていただきます。 

 それでは、歳出からご説明いたしますが、24 ページをお開き願いたいと思います。１款墓地

区画費、１項１目墓地区画費 3,993 万円、前年対比 3,992 万 8,000 円の増でございます。 

(１)白老霊園墓地区画費 20 万 8,000 円につきましては、新たな区画を分譲するための事務

費でございます。 

(２)の白老霊園墓地区画造成事業 3,972 万 2,000 円でございます。現在の分譲区画が、平成

22 年度末の見込みで残区画数は 28 区画と残り少なくなっている状況から、23 年度におきまし

て実施設計を行い、引き続き工事を実施するものでございます。平成 23 年度中に工事を完了さ

せ、分譲開始は 24 年度から実施いたします。工事内容といたしましては、全体造成面積 5,558
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平米、区画数は 265 区画、分譲区画の面積は 1,350 平米でございます。財源としては、使用料、

繰入金、地方債を見込んでございます。 

次、26 ページ、２款基金積立金、１項１目墓園造成事業基金積立金 1,000 円でございます。

これにつきましては、科目存置でございます。 

続きまして、28 ページをお願いいたします。３款公債費、１項１目元金 130 万円及び２目利

子 19 万 5,000 円の計上でございます。前年度ゼロでございますので、全額増額でございます。

元利償還金及び利子償還金でございますが、平成 23 年度で借り入れを行う地方債の元金並びに

利子分を計上したものでございます。年度内に借り入れを行うこととし、年度末の第１回目の

償還分を見込んでおります。その財源といたしましては、墓園使用料と基金繰入金を見込んで

ございます。 

次、30 ページ、４款１項１目予備費 1,000 円の計上でございますが、科目を設定しておくも

のでございます。 

以上で歳出予算の説明を終わらせていただきます。 

 次に、歳入でございますが、10 ページにお戻りください。１款使用料及び手数料、１項１目

墓園使用料 70 万 2,000 円、前年対比 18 万 9,000 円の減でございます。現在残っている区画の

うち、４平米２区画、６平米３区画、計５区画の使用料を見込み計上したものでございます。 

次、12 ページでございます。２款財産収入、１項１目利子及び配当金 1,000 円の計上でござ

います。墓園造成事業基金積立金利子でありますが、科目存置でございます。 

続きまして、14 ページをお願いいたします。３款繰入金、１項１目基金繰入金 172 万 2,000

円の計上でございます。墓園造成事業基金からの繰入金 172 万 2,000 円でございますが、墓地

造成事業及び元金償還の財源として基金から繰り入れするものでございます。 

続きまして、16 ページ繰越金と、18 ページ諸収入につきましては、科目存置でございます。 

次、20 ページをお願いいたします。６款町債、１項１目霊園事業債 3,900 万円の計上でござ

います。白老霊園墓地区画造成事業の財源として計上するものでございます。 

以上で歳入の説明を終わらせていただきますが、最後のページ、33 ページ地方債現在高見込

額調書につきましては記載のとおりでございますので、説明を省略いたします。 

以上で墓園造成事業特別会計の予算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 18 号の議案説明を終わります。 

 日程第８、議案第 19 号 平成 23 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。 
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○健康福祉課参事（長澤敏博君） 議案第 19 号 平成 23 年度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 9,550 万 3,000 円で、前年比 5,058 万 8,000 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。 

 まず、最初に歳出から説明を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 679 万 1,000 円の計上でございます。前年比 36 万 8,000 円の増でございま

す。介護保険事業運営に係る共通経費でございます。 

２項１目賦課徴収費 247 万 6,000 円、介護保険料の賦課徴収に係る経費でございまして、前

年比２万 2,000 円の増額でございます。 

次のページ、３項１目介護認定審査会費 411 万 2,000 円の計上で、前年比 15 万円の増額で、

介護認定審査に係る経費であります。 

２目認定調査費 1,201 万円の計上で、前年比 26 万 9,000 円の増額で、介護認定調査に係る

経費でございます。 

34 ページです。４項１目趣旨普及費５万 4,000 円の計上で、介護保険制度の趣旨普及に係る

経費で、前年同額を計上してございます。 

５項１目計画策定費 17 万 7,000 円の計上で、前年比 14 万 1,000 円の増額であります。平成

23 年度におきまして、第５期の介護保険事業計画を策定するにあたり、介護保険事業計画策定

の推進協議会の経費でございます。その分が増額してございます。 

 続きまして、36 ページです。２款保険給付費、保険給付費全体につきましては、介護サービ

ス利用者の居宅分が 593 人、施設分が 232 人、合計 825 人分を計上しており、前年比 4,563 万

3,000 円の増額となっております。なお、次から説明する介護給付費全体の財源区分につきま

しては、歳入のほうでご説明いたします。 

それでは、２款保険給付費、１項１目介護給付費 12 億 4,044 万 3,000 円の計上で、前年比

4,268 万 4,000 円の増額であります。これは、要介護１から要介護５までの方の介護サービス

費の給付でございます。 

２目介護予防給付費１億 2,931 万 9,000 円の計上で、前年比 471 万 2,000 円の減額でござい

ます。こちらにつきましては、要支援１と要支援２の方の介護予防給付費でございます。 

３目審査支払手数料 146 万 6,000 円の計上で、前年比 11 万 6,000 円の増額であります。国

保連合会におきます、審査の手数料でございます。 

２項１目高額介護サービス費 4,084 万 8,000 円、前年比 707 万円の増額でございます。こち

らにつきましては、施設入所者等の増に伴いまして増額計上してございます。 

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 9,657 万 2,000 円の計上で、

前年比 17 万 1,000 円の増額でございます。こちらは、介護保険３施設の入所者の方と、短期入

所利用者で所得段階の低い方に対します、食費及び居住費に対する補足給付費でございます。 
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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 8,000 円、前年比 4,000 円の増額で、こちらにつきま

しては、要支援認定者の方が短期入所を利用する際、低所得者の方の食費及び居住費の補足給

付を行う費用でございます。 

４目特例特定入所者支援サービス費１万円の計上で、前年と同額となっております。 

40 ページをお開きください。４項１目高額医療合算介護サービス費 435 万円の計上で、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。

前年比 30 万円の増となっております。 

次のページ、42 ページです。３款地域支援事業費、１項１目介護二次予防高齢者施策事業費

でございますが、昨年まで介護予防特定高齢者施策事業ということでありましたが、厚生労働

省からの通知により名称を変更するものとなりました。計上額は 327 万 7,000 円で、前年比 224

万 2,000 円の減額であります。主なものは、医師の診察などを含む生活機能評価により実施す

ることとなっておりましたが、改正により基本チェックリストのみで対象者の把握が可能とな

ったため、委託料及び通信運搬費が減少したものであります。 

２目介護一次予防高齢者施策事業費、こちらも昨年まで一般高齢者施策事業費でありました。

計上額は 1,358 万 5,000 円、前年比 127 万 9,000 円の増額であります。主に、職員給与費の増

加によるものであります。 

44 ページであります。２項１目総合相談事業費 1,873 万 6,000 円で、前年比 144 万 8,000 円

の増額であります。地域包括支援センターにおける各種相談事業に係る経費で、主な増加とい

たしましては、相談業務を担当する社会福祉士の賃金を計上したものであります。 

46 ページです。２目権利擁護事業費 12 万 3,000 円で、前年度と同額の計上でございます。

講演会開催経費及びパンフレット等の購入費用であります。 

３目任意事業費 2,050 万円の計上で、前年比 350 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、高齢者世話付き住宅、生活援助員派遣、配食サービス事業委託などに伴う

経費でありまして、主な増加といたしましては配食サービスの人数増加によるものであります。 

続きまして、50 ページをお開きください。４款１項１目介護給付費事業基金積立金１万円の

計上で、運用利息の積み立てであります。 

２目介護従事者処遇改善特例基金積立金につきましては、科目存置であります。 

52 ページです。５款諸支出金、１項１目第１号被保険者保険料還付金 45 万円、前年比 7,000

円の増でございます。過年度分の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、科目存置であります。 

54 ページです。６款予備費、１項１目 4,000 円の計上で、昨年同額でございます。 

続きまして、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、歳入の説明をさせていただきます。 

10 ページをお開きください。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 7,376

万円、前年比 821 万 5,000 円の増額で、被保険者数を 6,757 人、収納率 98％で計上してござい
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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 1,089 万

7,000 円で、前年比 264 万 6,000 円の増額でございます。配食サービス負担金と特定高齢者介

護予防事業負担金でございまして、増額の主なものといたしましては、配食サービスの負担金

が増額したことによるものでございます。 

次のページでございます。３款国庫支出金、１項１目介護給付費負担金２億 5,955 万 6,000

円、前年比 840 万 7,000 円の増額でございます。介護保険給付費における国の割合につきまし

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 9,487 万 8,000 円、前年比 286 万 1,000 円の増額でございます。国の負

担割合は５％が基本ではありますが、後期高齢者数や所得状況により 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）414 万 8,000 円、24 万 3,000 円の減額でございま

す。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）1,148 万 5,000 円、91 万 6,000 円の

増額でございます。国の負担割合につきましては 40％となっております。 

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 3,223 万 4,000

円、前年比 642 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％であります。 

２項１目交付金及び２目貸付金につきましては、いずれも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）207 万 4,000 円、前年比 12 万 2,000 円の減額

となっておりまして、負担割合につきましては 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）574 万 3,000 円、45 万 8,000 円の増

額で、道の負担割合は 20％でございます。 

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 5,395 万

9,000 円、前年比 1,369 万円の増額であります。 

２目地域支援事業交付金 497 万 7,000 円、前年比 29 万 2,000 円の減額であります。 

１目介護給付費交付金及び２目の地域支援事業交付金の負担割合につきましては、いずれも

30％となっております。 

次のページでございます。６款財産収入、１項１目利子及び配当金１万 1,000 円の計上で、

介護保険事業基金の貸付利息であります。 

次のページでございます。７款繰入金、１項１目介護給付費繰入金１億 8,915 万円の計上で

ございます。前年比 570 万 4,000 円の増額で、町の負担割合につきましては 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）207 万 4,000 円、前年比 12 万 1,000 円の減額でご

ざいます。町の負担割合は 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）574 万 3,000 円、前年比 45 万 8,000
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円の増額となっておりまして、町の負担割合は 20％であります。 

４目その他一般会計繰入金 2,533 万 8,000 円の計上でございます。前年比 125 万 1,000 円の

増額でありまして、事務費に係る繰入金で、内容につきましては歳出でご説明したとおりであ

ります。 

２項１目介護保険基金繰入金 1,916 万 3,000 円、前年比 429 万円の増額で、第４期の介護保

険事業計画で介護保険料の上昇を抑えるため繰り入れるものでございます。 

２目介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 23 万 6,000 円、前年比 400 万 3,000 円の減額で

あります。介護報酬会計による介護保険料上昇を抑える目的で繰り入れておりましたものにつ

きましては、前年度で終了いたしました。今年度につきましては事務費の繰り入れとなってお

ります。 

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

いまして 1,000 円を計上してございます。 

次のページでございます。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７万円の計上で、臨時職員等の雇用保険料個人負担分でございます。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 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 19 号の議案説明を終わります。 

 日程第９、議案第 20 号 平成 23 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） 議案第 20 号 平成 23 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。 

 今年度の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,141 万 7,000 円でございまして、前年

比６万 9,000 円の減となってございます。 

 続きまして、次のページをお開きください。第１表、歳入歳出予算、並びに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ございますので、省略させていた

だきます。 

 それでは、先に歳出からご説明させていただきます。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 円でございます。これは、前年比同額でござ

いまして、この特別養護老人ホーム一般事務費は特養施設等の火災保険料でございます。 

続きまして、次のページをお開きください。２款１項基金積立金、１目特別養護老人ホーム
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事業基金積立金 17 万 7,000 円でございます。前年比５万 1,000 円の減でございます。この積立

金は、居住費のうちから建設費相当分を起債償還金に充てるための積立利子でございます。 

続きまして、次のページをお開きください。３款１項公債費、１目元金 3,872 万 2,000 円で

ございます。前年比 71 万 1,000 円の増となってございます。これにつきましては、前年度から

始まった町起債元金の償還でございます。 

２目利子 1,237 万 1,000 円でございます。これは、前年比 72 万 2,000 円の減でございます。

これにつきましても、町起債利子等支払利子でございます。これにつきましては、町起債の償

還金 1,234 万 2,000 円と一時借入金償還金２万 9,000 円となってございます。 

 続きまして、歳入の説明に入らせていただきます。戻りまして、10 ページ目をお開きくださ

い。１款１項１目老人ホーム施設使用料 1,000 円でございます。これは、前年と同額の計上で

ございます。 

続きまして、次のページをお開きください。２款財産収入、１項１目利子及び配当金３万

1,000 円でございます。これは、前年比 1,000 円の増でございます。これにつきましては、特

別養護老人ホーム事業基金積立金の利子でございます。 

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も、前年と同額の計上でござ

います。 

続きまして、次のページをお開きください。３款繰入金、１項１目一般会計繰入金 2,314 万

7,000 円でございますけれども、これにつきましては前年と同額でございます。これにつきま

しても、先ほど説明したとおり町起債の元金償還が前年度から始まったことによって一般会計

から繰り入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。４款１項１目繰越金 1,000 円につきましては、

前年と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。５款１項１目雑入 2,822 万 7,000 円で、前年比

６万 3,000 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

水費を差し引いた建設相当分を収入するものでございます。 

これで、歳入のほうを終わらせていただきまして、続きまして地方債現在高見込額調書、30

ページ目をお開きください。これは地方債の前年度末、それから当該年度末における現在高の

見込みに関する調書でございます。数字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。 

以上、本会計新年度予算についてご説明を終わりました。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 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 20 号の議案説明を終わります。 
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 日程第 10、議案第 21 号 平成 23 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 平成 23 年度白老町立介護老人保健施設事業特別

会計予算でございます。 

 23 年度の予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億 946 万 5,000 円となっております。前年と比

較しまして、約 200 万円の増となっております。 

予算の内訳につきましては、順次ご説明をさせていただきたいと思いますが、本年度は入所

者平均在所者数を 25.2 名、平均介護度 3.0 と見込んでございます。職員は看護師５名、介護ス

タッフ７名、ケアマネジャー１名、これはパートでございます。ほかに兼務としまして医師１

名、理学療法士１名を配置して業務に当たりたいと、このように考えてございます。 

２ページ目、３ページ目の第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の

で、説明を省略させていただきます。 

同じく５ページから７ページの事項別明細書についても記載のとおりでございます。 

 それでは、20 ページの歳出からご説明をさせていただきたいと思います。総務費でございま

す。１款１項１目一般管理費でございますが、前年度から比較しまして、本年度 9,305 万 9,000

円、285 万 5,000 円の増でございますが、この増加の内容につきましては、今年度から実施し

ておりました給与削減カットの一部復元に基づく人件費の増が主要な部分となってございます。 

(１)介護老人保険施設一般管理事務経費ですが、これらにつきましては、今後、前年と比較

しまして差が大きいもの、あるいは新規にあるものについてご説明をしたいと思います。 

２節の給料でございますが、前年度と比較しまして 143 万 5,000 円、３節の職員手当等につ

いては 67 万 2,000 円、４節の共済費については 83 万 7,000 円と、この辺の人件費がらみの支

出が多くなってございます。 

なお、介護スタッフにつきましては、７節の賃金で介護スタッフ７名分及びケアマネジャー、

パートの分の１名を見込んで 1,795 万 4,000 円を予算立てしてございます。 

それと、13 節の委託料でございますが、給食調理委託業務が 1,068 万 4,000 円でございます

が、前年度に比較しまして 97 万 2,000 円の増となっておりますが、これは昨年から調理業務の

委託先であります振興公社のほうに栄養士を１名配置をさせたと、その分の人件費の見返り分

が増となってございます。 

それと、18 節の備品購入費ですが、本年度購入予定のものにつきましては、夜勤者用の簡易

ベッド、あるいはベッドにつけます補助用のアーム、補助さく、こういったものを予定してご

ざいます。 

23 ページでございますが、負担金でございます。負担金につきましては、当初予算ベースで

は昨年と比較をして 220 万円の減となっておりますが、この主な内容につきましては老健施設

から病院会計の負担金の減額によるものでございます。燃料費、修繕費、あるいは委託料等の

減額が主な要因となってございます。 
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24 ページ、25 ページでございます。施設介護サービス事業費でございますが、本年度の予

算は 1,599 万 6,000 円となっておりまして、前年度と比較しまして 71 万 9,000 円ということに

なってございます。26 名から 25.2 名になった分、相当の減額というふうでございます。 

なお、(１)の施設介護サービス事業経費でございますが、基本的には前年度並みの予算要求

になってございます。消耗品につきましては 359 万 9,000 円の計上をしておりますが、このう

ち 240 万円が紙オムツ、もしくは紙パンツといいますか、になっております。 

同じく修繕費につきましては、車いすの修理代を見込んでございます。 

賄材料費につきましては、前年と同額の設定でございますが、これはペグ、胃ろう造設者用

の流動食の購入の予算となってございます。 

それと、医薬材料費でございますが、374 万 4,000 円、前年と比較をして 42 万 3,000 円ほど

減額となっておりますが、これは入所者の外来受診にかかわる薬剤費、あるいは入所中のさま

ざまな病気にかかられた際の病院から出します薬剤、薬の費用に充てられてございます。 

備品につきましては、こちらで設定しておりますのは血液中の酸素飽和濃度、血液中の酸素

濃度を測る機械、あるいはセンサーマット、これは夜間起きたときに感知ができるような、そ

ういったセンサーマットの購入を予定しております。 

いずれにしましても、この介護サービス事業費につきましては、前年度見合いで予算を設定

させていただいております。 

26 ページでございます。利子でございますが、一応、今までこの中では一時借入金の予定を

してございまして、2,000 万円を利率 0.15％で借りた場合の 30 万円の利息を計上してございま

すが、実績につきましては、22 年度は財政調整基金のほうから、ごく短期間に 700 万円程度の

融資を受けておりまして、利息は１万 6,000 円程度の実績になってございます。 

28 ページでございます。予備費につきましては、歳出予定額の 0.1％程度相当を予備費とし

て計上させております。 

なお、次の 31 ページから給与明細書、債務負担行為に関する調書等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、10 ページの歳入に移らせていただきます。10 ページをお開きください。サービス収入

ですが、１億 933 万 8,000 円で、トータルとしまして 215 万 8,000 円の増を見込んでございま

す。このうちの内訳でございますが、施設介護サービス費として介護保険のほうから給付を受

ける金額が 9,108 万 2,000 円で、７万 2,100 円の前年度減。自己負担につきましては、これは

患者さんが自己負担する分でございますが、この分につきましては 1,825 万 6,000 円と、前年

と比較しまして 287 万 9,000 円の増となってございます。先ほども説明しましたが、このサー

ビス費につきましては 25.2 名、そして平均介護度 3.0 として設定をしております。また、比較

的収入のある方、所得のある方がおられるというようなことで、所得段階の高い入所者が数い

るということで、自己負担金の収入が少し多くなるような状況になっております。 

12 ページ、13 ページに寄附金、これは存置科目で計上させていただいております。 

それと、14 ページ、前年度繰越金でございますが、これにつきましても科目存置で計上させ
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ていただいております。 

16 ページでございます。諸収入でございますが、４款１項１目の介護保険受託収入でござい

ます。これにつきましては、主治医意見書作成料、あるいは要介護認定調査作成料と、これに

すべて入所者の判定がえを行う際に施設側のほうで用意をします意見書、もしくは調査票、こ

ういった作成料が２万 6,000 円入ってくると、こういう状況になってございます。 

３項１目雑入でございますが、これにつきましては雇用保険料の本人負担分、あるいは選挙

不在者投票の経費等々が含まれてまいります。また、これも前年の実績見合いで計上させてい

ただいております。 

なお、一般会計からの繰入金につきましては、今年度も計上をしてございません。何とかサ

ービス収入だけで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 21 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。 

12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 聞き漏らしたのですが、先ほど平均介護度幾らと言いましたか。 

○議長（堀部登志雄君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 平均介護度は 3.0 です。ちなみに１月末現在の平均介護度は 2.9

という状況になってございます。 

○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） 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 11、議案第 22 号 平成 23 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 23 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条に記載の業務予定量につきましては、予算積算の基礎となる主な項

目を記載してございます。 

(１)給水予定戸数は前年度実績、直近３カ月の平均戸数 9,700 戸を見込んでございます。前

年比で 70 戸の増となってございます。 

(２)１日平均給水量は 5,178 立方メートルで虎杖浜地区のホテル再開などにより、前年比で

187 立方メートルの増となってございます。 

(３)年間総給水量は 189 万立方メートル、前年比で６万 8,340 立方メートルの増となってご

ざいます。 
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(４)主要な建設改良事業費としては、配水施設改良事業費が前年比で 1,682万円増の１億 311

万円を計上してございます。 

 続きまして、２ページ、第３条の収益的収入及び支出の予定額でございます。収入の第１款

水道事業収益は３億 5,926 万 2,000 円、支出の水道事業費用は３億 5,329 万 9,000 円でござい

ます。当該年度の利益剰余金としては１億 368 万 2,000 円を見込んでございます。 

 次に、第４条の資本的収入及び支出の予定額につきましては、第１款資本的収入は１億 5,029

万 5,000 円、資本的支出は１億 9,871 万円で、財源として不足する額 4,841 万 5,000 円は本文

括弧中に記載のとおりでございますが、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、第５条、債務負担行為、第６条、企業債、第７条、一時借入金、第８条、

予定支出の各項の経費の金額の流用、第９条、議会の議決を経なければ流用することができな

い経費、４ページになりますが、第 10 条、たな卸資産購入限度額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、５ページ、水道事業会計実施計画、７ページの資金計画、８ページの給与費明

細書、11 ページからの平成 22 年度損益計算書、12 ページから 15 ページの平成 22 年度、23 年

度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、(１)総括につきま

しては記載のとおりでございますので、説明を省略させていただき、18 ページ、(３)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１目給与費につきましては 7,321 万 8,000 円で、給与費、職員手当

など給与の自主削減率の改定等で増額となってございますが、退職手当組合追加負担金の減に

よりまして、前年比で 1,522 万 2,000 円の減となってございます。 

次に、２目原水及び浄水費につきましては 4,737 万 3,000 円、前年比で 352 万 8,000 円の増

となってございます。 

増減の主な理由につきましては、説明欄、(１)白老浄水場維持管理経費で、前年比で 166 万

3,000 円の増となってございます。これは、機器の老朽化、使用部品の廃盤等により白老浄水

場から虎杖浜第２浄水場テレメーター更新工事に伴っての増額でございます。 

(２)虎杖浜第１浄水場維持管理経費につきましては、修繕費の減により、前年比で 37万 8,000

円の減となってございます。 

(３)虎杖浜第２浄水場維持管理経費につきましては、１号井取水ポンプ・水位計の修繕によ

り、前年比で 211 万 4,000 円の増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、委託料、沈砂池清掃業務など前年実績を踏ま

え、前年比で 12 万 9,000 円の増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 3,464 万 1,000 円、前年比

で 18 万 4,000 円の増となってございます。 

説明欄、(１)配・給水管の事故復旧に係る経費は前年並みの予算額となってございます。 
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(２)検満量水器更新に係る経費につきましては、材料費、工事請負費の数量減により、前年

比で 53 万 1,000 円の減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、北吉原はまなすスポーツセンター裏国有地

の財務局においての売払いに伴い、水道管使用部分借用申請に必要な測量を実施するため委託

料を計上したことから、前年比で 72 万 2,000 円の増額となってございます。 

続きまして、21 ページ、４目受託工事費につきましては、44 万 7,000 円で受託工事費に係

る人件費１名分の１目給与費へ振りかえと受託工事の減少により、前年比で 822 万 5,000 円の

減となってございます。 

次に、５目総係費につきましては 2,089 万 2,000 円、前年比で 88 万 7,000 円の増となって

ございます。 

説明欄、(１)水道料金調定に係る経費は、開閉作業等に伴う燃料費と納付書等印刷製本費の

単価アップにより、前年比で 22 万 5,000 円の増となってございます。 

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は、催告用封筒などの印刷

製本費単価アップなどにより、前年比で５万 1,000 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、23 年度に策定する水道ビジョンに係る審

議会開催の増により、前年比で４万 8,000 円の増となってございます。 

(４)水道料金及び財務会計の電算処理経費は、消耗品の減により、前年比で２万 2,000 円の

減となってございます。 

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、公用車車検整備手数料及び保

険料負担額の増により、前年比で 58 万 5,000 円の増となってございます。 

次に、６目減価償却費につきましては１億 271 万 7,000 円、前年比で 226 万 4,000 円の増と

なってございます。平成 22 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目資産減耗費につきましては 3,051 万 1,000 円、前年比で 1,157 万 2,000 円の増で

ございます。 

30 節固定資産除却費、配水管除却費の増であり、31 節たな卸資産減耗費は前年と同額を計

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につ

きましては 3,374 万 8,000 円、前年比で 864 万 8,000 円の減となってございます。 

34節企業債利息は、平成 22年度に実施した補償金免除繰上償還に伴い、前年比で 864万 1,000

円の減となってございます。 

35 節一時借入金は利率の低減により、前年比で 7,000 円の減となってございます。 

次に、２目消費税につきましては 713 万 2,000 円、前年比で 142 万 5,000 円の減となってご

ざいます。 

続きまして、３項特別損失、１目過年度損益修正損 62 万円、前年比で１万 2,000 円の増と

なっております。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。 
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続きまして、４項１目予備費につきましては、前年度と同額を計上してございます。 

 続きまして、歳入のほうに入ります。17 ページにお戻りいただきたいと思います。(２)収益

的収入についてご説明いたします。１款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益につきま

しては３億 4,368 万 6,000 円、前年比で 3,466 万 8,000 円の減となっております。基本料金一

律300円の減額と基本水量５立方メートルの追加及び平成22年度の決算見込み額等を考慮し計

上してございます。 

次に、２目受託工事収益につきましては 350 万 4,000 円、前年比で 73 万 8,000 円の減とな

っております。給水装置新設件数等の実績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につきましては 16 万 3,000 円、前年比で５万円の減となって

ございます。給水装置関係手数料の前年実績を踏まえ減額計上してございます。 

続きまして、２項営業外収益、１目受取利息及び配当金につきましては 90 万円、前年比で

45 万円の減となっております。他会計及び長期貸付金の利息について減額計上してございます。 

次に、２目雑収入につきましては 1,100 万 8,000 円、前年比で１万 5,000 円の増となってご

ざいます。下水道料金調定受託収入に伴う調定件数の増により増額計上となってございます。 

３項１目過年度損益修正益につきましては、過去の年度の損益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ご説明を終わり、次に資本的収入及び支出をご説明いたします。26

ページになります。(５)資本的支出からご説明いたします。１款資本的支出、１項建設改良費、

１目配水施設改良費につきましては１億311万円、前年比で1,682万円の減となっております。

平成 23 年度では、老朽管（塩化ビニール管）の更新事業を昨年に引き続き進めてまいります。

本事業につきましては、平成 21 年度を初年度として、更新計画総延長７万 4,140 メートルのう

ち更新済み延長は 5,823 メートルで、今年度は 3,421 メートルを予定してございます。実施地

区は石山地区・萩野朝霧地区・北吉原柏洋団地を予定してございます。このほか、石山地区と

竹浦地区の配水管網改良工事を予定してございます。 

次に、２目有形固定資産購入費につきましては 2,091 万 4,000 円、前年比で 51 万 2,000 円

の増となってございます。新設、更新等に必要な量水器及びメーターの購入費の計上でござい

ます。 

続きまして、２項１目企業債償還金につきましては 7,468 万 6,000 円、前年比で 101 万円の

増となってございます。22 年度末起債元金の未償還残高は 13 億 4,316 万 7,000 円となってご

ざいます。 

続きまして、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１項１

目企業債につきましては 5,000 万円、前年度と同額の計上となってございます。これにつきま

しては、老朽管の更新事業の財源となる起債でございます。 

次に、２項１目建設改良補助金につきましては 29 万 5,000 円、前年比で 30 万 5,000 円の減

となってございます。公共工事においての補償工事分の見込み計上でございます。 

次に、３項長期貸付金償還金、１目他会計長期貸付金償還金は、前年度と同額１億円の計上
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となっております。これは、平成 20 年度に一般会計に貸し付けた４億円に係る償還金の計上で

ございます。 

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。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 22 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 22 号の議案説明を終わります。 

 日程第 12、議案第 23 号 平成 23 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

て説明をお願いいたします。 

丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 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。 

 １ページ目をお開きください。平成 23 年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算でござい

ますが、第２条に規定する業務の予定量につきましては、病床数 58 床、年間患者数、入院が１

万 5,695 人、外来が４万 992 人、１日平均患者数、入院 43 名、外来 168 名、この業務予定につ

きましては前年度と同様に計上させていただいております。 

第３条に規定します、病院事業収益につきましては 10 億 3,853 万 7,000 円、同じく支出と

して病院事業費用につきましては９億 6,055 万 9,000 円となってございます。病院の運営状況

につきましては、本年４月１日時点では外科１名、内科２名の常勤医３名のスタートとなりま

す。現在、固定の常勤勤務医の確保を目指しておりまして、外科、内科、小児科、脳神経外科

の診療科の確保及び本年４月の後半頃から手稲渓仁会より、月に２回程度総合医の派遣が予定

をされております。こういうような状況の中で、本年度事業をスタートしていく予定となって

ございます。 

２ページ目でございます。第４条に資本的収入でございます。資本的収入につきましては、

資本的収入が 1,590 万 9,000 円、資本的支出につきましては 9,090 万 9,000 円というぐあいに

規定をしてございます。 

第５条、債務負担行為でありますが、この中身ついて若干説明をさせていただきたいと思っ

ています。まず、記載事項の１番目、２番目のビデオシステムでございますが、これは胃カメ

ラ、大腸ファイバー等の内視鏡の画像を実際に目で確認するのと、それとフィルム撮影する、

あるいはビデオに録画をすると、こういったシステムを更新するものでございます。３番目、

４番目、５番目のＸ線撮影システムにつきましては、現在レントゲンのフィルムにて画像を診

察しておりますけれども、これをデジタル化しまして、モニター画面で確認をすることにして

ございます。そしてそのデジタルのデータを保管するためのシステムを新たに導入することと

して予定をしてございます。それと、６番目の内視鏡洗浄装置につきましては、老朽化した現
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在の洗浄装置を更新するものであります。それと、７番目のオウビナレータフロンティアにつ

きましては、これは理学療法室におきます、ベッド型のマッサージ機でございます。１番最後

の心電図装置につきましては、これは機器を更新するものでございます。 

第６条には、一時借入金として６億円の限度額を設定してございます。 

また、第７条には給与費として５億 5,854 万 6,000 円、交際費として 108 万 2,000 円を規定

させていただいてございます。 

また、第９条にはたな卸資産の購入限度額としまして 8,892 万 9,000 円を定めてございます。 

それでは、これより先、昨年と大きく相違する点、新設された事項等を中心に説明をさせて

いただきたいと思いますが、４ページ、５ページにつきましては、平成 23 年度病院事業実施計

画書であります。６ページにつきましては資金計画、７ページから 11 ページまでにつきまして

は給与費明細書、12 ページにつきましては債務負担行為に関する調書、13 ページは 22 年度の

予定損益計算書、14 ページ、15 ページにつきましては 22 年度の予定賃借対照表、16 ページ、

17 ページにつきましては平成 23 年度の予定貸借対照表となっております。これらにつきまし

ては説明を省略させていただきます。 

18 ページをお開きください。18 ページは、予算事項別明細書の総括であります。20 ページ

の歳出からご説明申し上げますが、先ほど申し上げましたとおり前年度から大きくかわったも

の、また、新たに計上したものなどを中心に説明をさせていただきたいと思います。 

それでは、20 ページの収益的支出のほうからご説明をさせていただきたいと思います。まず、

１項１目医療費用でございますが、これにつきましては前年度と比較しまして 5,791 万 2,000

円の伸びとなってございます。 

同じく１項１目給与費、これが 4,516 万 5,000 円の増となっておりますが、これは今年度の

町職員給与の一部復元に伴う給与費の増という形でございます。給与費ベースでは約 2,661 万

円、手当につきましては 241 万円、法定福利費につきましては 1,462 万円、負担金につきまし

ては約 400 万円、こういった形で人件費の総体的な伸びが出てございます。部門的な内訳でご

ざいますが、(２)の医局部門人件費につきましては、常勤医５名で計上しております。先ほど

説明しましたとおり内科、外科３名ということでございますが、さらに内科１名、外科１名の

固定医を何とか確保しようということで現在努力をしているところでございます。 

21 ページの看護師部門でございますが、看護師につきましては昨年度１名が退職しましたが、

12 月に１名の採用を行ってございます。引き続き、病棟勤務のできる看護師の確保が課題とな

っておりますので、募集広告、あるいはインターネット、ホームページ等を通じまして募集を

している状況になってございます。また、パートの看護師、これについても必要数をまだ満た

しておりませんので、看護師の確保に全力を挙げていきたいと考えています。同じく看護師部

門の人件費につきましては、給与部門で約 1,566 万円、人件費総体としましては 3,318 万円の

増となっておりますが、これは給与費のカット分の復元という形でございます。 

薬局につきましては、本年４月１日より薬剤師１名を確保することができました。従いまし

て、４月からは薬剤師２名体制を取ることとしております。これによりまして、入院患者への
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服薬指導、あるいは外来患者へのお薬相談等々、患者サービスについても充実を図れるもの、

向上を図れるものと考えております。また、２名体制をしくことによってバックアップ体制も

強化されるというふうに考えてございます。この人件費につきましては約 750 万円の増と見込

んでございます。 

22 ページでございます。22 ページの検査部門の人件費等につきましては、前年度と同様の

体制であり、削減の復元の部分での増が若干ございます。 

検査部門と同様に、(６)の放射線部門、(７)栄養部門、(８)機能訓練部門についても、人員

体制に変化はございませんが、人件費につきましてはそれぞれ給与復元分等の増が若干ござい

ます。また、栄養部門の前年度まで臨時栄養士１名を上げさせていただきましたが、これにつ

きましては振興公社への配置がえという形で予算を振りかえさせていただいてございます。 

24 ページになります。24 ページでございますが、材料費でございます。8,892 万 9,000 円で、

増減 1,003 万 9,000 円となってございますが、材料費につきましては前前年度 21 年度、22 年

度の実績見合いにより計上させていただいております。特に薬局部門の薬品購入費につきまし

ては、購入単価が下がってきたというような事情がございまして、約 700 万円程度の減額とい

う形になってございます。 

また、給食用の(５)の栄養部門の材料購入費でございますが、給食用の調理ガス炊飯器等設

備が若干古くなっておりますので、こういった調理器具を更新するものでございます。 

25 ページであります。経費でございます。これにつきましても、前年度、前々年度の実績見

合いによって計上させていただきます。事務部門の経費としましては、23 節の委託料のうち、

医療会計事務業務委託に維持用のレセプト請求用のシステムを委託先に持たせると、また入れ

かえをするということから、若干委託料がのびを見せております。その分賃借料については減

額となってございます。 

また、26 ページになりますが、交際費につきましては、医院長先生のほうにより積極的に医

師確保についてお願いしますと、こういった意味で増額をさせていただいております。 

28 ページでございます。医局管理費につきましては、まず外来診療をお願いしております札

幌医科大学第１外科、第３内科を初めとしまして、北大の健診管理センター、北大小児科など

を中心に医師の派遣を受けてございます。当直、日直につきましても、これら医局と一緒にド

クターバンク等から医師の派遣を受けておりますので、これらにかかわる報酬及び旅費を増額

計上させていただいております。医局部門管理経費総体として、約 1,000 万円ほどの増額とな

ってございます。なお、先ほど説明しましたが新たに手稲渓仁会より総合医の派遣をお願いす

ることになってございます。 

27 ページでございます。27 ページは看護師部門の管理運営費でございますが、これらにつ

いても前年度の実績見合いにて計上させていただいております。昨年も説明いたしたと思いま

すが、近年医療器械の安全の管理がかなり厳しくなってございます。これらに対応することに

よって、23 節の委託料に新たに輸液ポンプ、輸液シリンジの保守点検業務、一定の薬剤、液体

の薬剤の量を体内に注入するための微細な調整ができるポンプとシリンジ、こういったものの
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保守点検業務、こういったものを出しております。これにつきましては、病院内に約６台ござ

いますので、この６台を新たにメーカーにお願いをしまして保守点検をするということになっ

てございます。また、電気メスにつきましても、これも同じようにメーカーの保守点検を受け

ることといたしました。 

その他、27 節の消耗備品費が、患者用の製氷機の更新を予定しております。特に 22 年度の

夏は非常に暑うございまして、製氷能力がなかなか追いつかないという実態がございましたの

で、これについても入れかえを予定してございます。 

また、看護技術の向上のために研修の費用を増額させていただいてございます。 

(４)の薬局の経費につきましては、前年と同様に計上をさせていただいております。 

28 ページでございます。検査部門につきましては、臨床検査業務委託料につきましては、ほ

ぼ前年と同様の計上となってございます。 

また、賃借料につきましては、冒頭でも説明いたしましたが、心電図計、内視鏡のビデオシ

ステム、あるいは内視鏡の洗浄機装置等の老朽化した機械を更新するという形で予算の計上を

行ってございます。 

(６)放射線部門につきましては、長年の懸案でありました、Ｘ線画像、ＣＴの画像等々の医

療機器で撮影をされました画像について、これをデジタルで画像を配信し、なおかつ画面で確

認をすることができるフィルムレスのシステムを入れるということで準備をしてございます。

このシステムの導入に伴いまして、近い将来レントゲンフィルムが院内各所に保管されていま

すが、近い将来はすべてなくなると、すべてデジタルで保管をされていく。この先には当然、

電子カルテシステムをつなげていくと、このような形で検討を考えてございます。 

29 ページでございます。栄養及び機能訓練部門についても、前年同様の実績見合いについて

計上しております。機能訓練室内に、冒頭でも説明しましたが、マッサージ式のベッドをおい

て外来の通院者に利用していただくと。体の凝りをほぐしていただくようなサービスも考えて

いきたいと思います。 

それと、(９)の施設部門でございますが、これも前年度実績見合いによって計上としており

ます。このうち、燃料費のＡ重油につきましては、単価アップのため 178 万 5,000 円の増額と

なっておりますが、ほかにつきましては見合いのとおりでございます。29 ページは、以下施設

部門の管理費になってございます。 

31 ページでございます。次に、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

しては所定の計算方法及び前年度実績により計上をさせていただいております。特に大きくか

わったものはございません。 

２項の医業外費用でございますが、支払利息のうち、１目の支払利息及び企業債取扱諸費で

ございますが、支払利息のうち企業債利息については、前年度 22 年度に一部繰上償還を行って

おりますので、その分 694 万 7,000 円の減額となってございます。 

３目の特別損失につきましては、今年度と同様の計上となってございます。 

同じく消費税につきましても、今年度と同様の計上となってございます。 
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それでは、ここで収益的支出を終わりまして、収益的収入に戻りますので、19 ページをお開

きください。19 ページの収益的収入でありますが、医業収益につきましては、入院につきまし

ては前年と同様の収入を見込んでおります。外来患者数につきましては、前年同様と見込んで

ございますが、１日当たりの医療費につきましては単価を 1,000 円アップして見込んでござい

ます。その他医業外収益につきましては、特に小児科における各種予防接種、これの実施に伴

う収入増を若干見込んでございます。また、医業外収益につきましては、他会計補助金として

収益、収入においては２億 853 万 8,000 円、繰り入れをいただくことにしておりまして、予算

を計上させていただいております。 

なお、今年度も病院特例債の元金償還金として 7,500 万円の繰り入れをいただくこととなっ

てございます。 

32 ページをお開きください。資本的収入及び資本的支出でございますが、資本的収入のうち

出資金につきましては、前年度比 236 万 8,000 円の減となっておりますが、これは一般会計か

ら出資金として受け入れるものでございます。 

また、資本的支出につきましては、一般企業債償還金に加えまして、19 ページで説明をいた

しました特別利益 7,500 万円をもって病院特例債の元金を含め償還するものでございます。 

以上、説明をさせていただきましたので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○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 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。 

これをもちまして議案説明会を終了いたします。 

（午後 ２時２０分） 


