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平成２４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（山本浩平君） これより定例会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（山本浩平君） 定例会３月会議に町長から提案のある議案は、各会計の補正予算 11

件、条例の制定・一部改正関係 13 件、一部事務組合の規約関係１件、専決処分の報告１件、新

年度の各会計予算 12 件、合わせて 38 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 23 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 23 年度白老町一般会計補正予算

（第 12 号）でございます。 

 内容の説明に入る前に、この補正につきましては、例年３月の補正予算でございますが、不

用額の整理あるいは執行残、それから、財源振りかえなどが主になってございますので、この

辺につきましては簡潔に説明をさせていただきたいと思いますのでご了承いただきたいと思い

ます。 

それでは、歳入歳出予算の補正、第１条でございます。今回の補正につきましては、歳入歳出

それぞれ 1,6323 万 7,000 円の追加でございます。総額は 99 億 9,626 万 4,000 円とするもので

ございます。 

第２条で債務負担行為の追加、変更及び廃止、第３条では地方債の補正でございます。 

次のページをお開き願います。「第１表 歳入歳出予算補正」でございます。次のページにつ

きましては歳出でございますが、歳入歳出ともに記載のとおりでございますので、説明は省略

をさせていただきます。 

６ページの「第２表 債務負担行為補正」でございます。追加の部分のみ説明をさせていた

だきます。１番の追加、施設等用地賃借。平成 24 年度から平成 26 年度でございます。限度額

は 110 万 4,000 円でございますが、内訳としまして、１つ目、二また線ほか３路線の賃借 37

万 5,000 円。２つ目、竹浦地区の排水路敷地 41 万 7,000 円。３つ目、ポロトのバンガロー敷地

賃借 29 万 1,000 円。最後でございますが、インクラの滝展望台及び駐車場敷地賃借２万 1,000

円でございます。次に、地方港湾白老港建設事業。24 年度から 24 年度。限度額 2,850 万円で

ございます。これはゼロ国債によるものでございます。 

次のページでございます。「第３表 地方債補正」これにつきましても記載のとおりでござい

まして、それぞれの変更等につきましては、歳出の財源の中で説明をさせていただきたいと思

います。 

それでは、次に歳出のほうから説明をさせていただきます。30、31 ページをお開きいただき
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たいと思います。２、歳出。１款議会費でございます。１項１目議会費、(１)議会運営経費、

160 万円の減額補正です。不用額の整理であります。 

２款総務費、１項１目一般管理費、(１)庁舎管理経費 114 万 6,000 円。燃料費、光熱水費で

ございますが、単価の上昇及び使用料の増に伴う増額計上でございます。次に(２)臨時職員経

費 332万 5,000円の減額。決算見込みによる減額でございます。(３)情報化推進経費 253万 7,000

円の減額補正。不用額の整理でございます。次のページにまいります。(４)光ネットワーク管

理経費 20 万円の減。これにつきましても不用額の整理であります。(５)難視聴対策施設維持管

理経費９万 9,000 円の減。委託料につきましては入札の執行残、負担金につきましては電波利

用料の改正に伴う減でございます。(６)情報基盤推進事業 88 万円の減でございます。これにつ

きましても入札の執行残であります。(７)地上デジタル放送難視聴対策事業 134 万 9,000 円の

減でございます。工事費につきましては入札の執行残、負担金につきましては電波利用料改正

に伴う減でございます。財源につきましては、国費の電波遮へい対策事業等補助金が 75万 6,000

円の減、起債が 30 万円の減、一般財源 23 万 3,000 円の減となります。(８)地上デジタル放送

チューナー設置支援事業 13 万円の減でございます。これも執行残でございますが、道費の重点

分野雇用創造事業補助金が同額減額されるものであります。(９)総合住民情報システム自治体

クラウド化事業 132 万 3,000 円の減。入札の執行残であります。 

次のページです。２目姉妹都市費、(１)国際姉妹都市ケネル市訪問交流事業でございます。

財源振りかえであります。北海道市町村振興協会助成金 100 万円が交付されることになったこ

とから、当初充てていました海外交流基金繰入金 100 万円を減額するものであります。(２)国

際姉妹都市ケネル市代表団受け入れ事業 135 万円の減額であります。東日本大震災により事業

が中止されたことによるものであり、海外交流基金繰入金も同額減額となります。 

４目広報広聴費、(１)広報活動経費、100 万円の減額であります。印刷単価の減などの執行

残であります。財源として、雑入であります、広報誌有料広告掲載料が 70 万円の増となったこ

とから一般財源は 170 万円の減額となるものであります。 

５目財政管理費、(１)財政運営対策経費８万円の増額であります。水道事業会計の借入金の

利子償還金でございますが、借入利息の増によるものであります。 

６目会計管理費、(１)会計事務経費 20 万円の減。不用額の整理であります。 

７目財産管理費、（１）財産管理事務経費 86 万 8,000 円の減であります。分譲地の購入申請

取り下げによる公共汚水桝設置の取りやめによるものでございます。(２)町有林管理事業 37

万 3,000 円の減です。補助金の清算であります。道費、町有林保育事業補助金が 10 万 9,000

円の減、一般財源は 26 万 4,000 円の減額となるものであります。次のページです。(３)町有林

基幹産業道整備事業 614 万 2,000 円の減であります。これも執行残であります。道費、森林整

備加速化林業再生事業補助金が 383 万 2,000 円の減、一般財源 231 万円の減であります。 

８目車両管理費、(１)共用車等管理経費 14 万 9,000 円の増額計上です。燃料費でありますけ

れども、単価の増による不足分の計上であります。 

10 目総合計画費、第５次白老町総合計画策定事業 22 万 1,000 円の減であります。策定スケ
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ジュールの変更から印刷製本費を次年度に先送りするものであります。 

14 目自治振興費、(１)町民活動団体ネットワーク整備事業８万 6,000 円の減です。補助金の

精算であります。道費、緊急雇用創出事業補助金が８万 8,000 円の減となるものであります。 

17 目諸費、(１)東日本大震災支援事業 59 万 2,000 円の減であります。不用額の整理です。 

次のページです。４項選挙費、２目北海道知事及び北海道議会議員選挙費、(１)北海道知事

及び北海道議会議員選挙経費 32 万 9,000 円の減。不用額の整理で、道費も同額減となります。 

３目町長及び町議会議員選挙費、(１)町長及び町議会議員選挙経費 82 万円の減額補正。不用

額の整理であります。 

次のページです。４目農業委員会委員選挙費、(１)農業委員会委員選挙経費 104 万 8,000 円

の減額でございます。これにつきましても不用額の整理であります。 

５項２目指定統計費、(１)指定統計調査経費 65 万 1,000 円の減でございます。補助金の精算

であり、道費も同額減となります。 

次のページです。３款に入ります。３款民生費、１項１目社会福祉総務費、(１)地域会合福

祉空間整備等事業 39 万 6,000 円の減でございます。執行残に伴う補助金の減額であります。国

費につきましても同額減額となるものであります。 

２目老人福祉費、(１)在宅老人福祉事業経費 86 万 1,000 円の減額です。不用額の整理であり

ます。財源として負担金、生活管理指導員派遣事業利用者負担金が 10 万 4,000 円の減、生きが

い活動支援通所事業利用者負担金３万 9,000円の減、一般財源 71万 8,000円の減額となります。 

(２)施設入所者措置費支弁経費 107万 1,000円の減額補正。対象人数の減によるものであり、

財源として負担金、社会福祉施設入所者措置費支弁事業負担金 40 万 7,000 円の減、一般財源

66 万 4,000 円の減となります。(３)地域包括支援センター運営経費 155 万円の減額補正です。

次のページをお開き願います。賃金でございますが、臨時保健師につきましては、看護師を採

用したことによる単価の減でございます。もう１つの臨時介護支援専門員につきましては、勤

務日数の減であります。それから、委託料につきましては、作成件数の減によるものでありま

す。(４)後期高齢者医療制度運営経費 785 万 6,000 円の減。負担金の清算に伴う減額でありま

す。(５)後期高齢者医療事業特別会計繰出金 49 万 6,000 円の減。これは広域連合に対する負担

金でございますが、保険料軽減分につきましては被保険者数の増によるもの、連合運営につき

ましては負担金の精算であります。財源といたしまして道費の保険基盤安定拠出金 30 万 5,000

円の増となり、一般財源につきましては 80 万 1,000 円の減額となるものであります。(６)介護

保険事業特別会計繰出金 190 万 3,000 円の増額計上であります。介護給付費につきましては給

付費の増によるもの、事務費につきましては介護報酬の改定に伴うシステム改修にかかる経費

の計上、地域支援事業の介護予防事業につきましては不用額の整理、包括的支援事業、任意事

業につきましては配食サービス委託料の減による持ち出しの増でございます。(７)特別養護老

人ホーム事業特別会計繰出金 21 万 8,000 円の増額であります。当初から備えつけの乾燥室の機

器の故障が多いことから更新費用を今回繰り出すものであります。(８)高齢者見守り生活支援

事業５万 2,000 円の減。補助金の精算でございます。道費、重点分野雇用創造事業補助金７万
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円の減額となるものであります。 

３目身体障害者福祉費、(１)障害者自立支援給付経費 1,620 万 1,000 円の増額であります。

生活介護給付費の増など見込み額の精算によるものであります。財源といたしまして、国費が

810 万円の増、道費 404 万 8,000 円の増、一般財源 405 万 3,000 円の増額計上となります。次

のページです。(２)重度心身障害者医療費給付費 539 万 9,000 円の減です。実績見合いによる

減額であります。財源としまして、道費、重度心身障害者医療給付事業補助金 178 万 7,000 円

の増、諸収入であります高額医療費の重度心身障害者医療費が 901 万 4,000 円の減、一般財源

182 万 8,000 円の増となります。(３)地域生活支援事業経費 37 万 4,000 円の減。実績見合いに

よる減であります。財源といたしまして、国費、地域生活支援事業補助金 18 万 7,000 円の減、

道費、同じく９万 4,000 円の減、一般財源９万 3,000 円の減となります。 

４目乳幼児福祉費、(１)乳幼児等医療費助成経費 295 万 7,000 円の減額。実績見合いによる

減でございます。財源といたしまして、道費、乳幼児医療費助成事業補助金 144 万 8,000 円の

減、一般財源 150 万 9,000 円の減となります。 

６目総合保健福祉センター管理運営費、(１)総合保健福祉センター管理運営経費 57 万 6,000

円の増額であります。光熱水費、下水道使用料、ともに不足分の計上であります。 

８目アイヌ施策推進費、(１)アイヌ文化を学ぶふるさと学習事業。財源振りかえでございま

す。道費の北の大地に根ざした豊かな学び推進事業委託金 24 万 5,000 円が未交付のため一般財

源に振りかえるものであります。(２)民族共生象徴空間整備促進事業 92 万 2,000 円の減額でご

ざいます。不用額の整理であります。次のページです。 

２項２目児童措置費、(１)子ども手当給付事業経費 59 万 8,000 円の増額でございます。子ど

も手当特別措置法に基づく超過勤務分の職員３名分の 10 月から１月分が、国庫補助金 59 万

5,000 円が交付されることから計上するものであります。 

３目ひとり親家庭等福祉費、(１)ひとり親家庭等医療費給付費 401 万 9,000 円の減。実績見

合いによる減額であります。財源といたしまして、ひとり親家庭等医療費給付事業補助金 202

万 4,000 円の減、一般財源 199 万 5,000 円の減額であります。 

４目児童福祉施設費、(１)町立保育園運営経費。財源振りかえであります。分担金でありま

す保育料が 129 万 3,000 円の減であり、一般財源を振りかえるものであります。(２)緑丘保育

園運営費等経費 240 万円の減。児童数の減によるものであり、財源といたしまして国費 128 万

1,000 円減、道費 64 万 1,000 円の減、保育料 22 万 7,000 円の減、一般財源 25 万 1,000 円の減

であります。(３)白老小鳩保育園運営等経費 110 万円の増額であります。児童数の増によるも

のであり、財源といたしまして国費 164 万 1,000 円の増、道費 80 万 7,000 円の増、保育料 70

万 2,000 円の増、一般財源 202 万 3,000 円の減額となります。(４)特別保育事業経費 192 万円

の減額であります。対象人数の減によるものでございます。 

次のページであります。４款環境衛生費、１項１目地域保健費、(１)国民健康保険事業特別

会計繰出金 238 万 5,000 円の増額であります。国保会計の保健指導に携わる保健師１名分の給

与に対し一部交付されることから保健師の給与を国保会計に振りかえ、その差額分を一般会計
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で繰り出すものであります。(２)母子保健事業経費 652 万 6,000 円の減でございます。実績見

合いによる減額であります。財源といたしまして、道費、妊婦健康検査臨時特例交付金 158 万

3,000 円の減、一般財源 494 万 3,000 円の減であります。(３)後期高齢者特定健康診査事業経

費 81 万円の減であります。実績見合いによる減でございまして、諸収入である後期高齢者医療

広域連合受託事業収入も同額減額となるものであります。 

３目予防費、(１)予防接種助成事業 336 万 1,000 円の減。不用額の整理であります。次のペ

ージです。(２)Ｈｉｂ（ヒブ）予防接種助成事業経費、(３)小児肺炎球菌予防接種助成事業経

費、(４)子宮頸がん予防接種助成事業経費、それぞれ起債のとおり減額でありますが、不用額

の整理であります。 

２項１目環境衛生諸費、(１)環境美化対策経費 37 万 7,000 円の減でございます。不用額の整

理であります。(２)駆除有害鳥獣焼却施設整備事業 66 万円の減。執行残であります。財源とし

まして、道費の鳥獣被害防止総合対策事業補助金 36 万 3,000 円の減、一般財源 29 万 7,000 円

の減となります。 

２目公害対策費、(１)公害対策経費 15 万円の減。不用額の整理であります。 

３項２目塵芥処理費、(１)一般廃棄物広域処理経費 257 万円の減額であります。登別市に対

する一般廃棄物広域処理負担金でありますが、維持管理費の精算による減額であります。(２)

バイオマス燃料化施設管理運営経費。財源振りかえであります。使用料としまして、食品加工

残渣処分手数料が 75 万円の増。財産収入でありますバイオマス固形燃料売払収入 1,963 万

2,000 円の減、35％の減でありますが、これによりまして一般財源 1,888 万 2,000 円が振りか

えるものであります。 

４項 1 目病院事業費、(１)国民健康保険病院事業会計繰出金等１億 2,000 万円の増額であり

ます。当初予算で留保しておりました基準繰り出し分である不採算地区病院運営経費分と医師

確保対策分、合わせて 8,000 万円、さらに不良債務解消分 4,000 万円をこのたび計上するもの

であります。 

６款に入ります。６款農林水産業費、１項３目農業振興費、(１)農業関係資金利子補給事業

経費１万 2,000 円の減であります。借入金の減に伴うものであり、道費、農業経営基盤強化資

金利子補給費補助金 6,000 円の減、一般財源 6,000 円の減となります。 

４目畜産業費、(１)公共牧場管理経費 65 万 9,000 円の減。実績見合いによる減額で、使用料

の町有牧野使用料 66 万円が減額となります。(２)畜産振興推進事業 153 万 9,000 円の減であり

ます。次のページでございますが、負担金の畜産任い手対策事業につきましては実績見合いに

よる減でございます。補助金につきましては、それぞれ借入金の増減によるものであります。 

続きまして、２項１目林業振興費、(１)林務行政事務経費４万 5,000 円の減。負担金の額の

確定によるものであります。(２)私有林対策事業。補助金及び交付金の精算によるものであり

ます。財源といたしまして、道費であります未来につなぐ森づくり推進事業交付金が 107 万

2,000 円の減、森林整備地域活動支援交付金が７万円の減、一般財源 69 万 2,000 円の減額とな

ります。 



 8 

３項１目水産振興費、(１)水産経営安定化推進経費 30 万 6,000 円の減。実績見合いによる減

額であります。(２)栽培・資源管理型漁業推進事業、37 万 8,000 円の減。負担金でありますが、

額の確定による減であります。 

 (３)水産物共同荷捌き施設災害復旧助成事業 10 万 1,000 円の減。執行残に伴う補助金の減額

であります。国費であります水産物共同荷捌き施設災害普及事業費補助金が同額減額されます。 

続きまして、７款商工費に入ります。次のページです。１項１目商工振興費、(１)商工振興

対策経費 90 万 2,000 円の減額であります。借入利率の変更に伴う減であります。(２)商業観光

活性化緊急対策事業 170 万円の減額であります。道費であります地域づくり総合交付金 170 万

円が実行委員会へ交付されたことによる見合い分を減額するものであります。 

２目企業誘致費、(１)工業団地分譲事業経費 678 万円の増額であります。委託料につきまし

ては不用額の整理、返還金につきましては、株式会社田野井製作所が分割で分譲地を購入し、

700 万円分は既に支払われておりましたが、本町での事業展開を断念せざるを得ない状況とな

ったことから土地代金を返還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)道路施設維持補修経費 71 万 3,000 円の増額で

あります。賃金につきましては、除雪のための重機運転士の賃金の不足分の計上であり、光熱

水費は単価上昇及び使用料の増であります。(２)町道改修事業 43 万 9,000 円の減。次のページ

であります。執行残であります。財源につきましては、竹浦・飛生舗装補修工事につきまして

は町債が 10 万円の減、一般財源６万 8,000 円の減。萩野 12 間線舗装補修工事は町債 30 万円の

減、一般財源２万 9,000 円の増となります。(３)公共施設環境整備事業 44 万 8,000 円の減。補

助金の精算であります。道費、緊急雇用創造事業補助金 45 万 4,000 円が減額となります。 

２目道路新設改良費、(１)町道整備事業事務経費６万 4,000 円の減。不用額の整理でありま

す。(２)町道整備事業、補助事業でありますが 4,680 万 1,000 円の減額であります。執行残で

あります。財源といたしまして、竹浦２番通り改良舗装工事につきましては国費 502 万 6,000

円、起債 270 万円、一般財源 184 万 4,000 円、それぞれ減額であります。白老滑空場線改良橋

梁工事につきましては、国費 1,311 万 1,000 円、起債 700 万円、一般財源 204 万 2,000 円のそ

れぞれの減額。ポロト社台線改良工事、国費 866 万 7,000 円、町債 470 万円、一般財源 171 万

1,000 円のそれぞれ減額となるものであります。 

４目交通安全施設整備費、(１)交通安全施設整備事業 46 万 1,000 円の減であります。執行残

によるもので、財源としたしまして国費の特定防衛施設周辺整備調整交付金 20 万円の減、一般

財源 26 万 1,000 円の減となります。 

次のページです。３項２目排水対策費、(１)緑泉郷地区排水対策事業９万 4,000 円の減。執

行残であります。町債 10 万円の減、一般財源 6,000 円の増となります。 

４項１目港湾管理費、(１)港湾施設管理経費 30 万円の減。不用額の整理であります。財源と

いたしまして、使用料、係留施設使用料が 91 万 5,000 円の減、逆に船舶給水施設使用料が 61

万 5,000 円の増となります。(２)港湾関連施設用地分譲事業経費 30 万円の減。不用額の整理で

あります。 
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２目港湾建設費、(１)港湾機能施設整備事業特別会計繰出金 469万 9,000円の増であります。

内訳としまして、上屋における減収分が 300 万円、土地貸付収入の減分が 59 万 9,000 円、起債

の据え置きなしによる元金償還の増分が 110 万円となります。(２)港湾建設事業 284 万 3,000

円の減額となります。額の確定によります。町債が 250 万円の減、一般財源 34 万 3,000 円の増

となります。 

次のページ。５項１目都市計画総務費であります。(１)都市計画策定事業事務経費 14万 3,000

円の減でありますが、不要額の整理であります。財源といたしまして、都市計画使用料が 15

万円の減、建築確認開発許可等申請手数料が 7,000 円の増となります。(２)白老駅北広場整備

事業 11 万 5,000 円の減。不用額の整理であります。財源といたしまして、国の特防調整交付金

が 20 万円の増額、一般財源が 31 万 5,000 円の減となります。 

３目公園費、(１)萩の里自然公園維持管理経費 10 万 4,000 円の減額であります。執行残によ

るものであります。(２)街区公園整備改修事業 16 万 8,000 円の減。執行残によるもので、繰入

金であります、都市公園づくり基金繰入金も同額減額となるものであります。 

６項２目住宅管理費、(１)町営住宅維持管理経費。財源振りかえであります。国費、社会資

本整備総合交付金が 141 万 9,000 円の増。その分一般財源が減額となります。(２)町営住宅改

修事業 53 万 4,000 円の減。執行残であります。財源といたしまして、国費 12 万 5,000 円の減、

町債 30 万円の減、一般財源 10 万 9,000 円の減であります。(３)町有住宅改修事業 566 万 5,000

円の減。執行残であります。財源といたしまして、国費 40 万 1,000 円の減、町債 500 万円の減、

一般財源 26万 4,000円の減です。次のページになります。(４)雇用促進住宅取得事業 10万 5,000

円の減。不用額の整理です。財源につきましては、国費 239 万 7,000 円の増、町債 240 万円の

減、一般財源 10 万 2,000 円の減となります。(５)町営住宅解体事業９万 1,000 円の減。執行残

であります。国費５万 9,000 円の減、一般財源３万 2,000 円の減となります。 

次に、９款消防費でございます。１項３目消防施設費、(１)消防救急デジタル無線施設整備

事業 504 万円の減です。執行残であります。財源といたしまして国費の消防防災通信基盤整備

費補助金 168 万円の減額。町債 340 万円の減額、一般財源４万円の増となります。 

続きまして、10 款教育費であります。１項１目教育委員会費、(１)教育委員経費 12 万円の

減。不用額の整理であります。 

次のページです。２目事務局費、(１)教育委員会事務局経費 15 万円の減。不用額の整理です。 

４目指導厚生費、(１)教職員福利厚生経費 34 万 3,000 円。不用額の整理です。 

５目諸費、(１)学校支援地域本部事業 53 万円の減。これも不用額の整理で、財源といたしま

して国費、学校支援地域本部事業補助金が 17 万 6,000 円の減、同じく道費 17 万 6,000 円の減、

一般財源 17 万 8,000 円の減となります。 

２項１目学校管理費、(１)スクールバス運行経費 117万 2,000円の減。不用額の整理です。(２)

小学校施設管理経費 154 万円の増額であります。単価及び使用料の増によるものであります。 

２目教育振興費、(１)小学校教育振興一般経費。財源振りかえであります。学校図書館司書

の賃金分を住民生活に光をそそぐ交付金基金繰入金 115 万 5,000 円を繰り入れし、同額一般財
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源を減額するものであります。(２)小学校就学援助特別支援教育就学奨励事業経費 296 万円の

減であります。不用額の整理であります。財源といたしまして、国費、要保護児童就学援助費

補助金が 6,000 円の減、特別支援教育就学奨励費補助金 11 万 4,000 円の減、一般財源 284 万円

の減となります。次のページです。(３)小学校校外学習事業経費 27 万 2,000 円の減。バス借り

上げ件数の減によるものであります。 

３項中学校費の１目学校管理費、(１)中学校施設管理経費 142 万円の増です。単価及び使用

料の増によるものであります。(２)中学校施設整備事業 8,000 円の減額であります。執行残で

あります。財源、町債 40 万円の減、繰入金、教育関係施設整備基金繰入金が 60 万 8,000 円の

減であります。 

２目教育振興費、(１)中学校遠距離通学支援経費 12 万円の減。実績見合いによる減額であり

ます。(２)中学校体育推進経費 28万 1,000円の増額であります。補助金の不足分でありますが、

萩野中学校のソフトテニスの全道大会出場、その他水泳関係の全道大会への出場によるもので

あります。(３)中学校就学援助特別支援教育就学奨励事業 257 万円の減額であります。不用額

の整理であります。国費 11 万 5,000 円の減、一般財源 245 万 5,000 円の減であります。 

続きまして、４項幼稚園費、次のページ、１目幼稚園費、(１)幼稚園就園費補助金 30 万円の

減。園児数の減によるものであります。(２)幼稚園運営費補助金 13 万 2,000 円の減。園児数の

減によるものであります。 

５項１目社会教育総務費、(１)放課後児童対策事業経費 20 万円の減。不用額の整理で、道費

の放課後児童対策事業補助金が同額減額となります。(２)みんなの基金事業経費 14 万 6,000

円の減。不用額の整理で、みんなの基金繰入金も同額減額とまるものであります。(３)生涯学

習推進経費 12 万円の減。参加者の減によるものであります。 

２目公民館費、(１)公民館管理運営経費 106 万 4,000 円の増額であります。単価の増による

ものであります。(２)中央公民館講堂床暖房改修事業 203 万 3,000 円の減額で、執行残であり

ます。財源といたしまして、町債が 180 万円の減、一般財源 23 万 3,000 円の減であります。(３)

白老コミュニティセンター植樹帯改修事業 18 万 7,000 円。執行残による減であります。 

次のページ、３目図書館費、(１)図書館運営経費。財源振りかえであります。住民生活に光

をそそぐ交付金基金を 42 万円繰り入れするものとし、同額一般財源を減額するものであります。

(２)図書等購入経費 43 万円の増であります。指定寄附分であります。 

６項１目保健体育総務費、(１)スポーツ指導者普及事業経費 10 万 8,000 円の減。不用額の整

理であります。(２)体育協会運営経費 100 万円の増であります。沖縄の興南高校の我喜屋様か

ら体育振興資金として指定寄附を受けたことから、白老町体育協会に事業費として充当するも

のであります。(３)スポーツ団体支援事業経費 156 万 5,000 円の増であります。３月 17 日開催

の中学校野球全国大会に白老中学校野球部が出場することによる補助金の増額であります。 

２目体育施設費、(１)体育施設指定管理経費 385 万 8,000 円の増であります。各施設にかか

る燃料費の増によるものであります。 

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)河川施設災害復旧事業 253
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万 3,000円の減額であります。執行残であります。町債として 250万円の減、一般財源３万 3,000

円の減であります。 

２項１目林業施設災害復旧費、(１)林業施設災害復旧事業 45 万 8,000 円。執行残による減額

であります。町債 30 万円の減、一般財源 15 万 8,000 円の減であります。 

次に、12 款公債費、１項１目元金であります。(１)長期債元金償還費 1,857 万円の増額であ

ります。後で説明いたしますが、工業団地の売り払い収入 700 万円分の繰り上げ償還を含む見

込み額の増でありまして、財源としまして係留施設使用料が 538 万 9,000 円の増、港湾施設用

地使用料 106 万 1,000 円の増、建造工作物占用料が 26 万 8,000 円の増、諸収入のウタリ住宅元

利収入が 85 万 6,000 円の増、一般財源 1,099 万 6,000 円の増となるものであります。 

次のページです。２目利子、(１)長期債利子支払費 981 万 3,000 円の減。実績見合いによる

減であります。(２)一時借入金利子支払費 170 万円の減。不用額の整理であります。(３)基金

繰替運用利子支払費４万円の増。利率の増によるものであります。 

13 款給与費、１項１目給与費。(１)職員等人件費 216 万 1,000 円の増でございます。このう

ち増額部分の共済費の一般職 440 万 3,000 円でありますが、平成 23 年度における公的負担金率

について、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律が平成 23 年 12 月 14

日づけで公布、施行され、平成 23 年４月にさかのぼって負担することになったための増による

ものであります。なお、財源につきましては、保育料が 129 万 4,000 円の減、使用料の町営住

宅使用料 192 万 7,000 円の減、町有住宅使用料が 554 万 4,000 円減、建築確認開発許可等申請

手数料が 7,000 円の減、道費の生活館運営費補助金 55 万 7,000 円の減、放課後児童対策事業補

助金が 20 万円の増、繰入金の住民生活に光をそそぐ交付金基金繰入金 576 万円の増、一般財源

553 万円の増となります 

次に、14 款諸支出金、１項１目基金管理費、(１)各種基金積立金 232 万 5,000 円の減でござ

います。決算見込みによる整理でございますが、財源といたしまして、財産収入 56 万 4,000

円のうち配当金で 67 万 5,000 円が減、基金利子で 11 万 1,000 円の増です。それから、指定寄

附分が社会福祉基金でございますが 13 万 5,000 円の増となっております。 

以上で歳出につきましては説明を終わらせていただきます。 

歳入に戻りまして８ページ、９ページをお開きいただきたいと思います。特定財源につきま

しては、先ほどの歳出の財源の部分で合わせて説明をさせていただきましたので、一般財源の

みを説明させていただきます。 

まず、１款町税、１項１目個人でございます。現年課税分 2,200 万円の減。決算見込みによ

るものです。 

２目法人。同じく現年課税分 2,600 万円の減。これも決算見込みによるものです。 

２項１目固定資産税、現年課税分 5,000 万円。これにつきましても決算見込みによるもの。 

４項１目町たばこ税、現年課税分 600 万円の増。これも決算見込みによるものであります。 

それから、９款国有提供施設等所在町助成交付金、１項１目同じく交付金であります。これ

は額の確定によるものでありまして、319 万 4,000 円の減額であります。 
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次に、10 款地方特例交付金であります。これも額の確定によるものでありまして、児童手当

及び子ども手当特例交付金と減収補てん特例交付金合わせて 165万 5,000円の減額となります。 

それから、11 款地方交付税、１項１目地方交付税の普通交付税でありますが、これも額の確

定による整理でございまして、4,557 万 7,000 円の減となるものであります。 

続きまして、次のページ 12、13 ページでございますが、13 ページの一番上です。分担金及

び負担金の災害救助費求償負担金 978 万 1,000 円。これにつきましては、東日本大震災に対す

る直接的な支援の対応経費の部分が交付されたものであります。 

それから、14 款の使用料及び手数料の中段からちょっと下の６節住宅敷地使用料の町有一般

住宅駐車場使用料。これにつきましては、決算見込みによる減で 27 万円の減となります。 

ちょっと飛びまして 20 ページ、21 ページでございます。17 款財産収入の一番下です。１目

財産貸付収入。港湾関連施設用地貸付収入でございます。臨海部用地でございますが、北海道

による海岸ブロック製作ヤードとして利用増があったことから 515 万 9,000 円の増額計上とな

っております。 

次のページをお開き願います。中段より下、２項１目不動産売払収入でございます。町有地

売り払い収入 319 万 2,000 円の減でありますが、分譲地の購入申請取り下げなどに伴う実績見

込みであります。 

次に、工業団地用地売払収入。株式会社白老油脂における売り払い収入でございまして、700

万円でございます。この 700 万円につきましては、先ほどの元金のところで説明しましたとお

り、三セク債の繰上償還の財源として使用するものであります。 

続きまして、次のページでございます。24、25 ページの寄附金一番下、一般寄附金。19 万円

でございますが、これはふるさと納税の一般分でございます。 

それから、19 款繰入金の下から２番目の９目財政調整基金繰入金１億 2,968 万 9,000 円の増

でございますが、今回の補正予算歳出に対する一般財源の不足分の補てんでございます。これ

によりまして財調の残高は 8,673 万 9,000 円となるものでありますが、今回病院に対する繰出

金１億 2,000 万円しておりますけれども、この財源につきましては特別交付税の３月交付分を

予定しておりまして、この部分につきましては追加補正でこの同額をある程度見込んでいると

ころでございます。 

それから、次のページでございます。21 款諸収入の５目雑入の上から３段目、宝くじ交付金

収入。これも額の確定によりまして５万 6,000 円の減となるものであります。 

次のページ。最後でございますが、３目臨時財政対策債。これも額の確定による整理であり

ます。758 万 6,000 円の減額計上であります。 

以上で歳入の一般財源につきましては説明を終了し、これで補正予算（第 12 号）につきまし

ては説明を終了させていただきます。 

○議長（山本浩平君） 14 番、及川保議員。 

○１４番（及川 保君） ６ページ開いていただきたいのです。間違いなのですけれども、債

務負担行為補正の２、変更。事項、変更前、変更後と横にいっていただいて、その下に期間、
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期間となっています。期間、限度額です。この訂正１件だけ。 

○議長（山本浩平君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 大変申しわけございませんでした。限度額ということで訂正

をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（山本浩平君） 皆さん、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） 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、または、

何か聞き漏らしたというようなことがございましたらどうぞ。 

１番、氏家裕治議員。 

○１番（氏家裕治君） １番、氏家です。今大黒課長のほうから話があった財政調整基金。最

後に説明がありました。25 ページ、この財政調整基金から繰り入れることによって残高が 8,600

万円になるのだという話があって、その後に今年度の交付金を入れるから結局同じだみたいな

話で、その辺ちょっともやもやしたのではっきりさせてもらいたいのです。 

○議長（山本浩平君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） わからない説明で大変申しわけございません。今回１億 2,000

万円の病院の繰り出しをしてございます。これにつきましては、今回の３月当初補正におきま

しては財政調整基金を取り崩さざるを得ないという状況でございますが、この財源につきまし

ては特別交付税の３月交付分で入る見込みであると町としてはある程度想定しておりますの

で、その部分については追加補正の中で対応させていただきたいということでの説明でござい

ました。 

○１番（氏家裕治君） わかりました。 

○議長（山本浩平君） 13 番、前田博之議員。 

○１３番（前田博之君） １点だけ聞きます。１－１ページですけれども、歳入歳出の補正額

1,632 万 7,000 円追加しています。歳出を見ると病院の事業の１億 2,000 万円が非常に大きい

のですけど、あと不用額で整理されていると思いますけど、かなりの不用額出ていますけれど

も、今回の不用額の整理の総額は幾らだったのか。 

○議長（山本浩平君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 大変申し訳ございません。不用額全部で、合計で出してござ

いませんので、後ほど計算してお答えさせていただきたいと思います。 

○議長（山本浩平君） ほかいかがでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） 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。 

それでは、ここで暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時５３分 
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再開 午前１１時０９分 

○議長（山本浩平君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

日程第２、議案第２号 平成 23 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号でございます。平成 23 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１億 742 万 8,000 円を減額、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 31 億 374 万 6,000 円とする補正でございます。 

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。歳

出。１款総務費、１項１目医療費適正化特別対策事業費、(１)保健指導推進経費 433 万 5,000

円の増額補正でございます。内容につきましては、保健指導推進にかかる採用保健師１名分の

人件費の計上でございます。これは医療費適正化対策において保健師等が被保険者の保健指導

の徹底に従じた場合、実質的に基づき北海道の特別調整交付金が交付されるものでございます。

財源につきましては道支出金一般会計から繰入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 5,450 万円の減額補正でご

ざいます。実績見込みによる精算でございます。財源については国庫支出金の減額、療養給付

費等交付金の増額、道支出金共同事業交付金の減額でございます。 

次に、２目退職被保険者等療養給付費 787 万 7,000 円の増額補正でございます。医療費の増

による増額でございます。財源につきましては療養給付費等交付金の増額でございます。 

次のページでございます。３目一般被保険者療養費 100 万円の減額補正でございます。実績

見込みによる精算でございます。財源につきましては国庫支出金の減額でございます。 

次に、４目退職被保険者等療養給付費 11 万 9,000 円の増額補正でございます。医療費の増に

よる増額でございます。財源につきましては療養給付費等交付金の増額でございます。 

次に、５目審査支払手数料 17 万 1,000 円の減額でございます。レセプト枚数減による実績見

込みでございます。 

続いて、２項１目一般被保険者高額療養費 2,550 万円の減額補正でございます。実績見込み

による精算でございます。財源につきましては国庫支出金の減額、前期高齢者交付金の増額、

道支出金の減額でございます。 

次に、２目退職被保険者等高額療養費 338 万 1,000 円の増額補正でございます。高額医療費

の増による増額でございます。財源につきましては療養給付費等交付金の増額でございます。 

次に、４目退職被保険者等高額介護合算療養費 19 万円の減額補正でございます。実績見合い

による減額でございます。財源については共同事業交付金の減額でございます。 
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続いて、14 ページをお開きください。３項２目退職被保険者等移送費につきましては財源振

りかえでございます。 

続いて、５項１目葬祭給付費 30 万円の減額補正でございます。実績見合いによる減額でござ

います。 

続きまして、３款後期高齢者支援金、１項１目後期高齢者支援金 1,508 万 5,000 円の減額補

正でございます。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 22 万 9,000 円の減額補正でございます。

概算納付金の確定による減額でございます。 

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 1,393 万

9,000 円の減額補正でございます。拠出金の確定による減額でございます。 

次に、３目保険財政共同事業拠出金 1,144 万円の減額補正でございます。拠出金の確定によ

る減額でございます。財源につきまして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)特定健康診査事業経費

300 万円の減額補正でございます。実績見合いによる減額でございまして、当初健診受診者数

を 1,620 人で見込んで計上しておりましたが、健診受診者数は 1,200 人の見込みとなる予定で

ございます。受診率は約 23％を見込んでございます。財源につきましては国庫支出金、道支出

金、諸収入の減額でございます。 

次のページをお開きください。２項１目保健衛生普及費健康づくり指導経費 180 万円の減額

補正でございます。実績見合いによる減額でございます。 

続きまして、10 款公債費、１項１目利子、一時借入金利子 83 万円の減額補正でございます。

一般会計、特別会計等からの基金運用をいただいたことにより、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。 

続きまして、11 款諸支出金、２項１目直営診療施設勘定繰出金、(１)国民健康保険病院事業

会計繰出金 484 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町立病院会計に繰り出しするものでございます。財源については国庫支

出金を全額充当するものでございます。 

次に、歳入についてご説明させていただきます。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 1,672 万円の減額補正でございます。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。 

次に、２目高額医療費共同事業負担金 348 万 5,000 円の減額補正でございます。実績見込み

による減額でございます。 

次に、３目特定健康診査等負担金 80 万 6,000 円の減額補正でございます。実績見合いによる

減額でございます。 

続いて、２項１目財政調整交付金１億 58 万 4,000 円の減額でございます。国保会計の収支差

額見合い分を計上しております。 
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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 6,920 万 4,000 円の増

額補正でございます。現年度分で退職医療に伴うもので交付見込みによる増額でございます。 

続きまして、６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 4,851万 9,000円の増額補正でございます。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 348 万 5,000 円の減額補正

でございます。実績見込みによる減額でございます。 

次に、２目特定健康診査等負担金 80 万 6,000 円の減額補正でございます。実績見合いによる

減額でございます。 

続いて、２項１目北海道国民健康保険調整交付金 941 万 4,000 円の減額補正でございます。

調整交付金の交付見込みによる減額でございます。 

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 4,018 万 2,000 円の減額補正で

ございます。80 万円を超える高額療養費に係る交付金が確定したことによる減額でございます。 

次に、２目保険財政共同安定化事業交付金 5,120 万 7,000 円の減額補正でございます。30 万

円を超える高額医療費に係る交付金が確定したことによる減額でございます。 

次のページをお開きください。９款繰入金、１項１目一般会計繰入金 238 万 5,000 円の増額

補正でございます。これは医療費適正化特別対策事業の保健指導推進に係る採用保健師１名分

の人件費について道の特別調整交付金を差し引いた差額分が一般会計から繰り入れされるもの

でございます。 

続きまして、11 款諸収入、３項１目特定健康診査等一部負担金 84 万 7,000 円の減額補正で

ございます。実績見合いによる減額でございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（山本浩平君） 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。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） 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。 

日程第３、議案第３号 平成 23 年度白老町後期高齢者医療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。 

南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 議案第３号でございます。平成 23 年度白老町後期高齢者医療事業

特別会計補正予算（第３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 49 万 6,000 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 5,555 万 6,000 円とする補正でございます。 

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。６ページをお開きください。歳
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出。２款分担金及び負担金、１項１目広域連合分賦金、(１)広域連合負担金 49 万 6,000 円の減

額補正でございます。内訳につきましては、後期高齢者医療保険基盤安定負担金、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 40 万 7,000

円の増額でございます。 

次に、後期高齢者医療事務費負担金は、広域連合の事務費の確定による精算で 90 万 3,000

円の減額でございます。財源につきましては一般会計からの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（山本浩平君） 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。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（山本浩平君） 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 23 年度白老町公共下水道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。 

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 23 年度白老町公共下水道事業特

別会計補正予算（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主に不用額等の整理でございますが、歳入歳出それぞれ 1,963 万

5,000 円を減額し、総額を 14 億 984 万 9,000 円とする補正でございます。補正内容につきまし

ては歳出のほうからご説明させていただきますので、事項別明細書 10 ページ、11 ページをお

開きいただきたいと思います。１款１項１目下水道総務費、(１)下水道業務一般事務経費であ

りますが、消費税納付金の不足額 277 万 5,000 円の追加と給与及び職員手当等の不用額の整理

により、今回 37 万 5,000 円を増額補正するものでございます。(２)水洗便所普及排水整備促進

経費につきましては、水洗便所改造資金の貸し付け実績に伴う不用額の整理でございます。な

お、平成 23 年度末で新規貸し付けの利用者見込み数は、現在手続き中１名を含み２名となる見

込みでございます。 

２目下水道維持管理費、(１)管渠維持管理事業につきましては、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、処理場管理経費につきましては、下水終末処理場運転管理業務包括委託

に伴う入札差金等の執行残の整理でございます。 

次に、２項１目下水道施設費、(１)管渠及び処理場整備費、公共下水道及び 13 ページの(２)

環境整備費、特定環境保全公共下水道につきましては、入札差金等による執行残の整理でござ

います。 
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続きまして、２款公債費でございますが、１項２目利子、(１)長期債利子支払費につきまし

ては、平成 22 年度下水道債に係る貸付利率の減によるものでございます。(２)一時借入金利子

分につきましては、決算見込みによる不用額の整理でございます。 

続きまして、お戻りいただきまして６ページ、７ページの歳入についてご説明させていただ

きます。２款１項１目下水道使用料につきましては、先ほどご説明した歳出の見合いにより

1,413 万 5,000 円を減額調整するものでございます。なお、平成 23 年度の決算見込みで、下水

道使用料につきましては３億 3,189 万 7,000 円の見込みと試算してございます。 

次に、３款国庫支出金につきましては、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、６款諸収入につきましては、水洗便所貸付金の貸し付け実績に伴う貸付元金 150 万円

の減でございます。 

次に、７款町債につきましては８、９ページになりますが、１項１目１節下水道事業債 350

万円の減でございます。対象事業費の確定による減額と、資本費平準化債と公共下水道事業債

の特別措置分の留保分を計上するものでございます。 

続きまして、４ページにさらに戻っていただきまして、「第２表 債務負担行為補正」でござ

いますが、水洗便所改造貸付利子補給及び合流式下水道改善水処理施設建設事業の確定におけ

る限度額の補正でございます。 

５ページ、「第３表 地方債補正」につきましても、事業額確定に伴う限度額の補正でござい

ます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（山本浩平君） 議案の説明が終わりました。 

これより議案第４号の議案に関して質疑を許します。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（山本浩平君） 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 23 年度白老町港湾機能施設整備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。 

赤城港湾室長。 

○港湾室長（赤城雅也君） それでは、議案第５号 平成 23 年度白老町港湾機能施設整備事業

特別会計補正予算（第２号）についてご説明いたします。 

今回の補正は、総額によりまして１万 7,000 円を追加し、歳入歳出それぞれ 7,167 万 2,000

円とするものでございます。 

次のページの「第１表 歳入歳出予算補正」及び５ページの「第２表 地方債補正」につい

ては記載のとおりでございますので、説明を省略させていただきます。 

10 ページをお開き願います。歳出からご説明いたします。１款港湾機能施設運営費、１項１

目港湾機能施設運営費 42 万 3,000 円の減額でございます。説明欄の事業費は、経費縮減により

35 万円の減額で、委託料につきましては入札差金により７万 3,000 円の減額でございます。 
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次に、２款公債費、１項１目元金 44 万円の増額でございます。元金償還金で、借り入れ時期

変更で元金償還が発生し 48 万円の増額になりましたが、次の利子には一時借入利子償還が４万

円の減額となっております。 

６ページへお戻り願います。歳入でございます。１款使用料及び手数料、１項１目港湾使用

料 300万円の減額でございます。これは公共外使用料で面積 15％の減によるものでございます。 

次に、財産収入。２款財産収入、１項１目財産収入貸付 58 万 5,000 円の減額でございます。

用地利用の減額によるものでございます。 

次に、３款繰入金、１項１目他会計繰入金 469 万 9,000 円の増でございます。一般会計から

の繰入金でございます。 

８ページでございますが、４款諸収入、３項１目雑入 3,000 円の増額でございます。工事用

設計図書コピー料でございます。 

次に、５款町債、１項１目港湾整備事業債 110 万円の減額でございます。資本費平準化債の

３年据え置きの解除に伴いまして、元金償還基準額が減額された分でございます。 

以上、補正予算の説明を終わります。 

○議長（山本浩平君） 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（山本浩平君） 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 23 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。 

本間生活環境課長。 

○生活環境課長（本間勝治君） 議案第６号でございます。平成 23 年度白老町墓園造成事業特

別会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

今回の補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ 160 万 9,000 円を減額し、総額を 3,981

万 8,000 円とするものでございます。 

次のページでございます。「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、説明を省略させていただきます。 

次に、５ページをお開きいただきたいと思います。「第２表 地方債補正」でございます。110

万円の減額でございますが、詳細につきましては事項別明細書の中でご説明をいたしますので、

ここも説明を省略させていただきます。 

それでは、歳出からご説明申し上げます。８ページ、９ページをお開きいただきたいと思い

ます。１款墓地区画費、１項１目墓地区画費 11 万 6,000 円の減額でございます。白老霊園墓地

区画費は財源振りかえでございます。また、(２)の白老霊園墓地区画造成事業につきましては、

設計委託料及び工事請負費の入札差金に伴う減額でございます。 

次に、３款公債費、１項１目元金 130 万円の減額でございます。 
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次に、２目利子 19 万 3,000 円の減額でございますが、元金、利子償還金とも墓園造成事業財

源として借り入れを予定しておりました霊園事業債につきまして、工事費など全体事業費の減

額に伴い借り入れ時期が年度末になることにより、当初見込んでおりました今年度償還分が次

年度からの償還開始となることによる減額でございます。 

以上が歳出の内容でございます。 

次に、６ページ、７ページにお戻りいただきまして、歳入のご説明をさせていただきます。

１款使用料及び手数料、１項１目墓園使用料 61 万 6,000 円の減額でございますが、整理による

ものでございます。 

次に、４款繰越金、１項１目繰越金は前年度繰越金で 10 万 7,000 円の増額でございます。 

次に、６款町債、１項１目霊園事業債 110 万円の減額でございます。歳出でもご説明いたし

ましたとおり、造成事業の工事費など全体事業費の減に伴う借入額の減額でございます。 

以上、歳入の内容でございます。 

簡単ではございますが、以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（山本浩平君） 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。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） 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 23 年度白老町介護保険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。 

長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 議案第７号、平成 23 年度白老町介護保険事業特別会計補正

予算（第２号）につきましてご説明いたします。 

今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ 1,017 万 2,000 円を追加し、総額 16 億 1,689 万 7,000

円とするものであります。 

次のページ、「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、

説明を省略させていただきまして、歳入歳出事項別明細書の歳出のほうから説明をさせていた

だきます。10 ページをお開きください。２歳出。１款総務費、１項１目一般管理費 416 万 4,000

円の増額で、不用額の整理と介護報酬改定に伴いますシステム改修委託料の増額で、改修費用

の２分の１が国庫負担であります。 

３項１目介護認定審査会費 20 万 4,000 円の減額補正で、不用額の整理でございます。 

２目認定調査費 106 万 8,000 円の減額で、認定調査員が年度途中で１名退職したことに伴い

ます共済費及び賃金の減額と介護認定機関の見直しに伴います主治医意見書の依頼件数による

ものでございます。 

次のページをお開きください。２款保険給付費、１項１目介護給付費 6,594 万円の増額補正

で、要介護１から要介護５までの方の給付費でございまして、１カ月当たり在宅利用者 333 人



 21 

を見込んでおりましたが、現在は 398 人と増加しており、その中でも特定施設の入所者の人数

が増加していることにより給付費の不足が生じるため増額するものでございます。 

２目介護予防給付費 4,446 万 4,000 円の減額補正で、こちらは要支援１と２の方の給付費で

ございますが、こちらのほうは１カ月当たり 275 人を見込んでおりましたが、現在のところ１

カ月当たり 194 人と減少したため減額するものでございます。 

３目審査支払手数料 10 万 3,000 円の減額でございます。国保連合会における審査手数料で、

実績見合いによる減額であります。 

ページをまたぎまして２項１目高額介護サービス費 455 万 3,000 円の減額で、こちらにつき

ましては、当初見込んでおりました人数に比べまして対象者数の減少によるものでございます。 

３項１目特定入所者介護サービス費 478 万 3,000 円の減額で、介護保険施設３施設の入所者

の食費及び居住費の低所得者に対します補足給付費でございます。こちらにつきましても対象

者の減少によるものでございます。 

３目特定入所者支援サービス費 15 万 9,000 円の減額でございます。要支援入所者の短期入所

にかかる食費及び滞在費の低所得者に対する補足給付費でございまして、実績見合いによる減

額でございます。 

続きまして、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 161 万 1,000 円

の減額で、主に二次予防高齢者に対します通所介護予防委託料の減額であります。 

次のページでございます。２目介護一次予防高齢者施策事業費 161 万 5,000 円の減額で、保

健師の配置がえに伴う給与費の減額が主な減額でございます。 

２項３目任意事業費 137 万 2,000 円の減額で、食数の減少に伴う配食サービス委託料の減額

でございます。 

次に、歳入の説明をいたします。４ページをお開きください。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 254 万 7,000 円の減額でございます。所得の減少にも合わせ

まして、被保険者数が当初見込んでいた人数と比較しまして減少したことによる減額でござい

ます。 

２款分担金及び負担金、１項１目地域支援事業負担金 187 万 3,000 円の減額で、介護二次予

防高齢者通所介護予防負担金及び配食サービス事業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 148 万 8,000 円の減額で、交付内示額に対する

整理でございます。介護給付費に対します国の負担割合が、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 458 万 1,000 円の減額で、交付内示額に対する整理でございます。 

次のページをお開きください。２目地域支援事業交付金介護予防事業分 77 万 5,000 円の減額

で、交付内示に対する整理で、国の負担割合は 25％でございます。 

３目地域支援事業交付金包括的支援事業任意事業分 15 万円の増額でございます。こちらは国

の負担は 40％となってございます。 

４目介護保険事業費補助金 216 万 3,000 円の増額で、歳出でご説明いたしました介護システ
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ム改修に伴う補助金でございます。 

４款道支出金、１項 1 目介護給付費負担金、１節の現年分は 523 万 1,000 円の減額で、交付

内示に対する整理でございます。道の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。過年度分 190 万 8,000 円の増額につきましては、平成 22 年度の介護給付費に対しま

す実績の精算分でございます。 

３項１目地域支援事業交付金介護予防事業分 38 万 7,000 円の減額で、交付内示額の整理でご

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７万 5,000 円の増額で、道の負担割合は

20％となっております。 

ページをまたぎます。５款支払基金交付金、１項１目介護給付費交付金 241 万 2,000 円の減

額及び２目の地域支援事業支援交付金、現年度分の 93 万円の減額につきましては、交付内示額

に対する整理でございます。過年度分の 27 万円の増額につきましては、平成 22 年度の地域支

援事業費の実績に対する精算分でございます。 

続きまして、７款繰入金、１項１目介護給付費繰入金 148 万 7,000 円の増額で、介護給付費

に対する負担割合 12.5％分の増額となってございます。 

２目地域支援事業繰入金介護予防事業分 38 万 8,000 円の減額で、町の負担割合は 12.5％と

なっております。 

３目地域支援事業繰入金包括的支援事業任意事業分７万 5,000 円の増額で、町の負担は 20％

となってございます。 

４目その他一般会計繰入金 72 万 9,000 円の増額で、歳出でご説明いたしました総務費に係る

一般会計繰入金でございます。 

２項１目介護保険基金繰入金 2,392 万 7,000 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あります。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（山本浩平君） 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（山本浩平君） 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 23 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） 議案第８号 平成 23 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、歳入歳出それぞれ 21 万 8,000 円を追加し、歳入歳出それぞれ

5,163 万 5,000 円とする補正でございます。 
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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

ございますので省略させていただきます。 

それでは、歳入歳出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。１款総務費、１項１目一般管理費、(１)特別養護老人ホーム一般事務経費 21 万 8,000

円の増額補正でございます。これにつきましては、ドラム式衣類乾燥機３台の購入費用でござ

います。 

続きまして、歳入の説明をさせていただきます。４ページをお開きください。３款繰入金、

１項１目一般会計繰入金 21 万 8,000 円です。これにつきましては、一般会計からの繰り入れで

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（山本浩平君） 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。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第８号の議案説明を終わります。 

日程第９、議案第９号 平成 23 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） 議案第９号 平成 23 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１号）であります。 

第１号におきましては、歳入歳出それぞれ 407 万 8,000 円を減額し、歳入歳出予算総額を歳

入歳出それぞれ１億 538 万 7,000 円とするものであります。 

主な内容についてご説明いたします。歳出にあっては、職員の給与を若干増額補正するもの

です。それと、不用額を落とすもの。歳入にあっては、前年度繰越金を計上し、サービス収入

を減額すると、このような中身になってございます。 

ちなみに１月末の現在の入所者の状況をお知らせいたします。介護度１の方が１名、２の方

が３名、３の方が３名、４の方が７名、５の方が５名、20 名の入所の状況でございます。平均

介護度につきましては 3.63。平均年齢につきましては 87.16 歳。１月の平均在所人数につきま

しては１日 18.8 人と、こういう状況になっております。胆振管内の介護度の状況でございます

が、特養の入所者が 3.6、療養病床が 4.5、老健が 2.9 と、このような状況になってございます。 

中身の説明をさせていただきます。２ページ、３ページ目の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。 

歳入歳出事項別明細書の歳出。６ページのほうから説明をさせていただきます。１款１項１

目一般管理費、介護老人保健施設きたこぶしでありますが、この一般管理事務経費につきまし

ては、給料、職員手当、共済費につきましては、当初予算編成時の職員の年齢構成に若干差が

ございまして、人事異動に伴って予算不足になるため、給料、職員共済費を同額補正するもの
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でございます。また、賃金以下の各節におきましては、不用額を整理するものであります。 

次に、２款サービス事業費の収入であります。次のページをお開きください。１項１目施設

介護サービス事業費 341 万 2,000 円の減額補正となります。介護サービス費につきましては不

用額の整理であります。入所者減による不用額を整理したものでございます。平成 22 年度の入

所者の平均的な在所人数は１日 24.8 人でありまして、今年度見込みで 20.7 人になる見込みで

ございます。従いまして、入所減に伴って必要な諸経費を減額するものであります。 

３款１項１目利子につきましては、一時借入金の利子について不用額を整理するものであり

ます。 

４ページの収入に戻ります。１款サービス費収入につきましては、歳出で説明しました歳出

の減額に伴う見合いをサービス収入から減額するものであります。なお、３款１項１目の繰越

金は、平成 22 年度の繰越金を今回計上させていただくものであります。なお、歳出の２款施設

介護サービス事業費の中で説明しましたとおり、今年度の平均入所者数が日平均 20.7 人、前年

度が 24.8 人ということでありましたので、当初予算積算時には 25.2 人を予定してございまし

たが、これと比較しまして入所数が相当落ち込んでいるという状況になってございます。従い

まして、今年度の決算に応じて赤字が発生する見込みとなってございます。入所者の安定的な

確保が、私の指導が至らずできませんでした。このような結果となることになりまして、事務

長として非常に責任を感じております。ここでまずお詫びを申し上げておきたいと思います。 

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

○議長（山本浩平君） 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。 

７番、 議員。 

○７番（ 君） ９ページの施設介護サービス事業経費が当初の目標の 25.4 人から 20.7

人に大幅に減したことにより、サービス経費の減と、また、収入減だというふうになったので

すけれども、実は私、入りたいと言ったのだけど断られたという人の話も何人か聞いているの

です。実際に入りたいと言っても断られたという話まで聞いているのに、なぜ、入所者減にな

ってしまったのか。その辺のことも少し説明していただければありがたいと思うのですけど。 

○議長（山本浩平君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 入りたいという方がいて断られたというケースはさまざまなケ

ースが想定されます。一般的に医療機関併設型の老人保健施設でありますので、入れる条件と

しましては、医療はある程度必要ではあるがその方によっては医療療養の施設に入ることがや

はりふわさしいというケースが相当数ございます。基本的には中間施設となっておりますので、

在宅もしくは介護保険施設、例えば特養とかです。そういったところに移っていくための中間

的な施設の位置づけとなります。ご相談を受けた中ではやはり医療の必要性が非常に高いとい

うような状況の中で、私どものほうで受けかねるケースが結構あったように考えてございます。 

また、もう１つは、本年度の状況でいいますと、年度当初の状況でいいますと、昨年同様順

調に出発をしておりました。６月頃から、例えば、この近隣に同様な施設、あるいは認知症に
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対応する施設等がたくさんできまして、そういったところに移っていただく、あるいは体調を

崩されて病院の２階の医療のほうに出たまま、そのまま戻れなかったというようなケースもご

ざいまして、そこの部分について平たく言いますと補充ができなかったと。このような状況に

なっておりまして、最終的に在所の人数が少なくなったと、こういう状況になってございます。 

○議長（山本浩平君） ７番、 議員。 

○７番（ 君） さまざまなケースがあって、その方によって入所をお断りしなければ

いけないし、また、出て行かれて、その補充がということだったのですけれども、実際に補充

をするために、例えば一度医療関係とかそういうことでお断りしても、実際には中間の施設的

な立場だというのだったら、その方を一回断っても、例えば３カ月後とか半年後とか、そうい

うような追跡をして、その方に再度どうでしょうかというようなアプローチとかはしていたの

ですか。その辺の努力のあたりも説明してください。 

○議長（山本浩平君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） そのような努力はしておりますが、今西田議員がご指摘の面で

いえば、やはりそういったことも少しフォローが足りなかったのかなという面も否めないと考

えております。ただ、うちのほうもただ手をこまねいて見ているわけではございませんで、苫

小牧の医療機関、あるいは特に白老、４月からまた新しい老健ができますけれども、町内の老

健がございますけれども、そういった中から特に医療度の必要のある程度高い方についてはう

ちのほうで面倒見ますと、こういう情報も発信してございまして、最近そういったご相談もい

ただいたような状況になっていますので、条件が整い次第どんどん受けていきたいとこのよう

に考えてございます。 

○議長（山本浩平君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） 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。 

○議長（山本浩平君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時５９分 

                                         

再開 午後 ０時５９分 

○議長（山本浩平君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

まず初めに、13 番、前田議員の質問で保留になっていたものがございますので、回答のほう

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） 先ほどの前田議員からのご質問で、今回の一般会計補正予算

（第 12 号）の中で不用額の合計はということでございました。それで、議会から諸支出金まで

不用額の整理及び執行残、そういったものも含めまして、合わせて１億 7,215 万円となります。 

以上でございます。 
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○議長（山本浩平君） それでは、日程第 10、議案第 10 号 平成 23 年度白老町水道事業会計

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 10 号 平成 23 年度白老町水道事業会計補

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、予算書第４条本文括弧書き中、「不足する額 5,228 万 3,000 円」

を「不足する額 5,232 万円」に、「減債積立金 2,560 万 6,000 円」を「減債積立金 2,564 万 3,000

円」に改め、資本的収入、企業債 2,160 万円と資本的支出、企業債償還金 2,163 万 7,000 円の

増額補正を行うものでございます。 

この補正の内容につきまして、４ページをお開きください。資本的支出１款２項１目 45 節の

企業債償還金につきまして、平成 23 年度公的資金保証金免除繰上償還に係る借換債分の償還金

額 2,163 万 7,000 円を増額補正し、資本的収入、１款１項１目１節企業債を歳出見合いで 2,160

万円を補正するものでございます。なお、この繰上償還に伴う利息の軽減効果は 377 万円と試

算してございます。 

次に、２ページに戻っていただきまして、借換債の実施に伴いまして予算書第６条に定めた

表の起債の目的及び限度額に高金利借換債 2,160 万円を追加するものでございます。なお、次

の３ページの実施計画書については記載のとおりでございますので、説明を省略させていただ

きます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（山本浩平君） 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。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） 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 23 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） 議案第 11 号でございます。平成 23 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。今回の補正予算につきましては、他会計から

の繰入金１億 2,484 万 4,000 円を歳入として追加する内容になってございます。 

第１款の病院事業収益につきましては、既決予算額が 10 億 3,853 万 7,000 円、これに補正予

定額１億 2,484 万 4,000 円を足して 11 億 6,338 万 1,000 円とする内容となってございます。 

２ページ目でございます。実施計画書については記載のとおりでございます。 

３ページ目の収益的収入についてご説明を申し上げます。今回の補正の主な内容につきまし

ては、23 年度において一般会計から他会計補助金として 8,000 万円、国保会計から 484 万 4,000

円、それに合わせて不良債務解消分として 4,000 万円、総合計で１億 2,484 万 4,000 円の収益
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的収入の増を計上する内容となってございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（山本浩平君） 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ぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） 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 スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定

についての議案について説明をお願いいたします。 

渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 議案第 24 号になります。スポーツ基本法の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例の制定について。 

議案説明ですが、この関係条例は白老町スポーツ振興審議会条例ということになります。白

老町のスポーツ振興審議会条例につきましては、スポーツ振興法に基づいて制定をしているわ

けですが、そのスポーツ振興法が制定されてから 50 年が経過して、スポーツを取り巻く環境が

大きく変化していることを受けてこれまでのスポーツ振興法を全面改正し、スポーツ基本法が

制定されたことから、条例中の関係する字句、名称等の改正、整理を行うものであります。 

議 24－4 をお開きいただきたいと思います。新旧対照表になります。改正の内容につきまし

ては、これまでの白老町スポーツ振興審議会条例を白老町スポーツ推進審議会条例に。それか

ら、設置のスポーツ振興法をスポーツ基本法。それに合わせまして、白老町スポーツ推進審議

会、こういう名称に変わっていきます。それから、任務、その中においては、スポーツの振興

という改正前の文言をスポーツの推進、こういうふうに改めるものです。それと、下段のほう

の特別職の職員の非常勤のものの対照表につきましては、これまで体育指導員という名称で非

常勤職員を雇っておりましたが、その名称がスポーツ推進委員という名称に変わるものであり

ます。この施行の期日につきましては、附則、この条例は公布の日から施行するということに

なっております。 

説明については以上です。 

○議長（山本浩平君） 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（山本浩平君） 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。 

日程第 13、議案第 25 号 住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整

理に関する条例の制定についての議案について説明をお願いいたします。 

辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 議案第 25 号の住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてご説明申し上げます。 
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３ページ、議案説明でございます。外国住民の利便の増進及び地方自治体の行政事務の合理

化を図るため、外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象に加えること等を内容とした

「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行されることに伴い、本町における関係条例を

整理する必要があることから、本条例を制定するものであります。 

具体的な内容につきましては、４ページからの新旧対照表のとおりでございますけれども、

従来の外国人登録法が廃止されることによりまして、本町の関係する７つの条例に記載されま

した該当事項の削除などが主な改正内容となっております。なお、施行日は平成 24 年７月９日

であります。 

以上で議案説明を終わらせていただきます。 

○議長（山本浩平君） 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。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） 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 白老町児童デイサービス事業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。 

渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 議案第 26 号 白老町児童デイサービス事業条例の一部を改正する

条例の制定について説明をさせていただきます。現在は、白老町発達支援センターで実施され

ております児童デイサービス事業、これにつきましては、法としては障害者自立支援法に基づ

き事業を実施しております。ですが、現在、新たな障害者福祉法制度等についての検討が行わ

れておりまして、これが施行されるまでのつなぎの法案として、現在、障害者制度改革推進本

部等における検討を踏まえて、障害保健福祉施策を見直すまでの間において、障害者等の地域

生活を支援するための関係法案の整備に関する法律というものが公布されております。それで、

それに基づきまして、これまでの障害者自立支援法及び児童福祉法の一部が改正されることか

ら、本事業の名称及び根拠法令等が改められます。それに関する所要の整備を行うため、本条

例の一部を改正するものであります。 

議 26－４をお開きいただきたいと思います。新旧対照表です。改正前、これまでの事業名、

白老町児童デイサービス事業条例、改正後は白老町障害児通所支援事業条例に改正されます。

目的の第１条、これまでの知的障害のある児童に、または、精神に障害のある児童が追加され

ることになります。それと、これまでの児童デイサービス事業を行うことにより、障害児通所

支援に関する事業という名称になっていきます。名称等については、これまでの児童デイサー

ビス事業を障害児通所支援事業ということで、条例等の中では改正になっていきます。改正の

内容については、文言等の整理という考え方で改正をさせていただくものであります。 

附則です。この条例は、平成 24 年４月１日から施行するということになっております。 

説明としては以上になります。 
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○議長（山本浩平君） 議案の説明が終わりました。 

これより議案第 26 号の議案に関しての質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第 26 号の議案説明を終わります。 

日程第 15、議案第 27 号 白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例並びに白老町重度心身

障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についての

議案について説明をお願いいたします。 

辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 議案第 27 号の白老町乳幼児等医療費の助成に関する条例並び

に白老町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてでございます。 

２ページの議案説明でございます。障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障

害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整

備に関する法律に基づき、児童福祉法の一部が改正され、児童福祉施設の定義等が改められる

ことから、所要の整備を行うため、本町の関係条例の一部を改正するものである。なお、この

条例改正において、本町が実施する乳幼児並びに重度心身障害者及びひとり親家庭等への医療

費の助成事業の対象者が変更されるものではございません。 

改正内容につきましては、次のページの新旧対照表のとおり、２つの条例の括弧書きにあり

ます、知的障害児通園施設に通所している者を除くという文言の部分を削除するものでござい

ます。なお、町内に該当する施設はなく、また、該当者も現在のところおりません。 

附則にありますように、施行日は４月１日でございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（山本浩平君） 議案の説明が終わりました。 

これより議案第 27 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（山本浩平君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第 27 号の議案説明を終わります。 

日程第 16、議案第 31 号 白老町営住宅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。 

岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 議案第 31 号 白老町営住宅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。 

議案説明。４ページをお開き願います。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進

を図るための関係法律の整備に関する法律に基づく公営住宅法等の一部改正に伴い、公営住宅

による公営住宅の入居者資格のうち、同居親族要件が廃止されることとなりました。このこと
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により、地域の実情に応じて同居親族要件が引き続き必要な場合は、各地方自治体の条例で措

置することが必要となり、本町においては北海道及び管内市町の動向を勘案し、町営住宅に係

る現行の同居親族要件を継続することとするため、本条例の一部を改正するものであります。

あわせて所要の整備を行うものでございます。このたびの公営住宅法の改正は、公営住宅とし

ての基本政策そのものの変更を目的としたものではなく、国から地方への権限移譲に主眼が置

かれております。高齢住宅法の同居親族要件が廃止されたことによって、これまでの内容を条

例において措置するものでございます。 

次のページの新旧対照表については、これらの内容を整理したものでありますので、説明を

省略いたします。 

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（山本浩平君） 議案の説明が終わりました。 

これより議案第 31 号の議案に関して質疑を許します。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（山本浩平君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第 31 号の議案説明を終わります。 

日程第 17、議案第 32 号 白老町立図書館条例の一部を改正する条例の制定についての議案

について説明をお願いいたします。渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 議案第 32 号 白老町立図書館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。 

議案説明です。地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律に基づく図書館法等の一部改正に伴い、図書館協議会委員の任命の基準につ

いては、文部科学省令で定める基準を参酌の上、各地方自治体の条例で定めることとなったも

のであります。本町におきましては、当該省令で定める基準を参酌の上、これに準ずる内容を

同協議会委員の任命の基準とするため、本条例の一部を改正するものであります。 

この改正につきましては、附則として平成 24 年４月１日から施行するものであります。 

議 32－３に新旧対照表がございます。改正後につきましては、第５条第３項、協議会の委員

は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験の

ある者の中から、白老町教育委員会が委嘱する。これを追加するものであります。現在、白老

町の図書館協議会の委員につきましても、もう既にこの関係の方々に委員として委嘱をして活

動を行っていただいている状況にあります。 

議案説明としては以上です。 

○議長（山本浩平君） 議案の説明が終わりました。 

これより議案第 32 号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第 32 号の議案説明を終わります。 
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日程第 18、議案第 33 号 白老町税条例の一部を改正する条例の制定についての議案につい

て説明をお願いいたします。 

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 33 号 白老町税条例の一部を改正する条例

の制定についてを説明いたします。 

次のページに議案説明がございます。地方税法の一部を改正する法律が昨年 12 月 14 日に公

布され、原則として同日から施行されたことから本条例の一部を改正するものであるというこ

とでございます。 

改正内容について説明をさせていただきます。昨年の定例会６月会議におきまして、東日本

大震災の被災者等の負担軽減を図るため、住宅や家財等にかかる損失の雑損控除について、雑

損控除というのは自然災害とか盗難によって住宅や家財に損害があったときに、一定の条件が

ありますが所得控除されるというものでございます。その雑損控除について、その損失が平成

22 年度に発生したとみなして平成 23 年度の住民税での適用を可能とする地方税法の改正に伴

い、白老町税条例の改正を上程し、可決されたところでございます。ただし、この損失の対象

となる災害関連支出につきましては、災害がやんだ日から１年以内の支出に限るものであると

いうことでございました。しかし、今回の法律改正によりまして、この災害関連支出について

は、大規模な災害の場合、その他やむを得ない事情がある場合には、１年を超え３年以内に支

出する費用を追加することができるものとする改正でございます。それによりまして、本条例

も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（山本浩平君） 議案の説明が終わりました。 

これより議案第 33 号の議案に関して質疑を許します。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（山本浩平君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第 33 号の議案説明を終わります。 

日程第 19、議案第 36 号 白老町消防手数料徴収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。 

○消防長（前田登志和君） 議案第 36 号 白老町消防手数料徴収条例の一部を改正する条例の

制定についてご説明をいたします。 

次のページ、議案説明のほうでご説明をいたします。浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所に係る

技術上の基準を設けること等を目的として、危険物の規制に関する政令の一部が改正されるこ

とに伴い、当該貯蔵所の設置に係る審査手数料を定めるべく、地方公共団体の手数料の標準に

関する政令の一部が改正されることから、本町における当該手数料についてもこれに準拠する

ため、本条例の一部を改正するものであります。 

下の新旧対照表でございますが、今までありました条文の中に、浮き蓋付特定屋外タンク所

蔵所という言葉が加えられるものであります。次のページも同様でございます。なお、この浮
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き蓋付特定屋外タンク貯蔵所は、本町にはございません。 

附則でございますが、この条例は平成 24 年４月１日から施行するものであります。 

以上でございます。 

○議長（山本浩平君） 議案の説明が終わりました。 

これより議案第 36 号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第 36 号の議案説明を終わります。 

日程第 20、議案第 37 号 北海道市町村総合事務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） 議案第 37 号でございます。北海道市町村総合事務組合規約の

変更についてということでございます。 

次のページの議 37－２でございます。議案説明でございます。上砂川町が砂川地区広域消防

組合に加入することにより、消防関係の共同処理する事務については砂川地区広域消防組合に

おいて取り扱うこととなることから、北海道市町村総合事務組合規約を変更することについて、

地方自治法第 286 条第１項及び同法第 290 条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでござ

います。いわゆる、今まで消防は上砂川町単体で持っていたということでございますが、それ

を広域化することによって移行したという形になりますので、それに伴う変更でございます。 

なお、この規約については、地方自治法第 286 条第１項の規定による総務大臣の許可の日か

ら施行する形になります。 

以上でございます。 

○議長（山本浩平君） 議案の説明が終わりました。 

これより議案第 37 号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第 37 号の議案説明を終わります。 

日程第 21、報告第１号 専決処分の報告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） 報告第１号でございます。専決処分の報告でございます。地

方自治法の第 180 条第１項の規定により、議会において指定されている下記事項について別紙

のとおり専決処分したもので、同条第２項の規定により報告するものでございます。 

記については、記載のとおりでございます。 

続きまして、専決処分書でございますが、次のページになります。２月 10 日専決でございま

す。損害賠償の２万 3,691 円、損害賠償の相手方は記載のとおりでございます。 

説明でございますが、交通事故による専決処分でございまして、事故の発生状況でございま
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す。日時、平成 24 年１月 19 日午前８時 50 分頃になります。場所につきましては、白老町東町

２丁目５番、旧やまいち商店駐車場内ということで、次のページに見取り図がありまして、事

故現場拡大図、こういう形になっております。当事者については、甲、乙、記載のとおりでご

ざいます。 

状況につきましてですが、平成 24 年１月 19 日午前８時 50 分頃、甲が高齢者の居宅訪問に向

かうため、旧やまいち商店駐車場内を徐行中、乙の車が甲の車の左前方に向かい後進してきた

ため、甲がブレーキを踏みクラクションを鳴らしたところでございますが、乙がこれに気づか

ずに甲の車に接触したものでございます。損害の程度でございますが、乙車、助手席側後部フ

ェンダー部分の損傷でございます。 

 損害賠償額でございますが、本件は甲の徐行中に乙が後方確認を怠り後進してきたことによ

り発生した事故であることから、乙の修理費用７万 8,971 円のうち、過失割３割分２万 3,691

円を乙に対して支払うことで示談するものでございます。なお、損害賠償額については、全額

保険により補てんされているところでございます。  

以上でございます。  

○議長（山本浩平君） 議案の説明が終わりました。 

これより報告第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。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） 質疑なしと認めます。 

これをもって報告第１号の議案説明を終わります。 

日程第 22、議案第 28 号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、

議案第 29 号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

の制定について、議案第 30 号 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を

改正する条例の制定についての３議案について、一括し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 28 号でございます。職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてでございます。 

議案説明に書いてございますが、現在、職員の給与については自主削減をしておりますが、

附則で、本年３月 31 日で切れる形になりますこの自主削減を継続するために、本条例の一部を

改正するものでございます。改正率等については、後ほどあわせまして、資料に基づいてご説

明したいと思います。 

続きまして、議案第 29 号でございます。特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する

条例の一部を改正するものでございます。 

議案説明でございますが、本町における特別職、町長、副町長につきましても附則で現在規

定をしておりますが、この規定が本年３月 31 日で切れる形になります。これにより、削減率を

見直した上で自主削減を継続するというものでございます。 

続きまして、議案 30 号でございます。教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例
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の一部を改正する条例の制定についてでございます。 

次のページでございますが、教育長においても現在自主削減をしてございます。規定により

まして本年３月 31 日に切れますことから、削減率を見直した上でこれを継続する条例の一部を

改正するものでございます。 

続きまして、説明資料に基づいて説明しますのでよろしくお願いいたします。まず、１とし

て、平成 24 年４月１日以降の自主削減率（一般職）、職員でございます。職員の自主削減を変

更せず、引き続き１年間継続するということで、下記の表のとおり、現在 1.8％から 2.2％の削

減をやっているところでございます。これを引き続き１年間継続する形にするものでございま

して、期間については平成 24 年４月１日から平成 25 年３月 31 日でございます。 

続きまして、２番目でございますが、平成 24 年４月１日以降の自主削減率ということで、特

別職でございます。説明してございますが、先ほども申し上げましたとおり、現在景気の低迷

あるいは地方税の減少、それと、国の財政構造改革に伴う地方交付税の削減など地方財政を取

り巻く環境は依然として厳しく、本町においても新財政改革プログラムを取り組み、経費の節

減や効率化を追求して行政運営を行っているところであります。このような状況のもとで新財

政改革プログラムの一環であります、特別職などの給与の額については、平成 23 年６月３日に、

昨年６月３日でございますが、白老町特別職報酬等審議会により、町長、副町長、教育長につ

いては、自治体運営が複雑化、高度化する中、極めて重要な職務、職責を担っており、職務・

職責の重要性に相応しい処遇が必要であることを考慮すると、現行の自主削減率は他自治体と

比較しても非常に厳しい率と考えるものという答申がされているところであります。したがい

まして、上の２つの理由等を考慮しながら給与の自主削減率の見直しを行い、引き続き１年間

継続したいという考え方でございます。 

それで、現行と改正後ということでございますが、１、町長については、現在給与月額、期

末勤勉手当合わせまして、同じく 32.5％を行っているところでございます。それで、給与月額

については 85 万円を 57 万 3,750 円としているところであり、年間の削減率、いわゆる給与月

額と賞与を合わせて年間約 457 万円を減額しているところでございます。これを改正いたしま

して、町長については、給与月額 85 万円を 20％削減して 68 万円、期末手当については基本的

には削減をしないという形にし、年間 240 万円の削減になるところでございます。したがいま

して、現行から改正後の差につきましては 253 万円となり、55.3％を戻す形になると思います。 

続きまして、副町長でございますが、同じく月額給与現在 27.3％でございますが、これを

20.0％に削減するという考え方です。現行の給与月額 49 万 5,814 円を 20％削減し、54 万 5,600

万円にするものでございます。あわせまして裏面でございますが、年間削減額でございますが、

307万 9,000円から 163万 7,000円とし、約 46.8％の削減戻し額になるという形でございます。 

 続きまして、教育長でございますが、同じように考えまして、基本的に現在 21.5％の削減を

15％にするという考え方でございます。削減額については、基本的には削減 51 万 5,950 円にな

り、年額 215万 8,000円の削減額が 109万 3,000円ということで 49.4％という形でございます。 

合わせますと大体、特別職で約 50％を現在の削減額から戻す、こういう形になろうかという
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ふうに思います。 

続きまして、資料１でございますが、胆振管内の市町特別職給与等の状況、それから、裏面

には類似団体特別職の給料等の状況を記載しております。見方でございますが、市町長、副市

町長、教育長という形で上段と下段に分かれていますが、上段が通常規定に基づく給与額、下

段が削減されているところの額という形になります。給与削減率については、記載のとおり月

額何％とういう形になってございます。期末勤勉手当の削減率は、削減されていないところは

表示してございませんが、削減しているところは記載しているところでございます。次の欄で

ございますが、給与月額に換算した削減率。いわゆる給与月額と賞与を削減しているところ、

削減していないところがございますので、これを、賞与を加えて平均にならすと、月は給与に

ついては 12 カ月、賞与については 3.95 カ月になりますので、合わせますと 15.95 月で基本的

に年額を割り返した率を出しております。そうすることによって、ほかの自治体と基本的に比

較しやすいようになっているということでございます。そういうことにより比較しやすいよう

にしておりますので、参考までに見ていただければというふうに思ってございます。ちなみに

これを適用しますと、白老町では自主的に給与で換算していきますと、白老町町長が 15％、副

町長 15％、教育長 11.3％でございます。それで、同じように洞爺湖町が 15％、15％、15％と

こういう形になってこようかというふうに思っています。したがいまして、管内では一番高い

ほうの削減率になるということでございます。あわせて裏面についても見ていただければ、類

似団体での状況がわかるのではないかなというふうに考えてございます。 

なお、施行については、本年の４月１日からということで考えてございます。 

以上でございます。 

○議長（山本浩平君） 議案の説明が終わりました。 

これより議案第 28 号から第 30 号までの議案に関して質疑を許します。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（山本浩平君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第 28 号から第 30 号までの議案説明を終わります。 

日程第 23、議案第 34 号 白老町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての議案

について説明をお願いいたします。 

辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 議案第 34 号 白老町介護保険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。 

３ページの議案説明であります。平成 24 年度を初年度とする第５期白老町介護保険事業計画

の策定に伴い、介護保険料率の改定を行うとともに、介護保険法施行令に基づく新たな保険料

率区分の設定を行うことから、本条例の一部を改正するものであります。また、これにあわせ

て普通徴収（口座振替）による保険料の納付期日について見直しを行うものであります。 

 次４ページ、新旧対照表でございます。第４条は介護保険料率について記載されております
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けれども、平成 24 年度から平成 26 年度まで改正後の金額に改定するものであります。改正率

は約 26％であります。 

次、第５条でありますが、普通徴収に係る納期の改正でありますが、現在第５期 11 月、第６

期 12 月になっているものについての変更で、第５期は従来年金支給月ではない 11 月に徴収す

ることになっているため、年金支給月の 12 月に変更し、あわせて第６期を２月の年金支給月に

変更するものでございます。なお、施行期日つきましては、附則にありますように平成 24 年４

月１日からとしてございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（山本浩平君） 議案の説明が終わりました。 

これより議案第 34 号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第 34 号の議案説明を終わります。 

日程第 24、議案第 35 号 白老町墓園条例の一部を改正する条例の制定についての議案につ

いて説明をお願いいたします。 

辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君）  議案第 35 号 白老町墓園条例の一部を改正する条例の制定

についてであります。 

２ページの議案説明でございますけれども、墓園の整備については、昭和 48 年度より墓地公

園として白老霊園の造成及び墓所整備を行い、昭和 51 年度より供用を開始し、平成 11 年度の

区画増設を経て、これまで 1,252 区画を供用してきたところございます。近年、町民の墓所需

要の増大により、供用墓所の区画が不足してきたことから、平成 23 年度に 276 区画を新たに整

備し、平成 24 年度から供用を開始することとしたため、これに係る墓園使用料について規定す

るべく、本条例の一部を改正するものであります。 

改正内容につきましては、次のページの新旧対照表でご説明いたします。別表第１の中に第

３期造成といたしまして、平成 24 年度供用開始分として４平方メートル、６平方メートル、９

平方メートルの３区分で使用料を書き加えるものでございます。使用料の価格の考え方であり

ますが、１平方メートル当たりの単価は３万 5,000 円としており、第２期造成の単価２万 7,000

円より約 30％のアップ率となっております。第３期造成の事業費は、276 区画分で約 3,960 万

円を見込んでおりますが、その財源として 23 年度中に借り入れする町債 3,790 万円について、

平成 24 年度以降 15 カ年間で償還することとし、15 年間での分譲を見込んで使用料を設定して

いるものでございます。 

施行日は、平成 24 年４月１日からということにしてございます。 

なお、管理料につきましては改正を行いませんけれども、現在１平方メートル当たり 7,000

円となってございます。 

次のページ、説明資料でございますけれども、この表の内訳としては、事業費全体として平
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成 23 年度の事業費のほかに 24 年度以降の町債の利子も含めまして１平方メートル当たりの単

価を３万 5,000 円とした積算内訳の資料でございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（山本浩平君） 議案の説明が終わりました。 

 これより議案第 35 号の議案に関して質疑を許します。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（山本浩平君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第 35 号の議案説明を終わります。 

それでは、ここで休憩をいたします。 

休憩 午後 １時５０分 

                                         

再開 午後 ２時０１分 

○議長（山本浩平君） 休憩を閉じまして会議を再開いたします。 

日程第 25、議案第 12 号 平成 24 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 号の平成 24 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、ご用意していただく資料でございます。ピンク色の紙ファイルの白老町一般会計予算

書です。それと、平成 24 年度白老町予算の概要。それから、平成 24 年度白老町一般会計予算

説明資料。この３つの資料になりますが、きょうは時間の都合上、ピンクのファイルの途中で

おそらく終わると思います。 

それでは、議案第 12 号 平成 24 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、１枚目をお開きいただきまして、第１条でございます。歳入歳出の予算の総額は、95

億 4,900 万円と定めました。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。 

２ページから５ページ、「第 1 表 歳入歳出予算」につきましては記載のとおりでございます

ので、こちらにつきましても省略をさせていただきます。 

６ページでございます。「第２表 債務負担行為」でございますが、一番上です。事項、苫小

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

医師の損害賠償等に対する補てん。期間は平成 24 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、それから、システム等購入年賦金等でございますので、

記載のとおりであります。 

次のページでございます。「第３表 地方債」でございます。これにつきましても記載のとお

りでありますが、額等につきましては歳出の説明の中で財源として説明をいたします。 

９ページから歳入歳出予算事項別明細書の総括でございますが、10 ページ、11 ページについ
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ては記載のとおりでございます。 

歳入歳出事項別明細書の内容を説明いたしますが、昨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、歳出のほうから説明させていただきます。102 ページをお開

き願います。まず、１款議会費、１項１目議会費 8,779 万 9,000 円の計上で、前年比 1,070 万

4,000 円の減でございます。(１)議員報酬等は 7,640 万 7,000 円でございますが、昨年度から

計上の議員共済会負担金が前年比 1,168 万円減の 2,177 万 3,000 円となり、総額で 1,169 万

5,000 円の減となります。(２)議会運営経費は 1,139 万 2,000 円でありますが、４年に一度の

東京以北研修を計上したことなどにより 991 万 1,000 円の増であります。 

106 ページをお開きください。２款総務費に入ります。総務費は本年度４億 786 万 5,000 円

の計上で、前年比 5,804 万 2,000 円の減でございます。 

１項１目一般管理費は１億 8,855 万 6,000 円、前年比 571 万円の増であります。以下、増減

の大きい主なものを説明していきます。109 ページをお開きください。(６)庁舎管理経費 2,502

万 6,000円、53万円の増でありますが、燃料費の単価及び使用量の増によるものでございます。

111 ページでございます。(７)職員管理事務経費 715 万 1,000 円でありますが、文化庁に派遣

する職員の住宅の家賃及び赴任旅費などを計上し 210 万 7,000 円の増となっております。113

ページ、(11)情報化推進経費 8,969 万 4,000 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が、パソコ

ン等機器類の購入による北海道市町村備荒資金組合年賦金の支払いが増加したことなどにより、

前年比 572 万 3,000 円の増となっております。115 ページ、(12)契約事務経費 1,130 万 8,000

円で 92 万 1,000 円の増でありますが、契約財産管理グループ員のうち給与費で計上していた嘱

託職員１名を臨時職員に切りかえ、本経費に計上したことなどによるものであります。117 ペ

ージ、(15)光ネットワーク管理経費 926 万 4,000 円の計上でありますが、光通信ケーブルの共

架柱変更修繕の増加などにより 47 万 8,000 円の増となっております。なお、財源といたしまし

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。119 ページ、(18)情

報基盤推進事業５万 9,000 円の計上で、前年比 117 万 4,000 円の減であります。本年は役場及

び学校パソコン等の更新に係る経費の計上で総額 1,177 万 1,000 円となりますが、これを北海

道市町村備荒資金組合の資金を活用し５カ年で購入するもので、今年度は利息分の計上となり

ます。(19)自己啓発研修事業 94 万 9,000 円の新規計上であります。役場職員の資質向上を目的

に新たな自己啓発、モチベーションアップ研修を行い、組織全体の活性化を図ることにより、

町長公約としている変わった役場の実現を目指すものであります。 

２目姉妹都市費 448 万円、前年比 214 万 6,000 円の減であります。昨年は青少年の国際姉妹

都市ケネル市訪問交流事業を実施いたしましたが、本年は、昨年、東日本大震災のため中止と

なった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。 

120 ページ中段です。３目職員厚生管理費 485 万 9,000 円、総合健診受診者の増などにより

39 万 1,000 円の増であります。 
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４目広報広聴費 787 万 6,000 円の計上でありますが、印刷製本費の単価の減及び編集業務委

託料の見直しなどにより 164 万 1,000 円の減となっております。 

122 ページでございます。５目財政管理費１億 37 万 9,000 円、前年比 11 万 5,000 円の減で

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

本年度をもって借入金償還は終了となります。 

６目会計管理費は記載のとおりでございます。 

124 ページ、７目財産管理費 449 万 2,000 円、前年比 4,042 万 5,000 円の減であります。(１)

の財産管理事務経費 289 万 3,000 円は、臨時職員経費の見直しなどにより 86 万 6,000 円の減と

なっております。(３)町有林管理事業 124 万 9,000 円でありますが、除間伐事業の１年先送り

などにより 522 万 5,000 円の減となっております。なお、昨年計上の町有財産資産評価システ

ムデータ電子化事業及び町有林基幹作業道整備事業は終了でございます。 

126 ページでございます。８目車両管理費 771 万 3,000 円でありますが、公用車車検代の計

上などにより２万 2,000 円の増となっております。 

９目企画調整費 362 万 9,000 円、前年比 55 万 8,000 円の増であります。(１)企画調整事務経

費 113 万円は、正職員１名減に伴う臨時職員の雇用のための経費半年分を計上したことにより

88 万 6,000 円の増となっております。 

128 ページ、10 目総合計画費、(２)第５次白老町総合計画策定事業 63 万 2,000 円の計上であ

りますが、平成 24 年度からの新総合計画策定に要する印刷等の経費を計上するものであります。 

130 ページ、11 目計画調査費から 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。 

132 ページ、14 目自治振興費 2,958 万 3,000 円、前年比 49 万 9,000 円の増であります。(１)

町内会活動育成経費 2,958 万 3,000 円でありますが、町内会連合会に対する補助金の増などに

より 166 万 7,000 円の増となっております。なお、昨年の町民活動団体ネットワーク整備事業

は終了となります。 

15 目町民活動推進費については、記載のとおりであります。 

134 ページ、16 目町営防犯灯管理費及び 17 目諸費も記載のとおりでございます。 

２項徴税費、１項賦課徴収費 1,667 万 4,000 円、前年度 190 万 3,000 円の減でありますが、

次のページの(２)賦課事務経費 1,198 万 9,000 円は、新システム導入に伴う印刷製本費及び委

託料の減などで 151 万 4,000 円の減となっております。 

138 ページでございます。３項１目戸籍住民基本台帳費 464 万 9,000 円、前年比 71 万 2,000

円の減であります。印刷製本費の隔年実施などによる減であります。 

４項選挙費 190 万 1,000 円、前年比 1,705 万円の減でありますが、昨年は北海道知事及び北

海道議会議員選挙及び町長、町議会議員選挙、さらに農業委員会委員選挙経費を計上いたしま

したが、本年は胆振海区漁業調整委員会委員選挙に要する経費を計上しております。財源は全

額道費が充当されます。 

142 ページでございます。５項統計調査費 91 万円、前年比 56 万 3,000 円の減でありますが、
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２目の(１)指定統計調査経費で、統計調査員の減などによるものであります。 

次のページの６項監査委員費につきましては、記載のとおりでございます。 

 146ページ、３款生費に入ります。民生費は本年度 18億 3,377万 2,000円の計上、前年比 3,386

万 7,000 円の増であります。 

１項１目社会福祉総務費は 6,148 万円、前年比 104 万円の減となっております。(１)地域福

祉推進事業経費 3,515万円については、社会福祉協議会運営費補助金 92万 7,000円の増などで、

65 万 7,000 円の増となっております。(２)町民生活事務経費 215 万円は、正職員１名減に伴う

臨時職員の雇用のための経費を計上したことにより 184 万 7,000 円の増となっております。 

149 ページ、(５)循環福祉バス運行事業経費 2,177 万 5,000 円ですが、燃料費の増及び利用

量の減少に伴う町負担分の増などにより 139 万 9,000 円の増となります。なお、(１)地域福祉

推進事業経費に 550 万円、(５)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)消費者行政活性化事業については 180 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名を継続雇用するもので、財源は減額されたものの、全

額道費の北海道消費行政活性化補助金を充当いたします。なお、昨年計上の地産地消推進・食

の安全安心普及啓発事業は終了であります。 

150 ページ、２目老人福祉費６億 6,371 万 6,000 円、前年比 5,023 万 7,000 円の増でありま

す。(１)在宅老人福祉事業経費は 231 万円で、50 万 7,000 円の減でありますが、介護予防生活

支援事業委託料が 65 万 3,000 円の減などによるものであります。(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。(５)福祉バス運行経費 63 万円

は、平成 25 年１月の廃車に伴う手数料等の減により 37 万 4,000 円の減となっております。153

ページ、(６)地域包括支援センター運営経費 1,292 万 8,000 円は、臨時保健師１名分の減など

により 300 万 5,000 円の減であります。(７)後期高齢者医療制度運営経費２億 6,268 万 1,000

円は広域連合への療養給付費にかか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

伴い、本町においても 1,167 万 2,000 円の増となっております。(８)後期高齢者医療事業特別

会計繰出金 7,637 万 8,000 円は前年比 581 万 1,000 円の増で、事務費のほか保険料軽減分、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 4,739万 1,000円を見込んでおります。(９)介護保険事業特別会計繰出金２億 5,955万 5,000

円でありますが、第５期介護保険事業計画の見直しによる介護給付費の増加により 3,725 万円

の増となっております。155 ページ、(11)高齢者生活支援システム事業経費は、昨年、道費の

緊急雇用事業である高齢者見守り生活支援事業が終了したことから、当該事業で計上していた

高齢者支援員に要する経費を追加し、前年比 151 万円増の 317 万 2,000 円であります。 

３目身体障害者福祉費５億 4,451 万 7,000 円、前年比 6,482 万 4,000 円の増となっておりま

す。(１)障害者自立支援事務経費 236 万 8,000 円は、障害者福祉関連法の改正によるシステム

改修経費を見込み、前年比 47 万 4,000 円の増となっております。次のページ、(２)障害者自立

支援給付経費４億 4,731 万 4,000 円は障害者生活介護給付費などの増を見込み、前年比 6,664
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万 4,000 円の増となっております。(３)障害者支援援助経費 1,091 万 5,000 円は人工透析患者

送迎サービス事業の利用者の増などにより 15 万 3,000 円の増となっております。次のページ、

(５)重度心身障害者医療費給付費 6,954 万 1,000 円は、実績見込みによる医療扶助の減により

前年比 237 万 8,000 円の減となっております。 

160 ページ、４目乳幼児福祉費 1,357 万 4,000 円は、実績見込みによる医療扶助の減により

前年比 402 万 1,000 円の減であります。 

５目国民年金費については、記載のとおりでございます。 

６目総合保健福祉センター管理運営費 4,060 万 9,000 円は、記載のとおりであります。 

162 ページ、７目福祉館費 225 万 1,000 円でありますが、備品購入の減などにより前年比 18

万 1,000 円の減となっております。 

164 ページ、８目アイヌ施策推進費 6,242 万 5,000 円で、前年比 4,278 万 8,000 円の減であ

ります。(１)アイヌ施策推進事務経費から 167 ページの(５)アイヌ文化学習活動助成経費まで

はほぼ昨年と同額であり、記載のとおりでございます。次のページ、(６)イオル再生事業 2,227

万 2,000 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、空間活用事業委託料

508 万 2,000 円の減などにより 622 万 7,000 円の減となっております。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。(７)アイヌ文化を学ぶふるさと学習事業

46万 8,000円は道からの補助金が未交付となりましたが、継続実施するものでございます。(８)

アイヌ文化調査研究強化対策事業は象徴空間における国立博物館の整備に向けた国の具体的な

動きの中にあって、財団法人アイヌ民族博物館の経営が東日本大震災の影響などで入場者数が

大きく落ち込み、博物館事業の中止や後退が危惧される状況にあることから、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。次

のページ、(９)民族共生象徴空間整備促進事業 75 万 8,000 円でありますが、国による整備事業

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。(10)アイヌ文化伝

承・保存・公開事業 894 万 6,000 円の新規事業でありますが、道の重点分野雇用創出事業の活

用を図りながら、アイヌ古式舞踊、伝統工芸などの伝承者の養成配置を図るための事業であり、

財源は全額道費であります。なお、昨年計上のアイヌ文化の保存・伝承・調査研究事業、アイ

ヌ文化伝統衣服製作伝承事業及びアイヌ文化コンシェルジュ育成事業は終了であります。 

２項１目児童福祉総務費 566 万 9,000 円、前年比 28 万 4,000 円の増でありますが、次のペー

ジ、(５)フッ化物洗口事業 16 万 2,000 円は保育園・幼稚園において園児のむし歯を減らし、歯・

口腔の健康維持向上を目的に、町立保育園２園、私立保育園２園、私立幼稚園１園において週

５回実施するための新規計上であります。 

２目児童措置費２億 3,403 万 6,000 円、5,833 万 8,000 円の減であります。(１)児童手当給

付費１億 8,975万円は平成 24年４月からの制度改正により平成 24年４月から平成 25年１月分

の支給分を計上したことから１億 8,960 万円の増となります。財源は国費、道費のほか、一般

財源 2,271 万 3,000 円の持ち出しとなります。次のページ、(２)児童手当給付事務経費 641 万

6,000 円は児童手当の円滑な支給に資するための事務経費を新規計上するもので、財源は全額



 42 

国費、道費が充当されます。(３)子ども手当給付費 3,787 万円でありますが、平成 24 年２月及

び３月の２カ月分を計上し２億 5,444 万 4,000 円の減となっております。 

３目ひとり親家庭等福祉費 1,209 万 3,000 円、実績見込みにより前年比 17 万 5,000 円の増で

あります。 

４目児童福祉施設費１億 8,636 万 5,000 円、前年比 2,391 万 6,000 円の増であります。(１)

町立保育園運営経費は町立２保育園分の計上で、児童数の減少などより前年比 54 万 7,000 円の

減となっております。177 ページ、(２)緑丘保育園運営費等経費 5,930 万 7,000 円は児童数の

減少により前年比 97 万 4,000 円の減であります。次のページ、(３)白老小鳩保育園運営等経費

8,316万 4,000円は児童数、特に未満児の増加により前年比 2,543万 7,000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。 

５目子ども発達支援センター費 399 万 5,000 円、前年比５万 8,000 円の増で、記載のとおり

でございます。 

182 ページ、６目児童館費 267 万 6,000 円、前年比 80 万 7,000 円の増でありますが、美園児

童館の臨時指導員を１名増員し、常時２名体制とするための措置でございます。 

184ページ、４款環境衛生費に入ります。環境衛生費は本年度 12億 3,464万 8,000円の計上、

前年比 9,500 万円の増であります。１項１目地域保健費は２億 7,773 万 8,000 円、前年比 717

万 6,000 円の減であります。(１)地域保健医療推進経費 514 万円は二次救急医療運営費負担金

の減などにより前年比 27 万 2,000 円の減であります。(２)検診管理事業経費 1,925 万 1,000

円は健診受診率の向上を目指すことから前年比 228 万 1,000 円の増となっております。187 ペ

ージ、(３)国民健康保険事業特別会計繰出金２億 3,714 万 9,000 円は繰出基準の見直しにより

前年比 551 万 9,000 円の減であります。(４)母子保健事業経費 1,411 万 7,000 円は妊婦一般健

康診査の実績見込みなどにより前年比 367 万 3,000 円の減であります。 

188 ページ、２目健康づくり費は 21 万 6,000 円の計上で、記載のとおりでございます。 

３目予防費 2,448 万 2,000 円、前年比 645 万 8,000 円の減であります。次のページの (３)

ヒブ予防接種助成事業経費 283 万 5,000 円、前年比 146 万 9,000 円の増、(４)小児用肺炎球菌

予防接種助成事業経費 363 万 9,000 円、前年比 37 万 5,000 円の減、次のページの (５)子宮頸

がん予防接種助成事業経費 637 万 4,000 円、前年比 751 万 5,000 円の減で、いずれも実績見込

みによる計上であり、昨年同様に道の半額補助を受け本年も実施するものであります。 

２項１目環境衛生諸費 1,480 万 3,000 円、前年比 486 万 3,000 円の減であります。(１)環境

行政推進経費 600 万 7,000 円でありますが、不法投棄撲滅パトロール事業、アライグマ捕獲調

査事業及び海岸環境保全事業を一事業に統合したことなどで 542 万 1,000 円の増となっており

ます。(２)有害昆虫・鳥獣駆除対策経費 210 万 9,000 円はキツネ用箱わなの購入などで 61 万

3,000 円の増となっております。197 ページをお開きください。(６)環境美化対策経費 184 万

6,000 円は、空き地雑草除去指導業務委託料を計上したことなどにより 20 万 7,000 円の増とな

っております。次のページ、(８)環境保全促進助成事業 70 万円は、環境保全に関する町民意識

の向上を図るため、白老町環境町民会議が行う事業に対し補助金を交付するものであります。 
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２目公害対策費 543 万 6,000 円、前年比２万円の増で、記載のとおりでございます。 

200 ページ、３目火葬場費 416 万 6,000 円は前年比 34 万 4,000 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。 

４目墓園費 268 万 7,000 円につきましては、前年度とほぼ同じ内容で、記載のとおりであり

ます。 

202 ページ、５目緑化推進費 410 万円で、(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 26 万 6,000 円の減であります。 

次に、３項１目清掃総務費 2,456 万 1,000 円で、前年比 139 万 4,000 円の増であります。(１)

清掃行政事務経費 189 万 4,000 円は、ごみ処理計画策定のため臨時職員の雇用経費を計上した

ことにより 153 万 4,000 円の増となっております。(３)ごみ分別・減量推進経費 28 万 1,000

円は、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、ことしは 19 万 4,000

円の増となっております。次のページでございます。(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、本年度も 10 基分、前年比 11

万 5,000 円減の 963 万 5,000 円を計上しております。 

２目塵芥処理費４億 9,841 万円、前年比 3,339 万 3,000 円の増であります。(１)環境衛生セ

ンター運営経費 3,754 万 1,000 円で、燃料費及び環境衛生センター管理運営業務委託料の増な

どで 70 万 7,000 円の増となっております。次のページ、(２)ごみ収集経費 8,751 万 8,000 円で

廃棄物収集・運搬業務委託料における燃料費及び車両修繕料の増などにより 422 万 1,000 円の

増となっております。(３)一般廃棄物広域処理経費１億 2,082 万円は、破砕処理施設修繕等に

要する経費の増により 149 万 2,000 円の増となっております。(４)バイオマス燃料化施設管理

運営経費は、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

比 3,868 万 2,000 円増の２億 4,779 万 4,000 円を計上しております。次のページ、(５)新バイ

オマス固形燃料商品開発事業は、生成物燃料を使用した際の影響等をデータ採取し新たな商品

として消費先の拡大を図るもので、緊急雇用創出事業補助金を活用し、全額道費により 473 万

7,000 円の計上であります。なお、昨年のバイオマス燃料化施設副資材調達システム構築事業

は終了となります。 

４項１目病院事業費、病院特例債の元利償還金分 7,751 万 1,000 円のほか、昨年まで補正対

応としていた基準繰出分で、不採算地区病院経費 3,375 万 8,000 円、累積欠損金解消分 2,500

万円、医師確保対策分 2,211 万 1,000 円、合わせて 8,086 万 9,000 円を当初予算に追加し、合

計で３億 7,804 万 9,000 円の出資金・繰出金を計上しており、前年比 7,860 万 2,000 円の増と

なっております。なお、追加分の財源はこれまでの実績を踏まえ、特別交付税の増額で対応す

ることとしております。 

210 ページ、５款労働費に入ります。労働費は本年度 576 万 5,000 円の計上、前年比８万 1,000

円の減であります。１項１目労働諸費 301 万 7,000 円、前年比 7,000 円の減で、記載のとおり

であります。 

２目経済センター施設管理費 274 万 8,000 円でありますが、２年に１回の暖房機器のメンテ
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ナンスに伴う指定管理委託料の減により前年比７万 4,000 円の減であります。 

212 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 5,703 円、前年比 1,484

万 1,000 円の減であります。１項１目農業委員会費 307 万 8,000 円、記載のとおりであります。 

２目農業総務費 874 万 3,000 円、こちらについても記載のとおりでございます。 

214 ページ、３目農業振興費 354 万 9,000 円、前年比 1,063 万 3,000 円の減であります。次

のページ、(４)エゾシカ被害対策事業は 120 万円の計上で、エゾシカの駆除に対し、昨年の１

頭当たり 2,000 円の 300 頭分を 600 頭に増額し、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)白老牛生産農家後継者育成事業 25 万円の計上でありますが、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。なお、昨

年のエゾシカ防護柵設置・捕獲事業は終了となっております。 

４目畜産業費 815 万 8,000 円、前年比 360 万 7,000 円の減であります。(１)公共牧場管理経

費 276万 8,000円は、草地維持管理委託料の減により前年比 29万 2,000円の減であります。(３)

畜産振興推進事業 419 万円の計上でありますが、畜産担い手対策事業が終了したことから、前

年比 331 万 5,000 円の減となっております。 

２項１目林業振興費 931 万 2,000 円、206 万円の減であります。219 ページでございますが、

(２)私有林対策事業 832 万円は昨年度の補正予算で計上しておりますが、私有林の造林事業に

対する補助事業であります。なお、昨年計上のしいたけ戦略プロジェクト開発事業は終了であ

ります。 

２目白老ふるさと 2000 年の森管理費 844 万 3,000 円で、前年比３万 6,000 円の増であります

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るものであります。 

３項１目水産振興費 1,574 万 7,000 円、前年比 162 万円の増であります。次のページの (５)

でございますが、栽培・資源管理型漁業推進事業 564 万 3,000 円は、マツカワ種苗放流事業、

ビノス貝の駆除事業及び漁業専門員推進事業を計上するもので、水産資源増殖試験事業、ヒト

デ駆除事業などの事業は一昨年の国の交付金事業活用分を平成 23 年度に繰り越して実施して

おりましたが、本年は一般財源で計上するもので、前年比 150 万円の増となっております。 

222 ページ、７款商工費に入ります。商工費は本年度１億 8,310 万 4,000 円の計上、前年比

165 万 9,000 円の増であります。１項１目商工振興費１億 3,517 万 7,000 円、前年比 36 万 2,000

円の増であります。(１)商工振興対策経費は、損失補償契約による株式会社白老振興公社が担

う借入金利率の減により、町負担分が前年比 108 万 8,000 円減の 298 万 4,000 円となっており

ます。(２)商工会補助金は、人事異動に伴う諸手当の減などにより 39 万 7,000 円減の 2,229

万 9,000 円となっております。次のページでございます。(５)食材王国しらおいブランド強化

事業 322 万 6,000 円の新規計上でありますが、平成 23 年度で実施した展示会等におけるアンケ

ート結果をもとに首都圏を中心に市場調査を行い、今後のＰＲ拠点をつくり、販路拡大につな

げるものであります。(６)中小企業経済対策支援事業 200 万円は、町内中小企業者への融資に

対し援金を交付する事業で、一昨年の国の交付金事業活用分を平成 23 年度に繰り越して実施し
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ておりましたが、本年は一般財源で計上するものであります。(７)商業・観光活性化緊急対策

事業 212 万円は、23 年度補正予算で計上しておりますが、東日本大震災以降の景気低迷を打破

するため、平成 23 年度に実施した事業を一部継続して行うものであります。 

２目企業誘致費 1,082 万 5,000 円、前年比 59 万 5,000 円の減であります。次のページ、(２)

企業立地助成金 375 万 8,000 円は 37 万 5,000 円の減でありますが、株式会社エポックサービス

に対する施設の減価償却による減であります。 (５)首都圏企業誘致・観光誘客活動等推進事業

302 万円は、東京事務所の誘致活動を更に活発化させるため旅費を増額したことで 22 万 9,000

円の増となっております。 

次のページでございます。２項１目観光対策費 3,710 万 2,000 円、前年比 189 万 2,000 円の

増であります。次のページの(３)観光協会補助金 2,546 万 1,000 円は、職員給与の独自削減を

解除したことなどにより前年比 113 万 1,000 円の増となっております。(４)観光客誘客推進事

業 158 万 7,000 円は、事業内容の精査により 106 万 9,000 円の減となっております。(６)戦略

的観光振興推進事業 370 万円は、アイヌ文化海外プロモーション事業について、昨年同様韓国

で実施するとともに、本年は台湾を追加したことにより前年比 145 万 5,000 円の増となってお

ります。(７)白老町観光大使任命・ＰＲ事業は、観光客誘客や経済活動の増加を図るため、本

町の観光大使を委嘱し、町のＰＲや交流事業に参加していただく事業で、43 万円の新規計上で

あります。 

○議長（山本浩平君） それでは、土木費に関しましてはあすということにいたしたいと思い

ます。 

山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 先ほど特別職の参考資料がございましたが、累計平均でござ

いますが、一部段ずれを起こして金額が違っておりましたので、資料を差しかえさせていただ

きたいと思いますのでよろしくお願いします。  

○議長（山本浩平君） 資料の差しかえということです。よろしくお願いいたします。  

                                         

◎延会の宣告 

○議長（山本浩平君） お諮りいたします。 

本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本浩平君） 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５５分） 


