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平成２４年白老町議会議案説明会会議録 

 

平成２４年 ３月 ２日（金曜日） 

開  議  午前１０時００分 

閉  会  午後 ３時２５分 
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○欠席議員（なし） 
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     教 育 部 長    渡 辺 裕 美 君 

     教 育 課 長    田 中 春 光 君 

     消 防 長    前 田 登志和 君 

     病 院 事 務 長    丸 山 伸 也 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    千 石 講 平 君  

     参 事    熊 倉 博 幸 君  
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◎開議の宣告 

○議長（山本浩平君） きのうに引き続き、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） 日程第１、議案第 12 号 平成 24 年度白老町一般会計予算の議案につ

いてでございます。 

昨日に引き続いて、８款土木費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、きのうに引き続きまして一般会計予算の説明をさ

せていただきます。 

234 ページをお開きください。８款土木費、土木費は本年度 11 億 168 万 3,000 円の計上、前

年比 2,679 万 7,000 円の減でございます。１項１目土木総務費は 274 万円でありますが、(１)

土木施設管理事務経費は給与費で計上していました嘱託職員１名減に伴い、臨時職員の雇用経

費を計上したことにより前年比 110 万 5,000 円の増であります。 

２項１目道路維持費,668 万 3,000 円、前年比 811 万 1,000 円の増であります。(１)道路施設

維持補修経費 7,566 万 3,000 円、町道除雪委託料は昨年同様２回分の計上でありますが、昨年

まで計上の全額補助事業である公共施設環境補助事業が終了したことで、道路維持作業員４名

を一般財源で計上したことなどにより 724 万 3,000 円の増となっております。次のページでご

ざいます。(３)町道改修事業 1,982 万円、町の単独事業でありますが、昨年度より引き続いて

竹浦飛生線の舗装補修工事及び萩野 12 間線舗装補修工事、末広通り舗装補修工事は新規で実施

することとし、前年度 551 万円の増であります。財源として町債 1,770 万円を見込んでおりま

す。（３）道路配水処理事業 120 万円、石山団地及び北吉原地区の排水機能整備のための事業で

ありますが、一昨年の国の交付金事業の部分を平成 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あります。なお、公共施設環境整備事業は終了となっており

ます。 

238 ページ、２目道路新設改良費１億 4,557 万 5,000 円、前年度 474 万 9,000 円の増であり

ます。(３)町道整備事業の補助事業分でありますが、すべて継続事業で 1 億 3,880 万円の計上、

前年と同額であります。竹浦２番通り改良舗装事業は事業費 512 万円、国費 3,000 万円で町債

1,600 万円を見込んでおります。白老滑空場線改良舗装事業は、本年度は鋼橋架設及び振付工

事で事業費が 6,430 万円、国費 3,840 万円、町債 2,040 万円を見込んでおり、本年度で完了と

なります。ポロト社台線の改良舗装事業は事業費 2,330 万円、国費 1,380 万円、町債 730 万円

を見込んでおります。(３)町道整備事業の単独事業分でありますが、本年度は社台南 13 号通り

改良舗装事業の実施設計業務委託を行うもので、事業費 461 万 4,000 円、財源として町債 410

万円を見込んでおります。 
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次のページ、３目橋梁維持費 697 万 7,000 円でありますが､(３)橋梁長寿命化修繕計画策定事

業 650 万円を計上したことで前年比 694 万 8,000 円の増となっております。 

４目交通安全施設整備費 392万 8,000円、前年比 293万円の増で記載のとおりでございます。 

次の３項１目河川総務費 142 万 8,000 円、前年比９万 1,000 円の減で記載のとおりでござい

ます。 

242 ページ、２目配水対策費 1,552 万 1,000 円、前年比 799 万 8,000 円の増であります。（３）

北吉原バーデン団地排水施設整備事業でありますが、当該排水量は管理維持をされて以来 38

年が経過し、損傷が著しいことから３カ年計画で改修工事を実施するもので、57 万円を計上し、

財源は全額町債を充当するものであります。次のページ、(４)クッタリウス川災害対策事業は、

平成 23 年度補正予算にて河道内の土砂堆積を解消するため河床掘削を行っておりますが、本年

においても下流域を掘削するもので、440 万円を計上し、財源は全額町債を充当するものであ

ります。なお、昨年計上の緑線郷地区排水対策事業は終了となっております。 

４項１目港湾管理費 1,018 万 9,000 円、前年比 116 万 8,000 円の減であります。(３)の港湾

施設管理経費 856 万 9,000 円、港湾施設管理台帳作成業務委託の減などにより 128 万 4,000 円

の減であります。 

248 ページ、２目港湾建設費２億 3,267 万 4,000 円、前年比 1,577 万 6,000 円の増でありま

す。(３)港湾機能施設整備事業特別会計繰出金は、一般会計から赤字補てん分の繰り出しであ

りますが、基本費平準化債の償還において利息軽減のため据え置きをなしにしたことなどによ

り、前年比 550 万円増の 1,600 万円を計上するものであります。（３）港湾建設事業２億 1,610

万円、前年比 1,030 万円の増でありますが、本年度事業も第３商港区の護岸及びマイナス 11

メートル岸壁の整備が主体となっており、直轄事業費ベースでは８億 2,210 万円、前年比３億

3,613 万 3,000 円の減であります。財源は町債 1 億 4,940 万円を充当いたします。なお、年度

内の一部供用開始に向け国土交通省へ要請し予算の確保に努めておりますが、事業費の確定は

３月末になる見込みでございます。 

次のページでございます。３目海岸保全費５万 6,000 円、記載のとおりであります。 

５項１目都市計画総務費 127 万円、前年比 2,091 万 3,000 円の減であります。(１)都市計画

策定等事務経費は記載のとおりであり、昨年計上の白老駅北広場整備事業は完了となっており

ます。 

２目公共下水道費５億 2,415 万 3,000 円、(１)の公共下水道事業特別会計繰出金は、合流改

善事業分及び公債費充当分に係る基準外繰出金の増などにより前年比 1,857 万 4,000 円の増と

なっております。 

３目公園費 2,178 万 7,000 円、前年比 776 万 2,000 円の増であります。(１)公園管理経費 49

万 7,000円、公園台帳整備面積の増で前年比 24万 2,000円の増となっております。次のページ、

(３)公園施設維持補修経費 619 万 2,000 円、前年比３万 7,000 円の増でありますが、財源とし

て都市公園づくり基金 532 万円を充当するものであります。次のページでございます。(６)公

園施設長寿命化計画策定事業については、町内 31 公園を対象に施設の老朽化の調査及び長寿命
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化計画を新規に策定するもので、900 万円の計上であります。財源は 50％が国費を、残りは都

市公園づくり基金を充当いたします。なお、毎年計上の街区公園整備改修事業については、上

記の計画策定後次年度以降、補助事業により実施することとしております。 

６項１目住宅総務費 31 万 5,000 円、前年比 233 万 2,000 円の減であります。(１)建築確認申

請・開発行為等審査事務経費は記載のとおりでございますが、昨年計上の行政情報電子化事業

は終了となっております。 

254ページ、２目住宅管理費 3,838万 7,000円、前年比 7,315万 9,000円の減であります。(１)

町営住宅管理事務経費 52 万 7,000 円でありますが、納付書印刷を前倒しで実施したことにより

50万 6,000円の減であります。(３)町営住宅維持管理経費 2,904万 1,000円、前年比 92万 3,000

円の減でありますが、施設用備品の減によるものであります。次のページ、(４)町営住宅改修

事業 587 万 7,000 円の計上でありますが、竹っこ団地換気設備改修と虎杖浜団地浴室内窓の改

修を行うもので、国費 264 万 2,000 円、町債 230 万円を計上しております。なお、昨年計上の

雇用促進住宅取得事業及び共有住宅改修事業及び町営住宅解体事業、町営住宅環境復旧計画事

業は終了となります。 

258 ページ、９款消防費に入ります。消防費は今年度 4,919 万 7,000 円の計上、前年比 641

万 6,000 円の増であります。１項１目常備消防費 2,104 万円、前年比 24 万 6,000 円の減であり

ます。(３)消防活動経費 518 万 2,000 円、前年比 79 万円の減でありますが、活動用備品などの

減によるものであります。次のページ、(３)救急活動経費 289 万 2,000 円、救急車車検整備台

数の増などで 26 万 9,000 円の増であります。 

262 ページ、２目非常備消防費 1,382 万 3,000 円、前年比 61 万円の増でありますが、265 ペ

ージ、(３)の消防団活動経費 644 万 5,000 円は、胆振地方消防の訓練大会白老大会に伴う消防

団員の費用弁償の増などにより 43 万 3,000 円の増となります。 

３目消防施設費 31 万 2,000 円、前年比６万 2,000 円の減で記載のとおりでございます。 

266 ページ、４目災害対策費 1,402 万 2,000 円、前年比 611 万 4,000 円の増であります。(４)

防災行政無線（同報系）施設管理経費 259 万 9,000 円は３年に一度のバッテリー交換が必要で

ありますが、本年は必要がない年であることから、前年比 125 万 4,000 円の減となっておりま

す。次のページ、(５)自主防災組織活動支援事業 50 万円の計上でありますが、地域における自

主防災組織の組織化を促進させる事業で、今年度は 25 団体分を計上しており、助成の最終年と

いたします。(６)白老町防災対策推進事業は、標高表示板の設置、地域防災計画改正に要する

印刷製本費、さらに防災マップを作製することとし、525 万 7,000 円の計上であり、財源とし

て道費 230 万円を充当いたします。(７)北海道総合行政情報ネットワーク更新事業については、

電波法にもとづく周波数の変更により光回線へ移行するための機器設備を更新するための負担

金 242 万 9,000 円を計上するもので、財源として町債 180 万円を充当いたします。 

270 ページ、10 款教育費に入ります。教育費は本年度６億 194 万 1,000 円の計上、前年比 1

億 4,523 万 1,000 円の増であります。1 項 1 目教育委員会費 159 万 6,000 円、前年並みで記載

のとおりであります。 
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２目事務局費 753 万 2,000 円、203 万 7,000 円の減であります。(１)教育委員会事務局経費

717 万 4,000 円、臨時職員経費の減などにより前年比 205 万 2,000 円の減となっております。 

274ページをお開き願います。３目財産管理費 476万 7,000円、前年比 58万 1,000円の減で、

教職員住宅の管理戸数の減によるものであります。 

４目指導厚生費 386 万 8,000 円、前年比３万 3,000 円の減で、記載のとおりでございます。 

５目諸費 4,694 万 5,000 円、前年比 3,664 万 5,000 円の増であります。(１)私立高等学校教

育補助金 260 万 4,000 円、生徒数の見合いで前年比４万 8,000 円の増であります。次のページ、

(５)学力向上サポート事業、財団法人智恩会からの寄附金を財源として、３カ年計画により学

習アシストを目的に学習支援員２名を配置するもので、333 万７千円を計上するものでありま

す。財源は教育振興基金を全額充当いたします。次のページ、(６)フッ化物洗口事業 69 万 4,000

円、新規事業であり、事業内容は民生費で説明したとりでありますが、小学生を対象に週 1 回

フッ化物洗口を実施する経費であります。(７)地域塾開講事業 12 万 4,000 円、新規事業であり

ますが、全小学校において心の教育及び学力向上を目的に地域ボランティアを活用した地域塾

を夏冬休み期間に開校するための経費であります。(８)（仮称）食育推進センター建設事業

3,141 万 4,000 円、新規計上で、当該センターの実施設計、地質調査及び用地測量を行うもの

で、財源は国費 2,430 万 7,000 円、町債 600 万円、教育関係施設整備費繰入金 211 万 7,000 円

を充当するものであります。 

次に２項小学校費１億 3,214 万 6,000 円、3,286 万 9,000 円の増でありますが、小学校６校

の学校運営等に係る所要額を計上しております。 

１目学校管理費 1 億 1,159 万 7,000 円、前年比 3,284 万 1,000 円の増であります。 

285 ページをお開きください。(５)小学校耐震化対策事業 3,446 万 8,000 円、前年比 3,353

万 3,000 円の増でありますが、萩野小学校屋内運動場耐震改修のための実施設計と、緑丘小学

校校舎耐震改修のための耐震診断を実施するためのものであり、財源は町債 2,230 万円、教育

関係施設管理費繰入金 1,216 万 8,000 円を充当いたします。 

２目教育振興費 2,054 万 9,000 円、前年比２万 8,000 円の増であります。(１)小学校教育振

興一般経費 687 万 3,000 円、190 万 9,000 円の増でありますが、昨年は図書備品等関係経費に

ついて、一昨年の国の交付金事業活用分を 23 年度に繰り越して実施しておりましたが、本年は

住民生活に光をそそぐ交付金 230 万円を充当して計上するものであります。(３)小学校就学援

助・特別支援教育就学奨励事業経費 1,269万 6,000円は、認定児童数の見込みにより 179万 2,000

円の減となっております。 

286 ページ、３項中学校費１億 8,225 万 8,000 円、前年比 1 億 933 万 6,000 円の増でありま

すが、中学校４校の学校運営等に所要額を計上しております。 

１目学校管理費１億 2,858 万 8,000 円、前年比 7,590 万円の増であります。291 ページ、(４)

町学校施設整備事業、三中学校の統合に伴う記載のとおりの施設整備を行う 7,010 万円を計上

するもので、財源は国費 1,595 万 6,000 円、町債 4,500 万円、教育関係整備基金繰入金 914 万

4,000 円を充当いたします。(５)三中学校閉校式典挙行事業 150 万円は各中学校において実施
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される閉校式典に対し補助金を交付するものであります。(６)三中学校統合備品更新事業 562

万 6,000 円は統合に伴う備品の購入や施設廃棄に要する経費を計上するもので、財源は全額教

育振興基金繰入金を充当いたします。 

２目教育振興費 5,367 万円、前年比 3,386 万 5,000 円の増となっております。(１)中学校教

育振興一般経費 444 万 3,000 円、129 万 4,000 円の増でありますが、小学校費同様昨年は図書

備品経費について、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、本年は住民生活に光をそそぐ交付金基金 100 万円を充当して計上するものであります。

次のページ、(５)中学校就学援助、特別支援教育就学奨励事業経費 1,132 万 8,000 円は認定生

徒数の見込みにより 161 万 7,000 円の減となっております。次のページでございます。(９)剣

道防具等整備事業 30 万 1,000 円は平成 24 年度からの新学習指導要領の完全実施に伴い、中学

生に対し武道が必修となったため、町においては剣道を選択し、防具のレンタルに要する経費

を計上するものであります。(10)スクールバス購入事業、三中学校の統合に伴い、スクールバ

スが必要なことから大型バス２台を購入することとし、3,593 万 2,000 円を計上するものであ

ります。財源は国費である特定防衛施設整備調整交付金 260 万円と教育関係施設整備基金繰入

金を充当するものであります。なお、昨年計上の教師用教科指導書購入事業は終了となります。 

次のページ、４項１目幼稚園費 1,027 万 2,000 円、前年比 1,146 万 8,000 円であります。(１)

幼稚園就園費補助金 900 万円は、補助事業における補助限度額の見直しによる 31 万 2,000 円の

増となっております。なお、昨年まで計上の幼稚園建設費補助金は終了となっております。 

５項１目社会教育総務費 1,843 万 7,000 円、前年比 443 万 6,000 円の減であります。(１)社

会教育行政事務経費以降、全体的に事務事業、経費の見直しを行っており、記載のとおりであ

りますが、299 ページ、(４)みんなの基金事業経費については、昨年同様みんなの基金繰入金

200 万円を繰り入れております。(５)芸術文化活動運営経費については 189 万円を計上し、財

源として文化振興基金 138 万円を繰り入れしております。次のページ、(９)ふるさと体験館「森

野」施設管理経費 89 万 8,000 円でありますが、今年度は施設を休館することとし、施設警備及

び草刈り経費を計上したものであります。 

302 ページ、２目公民館費 2,963 万 7,000 円、前年比 3,093 万 9,000 円の減となっておりま

す。(１)公民館管理運営経費 2,963 万 7,000 円、前年比 98 万 8,000 円の増でありますが、嘱託

職員 1 名減に伴い臨時職員の雇用経費を計上したことによるものであります。なお、昨年実施

の中央公民館講堂床暖房事業は完了となっております。 

次のページになりますが、３目図書館費 1,229 万 6,000 円、前年比 313 万 1,000 円の増であ

ります。(１)図書館運営経費 737 万 2,000 円、170 円の減でありますが、財源として住民生活

に光をそそぐ交付金基金繰入金 44 万円を充当しております。次のページ、(３)図書等購入経費

329 万 1,000 円、前年比 288 万 5,000 円の増であります。平成 22 年度の補正予算により、交付

金を活用して図書備品 270 万円を前倒しで予算化し繰り越しておりましたが、本年度は住民生

活に光をそそぐ交付金基金繰入金 282 万 5,000 円を充当し、図書備品購入費 300 万円を計上し

たものであります。 
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308 ページ、４目文化財保護費 282 万 3,000 円、46 万 2,000 円の減で、記載のとおりであり

ますが、昨年計上の史跡白老仙台藩陣屋跡赤松管理事業は終了となっております。 

310 ページ、５目仙台藩白老元陣屋資料館管理費 621 万 6,000 円、前年比 72 万 6,000 円の減

となっております。(３)資料館特別展開催事業経費 20 万 9,000 円の計上でありますが、昨年は

仙台市との歴史姉妹都市提携 30 周年記念特別展を開催したことから 37 万 5,000 円の減とした

ものであります。 

312 ページ、６目高齢者学習センター費 331 万 6,000 円、前年比 250 円の増で、記載のとお

りであります。 

314 ページ、７目青少年センター費 62 万 4,000 円の計上、前年比３万 5,000 円の減で、記載

のとおりでございます。 

６項１目保健体育総務費 1,462 万 3,000 円、前年比 21 万 3,000 円の減でありますが、次のペ

ージ、(３)体育協会運営経費は 1,304 万 1,000 円、事業経費の精査により 28 万 1,000 円の減と

なっております。 

２目体育施設費 6,520 万 4,000 円、前年比 133 万 6,000 円の増となっておりますが、次のペ

ージ、(３)総合体育館ステージ上部壁面改修工事事業については、老朽化によりステージ上部

壁面に亀裂や部材の剥離が見られることから、壁面の張りかえを実施する経費 166 万 2,000 円

を計上するもので、財源は教育関係施設整備基金繰入金 100 万円を充当するものであります。 

7項１目給食センター管理運営費 5,961万 5,000円、前年比 188万 9,000円の増であります。

次のページ、(３)給食センター運営経費 5,612 万 2,000 円、燃料費及び給食調理業務委託料の

増などにより 200 万円の増となっております。 

322 ページ、11 款災害復旧費５万円。科目存値のための計上でございます。 

次のページでございます。12 款公債費であります。１項１目元金 17 億 2,861 万 4,000 円、

前年比 3,539 万 7,000 円の増であります。(１)長起債元金償還費は、過去に借り入れした町債

の元利均等償還での元金の割合が増加したこと、及び公的資金保証金繰上償還分 2,260万 2,000

円が主な増加の要因であります。なお、財源の一部として、町営住宅使用料やウタリ住宅資金

貸付金管理収入など 8,825 万 4,000 円を見込んでおります。 

２目利子２億 6,544 万 1,000 円、前年比 4,136 万 9,000 円の減であります。(１)長起債利子

支払費２億 6,288万 7,000円、現在より金利水準の高い政府資金の償還が進んだことなどから、

404 万 3,000 円の減となっております。なお、財源の一部として町営住宅使用料とウタリ住宅

資金貸付金管理収入など 1,503 万 7,000 円を見込んでおります。(２)一時借入金支払費 200 万

円でありますが、今年は一時借入金利率 1.2％を見込んでおり、前年比 100 万円の減でありま

す。(３)基金繰替運用利子支払費 55 万 4,000 円、前年比３万 4,000 円の増であります。平成

10 年度に財政健全化計画に基づき、縁故債の繰上償還の財源として９億 2,000 万円を各種基金

から繰替運用をしており、基金繰替運用の 23 年度末の残高見込 370 億円に対する利子の計上で

あります。定期預金の利率の実態に合わせて前年度 0.13％から 0.15％に引き上げております。 

326 ページ、13 款給与費であります。19 億 4,002 万 9,000 円の計上で、前年比 576 万円の減
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でありますが、昨年に引き続き独自削減分などを盛り込んだ金額であります。特別職２名、教

育長を含む一般職 210 名、特定嘱託 7 名、嘱託 33 名、計 252 名分の人件費を計上しております。

嘱託職員を除いた正職員分では 18 億 5,247 万 6,000 円で、前年比 383 万 5,000 円の増となりま

すが、共済費の増が主な要因であります。嘱託職員では、本年の計上額は 755 万 3,000 円、前

年比 959 万 5,000 円の減となっております。財源難でありますが、特定財源の合計は 6,608 万

1,000 円で前年比 528 万 6,000 円の増となっており、一般財源のベースでは前年比 114 万 6,000

円の減となっております。 

328 ページ、14 款諸支出金であります。(１)各種基金積立金 4,505 万 4,000 円、利子分など

の計上のほか、繰替運用の繰り戻し分としては社会福祉基金積立金 2,500 万円とみんなの基金

積立金 500 万円を計上しております。基金から平成 10 年度に繰替運用をした総額９億 2,000

万円に対し、繰り戻し額の累計は５億 8,000 万円となり、24 年度末の残高は３億 4,000 万円と

なります。 

330 ページ、15 款予備費 702 万 5,000 円、前年比 50 万 7,000 円の減となっております。 

333 ページ以降の給与費明細書、地方債現在高見込額調書、債務負担行為に関する調書につ

きましては、記載のとおりでありますので例年どおり説明を省略させていただきます。 

続きまして、歳入の説明に入ります。14 ページにお戻りいただきたいと思います。１款町税

は本年度 24 億 1,599 万 9,000 円、前年比 6,574 万 3,000 円、2.6％の減であります。 

1 項町民税、1 目個人、1 節現年課税分６億 1,307 万円でありますが、前年比 1,641 万 9,000

円、2.8％の増となっております。収納率は前年同様の特別徴収分 99％、普通徴収分 93.5％で

見込み計上したものでありますが、給与所得を初めとする総所得金額が前年比約５％の減収に

なるものの、年少扶養控除の廃止に伴う増収入分約 4,000 万円を加え、増額計上したところで

あります。２節の滞納繰越分については、23 年度決算見込みを踏まえ 735 万 4,000 円、前年比

で 1 万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。 

次のページ、２目法人、１節現年課税分１億 1,294 万 8,000 円、前年比 2,589 万 5,000 円、

18,7％の減となっております。23 年度の決算見込みを踏まえて調定額を見積もり、徴収率は前

年同様の 99％として計上したものであります。２節の滞納繰越分については、23 年度決算見込

みを踏まえて、前年と同様の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 14 億 5,007 万円でありますが、前年比 6,400

万 9,000 円、4.2％の減であります。本年度は評価かえの年であるため、土地について減免分を

差し引いた税額ベースでの内訳を申し上げますと、３億 1,144万 6,000円、前年比 2,781万 1,000

円、5.1％の減であり、家屋については６億 6,552 万 2,000 円、前年比 178 万 1,000 円、2.6％

の減であります。また、償却資産については４億 7,310 万 3,000 円、前年比 2,541 万 1,000 円、

5.1％の減であります。償却資産の減少は、設備投資の伸び悩み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節の滞納繰越分につきましては、

1,228 万 4,000 円、前年比５万 3,000 円の増を見込んでおります。 

２目の国有資産等所在市町村交付金は、町内在住の国、道など収益性のある資産に係る固定
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資産税相当分でありますが、23 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、本年においては前年比 19 万 4,000 円の減の 706 万 6,000 円を見込んでおります。 

３項１目軽自動車、１節現年課税分 2,605 万 2,000 円でありますが、前年比 82 千円、0.3％

の減であります。次のページになりますが、税額が最も高い４輪乗用の台数で、前年比 12 台、

0.4％の伸び率を見込むものであります。なお、収納率については、前年同様の 95.0％を見込

んでおります。２節の滞納繰越分については、23 年度決算見込みを踏まえ前年比 9,000 円増の

46 万円を見込んでおります。 

４項 1目町たばこ税、1節現年課税分 1億 7,103万 7,000円でありますが、前年比 774万 9,000

円、4.7％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、一昨年 10

月より税率改正による値上げが実施されたことから、23 年度実績を見込み計上しております。 

５項１目特別土地保有税、土地税制の改正の一環として、平成 15 年度に特別土地保有税が廃

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。 

６項１目入湯税、１節現年課税分 1,536 万 2,000 円でありますが、23 年度実績を見込み、前

年比 13 万 7,000 円、0.9％の増で計上しております。収納率は 100％で計上しております。 

20 ページ、２款地方譲与税１億 5,190 万円、前年比 700 万円、4.8％の増であります。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

にしたがって地方自治体に譲与されるものであります。 

以下の各項については、いずれも平成 23 年度の決算見込み額と地財計画を基に見込んでおり

ます。１項１目地方揮発油譲与税、4,570 万円を見込み、前年比 680 万円、17.5％の増であり

ます。 

２項１目自動車重量譲与税 1 億 620 万円、前年比 20 万円、0.2％の増であります。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。 

次のページ、３款利子割交付金 520 万円でありますが、前年同額を見込んでおります。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 190 万円でありますが、前年比 80 万円、72.7％の増でありま

す。23 年度決算見込額と地方財政計画を基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 50 万円でありますが、前年比 20 万円、66.7％の

増であります。 

次のページ、６款地方消費税交付金２億 190 万円でありますが、前年比 25 万円、1.3％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。23 年度決算見込額を基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 500 万円でありますが、前年比 110 万円、18.0％の

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

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

次のページ、８款自動車取得税交付金 2,550 万円でありますが、前年比 150 万円、5.6％の減
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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

延長及び面積で按分されて市町村に交付されるものであります。 

次のページ、９款国有提供施設等所在町助成交付金 3,800 万円でありますが、前年比 500 万

円、11.6％の減であります。自衛隊基地の施設のうち、法令で定められる固定資産が所在する

市町村に対し、国が予算の範囲内で交付する、いわゆる基地交付金であります。23 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 840 万円でありますが、前年比 1900 万円、69.3％の減で

あります。地方特例交付金は、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

績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。なお、昨年まで計上の児童手当及び子ど

も手当特例交付金は廃止となっております。 

次のページ、11 款地方交付税 39 億 6,000 万円でありますが、前年比１億 5,500 万円、4.1％

の増であります。普通交付税については、地域経済の活性化や雇用機会の創出などを図るため

の地域経済・雇用対策費を追加するなど、地方財政計画等に基づいて算定を行っておりますが、

町税の減収による影響を考慮し、前年比 5,500 万円増の 36 億円を見込んだものであります。ま

た、特別交付金税については、平成 22 年度実績を考慮し、前年比１億円増の３億 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。 

42 ページ、13 款分担金及び負担金であります。本年度 6,031 万円、前年比 94 万 3,000 円の

増であります。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

の充てんするため、特に利益を受けるものに負担を命ずる公法上の金銭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節社会福祉負担金 488 万 5,000 円については、老人福祉施設入所者措置費支弁事業

負担金現年分は、入園児童者数の増加による保育料により、前年比 335 万 3,000 円の増の 5,355

万 7,000 円を見込んでおります。 

２目教育負費担金については、放課後児童クラブ利用に係る受益者負担金であり 184万 8,000

円、前年比 18 万 8,000 円の増で見込んでおります。 

なお、昨年までの計上の農林水産業費負担金は、事業の廃止により廃目となっております。 

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 6,493 万 5,000 円、前年比 442 万 1,000 円の

減となっております。主な項目について説明いたします。１項２目民生使用料 1,034 万円、前

年比 25 万 5,000 円の減となっております。２節民生施設の使用料では、総合保健福祉センター

の研修室使用料などの減により、前年比 23 万円の減の 894 万 7,000 円となっております。 

46 ページ、３目環境衛生使用料 396 万 5,000 円、1 節火葬使用料の減などにより、前年比２
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万 8,000 円の減となっております。 

４目農林水産業使用料、１節牧野使用料、実績見合いによる減により 343 万円、前年比 25

万 2,000 円の減となっております。 

６目土木使用料１億 6,127 万 9,000 円の計上で、前年比 270 万円の減となっております。３

節港湾施設使用料が 1,608 万 4,000 円の計上ありますが、港湾施設用地使用料が国の港湾工事

による使用面積の増加により 148万 2,000円の増を見込んでいることから、前年比 176万 2,000

円の増となっております。 

49 ページ、５節住宅使用料１億 1,884 万 1,000 円の計上で、町有住宅使用料が 296 万 4,000

円増の 1,292 万 4,000 円でありますが、町有住宅使用料現年分は 781 万 4,000 円減の 1 億 278

万 9,000 円を見込んでいることから、前年比 478 万 2,000 円の減となります。 

６節住宅敷地使用料は 420 万 8,000 円で、前年比 26 万 9,000 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、23 年度の収入見込みに基づき、現年度分では前年より１％増

の 95％、滞納繰越分については前年同様の９％を見込んでおります。 

８目教育使用料 537 万 2,000 円、前年比 13 万 3,000 円の減となっております。 

50 ページ、２項手数料であります。１目総務手数料 1159 万 7,000 円、実績見合で、前年比

51 万円の減となっております。 

２目環境衛生手数料 6,600 万 4,000 円、前年比 742 万 1,000 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 143 万 3,000 円減の 5,855 万 3,000 円

を計上しております。また、次のページの食品加工残渣処理手数料は前年比 80 万円増の 630

万円を計上しております。 

○議長（山本浩平君） それでは、ここで暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時５９分 

                                         

再開 午前１１時１４分 

○議長（山本浩平君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） それでは、54 ページ、15 款国庫支出金でございます。本年度

６億 4,776 万 8,000 円、前年比 1,352 万 6,000 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、委託金でございますが、前年度と比較し増減の多いものを主に説明

させていただきたいと思います。１項１目民生費国庫負担金、１節社会福祉費負担金２億 2,245

万 5,000 円の計上であります。それぞれ対象経費の２分の１が国の負担分となるもので、前年

比 3,330 万 9,000 円の増であります。 

２節児童手当負担金は、平成 24 年 4 月からの改正に伴うもので１億 4,464 万円の新規計上で

あります。 

３節子ども手当負担金は、平成 24 年２月、３月の負担金で 2,878 万 5,000 円、前年比２億

3,095 万 7,000 円の増となっております。 
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次のページ、４節児童福祉費負担金 5,016 万 1,000 円、前年比 885 万 9,000 円の増でありま

す。 

５節保険基盤安定等負担金は 1,009 万 9,000 円、前年比 109 万 9,000 円の増であります。 

なお、昨年計上の被被用者児童手当負担金などは未計上となっております。 

２項国庫補助金 18 億 4,812 万 1,000 円、前年比 3,016 万 4,000 円の増であります。 

１目民生費国庫補助金 1,401 万 5,000 円、前年比 33 万 4,000 円の増であります。 

２目環境衛生国庫補助金、１節保険衛生費補助金は、がん検診推進事業に対するもので 245

万 4,000 円、前年比 14 万 3,000 円の増であります。 

３目土木費国庫補助金 9,794 万 5,000 円、前年比 1,669 万 1,000 円の減であります。白老滑

空場線、竹浦２番通り、ポロト社台線、改装舗装事業は昨年同様の計上でありますが、橋梁に

対する長寿命化修繕計画策定事業補助金が新規計上です。 

２節公園費補助金の社会資本整備交付金 450 万円は、公園の長寿命化修繕計画策定に対する

補助で新規計上。 

３節住宅費補助金 799 万 5,000 円でありますが、昨年は旧雇用促進住宅等に対する住宅補助

金があったことから 2,444 万 1,000 円の減となっております。 

次のページ、４目教育費国庫補助金 4,322 万 5,000 円、前年比 4,017 万 8,000 円の増であり

ますが、１節教育総務費補助金の（仮称）食育推進センター事業補助金 2430 万 7,000 円は、事

業の４分の３の交付で新規計上であります。 

３節中学校費補助金の学校施設改善交付金 1,595 万 6,000 円は、萩野中学校プレハブ校舎等

増改築事業の３分の１の交付で新規計上であります。 

５目特定防衛施設整備交付金 2,600 万円、前年比 620 万円の増であります。 

３項委託金 676 万 2,000 円、前年比 53 万 6,000 円の減で、記載のとおりであります。 

62 ページをお開きください。16 款道支出金です。本年度４億 2,551 万円、前年比１億 1,273

万 4,000 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かかわる北海道

の補助金、負担金、委託金でありますが、昨年度と比較し増減の大きなものを主に説明したい

と思います。 

１項１目民生費等負担金、１節社会福祉費負担金 1億 1,123万 3,000円の計上でありますが、

前年比 1,665 万 5,000 円の増であります。 

２節老人福祉費負担金 4,739 万 1,000 円、前年比 495 万 6,000 円の増であります。 

３節児童手当負担金 1,721 万 2,000 円、国庫支出金と同様の新規計上であります。 

次のページ、４節子ども手当負担金 454 万 2,000 円、前年比 5,424 万 3,000 円の減でありま

す。 

５節児童福祉費負担金 2,508 万円、前年比 442 万 9,000 円の増であります。 

なお、昨年計上の非被用者児童手当負担金などは、国庫支出金と同様未計上でございます。 

２項道補助金１億 1,774 万 7,000 円、前年比１億 3,108 万 6,000 円の増であります。 

１目総務費道補助金６万 6,000 円、前年比 3,273 万 8,000 円の減でありますが、昨年の森林
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整備加速化林業再生事業補助金 218 万 9,000 円が計上されていたことによるものであります。 

２目民生費道補助金 6656 万 1,000 円、前年比 273 万 3,000 円の増となっております。 

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減などにより前年比 110 万 3,000

円の減の 1,412 万 2,000 円であります。 

次のページ、７節児童福祉費負担金でございます。安心子ども基金補助金が 608 万 7,000 円

の増の 615 万 7,000 円となったことで、前年比 634 万円増の 1,462 万 6,000 円であります。 

３目環境衛生費道補助金 1,083 万 6,000 円、前年比 489 万 9,000 円の減であります。 

１節保健衛生費補助金は、実績見合により前年比 269 万 5,000 円の 1,083 万 6,000 円の計上

でございます。 

次のページ、４目農林水産業費道補助金 1,174 万 7,000 円、前年比 419 万 5,000 円の増であ

りますが、未来につなぐ森づくり推進補助金 5,120 万円が昨年の当初予算では未計上であった

ことによるものであります。 

５目総合費道補助金 230 万円は、防災対策事業に対する地域づくり交付金の新規計上であり

ます。 

7 目石油貯蔵施設立地対策等交付金 1,218 万 4,000 円は、石油貯蔵施設立地対策基金に積み

立てるものであります。 

８目雇用創出事業補助金は、重点分野雇用創造需要補助金 1,368 万 3,000 円の計上で、前年

比１億 286 万 6,000 円の減となっております。 

３項委託金 2,983 万 6,000 円、前年比 629 万 1,000 円の減であります。 

次のページ、１目総務費委託金、５節選挙費委託金、昨年は北海道知事、北海道議会議員選

挙事務委託金が計上されていたことから 603 万 3,000 円減の、296 万 2,000 円であります。 

廃目の教育費委託金は、北の大地に根ざした豊かな学び推進事業委託金が廃止となっており

ます。 

72 ページ、17 款財産収入１億 1106 万 8,000 円、3,117 万 4,000 円の減であります。 

１項１目財産貸付収入、町有住宅貸付料、町職員現年分は 105 万 3,000 円減の 99 万 3,000

円となるなど、前年比 109 万 2,000 円減の 3,692 万 9,000 円となっております。 

74 ページ、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、前年度同額の 3,0 00 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、前年実績を踏まえ 1,559 万 2,000

円減の 4,042 万 5,000 円を計上しております。 

76 ページでございます。廃目の道産売払収入は、土地開発公社の清算に伴う財産収入であり

ます。 

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

80ページ、19款繰入金２億 1,012万 3,000円、前年比１億 7,875万 3,000円の増であります。

歳出に計上済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

次のページの 11 目は歳出で説明したそれぞれの当該事業、経費に充当するものであります。 
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12 目財政調整基金繰入金は、町税の減収や補助関係経費の増大に対応するとともに、一定の

公共事業を確保するため１億 1,095 万 2,000 円を計上するものであります。 

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。 

86 ページ、21 款諸収入については２億 1,527 万７,000 円の計上で、記載のとおりでありま

すが、特に大きなものとして、88 ページ、４項１目民生費受託収入のイオル再生事業受託事業

収入が前年比 622 万 7,000 円減の 2,227 万 2,000 円、昨年計上の日本放送協会助成金 1,962 万

8,000 円が未計上となるなど、前年比 2,445 万円の減となっております。 

96 ページをお開きください。22 款町債であります。歳出に計上済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 6,740 万円、前年比 3,560 万円の増となってお

り、記載のとおりでありますが、白老港建設事業は前年比 920 万円増の１億 9,440 万円の計上

となっております。 

次のページ、４目臨時財政対策債につきましては、国の地方交付税特別会計の財源不足を補

うものであり、地方財政計画をもとに算出をしておりますが、本年は 700 万円減の４億 2,000

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 4,740 万円

で、前年比 4,260 万円の増となっております。 

以上で歳入歳出についての説明を終わりますが、事前にお配りしております予算の概要など

の配付資料につきまして、若干ご説明いたしたいと思います。 

最初に、平成 24 年度白老町予算の概要について説明いたします。予算の概要の 1 ページであ

りますが、平成 24 年度白老町各会計予算総括表であります。全会計の予算額が前年対比で記載

されております。一番上が一般会計、次に特別会計９会計、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 183 億 3,067 万 1,000 円、前年対比で

５億 4,791 万 9,000 円、3.1％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４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 15 億 1,443 万 1,000 円で、前年対比１億 4,021 万 8,000 円、

10.2％の増であります。病院会計に対しては、病院特例債の元利償還金分及び昨年度まで当該

予算で留保していた基準繰出分を含んでおります。 

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。７ペ

ージから経常経費における特記事項を記載しております。21 ページから補助金の主なもの、そ

して 23 ページからは事業費の概要が載っておりますが、内容につきましては予算書の主なもの

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。 

予算の概要の最後のページ、31 ページでございますが、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 14 億 5,801 万 9,000 円で、前年との比較では 8,093 万

7,000 円、5.9％の増であります。特に下水道会計は施設費の増、墓園事業の終了による減とな

っております。 

もう 1 つの資料、平成 24 年度白老町一般会計予算説明資料についてご説明いたします。まず
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1 ページ、１、平成 24 年度一般会計予算の概要の前年度比較表であります。一般会計予算の主

な内容の前年対比の数値を載せております。予算総額が、これまでご説明のとおり前年対比で

１億 2,900 万円、1.4％の増となります。歳入の欄でありますが、主なものとして、町税は固定

資産税の土地及び家屋について３年に一度の評価かえの年であることなどで 6,574 万 3,000 円

の減、地方交付税は、臨時財政対策債との見合いで地方財政改革等や町税の減収により 1 億

5,500 万円増、また、繰入金は、小中学校の耐震改修などによる教育施設関係整備基金繰り入

れや、一定の事業費を確保するため、歳入一般財源の不足を補う財政調整基金繰り入れにより、

１億 7,875 万 3,000 円の増となっております。歳出の欄の繰出金で１億 4,021 万 8,000 円の増

となっておりますが、病院会計に対する基準繰出分約 8,000 万円を当初予算で計上したことや、

介護保険会計の給付費の増などによるものであります。 

その下、財源不足とその補てん財源でありますが、平成 20 年度まで財政調整基金などの繰入

金を活用しており、21 年度から 23 年までは財源不足額はゼロであったものの、今年度につい

ては 1 億 1095 万 2,000 円の財源不足となっております。 

２ページ目、３、一般会計歳入の一般財源を記載した前年度の比較表であります。歳入一般

財源合計の前年度の比較で１億 4,166 万 6,000 円、1.9％の増であります。 

３ページ、４、一般会計歳出の表であります。経常経費と事業費に分け、それぞれ前年対比

の増減を載せております。経常経費全体の増減額は１億 5,833 万 1,000 円の増でありますが、

歳出の経常経費全体に要する一般財源ベースでは 1 億 4,864 万円の増であります。その内訳に

つきましては、給与費、公債費は減、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は 2,933 万 1,000 円の減でありますが、一般財源ベースでは 694 万

7,000 円の減にとどめております。これは補助事業を中心に事業を組み立ててきたことによる

ものです。 

４ページ、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あります。こ

の増減分の主な内訳としては、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

でございます。 

５ページ、６、平成 24 年度事業費総括表、補助、単独別、さらに新規継続別に財源内訳を載

せており、前年度等の比較であります。本年度は計 72 事業、うち新規事業は 34 事業となって

おり、前年度より計１事業増の新規は４事業の増となっております。 

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算と

の比較で、記載のとおりであり説明は省略させていただきます。 

７ページから９ページまでは、８、平成 24 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させていただきます。 

10 ページ、９、平成 24 年度基金現在高見込みになりますが、上段は一般会計分の財政基金、

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 17 基金及び中段の特別会計基金の

４基金、一番下に備荒資金組合の普通納付分、超過納付それぞれの積立額、取り崩し額、そし

て各年度末の現在高の見込を載せてございます。23 年度の決算見込みについては、補正予算 11
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号までで見込んでおります。24 年の見込みの欄でありますが、基金合計の積立額は 2,542 万

5,000 円になっており、この中では財政調整基金に 23 年度決算剰余金の 2,500 万円を含んでお

ります。取り崩しにつきましては、一般会計の基金の合計では２億 1,412 万 4,000 円で、年度

末の残高は３億 3,206 万 3,000 円の見込みであります。 

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(Ａ)の増減欄で

ありますが、前年度と比較して 5,023 万 7,000 円の増、一般財源は 4,714 万 5,000 円の増とな

っております。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以外の高齢者に

関する予算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の増減は、一般財源ベースで 4,788 万 7,000 円、7.5％の増であります。 

次に、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

の表でございますけれども、先ほど全会計の額をご説明しておりますが、10 カ年で一般会計は

４番目、全会計は５番目に少ない予算ということになっています。 

最後の 13 ページ、地方財政全体の推移と白老町財政の推移を普通会計決算ベースで示したも

のであります。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、24 年では 0.5％

の増となっております。下の表の町債現在高見込みは 24 年度末で 1,550 億 7,000 万円、前年度

より 7 億 6,500 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、24 年度末で 263 億 8,700 万円、前年度より 10 億 3,500 万円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。 

以上で一般会計の予算の説明を終了いたします。 

○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 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、並びに

聞き漏らし等ございます方はどうぞ。 

1 番、氏家裕治議員。 

○議員（氏家裕治君） 1 番、氏家です。269 ページ、災害対策費の 13 委託料のところなので

すけれども、この中で防災マップ作成の業務委託料、この中に標高表示というのを盛り込んで

の予算なのか、それともこれは町内の標高標示をするという名目の予算立てなのか、そこだけ

ちょっと確認しておきたいのですが。 

○議長（山本浩平君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 委託料には標高標示は含んでおりません。あくまでもハザー

ドマップでございますので、標高標示はまた別の、こちらのほうで言えば事業費関係で行うと

いう形でございます。まず、ご質問の標高標示とハザードマップですが、委託料の中にはハザ

ードマップしか含まれておりません。別立てで標高標示板をつくる形になります。 

○議長（山本浩平君） 1 番、氏家裕治議員。 

○議員（氏家裕治君） わかりました。その標高標示板をつくるというのは、冊子みたいなも

のでつくるのか、それとも町内に。 
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○議長（山本浩平君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） あくまでもハザードマップにこういったものをつくりますよ

といった標高の記載ではなくて、それぞれの例えば公共施設のところに標高が何メートルくら

いですよと、こういう表示をしていきたいと、こういうことでございます。 

○議長（山本浩平君） 説明がちょっとわかりにくかったなということでも構いかません。何

かございましたらどうぞ。 

〔「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 12 号の議案説明を終わります。 

日程第２、議案第 13 号 平成 24 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。特別会計予算書の用意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 号でございます。平成 24 年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 6,876 万 6,000 円の計上で、前年度と比較して 2,499 万

6,000 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 577 万 8,000 円の計上でございます。国庫運営に要する経費で、前年度と比較して 179

万 4,000 円の減額でございます。主な減額分につきましては、レセプトの電子化により共同事

務電算処理業務委託料 174 万円の減額でございます。 

２目連合会負担金 104 万 6,000 円、19 万 7,000 円の増額でございます。増額分は国庫連合会

事務費の負担金でございます。 

２項１目賦課徴収費 1,039 万 7,000 円、43 万円の減額でございます。(１)嘱託職員人件費等

682 万 4,000 円、国保税の徴収嘱託職員３名分の人件費で、前年と同様の計上でございます。

41 ページをお開きください。(３)賦課徴収事務経費 357 万 3,000 円、前年度と比較して 43 万

8,000 円の減額でございます。賦課徴収にかかわる経費で、国保税集計業務委託料の減額でご

ざいます。 

３項１目運営協議会費 21 万 7,000 円、7,000 円の増額でございます。増額分は運営協議会開

催等の経費で、前年同様の計上でございます。 

42 ページをお開きください。４項１目医療適正特別対策事業費 1,804 万 3,000 円、1,605 万

3,000 円の増額でございます。(１)レセプト点検経費 198 万 8,000 円、レセプト点検員１名分

の人件費で、前年同様の計上でございます。続いて、(３)保健指導推進経費 1,605 万 5,000 円

の計上でございます。前年度当初予算で計上しておりませんでしたが、国保会計で保健指導推

進に係る採用保健師３名分の人件費を計上し、北海道の特別調整交付金交付を受けるものであ
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ります。特別調整交付金は 731 万 8,000 円を見込んでおります。 

次のページをお開きください。２款保険給付費、１項１目一般被保険者療養給付費 17億 8,978

万 2,000 円、4,258 万 6,000 円の減額でございます。一般被保険者療養給付費につきましては、

23 年度決算見込みにより前年度比 2.3％減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 3,294万 7,000円、913万 8,000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。23 年度決算見込みによ

り、前年度比 7.4％増の計上でございます。 

３目、一般被保険者療養費 1,420 万 8,000 円、122 万 2,000 円の増額でございます。23 年度

決算見込みにより前年度比 7.9％減の計上でございます。 

４目退職被保険者療養 93 万 9,000 円、１万 9,000 円の増額でございます。23 年度決算見込

により前年度費 2.1％増の計上でございます。 

５目審査支払手数料 461 万 4,000 円、５万 6,000 円の増額でございます。これにつきまして

も 23 年度決算見込みにより前年度比 1.2％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 7,182 万 9,000 円、8

万 1,000 円の増額でございます。これにつきましても 23 年度決算見込みにより前年度比 0.3％

増の計上でございます。 

２目退職被保険者等高額療養費 1,412 万 6,000 円、98 万 4,000 円の増額でございます。これ

につきましても 23 年度決算見込により前年度比 6.5％減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、４目、退職者被保険者療養等高額介護合算療

養費 20 万円。いずれも前年と同額の計上でございます。 

３項 1 目一般被保険者移送費 10 万円、続いて２目退職被保険者療養等移送費 10 万円、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。４項１目出産育児一時金 840 万 5,000 円、84 万円の減額でご

ざいます。1 件当たり 42 万円、20 名分の計上でございます。 

５項１目葬祭給付費 120 万円の計上でございます。前年度と同額の計上でございまして、１

件１万 5,000 円、80 名分の計上でございます。 

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３億

2,665 万 7,000 円、1,991 万 5,000 円の増額でございます。後期高齢者医療による保険者負担分

でございまして、前年度比 6.5％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 5,000 円、4,000 円の増額でございます。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 36 万

9,000 円、26 万円の減額でございます。前期高齢者納付金は 65 歳から 74 歳の被保険者が対象

でございまして、保険者間での負担の均衡を各保険者加入数に応じて調整している制度でござ

います。 

２目前期高齢者事務拠出金２万 4,000 円、5,000 円の減額でございます。 
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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目老人保健拠出金 10 万円、４万

6,000 円の減額でございます。 

続いて２目老人保健事務費拠出金 20 万円の計上でございます。前年と同額でございます。科

目存置のための計上でございます。 

次のページをお開きください。６款介護納付金、１項１目介護納付金１億 3932 万 4,000 円、

1,311 万円の増額でございます。これは 40 歳から 65 歳未満の介護利用被保険者の増により、

前年比 10.4％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 8,268万 9,000

円、317 万 6,000 円の増額でございます。これはレセプト１件当たり８万円を超える医療費に

ついて、市町村国保の保険料の平準化財政安定を図るために拠出し、交付金をかける共同事業

で、高額医療の増額により前年度比４％増の計上でございます。 

２目共同事業事務費拠出金１万円の計上で、前年と同額でございます。 

３目保険財政共同事業拠出金３億 600 万 1,000 円、343 万 4,000 円の増額でございます。前

年度比 1.1％の増でございます。レセプト１件当たり３万円を超える医療費について、先ほど

申し上げました高額医療費拠出金と同じ共同事業として、同様の目的で拠出する事業で、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 1,486 万円、

143 万 5,000 円の減額でございます。健診受診率約 33％、1,620 人を見込み、事務経費を精査

したことによる減額でございます。 

２項１目保健衛生普及費 1,854 万 5,000 円、888 万 7,000 円の増額でございます。(１)健康

づくり指導経費 828 万 6,000 円、前年度と比較して 53 万 9,000 円の減額でございます。事務経

費の減でございます。(２)国保ヘルスアップ事業経費 608 万 6,000 円、533 万 3,000 円の増額

でございます。主な増額分としましては、前年度当初予算で計上しておりませんでしたが、生

活習慣病重症化予防対策を本年度も引き続き実施するための事務経費の計上で、国の補助金

600 万円を見込んでおります。63 ページをお開きください。（３）国保保健指導事業経費、408

万 2,000 円の計上でございます。前年度当初予算で計上しておりませんでしたが、特定健康診

査未受診者対策を本年度も引き続き実施するための事務経費の計上で、国の補助金 40 万円を見

込んでおります。 

66 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

円は前年と同様の計上でございます。 

次のページをお開きください。10 款公債費、１項１目利子 100 万円、２万円の減額でござい

ます。これは一般会計からの資金運用をしていただくことによる一時借入金利子の減額計上で

ございます。 

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。 

２目退職被保険者等国保税還付金 20 万円、続いて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。 
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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、前年同額の計上でご

ざいます。 

75 ページ以降の給与費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。 

歳出は以上でございます。 

次に、10 ページをお開きください。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 1,022 万 8,000 円、前年度と比較して 469 万 4,000 円の減額でございます。経済の悪

化により所得が減少していることから、前年度比 1.1％減の計上でございます。加入世帯数に

つきましては、23 年 12 月末で全道約 3,684 世帯、22 年 12 月末で 3,744 世帯でしたので、60

世帯減の 1.6％減となっております。収納率につきましては、厳しい状況でございますけれど

も、前年どおりの現年度分 91％、滞納繰越分５％の計上でございます。 

次のページをお開きください。２目退職被保険者等国民健康保険税 4,623 万 9,000 円、前年

度と比較して 116 万 3,000 円の増額でございます。これは退職被保険者の世帯数がふえており

ますので、前年比 6.2％増の計上でございます。収納率は現年度分 99％、滞納繰越分は５％の

計上でございます。 

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４億 8,964 万

5,000 円、5,845 万 2,000 円の減額でございます。これにつきましては、療養給付費の国庫負担

割合が 24 年度から 34％から 32％へ２ポイントの減となります。前期高齢者交付金の増額も見

込まれることから、前年度比 10.7％減の計上でございます。 

２目高額医療費共同事業負担金 2,067 万 2,000 円、79 万 4,000 円の増額でございます。高額

療養費の増額により４％増の計上でございます。 

３目特定健康診査等負担金 302 万 8,000 円、30 万 1,000 円の減額でございます。これは特定

健診等費用の３分の 1 を国が負担するものでございます。 

２項１目財政調整交付金２億 5,715万 7,000円、１億 2,947万 2,000円の減額でございます。

うち、歳出でご説明いたしましたが、国庫ヘルスアップ事業経費及び保健指導事業経費分とし

て 1,000 万円を見込んでおります。また、収支不足単年度の赤字見込みの補てん分として 2,594

万 9,000 円見込んでおります。前年度予算では、当初１億 5,176 万 8,000 円を見込んでおりま

したので、前年度より 9,058 万 9,000 円少なくなることを見込んで計上しております。参考ま

でに 23 年度の赤字見込みを申し上げますと、当初１億 5,176 万 8,000 円から減り、１億 724

万円を 23 年度の補正予算で見込んでおります。 

２目出産育児一時金補助金 20 万円、24 万円の減額でございます。 

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

6,410万 8,000円、4,535万 3,000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、前年度比 8.2％増の計上となってございます。 

次のページをお開きください。４款前期高齢者交付金、１項１目前期高齢者交付金９億 6,234

万 7,000 円、１億 5,015 万 5,000 円の増額でございます。前期高齢者といわれる、いわゆる 65
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歳から 74 歳について、全国平均の加入率 12％を上回る保険者に交付される制度でございまし

て、当町は平成 22 年度決算ベースで加入者率は 40.2％になってございます。 

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 2,067 万

2,000 円、79 万 4,000 円の増額でございます。前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４％増でございます。 

２目特定健康診査等負担金 302 万 8,000 円、30 万 1,000 円の減額でございます。これは特定

健診等費用の３分の 1 を北海道が負担するものでございます。 

２項１目北海道国民健康調整交付金 1億 3,157万円、1,903万 5,000円の増額でございます。

普通調整交付金は前年度と比較して 727 万 5,000 円の増額でございます。先ほど国庫支出金で

も説明いたしましたが、療養給付費の国庫負担割合が２ポイント減となり、その分を北海道が

調整交付金で補正されることによる増でございます。特別調整交付金は、歳出でご説明いたし

ました医療費適正化特別対策事業費の保健師指導推進経費に対して保健師３名分の人件費 731

万 8,000 円を見込み計上しております。交付金は実績に基づき交付されるものでございます。 

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

の計上で、科目存置でございます。 

次のページをお開きください。７款共同事業交付金、１項１目共同事業交付金 8,268 万 8,000

円、317 万 5,000 円の増額でございます。高額医療費共同事業医療費交付金は、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 3,660 万円、377 万 6,000 円の増額でございます。

この事業につきましては、１件 30 万 1,000 円を超える高額医療費について、ただいま申し上げ

ました共同事業と同様の目的で交付されるものでございます。 

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 円の計上でご

ざいます。前年と同額でございます。 

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２億 3,714 万 9,000 円、

551 万 9,000 円の減額でございます。事務費分 2,739 万 2,000 円のうち、保健指導推進に伴う

保健師人件費等の町負担分 873 万 7,000 円の計上でございます。 

出産育児一時金以降記載の項目につきましては、繰出基準による繰入金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、1 項１目繰越金 1,000 円の計上で、前年と同額

でございます。 

次のページをお開きください。11 款諸収入、1 項１目一般被保険者延滞金 30 万円。 

２目退職者被保険者等延滞金 10 万円。 

２項１目町預金利子３万円。 

３項１目特定健康診査等一部負担金 210 万 6,000 円。 

４項１目一般被保険者第三者納付金 50 万円。 

２目退職者被保険者第三者納付金５万円。 
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３目一般被保険者返納金 30 万円。 

４目退職者被保険者等返納金 1,000 円。 

５目雑入４万 5,000 円は、前年と同様の計上でございます。 

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 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（山本浩平君） 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。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ０時１１分 

                                         

再開 午後 １時２０分 

○議長（山本浩平君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

日程第３、議案第 14 号 平成 24 年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算の議案につい

て説明をお願いいたします。 

南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 議案 14 号でございますけれども、本特別会計の仕組みを簡単に申

し上げますと、歳出につきましては、北海道後期高齢者医療広域連合に納付する負担金で、主

に保険料と広域連合の事務負担金となっております。その財源は被保険者からいただいた保険

料と一般会計からの繰入金による財政運営となっております。 

それでは、議案第 14 号 平成 24 年度白老町後期高齢者医療事業特別会計予算について説明

いたします。 

予算総額は、歳入歳出それぞれ２億 7,657万 7,000円の計上で、前年と比較して 2,040万 8,000

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。22 ページをお開きください。1 款総務費、1 項 1 目一

般管理費 19万 6,000円の計上でございます。制度運営に要する経費で、前年度と比較して 5,000

円の減額でございます。 

２項１目徴収費 428 万 4,000 円、276 万 6,000 円の減額でございます。主な減額は、電算シ

ステムのクラウド化に伴い後期高齢者医療賦課徴収業務委託料 201 万 6,000 円の減額、それと

被保険者証は２年度ごとに更新となりますが、本年度は更新年度ではございませんので、関係

事務経費分を含め７万 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。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２億 7,164 万 7,000 円、2,317 万 9,000 円の増額でございます。負担金の内訳とい
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たしましては、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を納付するもの

でございます。１億 9,984 万 3,000 円で、前年度と比較して 1,459 万 7,000 円の増額でござい

ます。続いて、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と

して納付するものでございます。6,319 万円で、前年度と比較して 660 万 9,000 円の増額でご

ざいます。続いて、後期高齢者医療事務負担金は、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、市町村人口割で算出され 861 万 4,000 円を納付するもので、前年

度と比較して 197 万 3,000 円の増でございます。 

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３万 5,000 円、前年と

同額の計上でございます。 

次のページ、４款予備費、１項１目予備費、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。 

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 9,934 万 2,000 円、1,459 万 7,000 円の増額でございます。現年度分特

別徴収保険料１億 3,967 万 8,000 円、続いて現年分普通徴収率保険料 5,866 万 4,000 円、収納

率は 98％での計上でございます。滞納繰越分普通徴収保険料 100 万円、収納率は 40％の計上で

ございます。24 年度につきましては、保険料の改定に伴いまして、お手元のほうに第 14 号参

考資料ということで後期高齢者医療制度の保険料改定というのをお配りしておりますけれども、

これにつきましては、保険料は２年度ごとに更新されますので、今回の改定は 24 年、25 年度

が適用となります。保険料率や賦課割合は去る２月 23 日に北海道後期高齢者医療広域連合議会

において可決されております。お配りした資料の改定内容のとおりなのですけれども、主な改

定点といたしましては、資料の中ほどに保険料改定比較というところがあると思いますけれど

も、均等割が４万 4,192 円から４万 7,709 円となり、3,517 円、7.96％の増でございます。所

得割率につきましては 10.28％から 10.61％と 0.33 ポイントの増額でございます。賦課限度額

も改正されておりまして、５万円から５万 5,000 円となり、50 万 1,000 円、10％の増でござい

ます。それと、賦課割合も改正されておりまして、均等割、所得割の率は 50 対 50 から 52.5

対 47.5 となっております。なお、この保険料は改定されましたけれども、低所得者に対する措

置については前年と同様に設けられております。 

保険料改定の説明については以上ございます。 

次のページをお開きください。２款広域連合支出金、１項１目高齢者医療制度円滑運営臨時

特例交付金 1,000 円の計上で、科目存置でございます。 

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 7,637 万 8,000 円、581

万 1,000 円の増額でございます。事務費繰入金 1,318 万 8,000 円、79 万 8,000 円の減額でござ

います。続いて、保険基盤安定繰入金 6,319 万円は、保険料軽減に対する負担分でございまし

て、負担割合は北海道が４分の３、町が４分の１でございます。前年度と比較して 66 万 9,000

円の増額でございます。 

次のページをお開きください。４款繰越金、１項１目繰越金 50 万円、前年度と比較して 1,000
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円の減額でございます。 

次のページをお開きください。５款諸収入、１項１目延滞金 1,000 円。２項１目保険料還付

金 30 万円、２目還付加算金５万円、続いて３項 1 目預金利子 4,000 円、続いて４項１目雑入

1,000 円の計上で、前年と同額の計上でございます。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（山本浩平君） ただいま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。 

７番、 議員。 

○議員（ 君） ７番、西田でございます。25 ページの広域連合負担金のところでお聞

きします。負担金のところの後期高齢者医療事務費負担金、先ほど 197 万 3,000 円の増という

ふうにおっしゃっていましたけれども、どういうことでそれなりの金額がふえるのかなと。全

部のところから集めたらかなりの金額だと思うのです。その辺お願いします。 

○議長（山本浩平君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 広域連合のほうでシステム改修がございまして、それに伴う費用

増でございます。 

○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 14 号の議案説明を終わります。 

日程第４、議案第 15 号 平成 24 年度白老町公共下水道事業特別会計予算の議案説明につい

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 24 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につきましては、歳入歳出それぞれ 15 億 5,740 万 9,000 円を計上するも

のでございます。 

２ページ、「第１表 歳入歳出予算」、４ページ、「第２表 債務負担行為」、５ページ、「第３

表 地方債」につきましては、記載のとおりでございますので説明を省略させていただきます。 

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

を省略させていただきます。 

続きまして、歳出から説明をさせていただきます。28 ページをお開きください。１款公共下

水道事業費、１項１目下水道総務費 6,352 万 1,000 円、前年比 563 万 8,000 円の増でございま

す。説明欄、(１)下水道業務一般事務経費につきましては 5,849万 8,000円、前年比 592万 1,000

円の増となってございます。主な理由でございますが、水道事業会計との会計間移動に伴う職

員 1 名の増員分により、２節給与から３節共済費までの人件費が前年比で 831 万 4,000 円の増

となっております。13 節委託料では、下水道使用料賦課徴収業務委託料の単価 1 件当たり 130
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円から 150 円に見直ししたことにより、前年比で 189 万 4,000 円の増となっております。対象

件数は年間８万 6,020 件を見込んでございます。 

31 ページになります。27 節公課費、消費税納付金は、事業量の増加に伴い前年比で 424 万

8,000 円の減となってございます。(３)水洗便所普及・排水整備促進経費は前年貸付実績等を

踏まえ 502 万 3,000 円を計上して 28 万 3,000 円の減となってございます。 

２目下水道維持管理費につきましては 6,245 万 9,000 円で、前年比で 63 万 9,000 円の減とな

ってございます。説明欄、(１)管渠維持管理経費 1,216 万 9,000 円、前年比で 63 万 9,000 円の

減となっておりますが、15 節工事請負費は下水道管渠維持補修工事で前年比 79 万円の減。14

節使用料及び賃借料で竹浦温泉区私道使用料の計上により前年比３万 6,000 円の増。そのほか

11 節需用費、13 節の委託料などの経費見直しによるものでございます。33 ページになります。

(３)管渠維持管理事業、臨時分につきましては、陥没事故等の対策及び不明水対策に係る経費

の計上で 5,029 万円、前年と同額の予算計上となっております。白老末広、栄町の老朽管の整

備を継続して実施するほか、竹浦地区の老朽化公設桝（50 基）の取りかえを予定しております。 

３目処理場管理経費につきましては１億 8,341 万 7,000 円で、前年比 572 万 9,000 円の減と

なっております。説明欄、(１)処理場管理経費は、11 節需用費の修繕費では、処理場Ａ系統の

汚水ポンプ、Ｂ系統の返送汚泥ポンプ、余剰汚泥ポンプの修繕、竹浦、虎杖浜マンホール内ポ

ンプの修繕を予定しており、前年並みの予算計上となってございます。 

12 節役務費では、脱水汚泥運搬費が前年度実績を踏まえ、前年比で 80 万 9,000 円の増とな

っております。脱水汚泥の処分について、固形燃料化施設の処理能力等により、全量の受け入

れが現状では難しい状況にあることから、処分予定数量 1,200 トンのうち、燃料化施設で処理

するもの 65％、肥料化施設へ搬入するものが 35％の割合で予算計上してございます。 

13 節委託料では、白老下水終末処理場運転管理業務等包括委託料額の確定に伴いまして、前

年比 531 万円の減となってございます。脱水汚泥処分業務委託で、先ほど汚泥運搬費でご説明

いたしましたが、前年度実績を踏まえ前年比 92 万 8,000 円の減となってございます。 

15 節工事請負費は、前年比 46 万 5,000 円の減となっており、下水終末処理場管理棟の停電

時に利用するバッテリーの更新工事を行うものであります。 

18節備品購入費では水質検査機購入のため、前年比 18万 9,000円の増となってございます。 

34 ページ、２項 1 目下水道施設費につきましては、５億 2,737 万 3,000 円、前年比 1 億 2,743

万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）は、５億 1,176

万 6,000 円で、前年比で１億 2,381 万 8,000 円の増となっております。 

13 節委託料では、調査及び設計に係る委託料が前年比 466 万円の減となり、新規に雨水ばき

スクリーン修正設計業務委託費 100 万円を計上してございます。 

15 節工事請負費では、前年比で１億 2,862 万円の増となってございます。24 年度の事業内容

として、合流改善における流入渠の接続工事、排水汚泥炭施設工事及び高速ろ過施設等水処理

施設の機械設備と土木工事及び電気設備工事を予定してございます。なお、合流改善にかかる

事業全体につきましては、平成 25 年度に雨水ばきスクリーンの整備等を実施してすべての事業
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が完了する予定となってございます。37 ページの(３)管渠整備（特定環境保全公共下水道）は

1,560 万 7,000 円、前年比で 361 万 2,000 円の増となっております。24 年度の事業内容として

は、昨年に引き続きゆうかり団地の環境整備を予定しております。これで、計画区域内におけ

る計画的な整備は完了することになります。 

38 ページの２款１項公債費は７億 2,013 万 9,000 円、前年比 122 万 5,000 円の増となってご

ざいます。 

１目元金、長起債元金償還費は５億 2,152 万 8,000 円、前年比 755 万 4,000 円の増となって

おります。増額の主な要因は、既存借入債の定時償還にかかる元金額の増によるものでありま

す。なお、平成 23 年度末の下水道事業債の現在高は 84 億 6,333 万 6,000 円となる見込みです。 

２目利子につきましては１億 9,861 万 1,000 円、前年比 632 万 9,000 円の減となっておりま

す。説明欄、(１)長起債利子支払費は１億 9,559 万 9,000 円、前年比 618 万 9,000 円の減とな

っております。減額の主な要因につきましては、既存借入債の定時償還にかかる利息額の減で

ございます。(３)一時借入金利子支払費は 301 万 2,000 円、前年比で 14 万円の減となっており

ます。減額の主な理由につきましては、借入見込額の減少による減でございます。 

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。 

12 ページの歳入につきましてご説明をさせていただきます。１款１項１目都市計画下水道事

業受益者負担金 101 万 8,000 円、前年比 406 万 5,000 円の減となっております。 

１節現年度受益者負担金 838 万円、事業規模の縮小に伴う供用開始区域の賦課面積の減少に

より、前年比 362 万 1,000 円の減となっております。 

２節滞納繰越受益者負担金、前年比 44 万 4,000 円減の 18 万円の計上となってございます。 

14 ページ、２款１項１目下水道使用料につきましては３億 2,347 万 8,000 円で、節水などの

影響による家庭用、事業用の使用水量の減少により前年比 760 万 9,000 円減となってございま

す。滞納繰越分は前年比 23 万 7,000 円の減となってございます。 

２目生し尿処理施設使用料につきましては 432 万円、前年比で 49 万 7,000 円の減となってご

ざいます。バイオマス処理施設等から発生する浄化槽汚泥量の受け入れ量が減少しており、実

績等を踏まえ前年比 622 キロリットル減となる見込みでございます。 

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。 

２項１目下水道手数料につきましては 16 万 2,000 円、前年比で 8,000 円の減となってござい

ます。前年度実績見込みをもとに計上しております。 

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２億 5,792 万円、

前年比 6,902 万円の増となってございます。これにつきましては、歳出の補助事業費見合によ

り計上してございます。 

18ページ、４款繰入金、１項１目一般会計繰入金５億 2,415万 3,000円、前年比 1,857万 4,000

円の増となります。主に合流改善事業における下水道施設費充当分及び公債費元金充当分に係

る繰入金の増によるものでございます。 

20 ページ、５款１項１目繰越金につきましては、平成 23 年度決算見込みにおいて繰越金が
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発生する見込みから、1,500 万円を計上するものでございます。 

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

額を計上しております。 

３項１目貸付金元金収入 473 万円、前年比２万 9,000 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目釣銭資金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。 

24 ページ、７款町債、１項１目下水道債につきましては４億 1,710 万円、前年比 4,250 万円

の増となっております。公共下水道事業債は、事業費の拡大に伴い２億 1,200 万円、前年比で

4,990 万円の増となっております。特定環境保全公共下水道事業費は、起債単独事業の実施な

どから 1,100 万円、前年比 62 万円の増となっております。資本費平準化債は１億 4,700 万円、

前年比 1,380 万円の減となっております。公共下水道事業債は 4,710 万円、前年比２万円の減

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査、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、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） ただいま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（山本浩平君） 質疑なしと認めます。 

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 24 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。 

田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） それでは、議案第 16 号 平成 24 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。 

予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,650 万 6,000 円で、前年比 387 万 9,000 円の減でござい

ます。 

２ページ、「第１表 歳入歳出予算」、及び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説明を省略させていただきます。 

まず、歳出から申し上げます。16 ページをお開きください。１款給食費、１項１目給食材料

購入費 7,650 万 6,000 円、前年比 387 万 9,000 円、約 4.8％の減であります。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 ページのほうにお戻りください。歳入をご説明いたします。１款諸収入、学校給食
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費収入 7,650 万 2,000 円、前年度比 387 万 9,000 円、4.8％の減でございます。内容でございま

すが、児童数、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

現年度分で 98％、滞納繰越分で 20％を見込んでございます。 

２項１目預金利子、３項１目消費税還付金、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す。 

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。 

以上簡単でございますけれども、説明を終了させていただきます。 

○議長（山本浩平君） ただいま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（山本浩平君） 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 24 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。 

赤城港湾室長。 

○港湾室長（赤城雅也君） 議案第 17 号 平成 24 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。 

予算の総額は、歳入歳出それぞれ 7,368 万 1,000 円であり、前年比 2,202 万 6,000 円の増額

でございます。 

次のページ、「第 1 表 歳入歳出予算」、及び４ページ、「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させていただきます。 

６ページ、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。 

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、

今年度 25 万 3,000 円、前年比 16 万 9,000 円の減額でございます。説明欄の各説においては、

前年度見合いで若干減少しております。 

27 節公債費でございますが、前年度の上屋収入による消費税相当額でございます。 

24 ページ、２款港湾機能施設整備費、１項１目港湾機能施設整備費 1,970 万円を計上してご

ざいます。説明欄ですが、15 節工事請負費でマイナス 11 メートル岸壁の施設整備工事で、船

舶給水工事と照明施設整備工事を計上しております。 

26 ページ、３款公債費、１項１目元金 4,338 万 1,000 円で、前年比 280 万 5,000 円の増額で

ございます。説明欄でございますが、23 節償還費、利子及び割引料でございます。長起債元金

償還金分が 414 万 7,000 円、平準化債元金償還金が 323 万 4,000 円で、4,338 万 1,000 円の計

上でございます。 

２目利子 806万円の計上で、前年比 31万円の減額でございます。利子償還金でございますが、

元金償還に伴う利子の減であります。 
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28 ページ、４款予備費、１項１目予備費、本年度 1 万円、前年と同額でございます。 

32 ページ、地方債残高でございます。記載のとおりですが、24 年度現在高見込額は４億 5,551

万 9,000 円であり、施設整備費の 1,970 万円も含んでおります。 

続きまして、10 ページにお戻り願います。歳入。１款使用料及び手数料、１項１目港湾使用

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

12 ページ、２款財産収入、１項１目財産貸付収入、今年度 28 万 2,000 円で、前年比 57 万 5,000

円の減額でございます。これは土地貸付収入でございます。 

14 ページ、３款繰越金、１項１目他会計繰越金 1,600 万円、前年比 550 万円の増額でござい

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の繰越前納で、元金償還分の増に

よるものです。 

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す。 

18 ページ、５款町債、１項１目港湾整備事業債、今年度 3,740 万円、前年比 1,710 万円の増

額でございます。説明欄でございますが、資本費平準化債が 1,770 万円で、150 万円の減額で

ございますが、新たに港湾整備事業債で船舶給水、用地照明等分の 197 万円を借り入れました。 

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 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（山本浩平君） 質疑なしと認めます。 

これをもって議案第 17 号の議案説明を終了いたします。 

日程第７、議案第 18 号 平成 24 年度白老町墓園造成事業特別会計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 18 号でございます。平成 24 年度白老町墓園造成事業

特別会計の議案についてご説明いたします。 

予算総額でございますが、歳入歳出それぞれ 376 万 5,000 円、前年度対比 3,766 万 2,000 円

の減額でございます。昨年度実施いたしました墓地区画整備事業分の減が主な要因であります。 

２ページ、３ページの「第１表 歳入歳出予算」、及び６ページの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。 

次に、歳出についてご説明をさせていただきます。24 ページをお開き願います。１款墓地区

画費、１項１目墓地区画費 24万 2,000円で、前年度対比 3,968万 8,000円の減でございますが、

工事請負費など墓地造成事業の減によるものであります。 

26ページでございます。２款公債費、１項１目元金 252万 6,000円で、前年度対比 122万 6,000

円の増であります。 

２目利子 99 万 6,000 円で、前年度対比 80 万 1,000 円の増でございます。元金、利子、償還

金とも前年度実施の墓園造成事業財源として借り入れいたしました霊園事業債の今年度償還分
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でございます。 

28 ページでございます。３款予備費、１項１目予備費 1,000 円の計上でございますが、前年

同額の科目存置でございます。 

なお、30 ページの基金積立金につきましては、廃目とするものであります。 

以上が歳出の内容でございます。 

次に、歳入をご説明させていただきます。10 ページへお戻り願います。１款使用料及び手数

料、１項１目墓園使用料 374 万 1,000 円で、前年度対比 30 万 9,000 円の増でございます。昨年

度に造成いたしました第３期分、及び１期、２期造成分の使用料を見込み計上したものでござ

います。 

 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２万 3,000 円を見込

んだものでございます。 

14 ページでございます。３款諸収入、１項１目町預金利子は、前年度同額の 1,000 円で、科

目存持でございます。 

16 ページ以降の財産収入繰入金、町債につきましては、廃目とするものでございます。 

以上が歳入の内容でございます。 

最後に、34 ページの地方債現在高見込額調書につきましては、記載のとおりでございますの

で説明を省略させていただきます。 

以上で墓園造成事業特別会計の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 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がある方はどうぞ。 

〔「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 18 号の議案説明を終わります。 

日程第８、議案第 19 号 平成 24 年度白老町介護保険事業特別会計予算の議案について説明

をお願いいたします。 

長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 議案第 19 号 平成 24 年度白老町介護保険事業特別会計予

算の議案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 19 億 2,233 万 9,000 円で、前年比３億 2,683 万 6,000 円の増

加となっております。 

２ページの「第 1 表 歳入歳出予算」と、６ページの歳入歳出予算事項別明細書、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。 

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

１項１目一般管理費 401 万 9,000 円の計上で、介護保険運営に係る共通経費で、前年比 277 万

2,000 円の減額であります。 

２項１目賦課徴収費 221 万 4,000 円、前年比 26 万 2,000 円の減額で、介護保険料の賦課徴収
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にかかる経費でございます。 

次のページです。３項１目介護認定審査会費 398 万 2,000 円、前年比 13 万円の減額で、介護

認定審査に係る経費であります。 

２目認定調査費 1,222 万円、前年度 21 万円の増額で、介護認定調査に係る経費であります。 

次のページです。４項１目趣旨普及事務経費５万 4,000 円の計上で、前年同額でございます。

介護保険制度の趣旨普及に係る経費であります。 

５項１目計画策定費３万 6,000 円の計上で、前年比 14 万 1,000 円の減でございます。これに

つきましては、平成 23 年度におきまして介護保険事業計画を策定した報酬、旅費等が 24 年度

はその分減額という形になってございます。 

36 ページをお開きください。２款保険給付費です。保険給付費全体につきましては、第５期

介護保険事業計画に基づき、居宅分 600 人、施設分 298 人、計 898 人分の総額 18 億 2,029 万

4,000 円の保険給付費を計上しており、前年度３億 707 万 8,000 円の減額となっております。 

なお、次からご説明いたします給付費全体の財源区分負担率は歳入の中でご説明いたします。 

それでは、ご説明いたします。２款保険給付費、１項１目介護給付費 15 億 4,603 万円の計上

で、前年比３億 558 万 7,000 円の増額となっており、要介護１からと要介護５までの方の介護

サービスの給付費でございます。 

２目介護予防給付費 9,046 万 7,000 円の計上で、前年比 3,885 万 2,000 円の減額で、要支援

1 と要支援２の方の給付費でございます。 

３目審査支払手数料 140 万 8,000 円の計上で、前年比５万 8,000 円の減額であります。これ

につきましては、単価の引き下げによる減額でございます。 

２項１目介護サービス費 4,932 万 4,000 円の計上で、前年比 847 万 6,000 円の減額でありま

す。 

次のページでございます。３項１目特定入所者介護サービス費１億 2,820 万 6,000 円の計上

で、前年比 3,163 万 4,000 円の増額であります。これにつきましては、介護保険３施設の入所

者の方と、それを利用する短期入所者の方で、低所得者の方に対します食費及び居住費に対し

ます補足給付でございます。 

２目特例特定入所者介護サービス費 1 万円で、前年同額でございます。 

３目特定入所者支援サービス費 12 万 9,000 円の４万 9,000 円の減額であります。要支援認定

者の方で、低所得段階の方に対します短期入所の食費及び住居費の補足給付でございます。 

４目特例特定入所者支援サービス費 1 万円で、前年同額でございます。 

次のページでございます。４項１目高額医療合算介護サービス費 471 万円の計上で、前年比

36 万円の増額でございます。医療費と介護サービスの一部負担金の合計額が上限額を超えた分

を給付するものでございます。 

次のページでございます。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 327

万 7,000 円で、二次予防高齢者該当者に対します通所介護予防事業委託経費で、前年同額であ

ります。 
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２目介護一次予防高齢者施策事業費 1,531 万 7,000 円で、高齢者健康づくり事業経費で、介

護予防活動の育成支援、知識の普及、啓発などの経費で、前年比 173 万 2,000 円の増額であり

ます。 

次のページございます。２項１目総合相談事業費 2,570 万 4,000 円の計上で、地域包括支援

センターの総合相談事業及び地域型在宅介護支援センター業務委託経費で、前年比 696万 8,000

円の増額であります。 

次のページでございます。２目権利擁護事業費 12 万 3,000 円の計上で、講演開催経費及びパ

ンフレット等の購入費で、前年同額であります。 

３目任意事業費 1,974 万 5,000 円の計上で、前年比 75 万 5,000 円の増額で、配食サービスの

見込み数の減少によるものでございます。 

50 ページをお開きください。４款基金積立金、１項１目介護給付事業基金積立金 1,466 万

5,000 円の計上で、介護保険事業基金運用利息のほか、各都道府県に積み立てておりました財

政安定基金を介護保険料の上昇を抑える目的に各市町村に交付されるため、事業基金へ積み立

てるものであります。 

次の介護従事者処遇改善特例基金につきましては、平成 23 年度で基金の運用が終了したこと

によりまして、今年度は廃目となってございます。 

次のページでございます。５款諸支出金、１項１目第１号被保険者保険料還付金 68 万 4,000

円の計上で、過年度分の介護保険料の還付金でございます。 

２目償還金は科目存置でございます。 

54 ページの６款予備費、１項１目予備費につきましては、前年同額でございます。 

続きまして、歳入のほうに説明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号介護保険者介護保険料３億 4,635 万 1,000 円、前年比 7,259 万 1,000

円の増額で、第５期介護保険事業計画に基づき、被保険者数 6,773 人、収納率 98.2％を見込ん

でございます。 

次のページでございます。２款分担金及び負担金、１項１目地域支援事業負担金 956 万 7,000

円で、高齢者通所介護事業の負担金と配食サービスの負担金で、前年比 133 万円の減額となっ

ております。 

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３億 684 万 1,000 円、

前年比 4,728 万 5,000 円の増額であります。介護保険給付費におけます国の負担割合につきま

しては、施設が 15％、その他分が 20％であります。 

２項１目調整交付金 1,148 万 6,000 円、前年比 1,998 万 3,000 円の増額であります。これに

つきましては、国の負担割合は５％が基本でありますが、後期高齢者数や所得状況により

6.31％を見込んでおります。 

２目地域支援事業交付金（介護予防事業）分 457 万 7,000 円、前年比 42 万 9,000 円の増額で

あります。介護予防事業におけます国の負担割合は 25％であります。 

３目地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）分 1,450 万 3,000 円、前年比 301 万
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8,000 円の増額であります。国の負担につきましては 40％となっております。 

次のページでございます。４款道支出金、１項１目介護給付費負担金２億 8,475 万 6,000 円、

前年比 5,252 万 2,000 円の増額で、道の負担割合につきましては、施設分が 17.5％、その他分

が 12.5％となっております。 

２項１目交付金 1,465 万 5,000 円の計上で、歳出でご説明いたしました介護保険料の上昇を

抑える目的に市町村に交付されるものであります。 

２目貸付金は科目存置であります。 

３項１目地域支援事業交付金（介護予防事業）分 228 万 9,000 円、前年比 21 万 5,000 円の増

額で、道の負担割合は 2.5％でございます。 

２目地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）分 725 万 2,000 円、前年比 150 万 9,000

円の増額となっております。負担割合は 20％であります。 

次のページでございます。５款支払基金交付金、１項１目介護給付費交付金５億 2,788 万

6,000 円、前年度対比 7,392 万 7,000 円の増額となっております。 

２目地域支援事業交付金 531 万円、前年比 33 万 3,000 円の増となっております。 

１目、及び２目の支払基金の負担割合は 29％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、前年同額

で、介護保険基金の運用利息でございます。 

22ページをお開きください。７款繰入金、１項１目介護給付費繰入金２億 2,753万 7,000円、

前年比 3,838 万 7,000 円の増額であります。 

２目地域支援事業繰入金（介護予防事業）分 228 万 9,000 円、前年比 21 万 5,000 円の増額と

なっており、１目、及び２目の負担割合は 12.5％であります。 

３目地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）分 725 万 1,000 円、前年比 150 万 8,000

円の増額となっており、負担割合は 20％であります。 

４目その他、一般会計繰越金 2247万 8,000円の計上で、前年比 286万円の減額でございます。

歳出でご説明いたしました、１款総務費に係る繰越金でございます。 

２項１目介護保険基金繰入金 2,383 万 6,000 円、前年比 467 万 3,000 円の増額となっており

ます。 

次の、介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金につきましては、平成 23 年度に終了したこと

により、本年度は予算計上してございません。 

次のページでございます。８款繰越金、１項１目繰越金につきましては、科目存置でござい

ます。 

次のページの９款諸収入、１項１目第１号被保険者延滞金から３項２目返納金については、

いずれも科目存置であります。 

３目雑入８万 4,000 円につきましては、臨時職員等の雇用保険個人負担分でございます。 

次に、57 ページ以降の給付費明細書、債務負担行為に関する調書につきましては、記載のと

おりでありますので説明を省略させていただきます。 
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以上で説明を終わります。 

○議長（山本浩平君） 議案の説明が終了いたしました。 

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がある方はどうぞ。 

13 番、前田博之議員。 

○議員（前田博之君） 44ページの総合相談事業費の比較で約 700万円ふえているのですけど、

これの説明がなかったので、この部分について具体的に説明願います。 

○議長（山本浩平君） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） この事業の主な増につきましては、人件費の増が主な要因

でございます。これにつきましては、総合相談ですので、地域包括支援センターにおります主

任ケアマネ、それと社会福祉士、それと臨時で雇用します介護支援員、こちらのほうの人件費

を給与費の一般会計のほうから持ってきたということで、23 年度におきましては１年分見てお

りませんでしたが、24 年度につきましては１年分見ることができたということで、この分が増

額になっております。 

○議長（山本浩平君） 13 番、前田博之議員。 

○議員（前田博之君） 人がふえたのですか、それとも半年のものが１年に延びたとか、その

辺を具体的に人数と数字で言ってください。 

○議長（山本浩平君） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 申しわけありません。人の数はふえておりません。23 年度

において人件費として３カ月分を計上していたものが、約９カ月分を 24 年度で予算計上するこ

とができたということで、この地域支援事業費につきましてご説明しておりませんが、介護給

付費の３％以内で事業費を賄うということになってございます。それで、上限額３％という形

で事業費を見ておりますので、給付費がかなり延びたということで、それぞれの各事業がふえ

た。それに伴い人件費をふやすということになりました。 

○議長（山本浩平君） ほかございませんでしょうか。 

〔「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 19 号の議案説明を終わります。 

 ここで、暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ２時１９分 

                                         

再開 午後 ２時３０分 

○議長（山本浩平君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

日程第９、議案第 20 号 平成 24 年度白老町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 24 年度白老町特別養護老人ホーム事業特
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別会計予算についてご説明をいたします。 

予算の総額は歳入歳出それぞれ 5,133 万 8,000 円となっており、前年比７万 9,000 円の減と

なってございます。 

２ページ、３ページの「第１表 歳入歳出予算」、６ページ、７ページの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省略させていただきます。 

それでは、歳出のほうからご説明申し上げます。22 ページをお開きください。１款総務費、

１項１目一般管理費 14 万 7,000 円でございます。これは前年と同額で、特養施設の物置の火災

保険料でございます。 

次のページをお開きください。２款基金積立金、１項１目特別養護老人ホーム事業基金積立

金９万 9,000 円、前年比７万 8,000 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に充てるために積立するものでございます。 

次のページをお開きください。３款公債費、１項１目元金、長期債元金償還金 3,944 万 6,000

円、前年比 72 万 4,000 円の増となってございます。この元金償還金は、財政融資分と金融公庫

分の長期債の元金償還金でございます。 

２目利子、長期債利子等支払費 1,164 万 6,000 円、前年比 72 万 5,000 円の減でございます。

これにつきましては、先ほどの長期債の元金償還金と一時借入の分でございます。 

続きまして、歳入の説明をさせていただきます。10 ページをお開きください。1 款使用料及

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

支線敷地使用料であります。 

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 6,000 円、前年

比 5,000 円の増額であります。これは特別養護老人ホーム事業基金積立金の利子であります。 

２項１目土地建物貸付収入１万円でございます。これも昨年と同額でございますけれども、

自動販売機の設置によるものでございます。 

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、こ

れは前年同額でございます。 

次のページをお開きください。４款繰越金、１項１目繰越金 1,000 円、前年と同額で、これ

は科目存置でございます。 

次のページをお開きください。５款諸収入、１項１目雑入 2,814万 3,000円、前年比８万 4,000

円の減でございます。これにつきましては、居住費のうち光熱水費を除いた建設費相当分を収

入するものでございます。 

これで、歳入は終わります。 

30 ページをお開きください。地方債残高見込額調書がございますけれども、これについては、

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） 議案の説明が終了いたしました。 

これより議案第 20 号の議案に関して質疑を許します。特に聞いておく必要がある方はどうぞ。 
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〔「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 20 号の議案説明を終わります。 

日程第 10、議案第 21 号 平成 24 年度白老町介護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 号でございます。平成 24 年度白老町介護保健施設事

業特別会計予算でございます。 

24 年度の歳入歳出予算の総額は１億 1,088 万 9,000 円となっておりまして、前年度から比較

しますと 140 万円ほどの微増ということになってございます。予算の内訳につきましては、順

次ご説明を申し上げます。本年度は平均入所者数を 25.3 名、介護度 2.9 として設定をしており

ます。職員数につきましては、前年と同様のスタッフ数で考えてございます。看護師を５名、

介護スタッフを７名、それと兼務職員といたしまして医師、理学療法士を１名ずつ配置すると。

そのほか、事務関係、それと介護支援専門員、これはパートでございますが、こういった人員

を配置するような、今年度も同じような内容になっています。なお、平成 23 年度につきまして

は、補正予算でも説明させていただきましたが、赤字決算が見込まれますので、定員管理につ

いては十分注意をしてやっていきたいと思います。 

次に、２ページ、３ページの「第１表 歳入歳出予算」、５ページ、７ページの歳入歳出事項

別明細書は、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、歳出からご説明させていただきます。20 ページをお開きください。歳出につきま

しては、前年度と比較して大きく変化したもの、あるいは新規のものを中心にご説明をさせて

いただきたいと思います。 

１款１項１目一般管理費でございますが、これは前年度実績により見合いを計上してござい

ます。看護師の人件費が前年度の設定とちょっと違う点がございまして、対前年比よりもちょ

っとふえたような要因になってございます。冒頭説明いたしましたが、看護師については５名、

それと７節の臨時職員につきましては、介護スタッフが７名とケアマネジャー、これはパート

でございますが、１名分の計上となってございます。それと、18 節の備品購入費でございます

が、これは施設で使います自動ミシンです。これと施設用の便座を１台新たに購入する予定と

なってございます。その他事業費、役務費等々につきましては見合いのとおりでございます。 

次のページでございます。負担金につきましては、共通経費負担金、これは病院に老健施設

からお支払いする経費でございます。これはほぼ前年と同様の計上となってございます。なお、

今年度につきましては、パートのケアマネジャー、介護支援専門員でございますが、これは更

新時講習を受けなければならないというがありますので、研修の費用と、それと看護師、それ

と介護スタッフの教育のための研修費などを予定してございます。 

次のページ、25 ページでございます。２款１項１目施設介護サービス事業費、これが直接的

に入所者の要する経費となってございますが、前年と同様の予算計上となってございます。ほ
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ぼ変わりございません。前年と比較して 75 万 4,000 円の増となっておりますが、この増の主な

内容につきましては、入所者がお使いになりますお薬の購入費。あるいは入所者が皮膚科等、

眼科等の外来診療を受ける際の他科受診料、これが増額の主な要因となっております。なお、

備品につきましては、お尻等を拭きます清拭用、体を拭きます清拭用の布、ホットスチーム、

蒸気で温めて各お部屋に持っていく備品の購入を予定してございます。 

27 ページでございます。３款１項１目利子でございますが、これは万が一、金融機関から一

時借入を行う際の金利を見込んでございます。一応 2,000 万円を年利 1.5％ということで設定

をさせていただいております。 

29 ページです。予備費でございます。４款１項１目予備費につきましては、歳出予算予定額

の 0.1％の設定というふうになっておりますので、11 万 1,000 円の予備費を計上させていただ

いております。 

次の、31 ページからの給与費明細書と債務負担行為に関する調書につきましては、説明を省

略させていただきます。 

次に、10 ページの歳入に移ります。10 ページをお開きください。１款１項１目施設介護サー

ビス費でございますが、サービス収入全体につきましては、先ほど説明しましたとおり、平均

在所者数が 25.3 名、平均介護が 2.9 名として設定をしております。 

２項１目自己負担金収入でございますが、昨年度と比較しまして 116 万 9,000 円減額となっ

ておりますが、最近の入所者の傾向からいたしますと、所得の低い方が入所される傾向がござ

います。従いまして、自己負担金の収入につきましては、低めに見積もりをしております。 

次のページでございます。２款１項１目寄附金につきましては、科目存置でございます。 

15 ページでございます。３款１項１目繰越金につきましても、科目存置となってございます。 

17 ページでございます。諸収入です。４款１項１目介護保険受託収入でございますが、主治

医意見書作成料及び要介護認定調査作成料につきましてですが、これは施設内で主治医意見書

を作成する場合、あるいは他の機関から要介護認定調査の依頼を受けますと、これについて報

酬が支払われますので、これを受ける科目をつくってございます。 

それと、３項１目の雑入でございますが、預金利子及び雑入については、実績見合いとなっ

ております。科目存置であります。 

なお、一般会計からの繰入金は今年度見込んでおりません。基本的にはサービス収入で会計

を賄っていくのだということを基本として、今後も考えていきたいと思ってございます。そう

いった意味では、きちんと入所者を確保していくことも重要なことと考えております。 

以上で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（山本浩平君） 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がある方はどうぞ。 

〔「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 21 号の議案説明を終わります。 
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日程第 11、議案第 22 号 平成 24 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 24 年度白老町水道事業会計予

算の議案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、前年度実績等を勘案しまして、

予算の積算の基礎となる項目を記載してございます。(１)給水予定戸数は、前年度実績及び直

近３カ月の平均戸数 9,642戸を見込んでございます。前年比 58戸の減となってございます。(２)

の一日平均給水量は 4,921 立方メートルで、給水世帯の減少や節水機器の影響などにより、前

年比 257 立方メートルの減額となってございます。（３）年間総給水量 179 万 6,100 立方メート

ルで、前年比９万 3,900 立方メートルの減となってございます。（４）主要な建設改良事業とい

たしましては、老朽塩ビ管の更新など、配水施設改良事業が前年度で 10 万円減の１億 301 万円

を計上してございます。 

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。詳細の説明につきましては、

後ほど事項別明細書により説明させていただきます。収入の第１款水道事業収益は３億 4,653

万 3,000 円、支出の水道事業費用は３億 1,672 万円であります。当該年度において、利益剰余

金は 2,670 万 3,000 円が見込まれます。 

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款基本的収入は１億 5,629 万

5,000 円、資本的支出２億 1,313 万 7,000 円で、財源として不足する額 5,684 万 2,000 円は本

文括弧中に記載のとおり、当該年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び損益鑑定留

保資本で補てんするものでございます。 

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

目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

ジになりまして、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。 

５ページ、６ページになります。水道事業会計実施計画、７ページの資金計画、８ページか

ら 10 ページの給与費明細書、11 ページの平成 23 年度予定損益計算書、12 ページから 15 ペー

ジの平成 23 年度予定貸借対照表、24 年度予定貸借対照表につきましては、記載のとおりでご

ざいますので説明を省略させていただきます。 

続きまして、16 ページをお開きいただきたいと思います。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、記載のとおりでありますので説明を省略させていただきます。 

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、予算額 6,598 万円、前年比 7,231 万 8,000 円の減となっております。

減額の主な理由につきましては、特定嘱託員１名の減員及び会計間異動に伴う職員１名減員に

よる給料等人件費の減でございます。 

２目原水及び浄水費につきましては、予算額が 4,742 万 7,000 円、ほぼ前年並みの予算とな

ってございます。 
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説明欄の(１)白老浄水場維持管理経費は 2,934 万 1,000 円、前年比 588 万 4,000 円の減とな

っております。15 節委託料では、浄水場の配置している特定嘱託員１名を浄水場管理体制の強

化及びコスト削減等の観点から浄水場維持管理業務委託へ振りかえることとしたため、前年比

202 万 3,000 円の増となってございます。また、定期水質検査委託料では、農薬に関する一定

の水質検査が終了することにより、前年比 87 万 7,000 円の減となってございます。このほか、

22 節工事請負費は、前年比 701 万 7,000 円の減となっております。 

続きまして 19ページ、(２)虎杖浜第１浄水場維持管理経費でございますが、予算 471万 6,000

円、前年比 372 万 4,000 円の増となってございます。18 節修繕費でございますが、浄水場管理

道路の補修により、前年比 87 万 2,000 円の増と、22 節工事請負費で、老朽化による配水流量

計の更新を実施するため、前年比 281 万 4,000 円の増となってございます。 

（３）虎杖浜第２浄水場管理経費 992 万 8,000 円、前年比 60 万 2,000 円の減となっておりま

す。18 節修繕費が、前年比 158 万 5,000 円の減で、24 年度は除湿機取替補修費を計上してござ

います。22 節工事請負費では、受電に必要な気中開閉器及び浄水場内の受電設備までの高圧ケ

ーブルの劣化による高圧幹線設備更新工事のため、前年比 212 万 7,000 円の増となってござい

ます。このほか、給水区域見直しなど効率的な運転により、９節備消耗品費、19 節動力費、20

節薬品費が前年比 115 万 6,000 円の減となってございます。 

（４）森野取水場維持管理経費につきましては 344 万 2,000 円、前年比 281 万 6,000 円の増

となってございます。増額の主な理由につきましては、管理用の木橋が老朽化により倒壊の恐

れがあるため、補修に必要な修繕費 274 万 8,000 円が増額となるものでございます。 

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、予算額が 3,390 万 6,000 円、前

年比 73 万 5,000 円の減となっております。 

説明欄の(１)配給水管の事故普及に係る漏水等の復旧に係る経費でございますが、1,143 万

3,000 円、前年比 43 万円の減となってございます。前年実績に基づいた予算計上ということに

なってございます。 

(２)検満量水器更新に係る経費は 1,603 万 1,000 円、前年比 32 万 9,000 円の増となってござ

います。材料費及び工事請負費の数量の増によるものでございます。 

（３）配水管維持管理に係る経費は 644 万 2,000 円、前年比 63 万 4,000 円の減となってござ

います。15 節委託料の前年度実施した、水道管敷設借用に必要な国有地の測量委託料の減によ

るものでございます。 

21 ページ、４目受託工事費につきましては 44 万 9,000 円で、前年並みの予算となってござ

います。 

５目総係費につきましては 2,030万 9,000円、前年比 58万 3,000円の減となってございます。 

説明欄、(１)水道料金調定に係る経費につきましては 847 万 2,000 円、燃料費、印刷製本費

の減により、前年比２万 3,000 円の減となっております。 

(２)水道料金収納に係る経費 324 万 4,000 円は、料金自動引き落し手数料の増により前年比

で４万 3,000 円の増となってございます。 
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22 ページ、（３）上下水道事業運営審議会経費につきましては７万 6,000 円、23 年度に策定

した水道ビジョンに係る審議会開催の減によるもので、前年比で４万 8,000 円の減となってご

ざいます。 

（４）水道料金及び財務会計の電算処理経費 571 万 3,000 円、消耗品の減により、前年比４

万 8,000 円の減となってございます。 

（５）水道事業一般経費 280 万 4,000 円、公用車車検整備手数料及び保険料等の減により、

前年比 50 万 7,000 円の減ということになってございます。 

23ページになります。６目減価償却費につきましては１億 41万 5,000円、前年比 230万 2,000

円の減となっております。平成 23 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 1,195 万 8,000 円、前年比 1,855 万 3,000 円の減であ

ります。 

30 節固定資産除却費、配水管除却費の減であります。 

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。 

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

2,698 万 3,000 円で、前年比 676 万 5,000 円の減となっております。 

34 節企業債利息は、平成 22 年、23 年度に実施した補償金免除繰上償還に伴い、前年比 667

万 5,000 円の減となっております。 

35 節一時借入金は、前年度と同額の予算計上となってございます。 

２目消費税につきましては 657 万 3,000 円、前年比 55 万 9,000 円の減となってございます。 

３項特別損失、１目過年度損益修正損 72 万円、前年比 10 万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。 

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おります。 

17 ページにお戻りいただきたいと思います。(３)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 2,978 万円、前年比 1,390

万 6,000 円の減となってございます。基本料金一律 300 円の減額と、基本水量５立方メートル

の追加を踏まえ、平成 23 年度の決算見込み額等を考慮し計上してございます。なお、平成 23

年度の基本料金減額に係る影響額でございますが、一律 300 円減額分で対象件数が 11 万 5,728

件、3,645 万 4,000 円。２段階実施分が３万 2,769 件、778 万 2,000 円。合計 4,423 万 6,000

円になると見込んでございます。 

２目受託工事収益につきましては 310 万 1,000 円、前年比 40 万 3,000 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。 

３目その他の営業収益につきましては 14 万 8,000 円、前年比 1 万 5,000 円の減となっており

ます。給水装置関係手数料の前年度実積を踏まえ、減額計上してございます。 

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 60 万円、前年比 30 万円の減とな

っております。他会計及び長期貸付の利息について減額計上してございます。 



 42 

２目雑収入につきましては 1,290万 3,000円、前年比 189万 5,000円の増となっております。

下水道料金の調定受託収入の単価アップに伴い、増額計上となってございます。 

３項特別利益、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、支出の説明を終わります。 

26 ページをお開きいただきたいと思います。（５）資本的収入及び支出をご説明いたします。

資本的収入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 301 万円、前年比 10 万円の減となっております。平成 24 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いきます。本事業の実施地区につきまし

ては、石山地区、萩野朝霧地区を予定しており、更新延長は 3,018 メートルを実施するほか、

石山地区と竹浦地区の排水管の改良工事を予定しております。 

２目浄水施設整備費は、平成 25 年度開始を予定しており、白老浄水場、急速ろ過池改修に伴

う実施設計委託料 255 万 2,000 円を計上してございます。 

３目有形固定資産購入費につきましては 2,132 万 3,000 円、前年比 40 万 9,000 円の増となっ

ております。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。 

２項１目企業債償還金につきましては 8,625 万 2,000 円、前年比 1,156 万 6,000 円の増とな

っております。23 年度末起債元金償還残高は 13 億 1,286 万 9,000 円となってございます。 

25 ページ、（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 560 万円、前年度比 60 万円の増となっております。これにつきましては、老朽管更新事業等

の財源になるものでございます。 

２項１目建設改良補助金につきましては 29万 5,000円、前年と同額計上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。 

３項長期貸付金償還金、１目他会計長期貸付金償還金は、前年度と同額の１億円の計上とな

ってございます。平成 20 年度に一般会計に貸しつけた４億円に係る償還の計上で、最後の償還

金になるわけでございます。 

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。 

○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 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がある方はどうぞ。 

〔「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 23 号の議案説明を終わります。 

日程第 12、議案第 23 号 平成 24 年度白老町立国民健康保健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 号でございます。平成 24 年度 白老町立国民健康保

健病院事業会計予算の議案の説明をさせていただきます。 
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まず、24 年度の病院運営につきましては、内科医が１名ほぼ確保できる見通しとなったこと

から、本年４月から外科１名、内科３名の常勤医４名体制が可能となりました。外科医はやは

りもう１名ほしいということで、引き続き外科医１名の確保を目指して頑張っているところで

ございます。出張医につきましては、残念ながら札医大の呼吸器内科医局より出張医数、お医

者さんを派遣してくる数を減らすということで通知をされております。しかしながら、北大小

児科からは、昨年と同様毎日派遣を受けることが確定できていますので、ほぼ常勤医を確保と

いう形の中で、本年度並みの医療は十分に提供できるというふうに考えていございます。 

なお、第２条に業務の予定量を書いてございます。58 床、年間患者数につきましては 12,410

人。ちなみに昨年度は 15,695 人、外来につきましては 35,136 人、昨年につきましては 40,992

人、一日平均の患者数につきましては、入院が 34 名、昨年は 43 名、外来につきましては 24

年度 144名、昨年度につきましては 166名というぐあいに業務の予定量が減ってございますが、

これにつきましては、総務省のほうから指導を受けました病院経営計画に基づく数値と若干乖

離がありますということで、道と協議をさせていただきました結果、できるだけ実態に近い数

字に合わせなさいという総務省を通じての指導がございましたので、こういう形で実態に近い

数字で直させていただいたという経緯がございます。 

２ページ目でございます。債務負担行為の表の中で何点かご説明をさせていただきたいと思

います。下から２番目のほうに生体情報モニターというのがございますが、これは患者さんの

体につけまして、ベッドサイドから詰所のほうに心拍数だとか呼吸数とかそういった情報を、

電波を通じて送り込む装置でございます。よくテレビ等でご覧になっているようなことと思い

ますが、このシステムを一式更新するものであります。また、内視鏡洗浄措置につきましては、

胃カメラですとか大腸ファイバーとか、こういった内視鏡を洗浄するためのものでございます。

これを老朽化したので１台更新する予定でございます。また、昨年 12 月に導入いたしましたＸ

線デジタル処理システム、いわゆるパックスというものですが、これは順調に現在稼働してご

ざいます。近い将来、病院からレントゲンフィルムがなくなっていくことと考えてございます。 

それでは、３ページ目でございますが、含めてこれから 24 年度の予算の内容について説明を

させていただきますが、昨年と大きく変わる点、新設された事項等を中心に説明をさせていた

だきたいと考えてございます。まず、４ページ、５ページにつきましては平成 24 年度の病院事

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

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 ページにつきましては平

成 23 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 23 年度の予定貸借対照表、

16 ページ、17 ページにつきましては平成 24 年度の予定貸借対照表となってございますので、

これにつきましては、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。白老町立国民健康保健病院事業会計予算事項別明細書となって

ございます。この表につきましては、総括表でありますので記載のとおりでございます。 

歳出からご説明をさせていただきたいと思います。先ほども述べたとおり、主要なもの、あ

るいは変更するもの等について中心に説明させていただきたいと思います。 
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それでは、20 ページをお開きください。収益支出の１款１項の医業費用から説明をさせてい

ただきます。給与費につきましては、前年度と比較して 4,300 万円ほどの減となっております

が、前年度までこの費目につきまして、医師５名体制で予算を計上しておりました。今回４名

体制ということで計上させていただきましたので、その分含めて総体で給与費の減になってご

ざいます。4,300 万円に１名分入っております。なお、事務職１名につきましては現在欠員状

態になっておりまして、これにつきましては、臨時職員で対応しているような状況になってお

ります。実質１名減というような状況になっております。 

それと、部門別の内訳でありますが、先ほど説明しましたとおり医師職については５名分の

ものを４名体制として見込んでございます。内訳は外科１、内科３という内訳になってござい

ます。引き続き外科１名の確保をしていきたいと考えております。 

21 ページの看護部門の人件費でございますが、23 年度におきましては２名採用しております

けれども、今年度末婦長が退職いたしますので、総体的に１名減となりますので、引き続き病

棟勤務の看護師の確保を行っていきたいと考えております。また、同じように外来で働いてい

ただく臨時パートの看護師についても十分確保していきたいと思います。看護部門の予算につ

きましては、ほぼ前年と同額の計上となってございます。総体的には変わりはないというよう

な状況になってございます。 

（４）の薬局部門でございますが、今年度末に現在勤務されている薬剤師が 75 歳を超えたと

いうことで退職ということになってございます。薬局につきましては２名体制を何とか取りた

いということでございまして、今１名の方につきまして、選考を進めているような形になりま

す。従いまして、薬局部門につきましても、前年と同様の予算計上とさせていただいています。 

22 ページでございます。（５）検査部門、（６）放射線部門、（７）栄養部門、そして（８）

機能訓練部門については体制に変化はございません。ほぼ前年と同様の予算の計上となってお

ります。人数的には変わりございません、医師職についても変わりないという状況になってご

ざいます。 

次のページでございます。２目材料費でございます。前年度の実績に見合いによりまして計

上しております。大きく変わった点でございますが、（４）放射線部門、今年は放射線材料費が

26 万 2,000 円の計上でございますが、昨年は 615 万 9,000 円、約 60 万円近い減額 57 万 9,000

円でございますが、これにつきましてはレントゲンのフィルムの購入が不要になりましたので、

この分そっくり浮くというような形になってございます。先ほど申し上げましたパックス、デ

ジタルのＸ線システムが入ったことによって、これだけの効果があるということでございます。 

なお、29 節給食消耗備品費でございますが、結構調理器具が老朽化してございますので、老

朽化して使えなくなりそうな器具がございますので、これを更新するものであります。壊れ次

第新しいものに変えていくという形でございます。 

次に、各部門の経費でございます。これも前年度実績見合いの計上となっております。総体

的には重油単価の上昇に伴い燃料費の増、電気料金アップに伴う電気料の増、それとボイラー

修理や医師住宅の修理に要する経費の増などが主な内容となっているほか、(１)の事務部門の
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23 節委託料の一番上のところに、町立病院基本計画策定業務委託料を見込んでおります。682

万 5,000 円を見込んでおりまして、これに伴う経費の増というような内容になってございます。

なお、基本計画策定業務につきましては、今後いろいろどのような形で業務を委託していくか、

どのような内容の計画書になるのか、その辺も含めまして検討を加えた上で業務発注していき

たいと、このように考えてございます。当然、町長のほうから改築にかかわる基本的な組織の

あり方についてもお話をいただいておりますので、そういったことも加味しながら検討してい

きたいと、このように考えてございます。 

26 ページでございます。(３)医局管理経費につきましては、外来診療をお願いしております

札医大第３内科、これは呼吸器科です。それと外科でお世話になっています道札医大の第１外

科、あわせて北大の小児科医局を中心としました医師派遣を受けるための費用を見ております。

そのほか、当直、日直、こういった形でお医者さんを配置してございますが、これに要するお

医者さんを各医局だとか、ドクターバンクからお招きをして、医師派遣を受けるための費用を

見込んでございます。費用的には昨年とほぼ同様の内容となってございます。 

27 ページでございます。看護部門の経費でありますけれども、これも前年度実績見合いで計

上しております。特に大きく変わるところはありませんが、先ほど説明いたしました内視鏡洗

浄装置をこちらのほうで、看護部門のほうで管理をしながらやっていくという形にいたしまし

たので、新たに賃借料が発生しているところでございます。 

（４）薬局部門につきましては、薬を入れる袋、あるいは分包するための袋の印刷経費を 47、

８万円ほど増額してございます。これは大体２年に１回程度の購入となってございます。 

次のページでございます。（５）検査部門、臨床検査委託料につきましては、ほぼ前年度と同

額の計上となっております。全体的に前年とほぼ同じような内容になってございます。 

（６）放射線部門につきましては、23 年度からパックスが導入されたことにより、昨年度の

予算から比較しますと、賃借料が確定したことによる予算の減というのがございます。実質的

な見合いで、計上させていただいております。 

29 ページです。（７）栄養部門、（８）機能訓練部門につきましては、前年と同様の計上とな

っております。 

（９）施設部門につきましては、これも前年度実績見合いによって計上しておりますが、燃

料費の単価によって 160 万円、さらには電気料で 50 万円、ボイラーの修理費で 250 万円のアッ

プとして計上しております。具体的には 630 万円ほどの経費がふえているという状況になって

ございます。 

次のページでございます。内訳でございます。30 ページの 27 節消化器となってございます

が、字を間違えてございまして、これにつきましては、火を消すほうの消火器と。胃とか腸の

消化器ではなくて、火を消すほうの消火器となってございますので、申しわけございませんが

訂正をお願いいたします。大変失礼をいたしました。 

31 ページでございます。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て計上してございます。特に数字が大きく変わったことはご
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ざいません。 

２項の医療外費用つきましては、１目支払利息及び企業債取扱費につきましては、これは支

払利息のうち企業債利息が減ったことによって利息が少なくなってございます。また、雑損失、

消費税等につきましても、記載のとおり前年度並みとなってございます。特別損失につきまし

ては、これは未収でございますが、ほとんど発生していないのは、ほぼお支払いいただいてい

るような状況になってございます。 

また、３款の予備費につきましては 10 万円を計上させていただいています。 

これで支出を終わりまして、19 ページの収益収入に戻りたいと思います。 

19 ページをお開きください。収益的収入でありますが、先ほど道等の指導もありまして、よ

り実態に近い収入を計上することといたしました。このため、入院患者数あるいは外来患者数

については少なめと、実態に合わせた数字で計上しております。そのほか、医業外収入につき

ましては、この収益的収入の中では２億 8,711 万 8,000 円、これを一般会計から繰り入れをし

ていただいてございます。また、特別利益として病院特例債の元金償還分として、今年度も

7,500 万円の繰入をいただける予定となってございます。これから説明します資本的収入の部

分も合せますと、一般会計からの繰り入れの総額ですが、これにつきましては３億 7,804 万

9,000 円の繰り入れをいただくこととして、予算計上してございます。 

32 ページをお開きください。最後でございます。資本的収入ですが、一般会計出資金といた

しまして、企業債元金償還金といたしまして、今年度は 1,590 万 9,000 円を繰り入れいただい

ております。さらに、資本的支出としましては、企業債元金償還金分に加え、19 ページで説明

いたしました特例債返還分の特別利益 7,500 万円を加えて償還するものであります。総額で

9,093 万 1,000 円の企業債償還金という形になってございます。 

以上説明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 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がある方はどうぞ。 

〔「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 23 号の議案説明を終わります。  

                                         

◎閉会の宣告 

○議長（山本浩平君） 以上で定例会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 ３時２５分） 


