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（午前１０時００分 開 会） 
〇議長（鎌田恒彰君） これより、平成21年赤平市

議会第１回定例会を開会いたします。 
 直ちに本日の会議を開きます。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第78条の規定により、

議長において、７番太田常美君、８番植村真美さん

を指名いたします。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第２ 会期決定の件を

議題といたします。 
 今期定例会の会期は、本日から19日までの15日間

といたしたいと思います。これにご異議ありません

か。 
（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） ご異議なしと認めます。 
 よって、会期は本日から19日までの15日間と決定

いたしました。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第３ 諸般の報告であ

ります。 
 事務局長をして報告いたさせます。 
〇議会事務局長（大橋一君） 報告いたします。 
 諸般報告第１号でございますが、市長から送付を

受けた事件は43件であります。 
 監査委員から報告のあった事件は１件であります。 
 本会議に説明のため出席を求めた者につきまして

は、記載のとおりであります。 
 次に、議長報告でありますが、平成20年第４回定

例会以降平成21年３月４日までの動静につきまして

は、記載のとおりであります。 
 次に、例月現金出納検査の結果でありますが、監

査委員報告書の概要を記載してございます。 
 次に、本日の議事日程につきましては、第１号の

とおりであります。 
 次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は

全員出席であります。 
 以上で報告を終わります。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第４ 市政の報告であ

ります。 
 一般行政について報告を求めます。高尾市長。 
〇市長（高尾弘明君） 〔登壇〕 前定例会以降の

市政の概要につきましてご報告申し上げます。 
 初めに、赤平市の財政状況について申し上げます。

平成19年６月に地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律が成立し、平成20年度決算から新たな財政指

標が適用されることとなり、当市におきましては国

民健康保険特別会計、水道事業会計並びに病院事業

会計の累積赤字や不良債務が問題となり、連結実質

赤字比率が財政再生団体の基準となる40％をはるか

に超え、有史以来の苦境に立たされておりました。 
 しかし、平成18年度からスタートしたあかびらス

クラムプランを初め、平成19年度には赤平市財政健

全化計画、平成20年度からは赤平市財政健全化計画

改訂版について、時々の課題を解決するため見直し

を行いながら議員各位を初め市民の皆様、そして職

員の協力やご理解を賜りながら行財政改革に取り組

み、さらに平成20年度に入ってからは旧赤平小学校

跡地の売却や花卉園芸振興公社の民間譲渡による一

部貸付金の返済など財政健全化計画上では改善する

要素が加わり、今回の３月補正後の連結実質赤字比

率は22.45％と見込んでおり、健全化段階への移行

まで額にすると約１億2,000万円という状況であり

ます。今年度も残すところ１カ月を切ったわけであ

りますが、今月交付決定される特別交付税や除雪経

費など、こうした不確定要素に大いに期待するとこ

ろであります。 
 以上、申し上げてきた内容から、平成20年度にお

ける当市の財政再生団体入りは確実に回避したと言

える状況であります。ここで改めてご指導、ご協力

を賜りました議員並びに市民の皆様に深く感謝を申

し上げます。 
 次に、第５次赤平市総合計画策定について申し上
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げます。第５次赤平市総合計画の策定に向け、昨年

11月11日に公募委員を含む市民代表者25名により赤

平市まちづくり市民会議を設置し、５つの専門部会

を設け、これまで行政の専門部会との合同会議を重

ねながら具体的な協議を進めているところでありま

す。１月19日に開催されたまちづくり市民会議にお

いては、各専門部会の報告をもとに全体会議の中で

議論をいただき、市の将来目標とそれを達成するた

めの基本的施策の大綱を示す基本構想素案をまとめ

たところであります。現在は、この基本構想素案を

基本に施策及び根幹的な事業などを定め、実施計画

の枠組みを示す基本計画について検討を行っている

ところであります。 
 また、これまで市民アンケート、住民懇談会、ま

ちづくり意見箱の設置などを行ってまいりましたが、

２月16日には中学生、高校生と意見交換を行うため

青少年みらい会議を開催し、15名の子供たちのまち

に対する思いを伺わせていただきました。今後にお

きましては、基本計画を含む第５次赤平市総合計画

の全体像となる素案がまとまり次第、再度住民懇談

会を開催するほか、各団体懇談会、パブリックコメ

ントなどを実施し、広く市民の皆様のご意見等を計

画に反映させ、７月１日から計画をスタートするこ

とを目標に作業を進めてまいりたいと考えておりま

す。 
 次に、株式会社赤平花卉園芸振興公社について申

し上げます。花卉公社の清算に伴う一連の内容に関

しましては、既に広報あかびら２月号並びに市ホー

ムページを通じてお知らせしてまいりましたが、２

月９日には交流センターみらいにおいて、改めて直

接市民の皆様に経過等をご説明させていただくため

市民説明会を開催したところであります。市民の皆

様からは、このたびの民間譲渡をもって市からの貸

付金が全額返済できないという最悪の事態を免れた

ものの、結果として３億4,000万円の債権放棄とい

う多大な損失を与えたことや設立時、経過等に関す

る責任問題など大変厳しいご指摘を受けたところで

あります。一方では、コチョウランが継続されるこ

となどから、譲渡先である民間会社に期待を寄せる

声も聞かれましたが、当市といたしましては今回の

問題を教訓として、二度とこうした事態が起こらぬ

よう、より一層緊張感を持って市政運営に努めてま

いります。 
 なお、花卉公社清算にかかわる一連の経過につい

て、４月以降に予定しております第５次赤平市総合

計画の住民説明会において再度ご報告させていただ

く予定であります。 
 次に、市立赤平総合病院改革プランについて申し

上げます。国は、平成19年12月に公立病院改革ガイ

ドラインを策定し、地域において真に必要な公立病

院の持続可能な経営を目指す中で、経営の効率化を

図るためガイドラインに沿った公立病院改革プラン

を平成20年度内に策定することが義務づけられ、当

市においても本方針に従い、これからの市立赤平総

合病院のあり方を考える検討会議の指針を参考とし

ながら、平成20年12月に市立赤平総合病院改革プラ

ンの策定を行い、道を通じて総務省に提出したとこ

ろであります。今後は、本改革プランに沿った病院

運営を行いながら経営の効率化を進め、不良債務の

解消に努めていくものであります。なお、このプラ

ンの提出によって当市が申請をしていた公立病院特

例債13億8,220万円の平成20年度借り入れが許可さ

れる見込みとなっております。 
 次に、空知産炭地域総合発展基金の活用について

申し上げます。短期集中的に産炭地域の残された諸

課題を一掃し、地域対策への移行を確実なものとす

る観点から、基金の取り崩しが認められているとこ

ろであります。平成20年度におきましては、基盤整

備事業として公営住宅、道路、駅前広場、観光施設、

給食施設、スポーツ施設の整備や医療施設関連整備

事業に対し１億1,630万円、また新産業等創造事業

として市内企業４社に対し３億8,860万円の助成が

それぞれ決定いたしました。今後におきましても地

域振興及び経済振興のため、財政状況を勘案しなが

ら基金の有効活用に努めてまいります。 
 次に、赤平市ふるさとガンバレ応援寄附金につい
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て申し上げます。昨年６月からのふるさと納税制度

を機に、ふるさとへ思いを寄せる皆さん、そして全

国皆さんから我がまちを応援していただくため、赤

平市ふるさとガンバレ応援寄附条例を制定したとこ

ろであります。これまで広報あかびらや市ホームペ

ージ、東京赤平会総会などを通じて全国的にＰＲを

行ってまいりましたが、本年２月末現在で市内30名、

道内19名、道外27名、合計76名の方から1,177万1,2

00円と当市の出身者を初め、大変大勢の皆さんから

ご寄附をいただきましたことに心から感謝を申し上

げます。 
 なお、寄附の用途の内訳といたしましては、命と

健康を守るため地域医療の充実を図る事業として42

3万2,000円、子供たちが元気で健やかに育つための

事業として113万円、市民みずからのまちづくり活

動を応援するための事業として10万5,000円、その

他まちづくり事業に資する事業として144万9,200円、

使途を指定しないが485万5,000円となっており、当

市が抱えている地域医療や財政問題を支援しようと

する気持ちが強く感じられます。平成20年度につき

ましては、既に各小学校、保育所、幼稚園の図書購

入や透析患者送迎車両購入、医師確保対策事業など

に活用させていただいておりますが、今後もこうし

た貴重なご寄附を有効的に活用させていただきたい

と考えております。 
 次に、福祉灯油について申し上げます。灯油価格

高騰による市民生活等への影響に対する緊急緩和対

策といたしまして、高齢者、重度身体障害者、ひと

り親世帯などを対象に12月17日に案内を発送、12月

22日より申請を開始し、１世帯当たり3,000円の福

祉灯油購入助成券を交付してまいりました。当市の

財政状況を踏まえて二十数件の申請辞退の申し入れ

を受けた状況もございますが、２月28日の使用期限

を終え、最終的な実績といたしまして交付が1,213

件、交付率が79.4％となっております。 
 次に、市内の経済情勢について申し上げます。世

界的な景気後退が見られる中、全国的に景気が下降

し、長期化、深刻化することが懸念されております。

当市における市内企業等の動向につきましても例外

ではなく、大幅な人員整理などの雇用変化の動きは

ないものの、一部の企業では就業日数や勤務時間等

の調整を余儀なくされている状況にあり、最大限雇

用確保に努めながら、難局を克服するため懸命に努

力されている状況にあります。 
 こうした中、日本政策金融公庫が行う緊急セーフ

ティーネット貸し付けの申請について、市は認定業

務の役割を担っておりますが、これまで年間で多く

ても４件程度の実績が昨年の10月末から２月20日の

間で17件となっており、企業等における資金繰りの

厳しい実情がうかがえます。こうした経済動向は、

今後ますます厳しさを増すものと予想されることか

ら、当市といたしましても各金融機関などと連携を

図りながら、各種融資制度の周知や相談など迅速な

対応に努めてまいります。 
 次に、市道の除排雪作業の状況について申し上げ

ます。ことしの冬は、厳しい寒さが続き降雪量の少

なかった昨年と比べ、記録的に気温の高かった１月

など総体的に暖冬が続いております。本市の降雪量

については、２月末現在で降雪量累計は約9.8メー

トルと昨年同時期と比較すると52センチメートルほ

ど少ない状況にあります。また、積雪深については

67センチメートルと昨年同時期とほぼ同様な状況に

ありますが、それぞれ平年よりは少なく、比較的過

ごしやすい冬となっております。また、除雪の出動

回数も昨年同様でありますが、今後も引き続き交通

の安全確保や通勤、通学、通院などに支障を与えぬ

よう有効かつ効率的な除排雪作業を心がけてまいり

ます。 
 次に、交通安全運動について申し上げます。昨年

における交通安全運動は、４月の春の全国交通安全

運動に始まり、４期40日間にわたり実施したところ

であります。これまでご支援、ご協力いただきまし

た関係団体並びに町内会など、多くの皆様に心より

感謝申し上げます。昨年北海道においては、道民及

び関係機関、企業などが地域、職域、学校及び家庭

において交通安全に取り組んでいただき、結果とし
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て交通事故における死者数は228人で、平成19年と

比べ58人減少し、交通事故死全国ワーストワンを４

年連続で返上することができました。 
 なお、本市においては事故件数が18件で、前年よ

り９件減少し、交通死亡事故につきましてはとうと

い人命を失うことなく、去る２月16日に交通事故死

ゼロ1,400日を達成したところであります。この間、

多くのご尽力をいただいた市民の皆様方に改めて感

謝を申し上げる次第であります。 
 次に、消防行政について申し上げます。初めに、

火災予防歳末特別警戒について申し上げます。歳末

の繁忙期を迎え、各家庭などでは火気を使用する機

会がふえ、火災発生の危険性が増すことから、火災

予防体制の強化と火災の未然防止を図ることを目的

に12月25日から31日まで火災予防歳末特別警戒を実

施したところであります。期間中、消防団としては

12月26日から30日までの５日間、延べ104名の消防

団員を動員し、夜間警戒パトロール及び女性消防団

員による大型スーパー等での防火広報、チラシ等の

配布などを行い、市民に対し火災予防啓発を行った

ところであります。 
 次に、消防出初め式について申し上げます。平成

21年の無火災と地域住民の安全及び消防関係者の防

火、防災への決意と士気高揚を図ることを目的に、

新春恒例の赤平市消防出初め式を１月11日、赤平市

総合体育館を会場に消防職、団員合わせて100名余

りの参加のもと、市内外から多くの来賓を迎えて挙

行いたしました。また、長年にわたり消防団活動に

従事された消防団員に対しまして、北海道知事並び

に消防関係団体より表彰状等の伝達が行われ、その

功労がたたえられたところであります。 
 最後に、火災報告及び工事の進捗状況につきまし

ては別紙のとおりでございます。 
 以上、市政の概要につきましてご報告申し上げま

したが、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。 
〇議長（鎌田恒彰君） 次に、教育行政について報

告を求めます。渡邊教育長。 
〇教育長（渡邊敏雄君） 〔登壇〕 前定例会以降

の教育行政の概要についてご報告をいたします。 
 初めに、学校教育関係について申し上げます。平

成21年度における小中学校の児童生徒数及び学級編

制でありますが、小学校につきましては生徒数が51

5名となり、平成20年度と比較して５名の減になり

ます。学級編制につきましては、住友赤平小学校の

５、６年で13名となり、複式学級となります。同じ

く平岸小学校の３、４年生でも12名で複式学級とな

ります。全体では29学級となり、平成20年度と比較

して２学級の減の見込みであります。中学校につき

ましては、生徒数が275名で昨年より６名の減とな

り、学級編制では平成20年度と比較して１学級減の

11学級となる見込みであります。また、特別支援学

級につきましては、小学校が４校で児童数は10名の

見込みであり、平成20年度と比較しますと児童数は

２名の増となり、学級編制では昨年度と比較して２

学級増の10学級となる見込みであります。中学校に

つきましては２校で生徒数は４名の見込みであり、

平成20年度と比較しますと生徒数は３名の減となり、

学級編制では１学級減の４学級となる見込みであり

ます。 
 次に、赤平幼稚園についてでありますが、入園希

望者と合わせて３歳児17名、４歳児28名、５歳児38

名の計83名で、昨年度と比較いたしますと12名の減

となります。 
 次に、赤平高等学校の入学出願者状況について申

し上げます。赤平高等学校への入学志願者の確保に

つきましては、前定例会で報告させていただきまし

たが、平成21年度の入学志願者は定員40名に対して

21名となったところであります。本年の卒業生は、

昨年度と比べて32名も減少しているため予想はして

おりましたが、大変厳しい状況であります。道教委

が昨年９月２日に発表しました平成21年度から23年

度までの公立高等学校配置計画において、赤平高校

は再編整備の対象となっておりませんでしたが、配

置計画の変更として配置計画を策定した後、急激な

中学校卒業生の増減や生徒の進路動向に大きな変動

が生じた場合は、通学区域における中卒者の進路動
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向等を見きわめて毎年度再検討することとしており

ますことから、引き続き赤平高等学校存続のための

さらなる努力をしなければならないと考えていると

ころであります。 
 次に、給食センターの設備更新について申し上げ

ます。20年以上の使用で老朽化した蒸し器と焼き物

機について、２つの機能を一体化したガス式スチー

ムコンベクションオーブンへ更新いたしました。こ

れにより今後も学校給食を維持継続していくことが

できるものであります。 
 次に、社会教育について申し上げます。初めに、

１月11日、交流センターみらいで行われました平成

21年赤平市新成人を祝う会でありますが、92名の新

成人が出席し、本年も静粛な中に式典がとり行われ

ました。 
 次に、青少年関係の行事について申し上げます。

第30回青少年健全育成百人一首大会が１月17日、ふ

れあいホールで行われ、小中学生10チーム35名の子

供たちが参加し、熱戦を繰り広げました。その結果、

それぞれの優勝、準優勝した４チームが２月７日、

深川市で行われた第12回全道子どもかるた大会空知

地区予選大会に参加したところであります。 
 次に、小学生男女による第39回青少年健全育成冬

季スポーツ大会ミニバスケットボール大会が１月31

日、総合体育館において行われました。男女12チー

ム109名の子供たちが対戦し、元気いっぱいプレー

をしておりました。 
 次に、平成20年度赤平市青少年善行表彰について

申し上げます。毎年赤平市青少年問題協議会におい

て各団体より推薦をいただき、団体、個人に対し表

彰することとしておりますが、20年度の表彰式を２

月６日にとり行い、１団体を表彰いたしました。 
 次に、公民館活動について申し上げます。第５回

冬休み！オリジナルイラスト・絵画展の表彰式が２

月14日、東公民館で行われ、創造的な個性を発揮し

た153点の応募作品から72名の入賞者が選ばれ、表

彰をいたしました。 
 次に、東公民館講座として１月30日から３月13日

までの７回、ヘルシーアラカルト講座が行われてお

ります。また、東公民館機会事業として春のケーキ

づくり講座が行われる予定であります。また、公民

館活動の成果を発表し、活動交流をする第25回東公

民館まつりが２月28日と３月１日の２日間、東公民

館で開催され、多くの市民の参加をいただいたとこ

ろであります。 
 以上、教育行政の概要についてご報告申し上げま

したが、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第５ 平成21年度市政

執行方針演説を行います。市政執行方針について、

高尾市長。 
〇市長（高尾弘明君） 〔登壇〕 Ⅰ はじめに 
 平成21年赤平市議会第１回定例会の開会にあたり、

市政執行に関する私の所信を申し上げ、市議会議員

各位並びに市民の皆様のご理解とご協力を賜りたい

と存じます。 
 私自身、市民の皆様の負託を受け、市長という重

責を担わせていただいてから、間もなく６年が経と

うとしております。 
 これまでを顧みますと、人口の減少や国による三

位一体改革の影響、産炭地基金問題、そして「地方

公共団体の財政の健全化に関する法律」による財政

再生団体入りへの懸念など、財政問題を中心に有史

以来の苦境の中、議員各位をはじめ市民の皆様の多

大なるご支援を賜り、数々の困難を乗り越えること

ができましたことに、心から深く感謝を申し上げま

す。 
 私は、市長に就任して以来今日まで一貫して、

「まちづくりの主人公は市民である」ということを

基本姿勢として、市政発展のため、自ら与えられた

責務に全力で取り組んでまいりました。 
 本年度は、第５次赤平市総合計画「活き生きプラ

ン21」がスタートする年です。確固たる財政基盤の

構築に努めると同時に、夢と希望あふれる「赤平再

生」へ力強く踏み出すための大変重要な一年として、

私自身、全精力を傾注する決意であります。 
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 さて、今日の社会情勢は、人口減少社会に突入し、

少子高齢化が急速に進み、また、食料・資源・エネ

ルギー問題など、多岐にわたり将来の生活に不安を

抱く課題が山積している現状にあります。 
 特に、経済に至っては、金融危機に端を発した世

界的な景気後退が、最近まで好調と言われていた自

動車産業においても、大幅に販売実績が落ち込み、

電機、鉄鋼、ＩＴ関連産業など、これまで安定的な

経営を続けてきたと思われる企業でさえも、非正規

労働者の雇用打ち切り等、雇用不安を引き起こし、

日常生活を脅かす極めて深刻な状況となっておりま

す。 
 こうした影響は、特に地方の中小企業などにとっ

て、益々厳しさを増すものと予想されることから、

市民生活の安心確保に向け、公共建設事業の前倒し

をはじめ雇用対策など、本市における喫緊の最重要

課題として、最大限の対策を講じてまいります。 
 次に、まちづくりについてでありますが、地方分

権改革の進展によって、地方が果たす役割や責任が、

より一層強く求められてまいります。 
 本市における基本的な市民サービスや課題を解決

するのは、当然行政が担うこととなりますが、少子

高齢化が急速に進み、住民ニーズが多様化かつ複雑

化する時代を背景として、市民の安心した暮らしを

守り続けるには、「自らのまちは自らつくる」とい

う住民自治の理念に基づき、お互いに支え合える市

民参加型のまちづくりを推進してまいらなければな

りません。 
 このため、10年間のプランとなる「活き生きプラ

ン21」を着実に実行に移し、平成30年度の目標人口

11,600人を維持するため、市民と語り合い、知恵や

発想を出し合いながら、無限の可能性に共にチャレ

ンジしてまいります。 
 また、国において地方分権改革が進められる中、

合併新法は平成21年度末で終了し、「第２期地方分

権改革」「道州制」、そして本年４月から、新たに

「定住自立圏構想推進要綱」が施行となります。 
 人口の減少が続く現況を踏まえ、医療をはじめと

する行政サービスを堅持するには、いかに周辺市町

と連携を図って行くかと言うことも大変重要であり、

地方自治体としての本市のあるべき姿について、十

分に論議してまいらなければなりません。 
 次に、財政運営につきましては、自主財源の割合

が低い本市において、地方交付税など国の動向に左

右される要素が多分にあり、近年における財政問題

を教訓として、時々の課題を後世に課すことなく、

迅速かつ適切な対応を図りながら、身の丈にあった

財政運営を念頭に置きつつ、足腰の強い財政基盤を

確立する必要があります。 
 平成21年度は、新たな財政健全化法に基づく、財

政の健全化段階への移行を目標に掲げ努力してまい

ります。 
 以下、「第５次赤平市総合計画」（案）の５つの

大綱に基づき、市政執行に努めてまいります。 
Ⅱ 主な施策 
１ すこやかで安心して暮らせる社会をつくりまし

ょう 
 心身共に健やかで生き生きと暮らせる社会を築く

には、保健・医療・福祉・防災の充実を図りながら、

自立生活を支援し、共に支え合える地域社会づくり

を推進していくことが大切です。 
 保健事業につきましては、平成18年度に策定した

「赤平市健康増進計画」の栄養・運動・生きがいの

３つの柱をテーマとして、市民の健康意識の向上と

健康管理や保持、生きがい、日常生活への充実感を

高めるような各種事業を実施してまいります。 
 このため、平成21年度から「健康管理システムを

再構築」し、健診（検診）の受診管理、感染症の予

防対策、並びに健診未受診者対策などを行うほか、

平成20年度に認定された「市民健康サポーター」の

方々に対する健康意識の高揚に努めると共に、健康

情報の提供や健康づくり事業への市民の参画を求め

るなど、健康管理全般をサポートしてまいります。 
 また、妊婦健康診査を現行の５回から14回に拡大

するほか、引き続き特定健診、特定保健指導、各種

ガン検診、並びに健康相談や各種健康教室などを実
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施し、疾病予防、早期発見、早期治療に努めてまい

ります。 
 さらに、健康づくり推進協議会の「たばこ対策に

かかる提言書」に基づき、地域と連携した禁煙対策

事業を展開してまいります。 
 地域包括支援センターにつきましては、平成20年

度から家族や地域で認知症を支えるサポーターを養

成し、そのサポーターの活動を広く周知すると共に、

サポーター拡大に向けた養成講座を開催するほか、

閉じこもりの防止と対応に向けた普及啓発事業に取

り組むなど、総合的な高齢者施策を推進してまいり

ます。 
 介護保険事業につきましては、「第４期赤平市高

齢者保健福祉計画」、並びに「介護保険事業計画」

を円滑に推進していくため、安定的かつ適正な介護

保険サービスの提供と介護保険給付を実施してまい

ります。 
 市立赤平総合病院につきましては、半世紀以上に

わたり地域の中核医療施設として、また、自治体病

院としての役割を担ってまいりましたが、人口の急

激な減少に加え、医師・看護師不足による入院・外

来患者の診療抑制や診療報酬のマイナス改定、医療

制度改革など、厳しい医療環境の激変から多額の不

良債務を抱えておりましたが、平成15年度までの不

良債務については、毎年１億５千万円を一般会計か

ら繰り出すことによって解消し、平成16年度から平

成19年度までの不良債務は、平成20年度の公立病院

特例債の借入れにより、その元利償還金を平成21年

度以降一般会計から繰り出すことによって、計画的

に解消してまいります。 
 また、病院を今後も継続し地域医療を確保するに

は、最大の課題となっている単年度の経常収支の均

衡・安定化を図ることが急務であり、市内団体代表

者による「市立赤平総合病院のあり方を考える検討

会議」の指針及び「公立病院改革プラン」に基づき、

近隣市町との広域連携による再編・ネットワーク化

の検討を進めると共に、病院事業としての医師確保

対策事業に要する経費を一般会計から交付し、引き

続き医師確保対策に積極的に取り組むほか、看護師

確保対策や透析医療の充実に努めながら、「市民に

愛され、信頼され、選ばれる」病院づくりを目指し

てまいります。 
 国民健康保険事業につきましては、構造的な問題

や高齢化などにより、特に過疎地域は、大変厳しい

財政状況にありますが、平成21年度から「健康管理

システムを再構築」し、特定健診・特定保健指導に

よる早期発見と生活習慣の改善に努めると共に、市

民が安心して医療が受けられるよう安定的な事業運

営を図り、抜本的な国民健康保険制度の改革に向け、

引き続き国・道に対して要請してまいります。 
 また、レセプト点検による多受診または重複受診

者を把握した上での適正受診や生活習慣病予防のた

め、保健師及び栄養士による訪問指導を行ってまい

ります。 
 一方、累積赤字の解消にあたっては、引き続き一

般会計から１億５千万円を繰り出すことによって、

計画的な解消に努めてまいります。 
 高齢者福祉につきましては、市内に住む1,600名

の独居高齢者に対し、日常生活と緊急時のサポート

体制を確立するため、市民サポーターや民生委員、

関係機関などと連携を図り、「独居高齢者サポート

事業」による地域のネットワーク体制、サポート体

制の強化に努めると共に、独居高齢者見守り台帳に

基づき、警察や消防など関係機関と情報を共有し合

いながら、高齢者の安心した自立生活を支えるほか、

健康や生きがい活動を自ら実践する各種団体に対し

ても支援してまいります。 
 障がい者福祉につきましては、障害者自立支援法

の成立により、障がい者を取り巻く環境は、大きく

変化しているため、自己負担や施設支援などの緩和

措置を図ると共に、障がい者の立場に立った福祉サ

ービスが利用できるよう、国や道に対して要請して

まいります。 
 児童福祉につきましては、急速な少子化の進行が

我が国の社会経済全体に深刻な影響を与えることが

懸念されております。 
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 「次世代育成支援対策地域行動計画」に基づき、

次代を担う子ども達が健やかに生まれ育つ社会づく

りを推進すると共に、平成21年度は、現状における

市民ニーズを的確に把握した上で、時代変化に対応

した少子化対策を講じるため、「次世代育成支援対

策地域行動計画（後期計画）」を策定してまいりま

す。 
 また、「要保護児童対策地域協議会」を中心とし

て、要保護児童の早期発見と迅速な対応に努めるほ

か、「せわずき・せわやき隊」の隊員拡大やＰＲを

進めるなど、地域全体で子どもや子育て家庭を支援

する活動を推進し、地域の子育て力のパワーアップ

を図ってまいります。 
 保育所につきましては、少子化傾向の中、施設を

利用する乳幼児数は、ほぼ横ばいの状態にあり、低

年齢児・一時・障がい児・延長保育など、保育サー

ビスの充実に努めると共に、子育て支援センターと

して、地域全体の育児や発達支援の役割を担ってま

いります。 
 児童館及び児童センターにつきましては、昼間保

護者のいない家庭の児童が増加しており、健全な遊

びの提供や子どもたちの交流を図るなど、地域の子

育ての場となるような運営に努め、児童の健全育成

を図ってまいります。 
 母子寡婦福祉につきましては、子育てと生計の維

持を一人で担わなければならない母子家庭等の就労

支援の充実が求められており、「母子家庭等高等技

能訓練促進事業」及び「母子家庭等日常生活支援事

業」を引き続き実施するなど、生活の自立や養育に

必要な支援を実施してまいります。 
 地域防災につきましては、全国各地において、地

震や記録的な集中豪雨など、自然災害が発生してお

り、これらの災害の防止及び被害の軽減を図るため

には、地域住民と行政が連携した体制づくりが重要

であり、平成21年度に「洪水ハザードマップ」を作

成するほか、市民の防災意識の高揚に努めながら、

自主防災組織の設置促進や防災資機材の購入、並び

に防災訓練等の実施に向け取り組んでまいります。 

 消防につきましては、消防防災行政を取り巻く環

境が大きく変化しており、大規模化及び複雑多様化

する災害への的確かつ迅速な対応が求められており

ます。 
 災害に対する対処能力の育成を図り、消防体制の

強化に努めるほか、全国的に住宅火災による焼死者

が数多く発生している状況から、災害時要援護者を

はじめとする住民の命を火災から守るため、住宅用

火災警報器の設置を強く推進すると共に、住宅防火

の普及啓発活動を図るなど、住宅防火対策を推進し

てまいります。 
 また、本市は高齢者比率の割合が高く、今後も救

急出動は高い水準で推移していくと予想されること

から、救急隊員としての質の向上や救急体制の強化

に努めると共に、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を

用いた市民への救命講習を実施するほか、平成21年

度に従来の救急車を「高規格救急自動車」に更新し、

救命率の向上を図ってまいります。 
 消防団につきましては、地域防災の要であり、市

民の安全・安心な暮らしの確保に大きく貢献してお

りますが、団員の高齢化や就業環境の変化等により

団員数が減少しており、引き続き消防団活動の重要

性を啓発し、さらなる団員確保に努め、消防団の充

実強化を図ってまいります。 
 予防行政につきましては、防火協力団体である

「赤平市幼少年婦人防火委員会」及び「赤平市防火

安全協会」の有機的な活動を推進し、防火思想の普

及と防火意識の高揚に努めてまいります。 
 砂防対策につきましては、桜木町地区における斜

面の一部の地すべり対策事業の促進について、引き

続き道に対して要請してまいります。 
 治水対策につきましては、空知川河川整備計画に

基づき、平成19年度から河川の氾濫を防ぐため、堤

防を拡築する事業が進められており、引き続き国に

対して事業の促進を要請してまいります。 
 交通安全につきましては、市民を交通災害から守

るため、交通安全教育及び市民参加による全市的な

交通安全運動を積極的に展開すると共に、施設整備
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の充実に努め交通環境の向上を図り、交通事故撲滅

に向け取り組んでまいります。 
２ 大地に根ざしたたくましい産業をつくりましょ

う 
 昨年来の原油の高騰や米国発の世界的な金融危機

は、国内経済あるいは国民の暮らしにも、大変大き

なダメージを与え、経済並びに雇用情勢を含め、未

曾有の危機に直面し、暮らしを脅かす緊急事態とな

っております。 
 今後は、特に中小企業への影響が懸念され、本市

としては、こうした事態を重く受け止め、限られた

予算ではありますが、緊急的措置として、公共建設

事業の一部前倒しや48名の新規雇用対策を講じるほ

か、国の生活対策に基づく「セーフティネット貸

付」等、各種融資制度の紹介や相談に応じるなど、

可能な限り最大限の企業対策と生活確保対策に努め

てまいります。 
 地場産業の育成につきましては、市内の農商工の

団体や企業及び商工会議所と連携を図りながら、こ

れまで蓄積してきた地場企業の優れた技術力を生か

し、本市を「ものづくりのマチ」として広く発信す

るための具体的な方法について検討してまいります。 
 また、異業種間交流による新製品や新技術の開発、

企業間連携を強化するため、「（仮称）ビジネスサ

ークル研究会」の設置についても検討してまいりま

す。 
 工業につきましては、市内企業が事業拡大や技術

開発などによって、経営安定化や雇用拡大を図るた

め、設備投資をされる企業に対し、空知産炭地域総

合発展基金の有効活用や企業振興促進事業に基づき

支援してまいります。 
 また、北海道や中小企業基盤整備機構並びに北海

道産炭地域振興センターなどと連携を図りながら、

引き続き企業誘致に努めてまいります。 
 商業につきましては、中心市街地における赤平駅

前広場の完成や大型店の進出により、環境が大きく

変化しており、店舗近代化促進事業や空き店舗活用

などを含め、人の流れをいかに見出すか、商業者や

商工会議所などの関係機関と連携を図りながら検討

してまいります。 
 また、市内の店舗数は減少傾向にありますが、高

齢者比率が高い本市にとりましては、身近な場所に

ある店舗が、市民の生活を支えている地域もあり、

商業者や関係機関と連携を図りながら、地域密着型

の商店づくりに努めてまいります。 
 農業につきましては、「売れる米づくり」を最大

目標に掲げ、安全・安心な農畜産物を生産するため、

中山間地域等直接支払制度や農地水環境保全向上対

策により、農用地などの環境整備を進めるほか、農

業者や関係団体と連携を図りながら、荒廃防止や担

い手の育成に努め、複合経営における高収益作物な

どの産地化を推進してまいります。 
 林業につきましては、自然環境保全と林業振興を

図るため、分収造林事業、21世紀北の森づくり推進

事業並びに森林整備地域活動支援交付金事業を活用

し、森林の有する機能が十分に発揮されるよう努め

てまいります。 
 さらに、広域基幹林道エルム線を整備することに

よって、本市と滝川市を広域的に結び、木材の搬出

及び森林保養施設等の利便性を向上し、林業の振興

を図ってまいります。 
 観光につきましては、景気低迷や余暇ニーズの変

化などにより、エルム高原施設の利用者は減少傾向

にありますが、徹底したサービスにより、リピータ

ーを含む顧客の確保に努め、集客の拡大を図ってま

いります。 
 また、財政難によって廃止されていた観光協会に

対する補助金を復活し、歴史と伝統あふれる「火ま

つり」などのイベントを通じて、活気と魅力あるま

ちづくりを推進してまいります。 
３ 生きる力を育む生涯学習社会をつくりましょう 
 未来の宝である子どもたちを人間性豊かに育むに

は、学校や家庭、地域が一体となって、教育環境の

充実を図ってまいらなければなりません。 
 また、市民の誰もが生きがいを持った生涯を送る

には、各々が持つ価値観に基づいて、学習や芸術、
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文化、スポーツなど様々な活動を実践できる環境づ

くりが必要です。 
 小・中学校につきましては、新学習指導要領への

移行を踏まえ、教育課程の編成を図りながら、一人

ひとりの特性に応じた教育環境の充実に努めると共

に、安全な学校校舎づくりを進めるため、耐震化事

業を計画的に実施してまいります。 
 また、読書環境や学習環境の充実を図るため、学

校図書の整備を進めてまいります。 
 幼稚園につきましては、引き続き「３歳児保育」

「預かり保育」を実施し、多様化する教育ニーズに

対応してまいります。 
 赤平高校につきましては、中学校卒業者の減少に

伴い、平成21年度の志願者が減少し、厳しい状況下

にありますが、高校存続に向け引き続き「赤平市

中・高教育推進委員会」などの関係機関と連携を図

ってまいります。 
 給食センターにつきましては、食育と栄養バラン

スに配慮し、子どもたちに喜ばれ安全・安心できる

給食づくりに努めると共に、平成21年度は食器洗浄

器及び食缶洗浄器を更新してまいります。 
 社会教育・体育施設につきましては、財政健全化

計画に基づき、平成20年度に文化会館、スポーツセ

ンター並びに武道館を休止してまいりましたが、今

後は、存続する公共施設の有効利用を図ってまいり

ます。 
 社会教育につきましては、社会教育目標に基づき、

利用者の立場にたって、交流センターみらい並びに

東公民館などの効果的な運営に努めてまいります。 
 体育振興につきましては、市民の健康づくりや体

力増進のため、総合体育館を中心に各団体と連携を

図りながら、軽スポーツや競技スポーツ活動を推進

してまいります。 
 青少年教育につきましては、青少年育成事業の充

実を図ると共に、青少年センターを中心に地域と連

携を強化し、子どもたちを事件や事故から守り、非

行などの未然防止に努めてまいります。 
 図書館につきましては、市民が読書に親しむ機会

の拡充と子どもたちが一層読書に関心を持つ環境づ

くりに努めてまいります。 
４ ゆとりと潤いのある快適な生活を支えましょう 
 誰もが安全・安心で、ゆとりと潤いのある快適な

暮らしをおくるためには、少子高齢社会など、時代

変化や多様化する住民ニーズに対応した良好な居住

環境づくりを進めていかなければなりません。 
 公的住宅につきましては、「住宅マスタープラ

ン」及び「公営住宅ストック総合活用計画」を基本

に、地域の実情に応じた見直しを加えながら、団地

の集約、戸数の縮減と建設コストの削減に努め、高

齢者等に配慮した良好な住環境整備を進めてまいり

ます。 
 平成21年度は、福栄地区の改良住宅建替事業とし

て、御幸団地の３棟26戸を除却し、幸団地につきま

しては、対象地区内に移転対象者がいないことから、

計画見直しにより、建替事業を完了することとし、

茂尻団地の建替事業を財政健全化計画より前倒しし、

平成22年度から着工するため、実施設計を行ってま

いります。 
 また、既設の公営住宅につきましては、入退去時

の補修と老朽化した住宅等の修繕を行い、空き家の

落雪対策や通路確保などに努めるほか、春日第二団

地24戸、宮下東団地24戸の屋上防水補修並びに給排

水管取替工事、茂尻新町団地52戸、栄町団地８戸の

水洗化工事を実施してまいります。 
 公営住宅及び改良住宅における舗装済み専用駐車

場の使用料につきましては、受益者負担の適正化を

図るため、平成18年度から４年間で段階的に賦課し

ていくこととしており、平成21年度で規定の額とな

ってまいります。 
 宅地分譲につきましては、「北国住宅地整備事業

計画」を基本として、平成17年度までに炭鉱跡地で

ある豊丘南団地に43区画を造成してきており、売却

されていない27区画につきましては、市内外にわた

って広くＰＲ活動に努め、持ち家による移住定住化

の促進を図ってまいります。 
 また、道が実施している「北の大地への移住促進
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事業」や道内加入市町村による「北海道移住促進協

議会」と連携し、宅地等の情報提供に努めてまいり

ます。 
 道路につきましては、市民の日常生活に不可欠な

生活基盤であると共に、産業経済を支える社会基盤

施設として、重要な役割を担っております。 
 国道につきましては、昨年、国道38号赤平バイパ

スが全線開通し、交通安全の確保や産業活動に寄与

しておりますが、今後はこれまでに引き続き、滝川

インターチェンジから赤平工業団地間の４車線化、

並びに現国道の整備などについて、国に対して要請

してまいります。 
 道道につきましては、現在、整備が進められてい

る赤平滝川線の事業促進や江部乙赤平線の改良事業

などについて、引き続き要請してまいります。 
 市道につきましては、生活の安全性や居住環境整

備に向け事業を進めておりますが、平成21年度は、

曙南１号通・若葉通・東文１条通の改良舗装工事、

並びに川添通の歩道改良舗装工事を実施してまいり

ます。 
 また、その他の既存道路につきましても、緊急性

と安全性を考慮しながら、維持補修及び側溝整備に

努めてまいります。 
 雪対策につきましては、北国の冬を安全で快適に

過ごすための冬季交通を確保するため、平成21年度

は除雪グレーダーを購入し、計画的な除排雪対策に

努めると共に、町内会等のご協力や市広報誌・ホー

ムページを活用しながら、事業所や一般家庭などの

除雪マナーの徹底を求め、市民生活の安定と産業経

済活動の円滑化を図ってまいります。 
 公共交通につきましては、モータリゼーションの

発展により、公共交通の利用者は激減し、民間バス

の経営は極めて厳しい現状にありますが、引き続き

公共交通を確保するよう要望してまいります。 
 また、特に高齢者の通院や買い物など、生活圏の

拡大を図るため、平成21年度に平岸新光町と西町の

間に、新たに新光団地のバス停留所を設置する費用

を負担してまいります。 

 上水道につきましては、安全・安心な生活用水を

市民に提供するため、企業債を導入しながら、補修

や補強等により、可能な限り施設を更新することで、

建設改良費の抑制に努めてまいります。 
 また、水道会計の健全化を図るため、水道料金の

悪質な滞納者に対しては、給水停止などの措置を講

じてまいります。 
 下水道につきましては、日の出地区などの公共下

水道工事を行うほか、既存施設の維持修繕を図ると

共に、未水洗化世帯の解消を進めるなど、生活環境

の向上と公共水域の水質改善に努めてまいります。 
 環境衛生につきましては、恵み豊かな自然環境の

保護に努めながら、循環と共生した社会を創造する

ことが重要です。 
 ゴミの減量化につきましては、昨年３月より広報

あかびらで特集を組み、「生ごみひと絞り運動」な

ど、ゴミ減量化の方法について周知を図り、市民一

人ひとりの積極的な取り組みによって、一定程度の

成果を上げ、平成21年度のゴミ袋の値上げを抑制す

ることができました。 
 しかし、今後も可燃ゴミの処理料金の大幅な値上

げが予想されることから、一層減量化に向け市民の

ご理解とご協力をお願いしてまいります。 
 また、ゴミの分別による廃棄物の減量化をはじめ、

中空知衛生施設組合加盟の３市２町の資源循環型の

ゴミ共同処理やリサイクルなどを引き続き実施して

いくほか、「資源回収活動団体奨励助成事業」を活

用し、資源ゴミの減量化及び有効活用が図られるよ

う、町内会や学校など、関係団体に対して協力を呼

びかけてまいります。 
 さらに、昨年は３事業所とレジ袋削減及びゴミ減

量に関する協定書を締結しており、本年１月からは、

市内の店舗においても、レジ袋の有料化がスタート

しております。 
 今後も引き続き、一人ひとりが実行可能で、身近

な環境保護活動の一つとして、マイバック持参によ

るお買い物を推進し、ゴミの減量化と地球資源の保

全に努めてまいります。 
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５ 人と人とが語り合い行動できる地域づくりを進

めましょう 
 地方自治変革が急速に進む中、複雑かつ多様化す

る市民のニーズに適切に対応するには、行政そして

市民自身も、今一度原点に立ち返り、地域の課題は

地域自らが解決できる社会システムを構築していく

必要があります。 
 第５次赤平市総合計画「活き生きプラン21」は、

「あかびらスクラムプラン」を盛り込むと同時に、

こうした時代の潮流を把握した上で、市民と共に知

恵を出し合い完成される重要なプランであり、これ

まで議論してきた過程をしっかり認識しつつ、協働

のまちづくりを基本方向として、市民と一体となっ

て取り組んでいかなければなりません。 
 まちづくりの原点は、「情報を共有し合う」こと

にあり、お互いを知ることで、初めて対等な関係が

築き上げられます。行政には情報を提供する義務が

あり、市民にはそれを知る権利があることを念頭に

置きつつ、「パブリックコメント」並びに「市民ま

ちづくり評価制度」の新たな実施に加え、これまで

行われてきた住民懇談会など、直接的対話の方法を

検討し、一方では、市民自身が発信できる機会を拡

充することで、市民同士、市民と行政の信頼関係を

強めてまいります。 
 また、少子高齢社会の到来により、住民本位の地

域主権型社会を進めるには、市民一人ひとりが連帯

感をもち、まちづくりやコミュニティ活動に積極的

に参加することが必要です。 
 地域にとって、市民は主人公であり、サポーター

役でもあり、「まちづくり活動推進事業補助金」な

ど、各種団体に対する助成事業の有効活用やボラン

ティアセンター、ＮＰＯ、市民サポーター、関係施

設、並びに事業所などと連携が図れる仕組みづくり

を進め、地域活性化と共有社会の実現に努めてまい

ります。 
 行財政改革の推進につきましては、「地方公共団

体の財政健全化に関する法律」により、平成20年度

決算から新たな財政指標が適用されることとなりま

すが、心配されていた連結実質赤字比率は、大幅に

改善する見込であるものの、早期健全化団体に位置

すると推測されることから、「赤平市財政健全化計

画（改訂版）」を基本に引き続き行財政改革に取り

組むと共に、平成21年度決算における健全化段階へ

の移行を目標に財政運営を行ってまいります。 
 一方、合併新法は、平成21年度末をもって終了い

たしますが、国では「第２期地方分権改革」や「道

州制」を推進し、さらに、本年４月から新たに５万

人のまちを中心市として、共生ビジョンを基に、中

心市と周辺市町村が１対１で協定を結ぶ「定住自立

圏構想推進要綱」を施行するなど、地方分権改革の

進展によって、地方の権限や責任がより一層拡大さ

れてまいります。 
 本市は、人口の減少や景気低迷などの影響により

自主財源の割合が低く、さらに、市職員の大幅な減

少により、財政面及び体制面からも、今後も継続的

に多様化する市民サービスを適切に対応していくに

は、極めて厳しい状況となることが予想されます。 
 こうした時代の変革期の最中において、国や道の

動向に注視しつつ、近隣市町と連携すべき事項や単

独で維持すべき事項など、本市の将来あるべき姿に

ついて、様々な角度や分野から慎重を期して検討し

てまいります。 
Ⅲ むすび 
 以上、平成21年度の市政執行にあたり、所信を申

し上げたところであります。 
 この１年間は、財政の健全化段階への移行、そし

て、第５次赤平市総合計画がスタートする「再生」

がキーワードとなる年であります。最大のピンチを

脱した本市には、他のまちでは想像もつかない行動

力と結集力という新たな財産を手に入れました。こ

の貴重な財産そのものが真の住民自治の姿であり、

本市の未来を切り拓く礎となります。 
 行政運営としては、失敗は許されませんが、私は、

市民が参加するまちづくり活動においては、ある意

味、最初から完璧なものより、失敗を克服し苦労を

重ね次なる成果へ結びつけた活動の方が、発展的で
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あると感じるところがあります。 
 市民の皆様には、ぜひとも赤平再生に向け、まず

は自ら行動していただくこと、当然、行政としても、

時には共に汗を流し、時にはその行動を支えるなど、

お互いの能力を十分に発揮し合うことが大切であり

ます。 
 子どもたちの笑顔があふれる明るい未来を築くた

め、今、我々大人が使命感を抱き、中・長期的なま

ちづくり像を描きつつ、スピード感を持って、時々

の課題を解決し「活き生きプラン21」の着実な実行

に向け前進してまいらなければなりません。 
 私自身、赤平再生の年に当たって、改めて使命と

責任をもって全精力を傾注する決意で臨んでまいり

ますので、議員各位並びに市民の皆様の絶大なるご

理解とご協力をお願い申し上げ、平成21年度の市政

執行方針とさせていただきます。 
〇議長（鎌田恒彰君） 次に、教育行政執行方針に

ついて、渡邊教育長。 
〇教育長（渡邊敏雄君） 〔登壇〕 Ⅰ．はじめに 
 本市の教育推進につきまして、市議会および市理

事者、そして市民の皆さまのご支援、ご協力にまず

もってお礼と感謝を申し上げます。 
 平成20年度を振り返ってみますと、新学習指導要

領が告示され小学校では23年度より、中学校では24

年度からの本格実施が明らかにされました。これに

伴い、本格実施に向けた移行措置が小・中学校とも

に21年度から進められることとなり、そのための教

育課程づくりが大きな課題として取り組まれました。 
 また、教職員の目標管理方式にもとづく評価制度

や、いわゆる、勤務成績の評価による昇給制度、更

に学校評価制度も本格的に実施されたところであり

ます。 
 一方、本市にあっては、いわゆる「財政健全化

法」による「財政再生団体」回避が最大の課題であ

り、「財政健全化計画」にもとづく行財政改革の着

実な実施が求められることとなり、教育委員会所轄

の各種施設の維持、管理や事務局の組織体制及び事

務、事業の見直しなどに引き続き取り組んできたと

ころであります。 
 こうした厳しい状況の中でも、市内の各小・中学

校においては、比較的落着いた状態で各種教育活動

に果敢に取り組み、着実に成果をあげてきたといえ

ます。 
 教育委員会といたしましても、豊かな生涯学習社

会の実現をめざし、未来に生きる赤平の子どもたち

はもとより、市民の皆さんが快適な環境のもとで、

充実した人生を送ることができるよう各種の取り組

みを進めてきたところであります。 
 平成20年度の成果と反省に立って、赤平の教育の

一層の充実、発展をめざし、地域の皆さんの信頼を

高めるため、ここに、平成21年度の教育行政執行方

針を示すものであります。 
Ⅱ．ひとりひとりの子どもたちに「確かな学力」

「豊かな心」「逞しい体力」を育む学校教育の充実

に努めます 
 学校教育のねらいは、子どもたちに確かな学力を

つけ、生涯にわたって逞しく生きる力を育むことに

あります。基礎的、基本的な知識の定着はもとより、

一人ひとりの特性に応じ、きめ細やかな指導を通し

て、心身ともに調和のとれた豊かな人間性の育成に

努めなければなりません。 
 そのために、新学習指導要領の趣旨を踏まえ、児

童・生徒の発達段階と地域性に配慮し、知育・徳

育・体育の調和のとれた教育課程の編成を図ります。 
 また、本格実施をめざした移行措置の実施をすす

めると同時に、学校図書や教材・教具の整備充実に

努め、指導方法の工夫等、授業の改善をめざした取

り組みをすすめます。 
 特別支援教育について申し上げます。一昨年度よ

り、各学校ではコーディネーターの配置を含む校内

組織の設置や「個別の支援計画」の策定などに取り

組んできたところであります。ひとりひとりの子ど

もの特性をみきわめ、特別支援教育の一層の充実を

めざし、交流教育や合同学習を通して取り組んでま

いります。 
 幼稚園教育についてであります。公立幼稚園とし
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ては、管内で最も大きな幼稚園であり、広々とした

環境の中で、３歳児保育を含め適切な教育が実施さ

れています。今後とも幼稚園教育の一層の充実をめ

ざし、職員一丸となって取り組むよう指導してまい

ります。 
 児童・生徒の健全な心身の発達に資する学校給食

の役割は極めて大切であります。しかし、昨年来、

一連の食品事件の報道により、食の安全確保が緊急

の課題となり、当センターにおいても万全の体制で

臨んできたところであります。いずれにしましても、

食育の重要性が叫ばれている中、栄養のバランスに

配慮し、子どもたちに喜ばれる、安全、安心な給食

の提供に努めてまいります。また、食材の高騰に伴

う給食費の値上げについてでありますが、食の安全

確保から国産、道内産の食材をできる限り使用する

ことを基本に、地産地消を併せ献立を工夫すること

で値上げを押さえてきましたが、引き続きそうした

努力をしてまいりたいと考えています。 
 一人ひとりの個性を磨き、確かな社会性と自己実

現を図ることのできる生徒指導の充実は重要な課題

であります。 
 そのため、いじめ根絶はもとより、不登校の解消、

問題傾向をかかえる児童・生徒の早期対応、問題発

生時の機敏な対応など教職員と児童・生徒の日常的

な触れ合いや心の交流を大事にしながら信頼関係を

確立し、積極的な生徒指導を通して対応してまいり

ます。 
 特に、いじめに対する対応については、いじめを

受けている子どもの苦痛をしっかり受けとめること、

あくまでもいじめられている子どもの側にたって観

察、相談、指導体制を整えることであります。更に、

日常的に好ましい学級づくりに心がけ、子どもたち

の交友関係を風通しのよいものとすることでありま

す。『明るく、元気で、楽しい学級づくりが、いじ

め根絶の切り札である』との共通認識にたち、学校

への指導を強めてまいります。 
 また、子どもの安全・安心の確保は今日的な重要

課題であることから、事件・事故に巻き込まれるこ

とのないよう安全指導の充実に努めます。このため、

保護者や地域の方々、関係機関との連携を密にし、

学校支援地域本部事業を活用して登・下校時の安全

確保の体制づくりを進めます。あわせて、耐震化を

含めた安全な校舎環境の整備に努めてまいります。 
 交通事故防止につきましては、日常の安全教育を

徹底し、引き続き事故の防止に努めます。 
 次に、教職員の研修と資質向上についてでありま

す。「教育は人なり」と言われるように、学校教育

に直接携わっている教職員の役割は極めて重要であ

ります。このため、教職員一人ひとりが日常の子ど

もとのかかわりを通して、生活実感を共有し、広く

社会性を身につけ、地域に根ざした教育を進めなけ

ればなりません。このため、教職員は、絶えず研修

の重要性を認識し、専門性を高めることが重要であ

ると同時に、豊かな人間性の確立に努めなければな

りません。 
 教職への愛着と誇りを確かなものとし、情熱あふ

れる教職員の育成・指導に努めてまいります。 
Ⅲ．心豊かに学習し、充実した人生の創造をめざす

社会教育の推進に努めます。 
 市民が心豊かに学習し、充実した人生の確立をめ

ざす社会教育の推進は、少子・高齢化が進む現在、

極めて重要であり、積極的な事業展開が求められて

います。本市の社会教育目標である「ゆとりある人

生を求め、生涯にわたり楽しく学び、みんなでつく

るわたしたちのまち」の実現をめざし、積極的な取

り組みを進めます。 
 まず始めに、本市の厳しい財政状況から、公民館

の休館、郷土館の廃館に加え、昨年度は、文化会館、

スポーツセンター、武道館の全面休館など関係者の

ご理解を得ながらすすめてまいりました。今後は、

体育関係につきましては、総合体育館、社会教育関

係につきましては、交流センターみらい、東公民館

に集約し、利用者のご理解を得ながら、効率的、効

果的な管理、運営に努めてまいります。 
 青少年教育については、事業の拡大と指導者養成、

体験学習の促進をねらいとして、引き続き青少年健
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全育成事業、ふるさと少年教室などの充実をめざし

ます。また、子どもたちを事件・事故から守り、安

全、安心を確保するため、青少年センターを中心と

し、地域住民との連携を図り、登下校時のパトロー

ルをはじめ各種の取り組みを進めます。特に、子ど

もの虐待など児童福祉の分野で取り上げられている

諸課題についても、関係機関との連携を密にして取

り組んでまいります。 
 次に、成人・女性・高齢者教育についてでありま

す。生涯を通して、豊かで充実した人生の創造は、

常に学びの姿勢をもつことが基本となります。その

ため、地域社会のコミュニティづくりの活性化をめ

ざし、公民館講座、趣味・教養講座などの学習機会

の積極的な活用、また、人材バンクを含めた指導者

の発掘・養成など、地域社会に密着した学習機会の

充実に努めます。 
 市民が芸術・文化に親しみ、ゆとりとふれあいを

大事にします。このため、各種イベントを中心に、

文化教養事業を奨励するなど、市民の文化への理解

と関心を高め、文化協会と連携し、地域に根ざした

特色ある芸術・文化の振興に努めます。 
 読書活動の振興と図書館運営についてであります。 
 図書館運営については、市民が親しみ、利用しや

すい図書館をめざし、図書ならびに各種情報の整備、

充実を図ってまいります。また、「子ども読書活動

推進計画」にもとづき、学校教育はもとより子ども

たちが一層読書に親しむことができる環境づくりに

取り組んでまいります。「ブックスタート」、「絵

本読み聞かせ」事業については、引き続き取り組み、

内容の充実に努めてまいります。 
 市民の健康増進をめざし、スポーツの振興に努め

ます。このため、子どもからお年寄りまで、また、

生涯の如何にかかわらずスポーツを通して、心身と

もに健康で豊かなライフスタイルを築く「生涯スポ

ーツ社会」の実現をめざし、健康づくり、体力づく

りをはじめ、年齢、体力、技術に応じた多様な競技

スポーツ、レクリエーションスポーツ活動を支援し

てまいります。 

 また、スポーツ関係団体との連携を密にし、指導

者の育成と体育協会の自主運営を促進します。 
Ⅳ．学校・家庭・地域の連携のもと、教育の総合力

で、活力ある地域社会の創造に努めます。 
 教育は、学校・家庭・地域のもつ機能が存分に発

揮され、お互いの連携が図られたとき、教育の総合

力として機能するのであります。それは、同時に、

地域コミュニティとしての連帯感であり、活力のあ

る地域社会の創造へと繋ぐこととなります。このた

め、地域の教育行政を担う教育委員会の役割は極め

て重要であります。教育委員会は、19年度の法律改

正により、教育行政の事務の管理、執行状況につい

て点検・評価を行い公表することとしました。本市

にあっても今後、毎年度、点検・評価を通じ教育行

政の着実な推進に努めてまいります。 
 次に、赤平の教育は、“地域に信頼される赤平の

教育を創ろう”をテーマにとりくんできました。そ

れは、地域のイベントに市内の全小・中学校が積極

的に参加することであります。学校は、地域の学校

であり、教職員は、地域の住民であることの自覚が

地域イベントへの参加を通じて確実に芽生えてきて

います。開かれた学校をめざし一層の充実した取り

組みを進めます。 
 また、設立７年を経過した赤平市教育研究推進協

議会は、信頼される赤平の教育づくりの中心的な役

割を担い専門性を高めるための教育研究はもとより、

地域のイベントへ積極的にかかわっています。赤平

の子どもたちを中心に据え、教職員はもとより、教

育行政をはじめ教育関係団体、そして、保護者、地

域住民が一体となって取り組むことにより、教育を

めぐる今日的な課題解決が図られます。今後とも、

赤平市教育研究推進協議会の一層の充実、発展をめ

ざします。 
 地元唯一の高校である、赤平高校についてであり

ます。一時、存亡の危機にたたされた赤平高校が、

高校自らの各種の取り組みを通して、確実に自信を

つけ信頼回復に努めています。しかし、中卒者の大

幅減少などで、赤平高校は依然として厳しい状況下
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にあります。 
 道教委の示す「新たな高校教育に関する指針」に

より、平成21年から23年までの公立高等学校配置計

画案には盛られていないものの、赤平高校存続の運

動をより一層強力に展開しなければなりません。 
Ⅴ．おわりに 
 以上、平成21年度の教育行政執行方針について申

し述べました。昨年度に引き続き厳しい財政状況下

で、今年度の教育行政を進めることとなり、新たな

施策を展開するには財政的な制約を受けることにな

りますが、限られた財源の中で、最大限の効果を発

揮すべく、初心に返って、未来を背負って立つ子ど

もたちからお年寄りまで、豊かで、快適な教育環境

づくりをめざし、ＰＴＡ連合会をはじめ、教育関係

諸団体との連携を密にし、本市の教育・文化・スポ

ーツの振興に努めてまいります。 
 市議会をはじめ市民の皆さんの教育行政に対する

より一層のご理解とご協力をお願い申し上げ、平成

21年度の教育行政執行方針といたします。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第６ 議案第182号赤

平市特別職の給与に関する条例及び赤平市教育委員

会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部

改正について、日程第７ 議案第183号赤平市職員

の給与に関する条例の一部改正についてを一括議題

といたします。 
 本案に関する提案理由の説明を求めます。町田総

務課長。 
〇総務課長（町田秀一君） 〔登壇〕 赤平市財政

健全化計画に基づきまして、さまざまな分野で継続

して行財政改革を推進しているところでございます

が、議案第182号及び議案第183号につきまして関連

いたしますので、一括してご説明させていただきま

す。よろしくお願い申し上げます。 
 議案第182号赤平市特別職の給与に関する条例及

び赤平市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に

関する条例の一部改正につきまして、提案の趣旨を

申し上げます。 

 厳しい財政状況のもと、特別職であります市長、

副市長及び教育長の月額給料につきましては、本年

度本則との比較におきまして市長は50％、副市長は

40％、教育長は32％とそれぞれ減額をしておりまし

たが、今般財政状況をかんがみ、平成21年４月１日

から平成22年３月31日の間、市長は37.6％、副市長

は28.3％、教育長は21.5％と減額率を改めるため条

例の改正を行うものでございます。 
 改正の内容につきましては、別紙参考資料の対照

表によりご説明を申し上げます。 
 第１条は、赤平市特別職の給与に関する条例の改

正でございますが、さきにご説明させていただきま

したとおり減額率を改め、月額給料を平成21年４月

１日から平成22年３月31日の間、市長につきまして

は53万6,000円、副市長につきましては50万3,000円

とするべく附則第２項を改めるものでございます。 
 次に、第２条、赤平市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改正でありますが、教

育長の給料月額につきましても特別職と同様、平成

21年４月１日から平成22年３月31日の間、減額率を

改めまして47万4,000円とするため附則第３項を改

めるものでございます。 
 附則といたしまして、この条例は、平成21年４月

１日から施行するものでございます。 
 続きまして、議案第183号赤平市職員の給与に関

する条例の一部改正につきまして、提案の趣旨を申

し上げます。 
 特別職と同様、厳しい財政状況から職員給与につ

きましては平成20年度に限り月額給料を各級別に2

1％から23.5％と段階的に減額してきたところでご

ざいますが、今般財政状況をかんがみ、平成21年度

につきましては一律12.5％の減額に改めるものでご

ざいます。 
 改正の内容につきましては、別紙参考資料の対照

表によりご説明を申し上げます。 
 附則第11項でございますが、さきにご説明させて

いただきましたとおり、職員の給料月額につきまし

て平成21年４月１日から平成22年３月31日までの間、
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12.5％の減額とする改正をするものでございます。 
 附則といたしまして、この条例は、平成21年４月

１日から施行するものでございます。 
 以上、議案第182号及び議案第183号につきまして

一括してご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（鎌田恒彰君） これより、一括質疑に入り

ます。質疑ありませんか。 
（「なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第182号、第183号については、９人の委員を

もって構成する予算審査特別委員会を設置し、これ

に付託の上、審査することにいたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第182号、第183号については、９人

の委員をもって構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに付託の上、審査することに決しました。 
 ただいま設置されました予算審査特別委員会の委

員の選任については、委員会条例第７条第１項の規

定により、議長において、北市勲君、太田常美君、

林喜代子さん、獅畑輝明君、植村真美さん、若山武

信君、谷田部芳征君、宍戸忠君、五十嵐美知さん、

以上９名を指名いたします。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第８ 議案第184号赤

平市手数料徴収条例の一部改正についてを議題とい

たします。 
 本案に関する提案理由の説明を求めます。町田総

務課長。 
〇総務課長（町田秀一君） 〔登壇〕 議案第184

号赤平市手数料徴収条例の一部改正につきまして、

提案の趣旨を申し上げます。 
 北海道建設部の事務処理の特例に関する条例に基

づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則の改

正が行われ、租税特別措置法第68条の69第３項第６

号の規定に基づきます優良住宅の認定の事務につき

ましては市町村が処理する事務として追加され、平

成21年１月１日に施行されることになりましたこと

などから所要の改正を行うものでございます。 
 改正の内容につきましては、別紙参考資料の対照

表によりご説明申し上げます。 
 別表中、第９項につきまして、北海道建設部の事

務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理す

る事務の範囲を定める規則の改正等により引用をし

ております租税特別措置法の条等の追加、改正を行

うため改めるものでございます。 
 附則といたしまして、この条例は、公布の日から

施行し、平成21年１月１日から適用するものでござ

います。 
 以上、ご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（鎌田恒彰君） これより、質疑に入ります。

質疑ありませんか。 
（「なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 ただいま議題となっております議案第184号につ

いては、社会経済常任委員会に付託いたします。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第９ 議案第185号赤

平市立幼稚園設置条例の一部改正についてを議題と

いたします。 
 本案に関する提案理由の説明を求めます。町田総

務課長。 
〇総務課長（町田秀一君） 〔登壇〕 議案第185

号赤平市立幼稚園設置条例の一部改正につきまして、

提案の趣旨をご説明申し上げます。 
 学校保健法等の一部を改正する法律が平成21年４

月１日から施行されますが、引用しております法律

名の改正等がございましたことから所要の改正を行

うものでございます。 
 以下、条例改正の内容につきまして、別紙参考資
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料の対照表によりご説明申し上げます。 
 第４条第２項第２号でございますが、学校保健法

の改正による法律の題名の改正や条の改正がござい

ましたことから、引用しております学校保健法を学

校保健安全法に改め、さらに条ずれを改めるため号

の改正を行うものでございます。 
 附則といたしまして、この条例は、平成21年４月

１日から施行するものであります。 
 以上、ご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（鎌田恒彰君） これより、質疑に入ります。

質疑ありませんか。 
（「なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 ただいま議題となっております議案第185号につ

いては、総務文教常任委員会に付託いたします。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第10 議案第186号赤

平市営テニスコート条例の一部改正についてを議題

といたします。 
 本案に関する提案理由の説明を求めます。町田総

務課長。 
〇総務課長（町田秀一君） 〔登壇〕 議案第186

号赤平市営テニスコート条例の一部改正につきまし

て、提案の趣旨を申し上げます。 
 赤平市営テニスコートには、スポーツセンターテ

ニスコートや平岸テニスコートを含む５つのテニス

コートがございます。使用料につきましては、スポ

ーツ活動の普及振興を図るため、これまで無料とし

てきたところでございますが、スポーツセンターテ

ニスコートにつきましては、夜間照明設備は維持経

費との考えから廃止するものの、コートの使用や近

隣市町における料金体系、さらには受益者負担の観

点などから、今般コートの使用料については有料と

し、さらに平岸テニスコートにつきましては平岸公

園内に位置しておりますが、利用者等の減少等から

廃止するものとし、条例を改正するものであります。 

 改正の内容につきましては、別紙参考資料の対照

表によりご説明申し上げます。 
 第２条につきましては、施設の廃止に伴い、表か

ら平岸テニスコートの項を削除するものでございま

す。 
 第６条につきましては、スポーツセンターテニス

コートの使用料の規定の追加のため、条を改正する

ものであります。 
 第７条につきましては、使用料の減免を規定した

条の追加をするものであります。 
 第８条につきましては、使用料の還付を規定した

条の追加をするものでございます。 
 第９条から第13条までの規定につきましては、第

７条と第８条の条の追加によりそれぞれ条を繰り下

げる改正でございます。 
 別表につきましては、第６条第１項関係の使用料

の規定による表として追加するものでございます。 
 附則といたしまして、この条例は、公布の日から

施行するものでございます。 
 以上、ご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（鎌田恒彰君） これより、質疑に入ります。

質疑ありませんか。 
（「なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第186号については、さきに設置した予算審

査特別委員会に付託の上、審査することにいたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第186号については予算審査特別委

員会に付託の上、審査することに決しました。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第11 議案第187号赤

平市乳幼児等医療費助成に関する条例及び赤平市重

度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関す
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る条例の一部改正についてを議題といたします。 
 本案に関する提案理由の説明を求めます。町田総

務課長。 
〇総務課長（町田秀一君） 〔登壇〕 議案第187

号赤平市乳幼児等医療費助成に関する条例及び赤平

市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に

関する条例の一部改正につきまして、提案の趣旨を

ご説明申し上げます。 
 児童福祉法の改正によりまして、平成21年４月１

日から養育者の住居において要保護児童を養育いた

します小規模住居型児童養育事業が創設されますこ

とから、赤平市乳幼児等医療費助成に関する条例及

び赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費

助成に関する条例につきまして所要の改正を行うも

のでございます。 
 以下、条例改正の内容につきまして、別紙参考資

料の対照表によりご説明申し上げます。 
 赤平市乳幼児等医療費助成に関する条例でありま

すが、第３条第２号につきましては、さきにご説明

させていただきましたが、児童福祉法の改正に伴い

まして小規模住居型児童養育事業を行う者について

加えるため字句を追加するものでございます。 
 赤平市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費

助成に関する条例につきましては、赤平市乳幼児等

医療費助成に関する条例同様、第３条第２号につき

まして小規模住居型児童養育事業を行う者につきま

して字句を追加するものでございます。 
 附則といたしまして、この条例は、平成21年４月

１日から施行するものでございます。 
 以上、ご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（鎌田恒彰君） これより、質疑に入ります。

質疑ありませんか。 
（「なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 ただいま議題となっております議案第187号につ

いては、社会経済常任委員会に付託いたします。 

                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第12 議案第188号赤

平市国民健康保険条例の一部改正についてを議題と

いたします。 
 本案に関する提案理由の説明を求めます。町田総

務課長。 
〇総務課長（町田秀一君） 〔登壇〕 議案第188

号赤平市国民健康保険条例の一部改正につきまして、

提案の趣旨をご説明申し上げます。 
 平成20年４月１日より国民健康保険法の改正に伴

いまして、退職者医療制度の対象年齢が75歳未満か

ら65歳未満に改められましたことから退職被保険者

等の人数は激減し、被用者保険等代表委員を運営協

議会委員に参加させる基準といたしまして示されて

おります退職被保険者1,500人以上に満たなくなり

ましたことから、被用者保険等保険者を代表する委

員につきましては廃止するとして改正を行うもので

ございます。 
 以下、改正内容につきましては、参考資料の対照

表によりご説明申し上げます。 
 第２条第１項でございますが、被用者保険等保険

者を代表する委員を規定しております第４号を削る

ものでございます。 
 附則といたしまして、この条例は、平成21年４月

１日から施行するものでございます。 
 以上、ご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（鎌田恒彰君） これより、質疑に入ります。

質疑ありませんか。 
（「なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第188号については、さきに設置した予算審

査特別委員会に付託の上、審査することにいたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） ご異議なしと認めます。 
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 よって、議案第188号については予算審査特別委

員会に付託の上、審査することに決しました。 
 暫時休憩いたします。 

（午前１１時５３分  休  憩） 
                       

（午後 １時００分  再  開） 
〇議長（鎌田恒彰君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第13 議案第189号赤

平市介護保険条例の一部改正についてを議題といた

します。 
 本案に関する提案理由の説明を求めます。町田総

務課長。 
〇総務課長（町田秀一君） 〔登壇〕 議案第189

号赤平市介護保険条例の一部改正につきまして、提

案の趣旨をご説明申し上げます。 
 介護保険料につきましては、３年ごとに見直しを

させていただいておりますが、介護保険法第129条

第３項の規定によりまして、平成21年度から平成23

年度までの介護保険事業の期間に係る新たな保険料

率を定めるため本条例の一部を改正しようとするも

のであります。 
 以下、条例改正の内容につきまして、別紙参考資

料の対照表によりご説明申し上げます。 
 第４条につきましては、平成21年度から平成23年

度までの保険料率として定めるものでありますが、

６段階を７段階と区分を細分化いたしまして保険料

を規定し、同時に引用しております政令の条等を改

めるため改正するものであります。 
 第６条第３項につきましては、第４条の改正に伴

いまして引用する政令の条等を改めるため改正する

ものであります。 
 附則第１条といたしまして、この条例は、平成21

年４月１日から施行するものであります。 
 附則第２条につきましては、介護保険法施行令附

則第11条第１項及び第２項に規定する者の平成21年

度及び平成22年度における保険料率の特例を規定し

たものでございます。 
 附則第３条につきましては、平成20年度以前の年

度分の保険料については、なお従前の例によるとし

て経過措置を規定したものでございます。 
 以上、ご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（鎌田恒彰君） これより、質疑に入ります。

質疑ありませんか。 
（「なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第189号については、さきに設置した予算審

査特別委員会に付託の上、審査することにいたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第189号については予算審査特別委

員会に付託の上、審査することに決しました。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第14 議案第190号赤

平市都市公園条例の一部改正についてを議題といた

します。 
 本案に関する提案理由の説明を求めます。町田総

務課長。 
〇総務課長（町田秀一君） 〔登壇〕 議案第190

号赤平市都市公園条例の一部改正につきまして、提

案の趣旨をご説明申し上げます。 
 赤平市都市公園の一つであります平岸公園は、昭

和48年に都市計画決定をし、供用を開始した公園で

ございますが、平岸新光団地の完成などによりまし

て地域住民の誘導性や防災上の観点から一時避難地

として考慮した公園の再配置を検討いたしまして、

現在空き地となっております公営住宅の跡地に移設

を行うこととしたことから条例の改正を行うもので

ございます。 
 以下、条例改正の内容につきまして、別紙参考資

料の対照表によりご説明申し上げます。 
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 別表第１の改正でございますが、平岸公園の位置

を赤平市平岸新光町５丁目34番地に改めるものでご

ざいます。 
 附則といたしまして、この条例は、平成21年６月

１日から施行するものでございます。 
 以上、ご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（鎌田恒彰君） これより、質疑に入ります。

質疑ありませんか。 
（「なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第190号については、さきに設置した予算審

査特別委員会に付託の上、審査することにいたした

いと思います。これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第190号については予算審査特別委

員会に付託の上、審査することに決しました。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第15 議案第191号赤

平市過疎地域自立促進計画の一部変更についてを議

題といたします。 
 本案に関する提案理由の説明を求めます。町田総

務課長。 
〇総務課長（町田秀一君） 〔登壇〕 議案第191

号赤平市過疎地域自立促進計画の一部変更につきま

して、提案の趣旨をご説明申し上げます。 
 赤平市過疎地域自立促進計画の一部を別紙のとお

り変更したいので、過疎地域自立促進特別措置法第

６条第６項の規定により、議会の議決を求めるもの

でございます。 
 ご承知のとおり赤平市過疎地域自立促進計画につ

きましては、平成16年12月に議決をいただき、この

計画に基づき諸施策を実施しているところでござい

ますが、事業の実施に伴い、内容の一部が変更とな

りましたことや過疎債の充当を見込んでいる事業の

追加のため本計画の一部を変更するものでございま

す。 
 以下、具体的な変更の内容につきまして、別紙に

よりご説明申し上げます。 
 福住平岸線改築事業でございますが、片側歩道3.

5を片側歩道2.5に変更するものであります。 
 また、同じ（１）、市町村道道路に事業主体が市

であります学園通り歩道舗装改修事業、Ｌイコール

110、Ｗイコール1.7を追加し、さらに５、医療の確

保、（３）、その他に事業主体を市といたしまして

医師等住宅改修事業を追加するものであります。 
 以上、ご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（鎌田恒彰君） これより、質疑に入ります。

質疑ありませんか。 
（「なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 ただいま議題となっております議案第191号につ

いては、総務文教常任委員会に付託いたします。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第16 議案第192号財

産の取得についてを議題といたします。 
 本案に関する提案理由の説明を求めます。町田総

務課長。 
〇総務課長（町田秀一君） 〔登壇〕 議案第192

号財産の取得につきまして、提案の趣旨をご説明申

し上げます。 
 幼稚園児及び中学生等のスクールバスとして利用

しておりますやすらぎ号は、平成４年度に購入いた

しまして既に16年が経過、走行距離も32万6,000キ

ロメートルに達しておりますことから、近年は老朽

化が著しく、修理に係る費用が増大しており、修理

回数の増加や修理期間の長期化は運行計画に支障を

来しており、今般更新するものであります。 
 新たに購入するスクールバスにつきましては、毎

日の登下校時におけるバスの出動台数を３台から２

台に減らし、運転手の負担軽減、安全の確保が図ら
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れるよう現在の42人乗りから乗車定員61人の大型バ

スとするものでございまして、契約の方法につきま

しては市内業者５社を指名し、２月20日に入札を執

行したところであり、予定価格が2,000万以上とな

るため議会の議決を求めるものでございます。 
 議案第192号財産の取得について。 
 下記のとおり財産を取得するため、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定により、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 
 記といたしまして、１、取得財産、大型自家用バ

ス。 
 ２、契約の方法、指名競争入札。 
 ３、契約金額、金2,073万4,350円。 
 ４、契約の相手方、赤平市美園町１丁目56番地、

ハヤサカ自動車工業株式会社代表取締役、早坂喜幸。 
 なお、仕様の概要につきましては別紙参考資料に

記載しているところでございまして、納期は平成21

年７月31日と定めたところでございます。 
 以上、ご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（鎌田恒彰君） これより、質疑に入ります。

質疑ありませんか。 
（「なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 ただいま議題となっております議案第192号につ

いては、総務文教常任委員会に付託いたします。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第17 議案第193号財

産の処分についてを議題といたします。 
 本案に関する提案理由の説明を求めます。町田総

務課長。 
〇総務課長（町田秀一君） 〔登壇〕 議案第193

号財産の処分につきまして、提案の趣旨をご説明申

し上げます。 
 旧恵光園、旧豊里保育園に係る土地の売却につき

ましては、建物の除却費を考慮して最低売却価格を

設定し、平成19年10月４日に公告及び広報に掲載す

るなどご案内をさせていただいておりましたものの、

入札の申し込みはございませんでしたが、今般東京

都八王子市の有限会社Ｄｅｆ Ａｇｅｎｔより申し

込みがあり、売却するものであります。この土地の

処分につきましては、建物の除却費を控除する前の

売却予定価格が3,179万5,320円と2,000万円以上と

なりますことから、議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定によ

り、下記の財産について議会の議決を求めるもので

ございます。 
 記といたしまして、１、売り払う財産、旧恵光園、

旧豊里保育園に係る土地、種類は土地、所在地は赤

平市昭和町３丁目81番地１でございます。種目は宅

地、数量は１万7,002.31平方メートルであります。 
 ２、売却価格は200万円。 
 ３、契約の相手、東京都八王子市中町１―12、有

限会社Ｄｅｆ Ａｇｅｎｔ代表取締役、五十嵐勝平

であります。 
 なお、売却価格につきましては、今般鑑定をいた

だきました単価、坪6,182円より算出した額から建

物の除却費を控除し、算定した額といたしておりま

す。参考といたしまして、位置図を添付をしており

ますので、ご参照願います。 
 以上、ご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（鎌田恒彰君） これより、質疑に入ります。

質疑ありませんか。北市勲君。 
〇６番（北市勲君） ただいまの財産処分について

若干お尋ねいたしたいと思います。 
 今この今まで入札で応札がないところで、売れな

かった財産がこのたび買っていただける会社が出て

きたということは非常にありがたい話なのですが、

これはいわゆる赤平市民の財産の処分です。ただい

ま買っていただける会社の名前と代表取締役の名前

が出されましたけれども、実際どういう会社なのか、

私どもは内容がわかりません。いわゆるあそこの近

辺にも住人がいるわけですから、このようなところ
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が、その目的は別としても買っていただける会社が

どのような規模で、どのような事業をなされている

のか、もう少し詳しく説明をしていただきたいと思

います。 
 以上です。 
〇議長（鎌田恒彰君） 町田総務課長。 
〇総務課長（町田秀一君） 今般買っていただける

会社、今ご説明しました東京都八王子市の有限会社

Ｄｅｆ Ａｇｅｎｔという会社でございますが、東

京都のほうで焼肉店、これをグループで四、五軒で

すか、経営していまして、そのグループ会社の一つ

の有限会社Ｄｅｆ Ａｇｅｎｔさんが今般買ってい

ただけることになりました。 
 以上でございます。 
〇議長（鎌田恒彰君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 
〇議長（鎌田恒彰君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 ただいま議題となっております議案第193号につ

いては、総務文教常任委員会に付託いたします。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第18 議案第194号公

の施設の指定管理者の指定について、日程第19 議

案第195号公の施設の指定管理者の指定についてを

一括議題といたします。 
 本案に関する提案理由の説明を求めます。町田総

務課長。 
〇総務課長（町田秀一君） 〔登壇〕 議案第194

号公の施設の指定管理者の指定について（赤平市保

養センター外３施設）につきまして、提案の趣旨を

ご説明申し上げます。 
 赤平市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等

に関する条例に基づき、次のとおり指定管理者の候

補者として選定いたしましたので、指定に当たり議

会の議決を要しますことから、地方自治法第244条

の２第６項の規定により、次のとおり公の施設の指

定管理者の指定を行うためご提案するものでござい

ます。 

 記といたしまして、１、指定管理者に管理を行わ

せる公の施設の名称及び所在地でありますが、

（１）として名称、赤平市保養センター、所在地、

赤平市幌岡町377番地１、（２）として名称、赤平

市ケビン村、所在地、赤平市幌岡町377番地１、

（３）として名称、赤平市エルム高原家族旅行村、

所在地、赤平市幌岡町375番地１、（４）として名

称、赤平市エルム高原オートキャンプ場、所在地、

赤平市幌岡町392番地１であります。 
 次に、２、指定管理者となるべき団体の名称は、

株式会社赤平振興公社、主たる事務所の所在地は赤

平市泉町４丁目１番地、代表者の氏名は代表取締役、

大坂晃であります。 
 次に、３、指定期間でありますが、平成21年４月

１日から平成22年３月31日までの１年間とするもの

でございます。 
 以上で議案第194号の説明を終わらせていただき

ます。 
 次に、議案第195号公の施設の指定管理者の指定

について（赤間地区共同浴場外１施設）でございま

すが、前議案同様、地方自治法第244条の２第６項

の規定により、別紙のとおり公の施設の指定管理者

の指定を行うため提案するものでございます。 
 別紙をごらんください。指定管理者に管理を行わ

せる公の施設及び指定管理者となるべき団体であり

ますが、赤間地区共同浴場につきましては赤間地区

共同浴場組合を、住友地区共同浴場につきましては

株式会社赤平振興公社をそれぞれ指定管理者となる

べき団体とするものでございます。 
 指定期間につきましては、赤間地区共同浴場につ

きましては平成21年４月１日から平成24年３月31日

までの３年間、住友地区共同浴場につきましては平

成21年４月１日から平成22年３月31日までの１年間

とするものでございます。 
 以上、議案第194号及び議案第195号につきまして

一括してご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（鎌田恒彰君） これより、一括質疑に入り
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ます。質疑ありませんか。 
（「なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 ただいま議題となっております議案第194号、第1

95号については、社会経済常任委員会に付託いたし

ます。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第20 議案第196号市

道の認定について、日程第21 議案第197号市道の

廃止についてを一括議題といたします。 
 本案に関する提案理由の説明を求めます。町田総

務課長。 
〇総務課長（町田秀一君） 〔登壇〕 議案第196

号市道の認定につきまして、提案の趣旨をご説明申

し上げます。 
 道路法第８条第２項の規定に基づきまして、市道

認定の議決を求めるものでございます。 
 参考資料といたしまして位置図を添付しておりま

すが、国、北海道によります道路再編に伴う道道芦

別赤平線の区域変更で、現道道の一部が市に引き継

がれることになりましたことから市道認定するもの

でございます。 
 整理番号16号、路線名、百戸本通、起点、百戸町

東１丁目２番６地先、終点、東豊里町274番２地先、

幅員56.5メートルから14.0メートル、延長2,316.3

メートルであります。 
 整理番号397号、路線名、文京赤間通、起点、東

文京町１丁目１番４地先、終点、字豊里105番３地

先、幅員98.7メートルから12.1メートル、延長2,03

9.1メートルであります。 
 続きまして、議案第197号市道の廃止につきまし

て、提案の趣旨をご説明申し上げます。 
 道路法第10条第１項及び第３項の規定に基づきま

して、市道廃止の議決を求めるものでございます。 
 参考資料といたしまして位置図を添付しておりま

すが、前議案同様、国、北海道によります道路再編

に伴う道道芦別赤平線の区域変更に伴いまして廃止

するものでございます。 
 整理番号16号、路線名、百戸本通、起点、百戸町

東１丁目２番６地先、終点、エルム町２番３地先、

幅員29.5メートルから14.0メートル、延長691.7メ

ートルでございます。 
 整理番号397号、路線名、文京赤間通、起点、東

文京町１丁目１番４地先、終点、字豊里66番５地先、

幅員23.2メートルから15.0メートル、延長991.9メ

ートルであります。 
 以上、ご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（鎌田恒彰君） これより、一括質疑に入り

ます。質疑ありませんか。 
（「なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 ただいま議題となっております議案第196号、第1

97号については、社会経済常任委員会に付託いたし

ます。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第22 議案第198号和

解についてを議題といたします。 
 本案に関する提案理由の説明を求めます。町田総

務課長。 
〇総務課長（町田秀一君） 〔登壇〕 議案第198

号和解につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げ

ます。 
 今般和解いたします相手方におきましては、平成

17年12月６日、転倒し、左橈骨を骨折いたしました

ことから市立赤平総合病院整形外科を受診し、同日

に入院、同月12日に手術を行い、骨の整復とプレー

トの埋め込みを実施いたしました。その後、経過は

良好となり、同月15日に退院し、翌年３月８日に受

診、経過が良好でありますことから再度入院し、同

月16日に埋め込んでありました金属プレートを抜釘

し、同月18日に退院いたしました。しかし、同月21

日に左手の痛みと腫脹を訴え受診いたしまして、左

橈骨動脈からの出血があり手術いたしましたが、骨



- 55 - 
 

折の影響により動脈の壁が傷害されていましたこと

から血管縫合は困難と判断、橈骨動脈を結紮いたし

ました。同月28日、左手尺骨動脈からの血流がある

ことを確認し、術後経過も良好であったことから退

院となりました。その後、左手の痛みや全身のしび

れ、動脈を結紮したことへの不安を訴えまして当院

の整形外科や内科外来を受診しておりますが、動脈

を結紮したことが全身症状になってあらわれている

として、その補償を求め話し合いをしてきたところ

でございます。 
 今般双方協議の上、治療手技上の過誤はございま

せんが、患者側が期待する治療の効果が十分になか

ったことから見舞金として60万円を支払うことで合

意する見込みとなり、地方自治法第96条第１項第12

号の規定により議会の議決を求めるものであります。 
 以上、ご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（鎌田恒彰君） これより、質疑に入ります。

質疑ありませんか。北市勲君。 
〇６番（北市勲君） ただいまの和解についてお尋

ねをいたしたいと思います。 
 和解の内容として、術後の経過の中で全身症状が

改善されないということで、患者側が期待する効果

が得られなかったと。こういうことがあったのは非

常に残念なのですが、患者さんにしてみれば和解し

て傷の痛みが消えるわけではないけれども、心の痛

みは若干消えるのかなと。こういうことで残念なこ

とだと思っておりますけれども、ここに和解の内容

として期待される治療の効果が十分得られなかった

と、こういう表現の仕方は、私どもが病院にかかる

ときにどういう気持ちで病院にかかるのかと。病人

が病院で受診するということは、やはり全快を求め、

手術は成功を求め、病院にかかるわけです。そうす

ると、当然そこで全快する方もいるし、しない方も

いる。場合によっては、病状が悪化して亡くなられ

る方もいると。これは、完全に期待される効果が得

られなかったと、こういうことになるのではないか

と思うのですが、こういう和解の内容で将来に影響

を及ぼさないのかと。逆にこのことが次から次へと

出てくる可能性は考えられないのかと、そのことを

ちょっとお尋ねいたしたいと思います。 
〇議長（鎌田恒彰君） 斉藤病院事務長。 
〇市立赤平総合病院事務長（斉藤幸英君） ただい

まのご質問についてでございますが、事件の経過の

中でも触れておりますが、患者さんにつきましては

今議員もおっしゃったとおりに完治を期待するとい

うことは確かにあるかと思います。現実問題、手技

上のミスとか、そういったものは一切ございません

が、やはり出血を予見できたかどうかという問題も

ございますし、それが100％うちに過誤がないとい

うことを言い切れない一つの要因にもなっているの

かなと思っております。そういった意味合いから、

患者さんは動脈を結紮すること自体に対する異議と

いうことも申し立てておりますし、ただ当時の状況

としてはやはりそれをやることが最善の方法という

判断の中で実施をしております。そういった中では、

やはり患者さんが期待してもとに戻るというような

状況がなかったということに対しては、双方協議の

中で今回和解の見舞金という形でお支払いすること

で決着をつけたわけでありますが、今議員もお話が

あったとおりに今後そういったものが出てこないの

かということなのですが、やはりこの辺は医師並び

に医療技術者がいかに患者さんに対して説明責任を

果たしていくかということによって、そういったこ

とも防ぐ要因にもなるのかとは思いますけれども、

やはり100％それで今後出ないという保証は、お話

があったとおりないのかなというような気はしてお

ります。今後このようなことがないよう、やはり十

分に患者さんに対する説明等も医師に対して求めて

いくものであります。 
 以上です。 
〇議長（鎌田恒彰君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 
〇議長（鎌田恒彰君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 ただいま議題となっております議案第198号につ
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いては、社会経済常任委員会に付託いたします。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第23 議案第199号平

成20年度赤平市一般会計補正予算、日程第24 議案

第200号平成20年度赤平市国民健康保険特別会計補

正予算、日程第25 議案第201号平成20年度赤平市

後期高齢者医療特別会計補正予算、日程第26 議案

第202号平成20年度赤平市土地造成事業特別会計補

正予算、日程第27 議案第203号平成20年度赤平市

下水道事業特別会計補正予算、日程第28 議案第20

4号平成20年度赤平市霊園特別会計補正予算、日程

第29 議案第205号平成20年度赤平市介護サービス

事業特別会計補正予算、日程第30 議案第206号平

成20年度赤平市介護保険特別会計補正予算、日程第

31 議案第207号平成20年度赤平市水道事業会計補

正予算、日程第32 議案第208号平成20年度赤平市

病院事業会計補正予算を一括議題といたします。 
 本案に関する提案理由の説明を求めます。伊藤企

画財政課長。 
〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 〔登壇〕 議案第

199号平成20年度赤平市一般会計補正予算（第８

号）につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げま

す。 
 平成20年度赤平市の一般会計補正予算（第８号）

は、次に定めるところによります。 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ２億3,477万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ88億4,796万円といたします。 
 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によります。 
 第２条、地方債の追加及び変更は、「第２表 地

方債補正」によります。 
 次に、３ページをお願いいたします。第２表の地

方債補正でありますが、追加といたしまして減収補

てん債の限度額を410万円とするものであります。

これにつきましては、本年度の市民税法人税割と利

子割交付金の減収見込みに対し、地方財政法の規定

により発行が認められるものであります。利率や償

還の方法につきましては記載のとおりであります。 
 次に、変更といたしまして地方公営企業等金融機

構出資事業の130万円の減額補正のほか７件であり

ます。補正後の限度額等につきましては記載のとお

りであります。 
 次に、事項別明細書によりご説明申し上げます。

なお、今回の補正の内容につきましては年度末とな

りますので、事業の終了による精算額あるいは決算

見込みによる計数整理が多いため、特徴的な点につ

いてのみご説明をさせていただきます。 
 ２ページをお願いいたします。最初に、歳入であ

りますが、款１市税、項１市民税、目１個人、節１

現年課税分として2,480万5,000円の減額であります

が、景気低迷や市職員の人件費削減などの影響によ

るものであります。 
 同じく項２固定資産税、目１固定資産税、節１現

年課税分として969万9,000円の増額でありますが、

平成19年度に空知産炭地域総合発展基金の新産業創

造等助成を活用し、機械整備等を行った企業の償却

資産の増加などによるものであります。 
 次に、３ページをお願いいたします。款12使用料

及び手数料、項１使用料、目３衛生使用料、節１住

友地区共同浴場使用料として139万5,000円の増額で

ありますが、本年４月からの料金改定を目前に控え

需要が増加したものであります。 
 同じく項２手数料、目２衛生手数料、節３ごみ処

理手数料の現年度分として1,268万4,000円の減額で

ありますが、じん芥処理場で300万円の減収、指定

ごみ袋等で約1,000万円弱の減収を見込むものであ

り、市広報紙等を通じたごみの減量化が一定程度成

果を上げたことによるものと予想しております。同

じく節４し尿処理手数料の現年度分として808万8,0

00円の減額でありますが、水洗化の普及などによる

ものであります。 
 同じく款13国庫支出金、項１国庫負担金、目１民

生費国庫負担金、節９生活保護費国庫負担金として

１億1,262万3,000円の減額につきましては、歳出と
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も連動いたしますが、主に医療扶助費の診療報酬支

払基金に対する精算行為によるものであります。 
 次に、５ページをお願いいたします。款14道支出

金、項２道補助金、目１民生費道補助金、節１社会

福祉費道補助金の地域活動支援センター等運営事業

として64万4,000円の増額でありますが、障害者自

立支援法における地域活動支援センター等運営事業

費の確定によるものであります。 
 次に、６ページをお願いいたします。款15財産収

入、項２財産売払収入、目１不動産売払収入として

570万円の増額でありますが、旧恵光園跡地等の売

払収入を計上するものであります。 
 同じく目２物品売払収入の不用品売払収入として

116万9,000円の増額でありますが、じん芥処理場の

油圧ショベルや旧百戸小学校のグランドピアノの売

払収入等を計上するものであります。 
 款16寄附金、項１寄附金、目３社会福祉事業寄附

金として500万円の増額でありますが、市内企業か

らの寄附金を計上するものであります。 
 同じく目５ふるさとガンバレ応援寄附金として12

2万9,000円の増額でありますが、12月補正以降の寄

附金を計上するものであります。 
 款17繰入金、項２基金繰入金、目３まちづくり・

人づくり基金繰入金として136万円の減額でありま

すが、主に市民団体を対象とした助成金の実績がな

かったことによるものであります。 
 款19諸収入、項５雑入、目１空知産炭地域総合発

展基金助成金収入、節１空知産炭地域基盤整備事業

助成金収入として1,071万2,000円の減額であります

が、公営住宅や道路整備事業など基金充当事業の事

業費確定によるものであります。 
 ７ページをお願いいたします。同じく目２雑入、

節21北海道市町村振興協会助成金収入として150万

円の増額でありますが、12月補正で計上した総合行

政ネットワークシステム提供設備の共同化に要する

経費に対する助成金を計上するものであります。 
 款20市債、項１市債、目２土木債、節２市町村振

興基金道借入金として総額570万円の増額でありま

すが、赤平駅前広場整備事業及び公営住宅等情報シ

ステム整備事業に対して起債を充当するものであり

ます。 
 次に、歳出でありますが、８ページをお願いいた

します。款２総務費、項１総務管理費、目２庁舎管

理費、節11需用費の燃料費として197万円の減額で

ありますが、一時的に原油価格の高騰があったもの

の、暖房費として最も消費が多い冬期間に価格が下

がったため減額するものであり、以降各施設予算に

ついても同様の理由により減額しております。なお、

一般会計全体の燃料費について、このたびの補正後

と当初予算を比較いたしますと総額1,277万9,000円

の減額となっております。 
 同じく目６会計管理費、節11需用費の印刷製本費

として14万6,000円の増額でありますが、財務会計

システム導入に伴う各種支払い通知用はがき等の作

成に要する経費を計上するものであります。 
 同じく目７財産管理費、節12役務費の鑑定手数料

として７万9,000円、同じく節13委託料の市有地分

筆測量として48万2,000円の増額でありますが、歳

入でもご説明したとおり旧恵光園跡地等の市有地売

却に要する経費を計上するものであります。 
 次に、10ページをお願いいたします。同じく目９

企画費、節25積立金のあかびらガンバレ応援基金と

して123万円の増額でありますが、歳入でご説明申

し上げた寄附金を積み立てるものであります。 
 同じく目15市民生活費、節19負担金補助及び交付

金の町内会街路防犯灯維持管理事業として29万3,00

0円の増額でありますが、電気料金の改定によるも

のであります。 
 款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務

費、節19負担金補助及び交付金として137万7,000円

の減額でありますが、社会福祉協議会の職員の人件

費削減によるものであります。同じく節20扶助費の

福祉灯油として110万4,000円の減額でありますが、

1,209件に対する交付実績によるものであります。

同じく節25積立金の社会福祉事業振興基金として50

0万円の増額でありますが、歳入でもご説明申し上
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げた寄附金を積み立てるものであります。 
 次に、12ページをお願いいたします。同じく節28

繰出金の国民健康保険特別会計として8,331万1,000

円の増額でありますが、大きく分けて２つの要因が

あります。まず、後期高齢者医療制度がスタートし

たことにより、国民健康保険税軽減該当の被保険者

数並びに世帯数が減少したことにより軽減額も約３

割程度減少したことから、いわゆる繰り出し基準に

基づく一般会計繰り出しが約6,600万円減額となり

ました。また、もう一つの要因としては、既に予備

費が９億円を超える状況となっており、事実上剰余

金となることから、国保や病院会計の累積赤字また

は不良債務解消を赤平市財政健全化計画改訂版より

１年分を前倒しし、それぞれの会計に対してさらに

１億5,000万円を繰り出すものであります。よって、

先ほどの後期高齢者医療制度の影響による繰り出し

額と相殺し、8,331万1,000円を増額するものであり

ます。 
 同じく目２障害者福祉費、節13委託料の障害者支

援システム改修として52万5,000円の増額でありま

すが、平成21年度の制度改正に向けてシステム改修

に要する経費を計上するものであります。 
 同じく目３老人福祉費、節23償還金利子及び割引

料として111万1,000円の増額でありますが、平成19

年度高齢者医療制度円滑導入事業費補助金の精算還

付金であります。 
 同じく目４後期高齢者医療費、節13委託料として

140万7,000円の増額でありますが、制度改正により

７割軽減対象者の一部が９割軽減となることなどか

ら、それに伴うシステム改修経費を計上するもので

あります。 
 同じく目７国民年金費、節13委託料として29万4,

000円の増額でありますが、社会保険庁に移管する

国民年金名簿データの一括出力のためのシステム改

修に要する経費を計上するものであります。 
 次に、14ページをお願いいたします。同じく項３

生活保護費、目２扶助費、節20扶助費のうち医療扶

助費として１億1,776万2,000円の減額でありますが、

歳入でもご説明申し上げたとおりであります。 
 次に、16ページをお願いいたします。款４衛生費、

項１保健衛生費、目５環境衛生費、節19負担金補助

及び交付金の中空知衛生施設組合負担金として26万

9,000円の増額でありますが、火葬場使用料減免対

象者分の負担金を計上するものであります。 
 同じく目７住友地区共同浴場費、節11需用費の修

繕料として31万円の増額でありますが、ろ過器の修

繕に要する経費であります。 
 同じく項２清掃費、目１じん芥処理費、節19負担

金補助及び交付金の中空知衛生施設組合として584

万1,000円の減額でありますが、ごみの減量化によ

るものであります。 
 同じく項２清掃費、目２じん芥処理場費、節11需

用費の光熱水費として19万7,000円でありますが、

電気料金改定の影響によるものであります。 
 同じく目３し尿処理費、節11需用費の光熱水費と

して133万5,000円の増額でありますが、主に下水投

入量の増加によるものであります。 
 次に、18ページをお願いいたします。款７商工費、

項１商工費、目２エルム高原施設費、節11需用費の

修繕料として74万2,000円の増額でありますが、温

泉パネルヒーターやエアコン室外機など緊急修繕に

要する経費を計上するものであります。同じく節19

負担金補助及び交付金の保養サービス事業補助金と

して48万円の増額でありますが、本年度の利用実績

見込みに応じて増額するものであります。 
 次に、20ページをお願いいたします。款８土木費、

項４都市計画費、目１都市計画総務費、節28繰出金

として1,865万1,000円の減額でありますが、主に石

狩川流域下水道組合負担金還付金収入の計上による

ものであります。 
 同じく項５住宅費、目１住宅管理費、節28繰出金

として663万3,000円の増額でありますが、土地造成

特別会計において福栄地区の宅地２区画分の分譲収

入が減額となったことによるものであります。 
 次に、22ページをお願いいたします。同じく目２

地域住宅建設費、節15工事請負費として総額601万2,
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000円の減額でありますが、入札による執行残経費

を計上するものであります。 
 次に、24ページをお願いいたします。款10教育費、

項４中学校費、目１学校管理費、節11需用費の光熱

水費として300万円の増額でありますが、上下水道

使用料の増加によるものであり、同じく修繕料とし

て21万3,000円の増額につきましては暖房器具等の

修繕に要する経費を計上するものであります。 
 次に、26ページをお願いいたします。款12諸支出

金、項１公営企業費、目２病院公営企業費として１

億5,000万円の増額でありますが、国民健康保険特

別会計繰出金でもご説明したとおり、不良債務解消

分の繰り出しをさらに１年前倒しするものでありま

す。 
 款14予備費として１億4,813万7,000円の減額であ

りますが、国保並びに病院会計に対し、さらに１億

5,000万円をそれぞれ繰り出しているためでありま

す。 
 以上で一般会計補正予算の説明を終わらせていた

だきます。 
 続きまして、議案第200号平成20年度赤平市国民

健康保険特別会計補正予算（第３号）につきまして、

提案の趣旨をご説明申し上げます。 
 平成20年度赤平市の国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）は、次に定めるところによります。 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ3,720万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ31億9,097万9,000円といたします。 
 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によります。 
 次に、事項別明細書によりご説明申し上げます。

２ページをお願いいたします。最初に、歳入であり

ますが、款１国民健康保険税として総額1,800万6,0

00円の減額、款２国庫支出金、項１国庫負担金とし

て総額5,442万6,000円の減額、款３療養給付費交付

金として608万2,000円の増額でありますが、いずれ

も決算見込みによるものであります。 

 款４前期高齢者交付金として9,632万5,000円の増

額でありますが、社会保険診療報酬支払基金からの

決定通知に基づくものであります。 
 次に、３ページをお願いいたします。款７繰入金、

項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金として8,33

3万1,000円の増額でありますが、一般会計でもご説

明申し上げたとおり累積赤字解消のための繰出金を

１年分前倒しするため、さらに１億5,000万円を増

額し、その他決算見込額による繰出金と相殺するも

のであります。 
 款８諸収入、項３雑入、目６雑入、節２雑入の財

源不足額補てん収入として１億6,897万7,000円の減

額でありますが、本補正によって累積赤字は５億1,

523万1,000円まで改善することとなります。 
 次に、４ページをお願いいたします。歳出であり

ますが、款２保険給付費、項１療養諸費、目２退職

被保険者等療養給付費、節19負担金補助及び交付金

として2,878万7,000円の減額でありますが、決算見

込みによるものであります。 
 次に、６ページをお願いいたします。款８保健事

業費、項２保健事業費、目１保健衛生普及費、節13

委託料として127万5,000円の減額でありますが、保

健師及び栄養士資格を持った委託者がいなかったた

め減額するものであります。 
 款10諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目３

償還金として22万6,000円の増額でありますが、平

成19年度退職者療養給付費等交付金の精算還付金な

どを計上するものであります。 
 以上で国民健康保険特別会計補正予算の説明を終

わらせていただきます。 
 次に、議案第201号平成20年度赤平市後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２号）につきまして、提

案の趣旨をご説明申し上げます。 
 平成20年度赤平市の後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）は、次に定めるところによります。 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

５万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ２億3,223万3,000円といたします。 
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 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によります。 
 次に、事項別明細書によりご説明申し上げます。

１ページをお願いいたします。歳入の款２繰入金の

減額並びに款５国庫支出金の増額、さらに２ページ

の歳出の款１総務費の増額補正でありますが、いず

れも決算見込みによるものであります。 
 以上で後期高齢者医療特別会計補正予算の説明を

終わらせていただきます。 
 次に、議案第202号平成20年度赤平市土地造成事

業特別会計補正予算（第１号）につきまして、提案

の趣旨をご説明申し上げます。 
 平成20年度赤平市の土地造成事業特別会計補正予

算（第１号）は、次に定めるところによります。 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ17万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ6,716万4,000円といたします。 
 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によります。 
 次に、事項別明細書によりご説明申し上げます。

１ページをお願いいたします。最初に、歳入であり

ますが、款１財産収入、項２財産売払収入、目１不

動産売払収入、節１土地売払収入として690万2,000

円の減額でありますが、福栄団地の宅地２区画につ

いて本年度は未売却の見通しとなったことから分譲

収入を減額するものであります。 
 また、２ページの歳出につきましては、それぞれ

決算見込みによるものであります。 
 以上で土地造成事業特別会計補正予算の説明を終

わらせていただきます。 
 次に、議案第203号平成20年度赤平市下水道事業

特別会計補正予算（第３号）につきまして、提案の

趣旨をご説明申し上げます。 
 平成20年度赤平市の下水道事業特別会計補正予算

（第３号）は、次に定めるところによります。 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ288万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ12億9,862万9,000円といたします。 
 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によります。 
 第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」によります。 
 ２ページをお願いいたします。第２表、地方債補

正でありますが、変更といたしまして下水道整備事

業の限度額を50万円減額し、２億3,730万円といた

します。 
 次に、事項別明細書によりご説明申し上げます。

２ページをお願いいたします。歳入の主な増減とし

ましては、款２使用料及び手数料、項１使用料、目

１下水道使用料として432万円を増額、さらに３ペ

ージの款６諸収入、項２雑入、目３過年度収入の石

狩川下水道組合負担金納入還付金として1,221万5,0

00円を計上し、戻りまして２ページの款４繰入金、

項１他会計繰入金、目１一般会計繰入金として1,86

5万円を減額するものであります。 
 次に、４ページをお願いいたします。歳出であり

ますが、款１下水道事業費並びに款２公債費につき

ましては、それぞれ決算見込みによるものでありま

す。 
 以上で下水道事業特別会計補正予算の説明を終わ

らせていただきます。 
 次に、議案第204号平成20年度赤平市霊園特別会

計補正予算（第１号）につきまして、提案の趣旨を

ご説明申し上げます。 
 平成20年度赤平市の霊園特別会計補正予算（第１

号）は、次に定めるところによります。 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

159万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ743万4,000円といたします。 
 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によります。 
 次に、事項別明細書によりご説明申し上げます。
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１ページをお願いいたします。最初に、歳入であり

ますが、款１使用料及び手数料、項１使用料、目１

霊園使用料として108万3,000円の増額、同じく項２

手数料、目１霊園管理手数料として37万6,000円の

増額でありますが、それぞれ貸付実績によるもので

あります。 
 ２ページをお願いいたします。歳出でありますが、

今回の補正で歳入が歳出を上回る額について、款２

予備費に形式的に計上するものであります。 
 以上で霊園特別会計補正予算の説明を終わらせて

いただきます。 
 次に、議案第205号平成20年度赤平市介護サービ

ス事業特別会計補正予算（第３号）につきまして、

提案の趣旨をご説明申し上げます。 
 平成20年度赤平市の介護サービス事業特別会計補

正予算（第３号）は、次に定めるところによります。 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

509万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ２億6,701万8,000円といたします。 
 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によります。 
 次に、事項別明細書によりご説明申し上げます。

２ページをお願いいたします。最初に、歳入であり

ますが、款１サービス収入、項１介護給付費収入か

ら項４特定入所者介護サービス等収入まで、それぞ

れ本年度の決算見込みによるものであります。 
 次に、４ページをお願いいたします。歳出であり

ますが、款１総務費、項１愛真ホーム施設管理費、

目１一般管理費、節25積立金として4,738万4,000円

の減額でありますが、本年度においては愛真ホーム

運営管理基金への積み立てを取りやめ、剰余金が確

定した後の新年度に積み立てることとし、款４予備

費に形式的に計上するものであります。 
 以上で介護サービス事業特別会計補正予算の説明

を終わらせていただきます。 
 次に、議案第206号平成20年度赤平市介護保険特

別会計補正予算（第３号）につきまして、提案の趣

旨をご説明申し上げます。 
 平成20年度赤平市の介護保険特別会計補正予算

（第３号）は、次に定めるところによります。 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ2,827万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ11億4,939万5,000円といたします。 
 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によります。 
 次に、事項別明細書によりご説明申し上げます。

３ページをお願いいたします。最初に、歳入であり

ますが、款５繰入金、項２基金繰入金、目１介護給

付費準備基金繰入金として227万2,000円を減額し、

本年度の基金取り崩しを582万円といたします。 
 次に、４ページをお願いいたします。歳出であり

ますが、款１総務費、項１総務管理費、目１一般管

理費、節13委託料として97万7,000円の増額であり

ますが、介護報酬改定に伴うシステム改修経費を計

上するものであります。 
 款２保険給付費、項１介護サービス等諸費から６

ページの項４特定入所者介護サービス費に至る補正

につきましては、それぞれ決算見込みによるもので

あります。 
 以上で介護保険特別会計補正予算の説明を終わら

せていただきます。 
 次に、議案第207号平成20年度赤平市水道事業会

計補正予算（第２号）につきまして、提案の趣旨を

ご説明申し上げます。 
 第１条、平成20年度赤平市水道事業会計の補正予

算（第２号）は、次に定めるところによります。 
 第２条、予算第２条に定めた業務の予定量を次の

とおり補正いたします。 
 第３条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正いたします。収入の第１

款水道事業収益の補正予定額を1,581万1,000円減額

し、３億4,003万3,000円といたします。 
 支出の第１款水道事業費用の補正予定額を111万6,

000円減額し、２億8,591万8,000円といたします。 
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 第４条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正いたします。収入の第１

款資本的収入の補正予定額を729万円増額し、9,126

万円といたします。 
 支出の第１款資本的支出の補正予定額を450万7,0

00円減額し、１億3,688万円といたします。これら

資本的収入、支出における4,562万円の不足額は減

債積立金2,322万円、過年度分損益勘定留保資金2,2

40万円で補てんし、措置するものであります。 
 第５条、予算第５条に定めた起債の限度額を730

万円増額し、6,570万円といたします。 
 ２ページをお願いいたします。平成20年度赤平市

水道事業会計予算実施計画書について申し上げます。

収益的収入及び支出につきまして、最初に収入であ

りますが、款１水道事業収益、項１営業収益、目１

給水収益として1,666万6,000円の減額でありますが、

人口減少や節水等による使用水量の減少によるもの

であります。 
 同じく目２受託工事収益として２万5,000円の増

額でありますが、給水装置工事申し込み件数の増加

によるものであります。 
 同じく目３その他の営業収益として83万円の増額

でありますが、移設補償、漏水補償に伴うものであ

ります。 
 次に、３ページをお願いいたします。支出であり

ますが、款１水道事業費用、項１営業費用、目１原

水及び浄水費として123万4,000円の増額であります

が、主に動力に係る電気料金の改定に伴うものであ

ります。 
 同じく目２配水及び給水費として87万円の減額、

目４総係費として６万円の減額でありますが、それ

ぞれ決算見込みによるものであります。 
 同じく項２営業外費用、目１支払利息及び企業債

取扱諸費として97万円の減額でありますが、主に一

時借入金の減額によるもので、目２消費税及び地方

消費税として45万円の減額でありますが、給水収益

等の減少によるものであります。 
 ４ページをお願いいたします。資本的収入及び支

出における収入でありますが、款１資本的収入、項

１企業債、目１企業債として730万円の増額であり

ますが、主に配水施設改良費の増額設計変更に伴い、

起債対象がふえたことによるものであります。 
 次に、支出でありますが、款１資本的支出、項１

建設改良費の補正の内容につきましては、決算見込

みによるものであります。 
 次に、６ページをお願いいたします。平成20年度

赤平市水道事業予定貸借対照表であります。 
 ７ページをお願いいたします。６、剰余金、

（２）、利益剰余金のうち当年度純利益は5,411万5,

000円となり、利益剰余金合計が１億5,184万5,000

円を見込むものであります。 
 以上で赤平市水道事業会計補正予算の説明を終わ

らせていただきます。 
 次に、議案第208号平成20年度赤平市病院事業会

計補正予算（第５号）につきまして、提案の趣旨を

ご説明申し上げます。 
 第１条、平成20年度赤平市病院事業会計の補正予

算（第５号）は、次に定めるところによります。 
 第２条、平成20年度赤平市病院事業会計予算第２

条に定めた業務の予定量を次のとおり補正いたしま

す。入院患者延べ数を1,120人減とし、計５万2,170

人といたします。外来患者延べ数は１万3,268人減

とし、計８万428人といたします。 
 第３条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正いたします。まず、収入

といたしまして、第１款病院事業収益の補正予定額

１億6,646万円を減額し、計21億5,957万1,000円と

いたします。 
 支出の第１款病院事業費用の補正予定額１億1,80

5万5,000円を減額し、計21億2,482万7,000円といた

します。 
 第４条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正いたします。収入といた

しまして、第１款資本的収入の補正予定額13億7,67

7万8,000円を増額し、計15億4,919万円といたしま

す。 
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 支出といたしましては、第１款資本的支出の補正

予定額672万円を減額し、計２億496万9,000円とい

たします。 
 次に、２ページをお願いいたします。第５条、予

算第６条に定めた議会の議決を経なければ流用する

ことのできない経費の金額を次のとおり補正いたし

ます。職員給与費の補正予定額2,071万9,000円を減

額し、計12億1,708万9,000円といたします。 
 第６条、予算第７条に定めた棚卸資産の購入限度

額9,029万1,000円を減額し、２億5,863万7,000円と

いたします。 
 第７条、予算第８条に定めた企業債予定額を次の

とおり補正いたします。追加といたしまして、公立

病院特例債の限度額を13億8,220万円とするもので

あります。 
 次に、変更といたしまして、医師等住宅改修事業

債の限度額を1,620万円に減額するものであります。 
 ３ページをお願いいたします。平成20年度赤平市

病院事業会計予算実施計画について申し上げます。

収益的収入及び支出につきまして、まず収入であり

ますが、第１款病院事業収益、項１医業収益、目１

入院収益として２億824万1,000円を減額し、計10億

564万3,000円といたします。 
 目２外来収益として１億573万7,000円を減額し、

計５億1,431万7,000円といたします。 
 目３その他医業収益として751万7,000円を減額し、

計１億8,325万4,000円といたします。医業収益につ

きましては、年度途中での医師退職に伴う医師不足

における診療抑制等により患者の大幅な減少を補正

するものであります。 
 項２医業外収益、目３その他医業外収益として50

3万5,000円の増額につきましては、医療事故保険金

確定等による増額であります。 
 項３特別利益、目２その他特別利益として１億5,

000万円の増額につきましては、不良債務解消分と

して一般会計からの繰入金をさらに増額するもので

あります。 
 次に、４ページをお願いいたします。支出であり

ますが、款１病院事業費用、項１医業費用、目１給

与費として2,071万9,000円の減額でありますが、給

料で2,422万7,000円の減、手当で2,988万3,000円の

減、賃金で1,175万9,000円の増、報酬で1,843万円

の増でありますが、医師等の医療職職員の退職によ

る減並びに出張医の派遣増及び臨時職員等の採用に

よる増額であります。 
 目２材料費として9,754万1,000円の減額でありま

すが、患者の減少により薬品費等を減額するもので

あります。 
 目３経費として753万円の減額でありますが、各

費用の決算見込みによるものであります。 
 目４減価償却費、目５資産減耗費につきましては、

資産の増減等による金額を計上するものであります。 
 目６研究研修費として43万3,000円の増額であり

ますが、決算見込みによるものであります。 
 ５ページの項２医業外費用、目１支払利息及び企

業債取扱諸費として300万円の増額でありますが、

一時借入金利息を増額するものであります。 
 目２消費税及び地方消費税として100万円の増額

でありますが、申告消費税を見込み、増額するもの

であります。 
 目３その他医業外費用として60万円の増額であり

ますが、和解により賠償金として支出するものであ

ります。 
 項４医師確保対策費用、目１経費として322万1,0

00円の増額でありますが、決算見込みによるもので

あります。 
 次に、６ページをお願いいたします。資本的収入

及び支出でありますが、収入の款１資本的収入、項

４企業債、目１医師等住宅改修事業債として140万

円の減額でありますが、事業費の精算によるもので

あり、また過疎対策事業債として810万円を見込む

ことにより医師等住宅改修事業債として950万円を

減額するものであります。 
 目２公立病院特例債につきましては、13億8,220

万円を見込むものであります。 
 項５空知産炭地域基盤整備事業助成金収入として
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400万円の減額でありますが、事業費の精算による

ものであります。 
 次に、支出につきましては、款１資本的支出、項

１建設改良費、目２医師等住宅改修事業費として53

1万円の減額でありますが、事業費の精算によるも

のであります。 
 次の８ページは、資金計画書、９ページ、10ペー

ジは給与費明細書でありますが、説明を省略させて

いただきます。 
 10ページをお願いいたします。平成20年度赤平市

病院事業予定貸借対照表であります。 
 11ページ、６、剰余金、（２）、欠損金に記載の

とおり、当年度の純利益は3,474万4,000円を見込む

ものであります。 
 以上、議案第199号から第208号まで一括して提案

申し上げますので、よろしくご審議賜りますようお

願い申し上げます。 
〇議長（鎌田恒彰君） これより、一括質疑に入り

ます。質疑ありませんか。 
（「なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第199号、第200号、第201号、第202号、第20

3号、第204号、第205号、第206号、第207号、第208

号については、会議規則第36条第３項の規定により、

委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 
（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第199号、第200号、第201号、第202

号、第203号、第204号、第205号、第206号、第207

号、第208号については、委員会の付託を省略する

ことに決定いたしました。 
 これより、一括討論に入ります。討論ありません

か。 
（「なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたします。 
 これより、議案第199号、第200号、第201号、第2

02号、第203号、第204号、第205号、第206号、第20

7号、第208号について一括採決をいたします。 
 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 
（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） ご異議なしと認めます。 
 よって、本案は原案どおり可決されました。 
 暫時休憩いたします。 

（午後 ２時２０分  休  憩） 
                       

（午後 ２時２１分  再  開） 
〇議長（鎌田恒彰君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） お諮りいたします。 
 ただいま市長から議案第221号赤平市介護従事者

処遇改善臨時特例基金条例の制定について、議案第

222号平成20年度赤平市一般会計補正予算、議案第2

23号平成20年度赤平市介護保険特別会計補正予算の

３件が提出されました。この際、これを日程に追加

し、直ちに議題といたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 
（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第221号赤平市介護従事者処遇改善

臨時特例基金条例の制定について、議案第222号平

成20年度赤平市一般会計補正予算、議案第223号平

成20年度赤平市介護保険特別会計補正予算を日程に

追加し、直ちに議題とすることに決しました。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 追加日程第１ 議案第221

号赤平市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制

定についてを議題といたします。 
 本案に関する提案理由の説明を求めます。町田総

務課長。 
〇総務課長（町田秀一君） 〔登壇〕 議案第221
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号赤平市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制

定につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。 
 平成21年度の介護報酬の改定に伴います介護保険

料の急激な上昇を抑制するため、国は市町村に対し、

当該改定による平成21年度の保険料上昇分の全額及

び平成22年度の保険料上昇分の半額に相当する額を

介護従事者処遇改善臨時特例交付金として交付し、

保険料の軽減を図ることといたしておりますが、こ

の交付金につきましては平成20年度に受け入れ、当

該交付金を管理運営するために基金を設置する必要

がありますことから、この条例を制定するものであ

ります。 
 以下、条ごとに説明申し上げます。 
 第１条につきましては、基金の設置の目的を規定

したものでございます。 
 第２条につきましては、基金として積み立てる額

を規定したものでございます。 
 第３条につきましては、基金の管理に関する規定

でございます。 
 第４条につきましては、基金の運営益金の処理に

ついて規定したものでございます。 
 第５条につきましては、基金の繰りかえ運用の規

定でございます。 
 第６条につきましては、基金の処分についての規

定であります。 
 第７条につきましては、委任について規定したも

のでございます。 
 附則第１項といたしまして、この条例は、公布の

日から施行するものとし、附則第２項といたしまし

て、この条例は、平成24年３月31日に限り、その効

力を失い、この場合において、基金に残額があると

きは、当該基金の残額を国庫に納付するものと規定

するものでございます。 
 以上、ご提案申し上げますので、よろしくご審議

賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（鎌田恒彰君） これより、質疑に入ります。

質疑ありませんか。五十嵐美知さん。 
〇１番（五十嵐美知君） この介護従事者の処遇改

善ですけれども、当市の配分額がわかれば教えても

らえますか。 
〇議長（鎌田恒彰君） 實吉介護健康推進課長。 
〇介護健康推進課長（實吉俊介君） システム改修

費をひっくるめまして870万となっています。 
 （五十嵐議員「たった870万でいいの。」と言

う） 
〇議長（鎌田恒彰君） 實吉介護健康推進課長。 
〇介護健康推進課長（實吉俊介君） ただいまの金

額、訂正させていただきます。885万相当になりま

す。失礼いたしました。 
〇議長（鎌田恒彰君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 
〇議長（鎌田恒彰君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 ただいま議題となっております議案第221号につ

いては、社会経済常任委員会に付託いたします。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 追加日程第２ 議案第222

号平成20年度赤平市一般会計補正予算、追加日程第

３ 議案第223号平成20年度赤平市介護保険特別会

計補正予算を一括議題といたします。 
 本案に関する提案理由の説明を求めます。伊藤企

画財政課長。 
〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 〔登壇〕 議案内

容のご説明をさせていただく前に今回の補正提案の

経過でありますが、国における平成20年度第２次補

正予算関連法案となる定額給付金などの財源特例法

案が昨日国会において可決、成立したことから、定

額給付金給付事業を初め、当市において関連する事

業を速やかに実施するよう努めるため、一般会計並

びに特別会計補正予算案を提案するものであります。 
 最初に、議案第222号平成20年度赤平市一般会計

補正予算（第９号）につきまして、提案の趣旨をご

説明申し上げます。 
 平成20年度赤平市の一般会計補正予算（第９号）

は、次に定めるところによります。 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
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３億7,256万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ92億2,052万7,000円といたしま

す。 
 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によります。 
 第２条、地方債の追加は、「第２表 地方債補

正」によります。 
 次に、２ページをお願いいたします。第２表の地

方債補正でありますが、追加といたしまして、地域

活性化対策事業の限度額を2,500万円とするもので

あります。 
 次に、事項別明細書によりご説明申し上げます。

１ページをお願いいたします。最初に、歳入であり

ますが、款13国庫支出金、項２国庫補助金、目１民

生費国庫補助金、節４子育て応援特別手当国庫補助

金として536万2,000円、同じく目４総務費国庫補助

金、節３地域活性化・生活対策臨時交付金として１

億1,476万円、同じく節４定額給付金給付費補助金

として２億2,744万5,000円でありますが、それぞれ

後ほどご説明する歳出に充当するものであります。 
 款20市債、項１市債、目１総務債、節１総務管理

債の地域活性化対策事業債として2,500万円であり

ますが、最終処分場ブルドーザー購入事業に充当す

るものであります。 
 次に、２ページをお願いいたします。歳出であり

ますが、款２総務費、項１総務管理費、目17地域活

性化対策事業費として総額１億4,407万2,000円であ

りますが、歳入でご説明した地域活性化・生活対策

臨時交付金を活用し、１棟６戸の医師住宅を含む医

師住宅等環境整備事業並びに最終処分場のブルドー

ザー購入事業を実施するものであります。 
 同じく目18定額給付金給付事業費として総額２億

2,774万5,000円でありますが、主な内訳といたしま

しては職員の時間外勤務手当や臨時職員に係る賃金

など給付に関する事務費と節19負担金補助及び交付

金として定額給付金２億1,295万2,000円を計上し、

２月１日を基準日として7,006世帯、１万3,341人に

加え、外国人登録者として45人の給付対象者を見込

むものであります。なお、事務費を初め給付に係る

事業費全額について国庫補助金を充当するものであ

ります。 
 款３民生費、項２児童福祉費、目８子育て応援特

別手当として536万2,000円でありますが、定額給付

金と同様に人件費を初めとした事務費と節19負担金

補助及び交付金の子育て応援特別手当として468万

円を計上し、約120人の給付対象者を見込むもので

あります。なお、定額給付金同様、全額国庫補助金

を充当するものであります。 
 款14予備費として431万2,000円の減額であります

が、地域活性化対策事業費の２事業の入札結果によ

って一定程度の執行残を見込みつつ、地域活性化・

生活対策臨時交付金の限度額割れを起こさないため

に一般財源を予算化しており、これに相当する額を

予備費から減額するものであります。 
 以上で一般会計補正予算の説明を終わらせていた

だきます。 
 次に、議案第223号平成20年度赤平市介護保険特

別会計補正予算（第４号）につきまして、提案の趣

旨をご説明申し上げます。 
 平成20年度赤平市の介護保険特別会計補正予算

（第４号）は、次に定めるところによります。 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

885万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ11億5,824万7,000円といたします。 
 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によります。 
 次に、事項別明細書によりご説明申し上げます。

１ページをお願いいたします。最初に、歳入であり

ますが、款２国庫支出金、項２国庫補助金、目５介

護従事者処遇改善臨時特例交付金として885万2,000

円でありますが、議案第221号赤平市介護従事者処

遇改善臨時特例基金条例の制定についての中でご説

明させていただいたとおり、平成21年度の保険料上

昇分の全額及び平成22年度の保険料上昇分の半額に
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相当する額を平成20年度で受け入れるものでありま

す。 
 ２ページをお願いいたします。款５基金積立金、

項１基金積立金、目２介護従事者処遇改善臨時特例

基金積立金、節25積立金として885万2,000円であり

ますが、歳入と同額を基金に積み立てるものであり

ます。 
 以上、議案第222号から議案第223号まで一括して

ご提案申し上げますので、よろしくご審議賜ります

ようお願い申し上げます。 
〇議長（鎌田恒彰君） これより、一括質疑に入り

ます。質疑ありませんか。 
（「なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第222号、第223号については、会議規則第36

条第３項の規定により、委員会の付託を省略いたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 
（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） ご異議なしと認めます。 
 よって、議案第222号、第223号については委員会

の付託を省略することに決定いたしました。 
 これより、一括討論に入ります。討論ありません

か。 
（「なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） 討論なしと認めます。 
 これをもって、討論を終結いたします。 
 これより、議案第222号、第223号について一括採

決をいたします。 
 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 
（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） ご異議なしと認めます。 
 よって、本案は原案どおり可決されました。 
 暫時休憩いたします。 

（午後 ２時３８分  休  憩） 
                       

（午後 ２時４５分  再  開） 
〇議長（鎌田恒彰君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第33 議案第209号平

成21年度赤平市一般会計予算、日程第34 議案第21

0号平成21年度赤平市国民健康保険特別会計予算、

日程第35 議案第211号平成21年度赤平市老人保健

特別会計予算、日程第36 議案第212号平成21年度

赤平市後期高齢者医療特別会計予算、日程第37 議

案第213号平成21年度赤平市土地造成事業特別会計

予算、日程第38 議案第214号平成21年度赤平市下

水道事業特別会計予算、日程第39 議案第215号平

成21年度赤平市霊園特別会計予算、日程第40 議案

第216号平成21年度赤平市用地取得特別会計予算、

日程第41 議案第217号平成21年度赤平市介護サー

ビス事業特別会計予算、日程第42 議案第218号平

成21年度赤平市介護保険特別会計予算、日程第43 

議案第219号平成21年度赤平市水道事業会計予算、

日程第44 議案第220号平成21年度赤平市病院事業

会計予算を一括議題といたします。 
 本案に関する提案理由の説明を求めます。高尾市

長。 
〇市長（高尾弘明君） 〔登壇〕 平成21年度の一

般会計、各特別会計及び企業会計予算の提案に当た

り、予算編成の大綱につきましてご説明申し上げま

す。 
 当市におきましては、平成20年度決算から適用さ

れる地方公共団体の財政の健全化に関する法律によ

る新たな財政指標の中でも連結実質赤字比率が極め

て高かったことが最大の課題となっておりましたが、

現段階においては22.45％まで大幅に改善となり、

財政再生団体入りは確実に回避し、早期健全化団体

に位置すると見込まれ、さらに特別交付税や不用額

の結果次第では健全化段階への可能性も残されてい

る状況であります。このため、平成21年度の予算編

成に当たっては早期健全化団体に位置することを想

定し、赤平市財政健全化計画改訂版を基本に予算を
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編成しており、本予算を着実に実行することで財政

健全化段階への移行が確実となってまいります。 
 一方、今日の社会情勢は金融危機による世界的な

景気後退により、これまで安定的な経営を行ってき

たと思われる企業でさえも生産縮小や雇用打ち切り

など日常生活を脅かす極めて深刻な状況に陥ってお

り、当市といたしましても緊急的課題としてできる

限りの対策を講じてまいります。 
 さて、平成21年度の一般会計予算規模についてで

ありますが、平成20年度当初予算と比べて7.0％の

減となっております。なお、公債費負担軽減対策と

して高金利地方債の借りかえを実施する公的資金借

換債を除いた場合には、対前年度比で5.5％の減と

なります。 
 歳入の市税につきましては、個人市民税が人口減

や景気低迷のほか、市職員の大幅な人件費削減や平

成19年度中における早期退職者が多数生じたことな

どが影響し、前年度比9.9％の減少となり、市税総

額としては対前年度比4.7％の減少となっておりま

す。地方交付税につきましては、昨年度に引き続き

地方再生対策費分として5,028万円、本年度から地

域雇用創出推進費として5,200万円、公立病院財政

措置による病床数、救急医療及び小児科病床数の単

価引き上げなどで4,558万円を計上しておりますが、

半面公債費等の算入額の減少や特別交付税の３月交

付分の特別財政需要額の減少を見込むことによって

対前年度比2.3％の減となっておりますが、臨時財

政対策債の9,989万円の増額を含みますと対前年度

比0.2％の増となったところでございます。 
 一方、歳出でありますが、緊急経済雇用対策とし

て普通建設事業費では４億367万円を計上し、赤平

市財政健全化計画改訂版の予定額を前倒しするなど

対前年度比65.6％の増となっておりますが、国の第

１次、２次補正による実質４月以降に実施される繰

り越し事業も含めますと総額５億7,149万円、対前

年度比134.5％増となります。 
 なお、事業内容といたしましては公営住宅の水洗

化事業や市道の改良舗装を実施するほか、赤間小学

校の耐震診断及び実施設計、茂尻団地を平成22年度

から着工するための実施設計を行ってまいります。

また、緊急雇用創出事業として総額5,695万円を計

上し、委託及び直接雇用によって新たに48名の雇用

確保に努めてまいります。繰出金につきましては、

国による公立病院に対する財政措置並びに公立病院

特例債の償還金が加わり、病院事業会計への繰出金

は対前年度比49.9％の増となっております。また、

病院事業会計の不良債務解消及び国民健康保険特別

会計の累積赤字解消として計画どおり、それぞれの

会計に対し１億5,000万円を繰り出しします。人件

費につきましては、一般職が前年度の30％削減を2

0％削減とし、市長が50％を37.6％、副市長が40％

を28.3％、教育長が32％を21.5％とそれぞれ削減率

を一部回復することなどによって前年度比18.2％の

増となっております。 
 その他の会計の予算規模につきましては、国民健

康保険特別会計は30億5,779万6,000円、老人保健特

別会計は51万8,000円、後期高齢者医療特別会計は

２億3,205万4,000円、土地造成事業特別会計は50万

9,000円、下水道事業特別会計は８億3,963万9,000

円、霊園特別会計は581万6,000円、用地取得特別会

計は7,415万5,000円、介護サービス事業特別会計は

２億3,828万6,000円、介護保険特別会計は12億779

万5,000円でございます。また、公営企業会計につ

きましては歳出ベースで水道事業会計は４億5,147

万2,000円、病院事業会計は27億256万4,000円とな

っておりまして、全会計の予算総額は165億1,984万

5,000円となり、対前年度比7.0％の減少となります。 
 以上、各会計予算の概要につきまして申し上げま

した。以下、予算書の説明につきましては企画財政

課長をもって行わせていただきますので、よろしく

ご審議賜りますようお願い申し上げます。 
〇議長（鎌田恒彰君） 伊藤企画財政課長。 
〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 〔登壇〕 平成21

年度各会計予算及び予算説明書によりまして、提案

の趣旨をご説明申し上げます。 
 最初に、議案第209号平成21年度赤平市一般会計



- 69 - 
 

予算につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げま

す。３ページをお願いいたします。 
 平成21年度赤平市の一般会計の予算は、次に定め

るところによります。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ77億924万1,000円と定めます。 
 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によりま

す。 
 第２条、地方自治法第214条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限

度額は、「第２表 債務負担行為」によります。 
 第３条、地方自治法第230条第１項の規定により

起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地

方債」によります。 
 第４条、地方自治法第235条の３第２項の規定に

よる一時借入金の借入れの最高額は30億円と定めま

す。 
 次に、８ページをお願いいたします。第２表、債

務負担行為につきましては、中小企業振興資金貸付

金に係る損失補償ほか１件で、期間及び限度額につ

きましては記載のとおりであります。 
 次に、９ページをお願いいたします。第３表、地

方債につきましては、庁舎設備大規模改修事業ほか

６件で、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法

につきましては記載のとおりであります。 
 次に、事項別明細書により主な内容についてご説

明申し上げます。14ページをお願いいたします。ま

ず、歳入でありますが、款１市税、項１市民税、目

１個人市民税として３億5,018万7,000円、対前年度

3,847万8,000円の減額でありますが、人口減少や景

気低迷による影響のほか、市職員の早期退職や給与

削減による個人所得の落ち込みなどによるものであ

ります。 
 同じく項２固定資産税、目１固定資産税として３

億6,323万1,000円、対前年度178万7,000円の減額で

ありますが、３年に１度の評価替えの年に当たりま

すが、課税標準額の試算上、結果として影響が少な

かったものであります。 
 同じく項４市たばこ税として9,724万円、対前年

度550万4,000円の減額でありますが、喫煙者数の減

少による影響であります。 
 次に、16ページをお願いいたします。款２地方譲

与税、項２地方揮発油譲与税として2,035万5,000円

でありますが、前年度までの地方道路譲与税から名

称変更となったものであります。 
 款８地方特例交付金、18ページの項１地方特例交

付金、目１地方特例交付金として1,366万5,000円で

ありますが、市町村が自動車関係諸税の減税の影響

を大きく受けることから、その減収の一部を補てん

するための額を含むものであります。 
 款９地方交付税、項１地方交付税、目１地方交付

税の普通交付税につきましては、公債費と事業費補

正を除いた個別算定経費並びに包括的算定経費につ

きまして総務省が示した増減率を加味し、それに加

え地方再生対策費分として前年度と同額の5,028万

円を、また平成21年度から平成22年度までの時限的

措置として創設された地方雇用創出推進費として本

年度は5,200万円を見込むものの、公債費や事業費

補正分の算入額の減少により前年度比３％の減とな

っております。特別交付税につきましては、病床数、

救急医療、小児科医療など公立病院に対する財政支

援措置として単価の引き上げなどを見込むなど、前

年度比１％の増となっております。なお、臨時財政

対策債の振りかえ相当額が対前年度55.3％の増とな

ったことから、実質これを加えると前年度比0.2％

の増となったところであります。 
 次に、20ページをお願いいたします。款12使用料

及び手数料、項１使用料、目６教育使用料として1,

311万8,000円でありますが、幼稚園入園見込み者数

の減やスポーツセンターの休止に伴う減収などから

対前年度279万4,000円の減少となっております。 
 同じく項２手数料、目２衛生手数料として１億66

5万7,000円でありますが、22ページをお願いいたし

ます。節３ごみ処理手数料として一定程度ごみの減
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量化が浸透したことから減少し、節５汚泥手数料で

は昨年12月の定例市議会でご提案した赤平市廃棄物

の資源化・再利用の促進及び適正処理に関する条例

の一部改正に基づき、新たに1,000万円を計上する

ものであります。 
 款13国庫支出金、項１国庫負担金、目１民生費国

庫負担金につきましては総額８億5,009万6,000円で、

対前年度6,968万5,000円の増でありますが、24ペー

ジをお願いいたします。主に節９生活保護費国庫負

担金によるものでありますが、医療扶助費の診療報

酬支払基金の精算を平成20年度で行ったことから、

平成21年度は通常の予算計上となったものでありま

す。 
 同じく項２国庫補助金、目２土木費国庫補助金と

して総額5,592万4,000円でありますが、除雪専用グ

レーダー購入や公的住宅改善工事などに係る国庫補

助金であります。 
 同じく項３委託金でありますが、26ページをお願

いいたします。目１総務費委託金、節２選挙費委託

金として1,253万3,000円を衆議院議員選挙の執行に

係る国庫委託金として計上するものであります。 
 次に、28ページをお願いいたします。款14道支出

金、項２道補助金、目２衛生費道補助金、節１保健

衛生費道補助金の妊婦健康診査交付金として236万1,

000円でありますが、妊婦健康診査に係る公費負担

の回数をこれまでの５回から14回に拡充することに

伴うものであります。 
 同じく項３委託金、目１総務費委託金として対前

年度689万1,000円の減額でありますが、主な理由と

いたしましては節１徴収費委託金として道民税徴収

事務費の１件当たり単価が4,000円から3,000円とな

ったもので、平成19年度と平成20年度に限って税源

移譲等でシステム改修等の事務費がかさむという理

由から単価が上がっていたというものであります。 
 次に、30ページをお願いいたします。款15財産収

入、項２財産売払収入、目１不動産売払収入として

752万1,000円でありますが、平岸公園跡地の売払収

入を計上するものであります。 

 次に、32ページをお願いいたします。款17繰入金

として総額2,036万7,000円、対前年度6,950万7,000

円の減額でありますが、主に前年度は財政再生団体

回避のため特定目的基金の繰りかえ運用金を計上し

ていたことによるものであります。 
 次に、34ページをお願いいたします。款19諸収入、

項３貸付金元利収入として対前年度５億2,594万9,0

00円の減額でありますが、花卉園芸振興公社貸付金

収入の減少であります。 
 次に、36ページをお願いいたします。款20市債、

項１市債として総額５億4,999万7,000円、対前年度

１億5,199万7,000円の増額でありますが、緊急経済

対策として普通建設事業の増大による充当財源とし

て市町村振興基金道借入金、住宅債、38ページをお

願いいたします。本年度が時限となる過疎対策事業

債を見込むほか、地方交付税でもご説明申し上げた

臨時財政対策債を２億8,039万7,000円、対前年度9,

989万7,000円の増、また公的資金借換債としては3,

930万円、対前年度１億3,330万円の減少を見込むも

のであります。 
 次に、歳出でありますが、40ページをお願いいた

します。款１議会費につきましては、前年度とほぼ

同額の4,996万2,000円を計上するものであります。 
 続きまして、42ページをお願いいたします。款２

総務費、項１総務管理費、目１一般管理費として総

額1,710万7,000円、対前年度431万円の増額であり

ますが、主にコピー用紙等の消耗品費や後納郵便料、

コピー機等の借り上げ料を文書広報費から移行した

ことによるものであります。 
 同じく目２庁舎管理費、節15工事請負費として2,

500万円でありますが、45ページに記載のとおりボ

イラー改修を中心とした庁舎設備大規模改修工事を

計上するものであります。 
 次に、左側の44ページに戻りまして、同じく目５

財政管理費として対前年度６億8,094万5,000円の減

額でありますが、平成20年度当初予算では歳入が歳

出を上回る額について形式的に財政調整基金積立金

として計上していたためであります。 
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 同じく目７財産管理費として総額１億615万9,000

円、対前年度7,031万4,000円の増額でありますが、

主な理由といたしましては、47ページをお願いいた

します。一番上段の説明欄の中の２、基金の長期運

用の償還に要する経費として9,003万9,000円を計上

するものであります。 
 次に、同じく左側の46ページをお願いいたします。

目９企画費として、対前年度443万円の増額であり

ますが、説明欄をごらんいただきたいと思いますが、

平成20年度まで地方振興費で計上していた負担金を

一部企画費に移行したことや新たに公共交通バス停

留所として平岸の新光団地を設置する費用の負担金

として38万円、４月に10名程度の来赤が予定されて

いる赤平市・汨羅市友好都市交流事業交付金として

15万円、医師確保対策事業交付金として200万円を

計上するものであります。なお、両交付金につきま

してはあかびらガンバレ応援基金を充当するもので

あります。 
 50ページをお願いいたします。同じく目15市民生

活費として、対前年度470万8,000円の増額でありま

すが、説明欄にありますように平岸高齢者コミュニ

ティセンターの屋根塗装の修繕料や茂尻生活館屋上

防水改修工事として350万7,000円を計上したことに

よるものであります。 
 次に、52ページをお願いいたします。同じく項２

徴税費、目１税務総務費として対前年度606万2,000

円の増額でありますが、説明欄の中段にある住民税

システム改修委託料として598万5,000円を計上した

ことによるものであります。 
 次に、56ページをお願いいたします。項４選挙費、

目２衆議院議員選挙費でありますが、来る衆議院議

員選挙の執行に向けて1,096万3,000円を計上するも

のであります。 
 次に、62ページをお願いいたします。款３民生費、

項１社会福祉費、目１社会福祉総務費として対前年

度3,533万9,000円の減額でありますが、主に赤平友

愛会特別養護老人ホーム施設整備資金元利補給が前

年度で終了したことや国民健康保険特別会計繰出金

の減少によるものであります。 
 次に、64ページをお願いいたします。同じく目３

老人福祉費として、対前年度1,241万9,000円の減額

でありますが、主に老人保健特別会計繰出金の減少

によるものであります。 
 同じく目４後期高齢者医療費として、対前年度2,

927万6,000円の増額でありますが、主に医療給付費

負担金並びに後期高齢者医療特別会計繰出金の増額

によるものであります。 
 同じく目５医療給付費として、対前年度623万6,0

00円の増額でありますが、乳幼児医療費を保健衛生

総務費から移行したことによるものであります。 
 次に、68ページをお願いいたします。項２児童福

祉費、目１児童福祉総務費として対前年度283万2,0

00円の増額でありますが、産休代替臨時職員雇用の

ため賃金を増額していることや新たに次世代育成支

援行動計画の後期計画を策定するための業務委託料

として149万7,000円を計上しているためであります。 
 同じく目３保育所費として、対前年度591万9,000

円の増額でありますが、乳幼児の増員に対応するた

め日給保育士等の賃金を計上するものであります。 
 次に、72ページをお願いいたします。項３生活保

護費、目２扶助費として対前年度8,751万1,000円の

増額でありますが、歳入の国庫負担金でもご説明し

たとおり医療扶助費の診療報酬支払基金に対する精

算行為が前年度で終了したことによるものでありま

す。 
 次に、76ページをお願いいたします。款４衛生費、

項１保健衛生費、目１保健衛生総務費として3,351

万6,000円でありますが、特に妊婦健康診査委託料

として公費負担回数を14回にふやし621万3,000円を

計上しておりますが、乳幼児医療に係る事務費や扶

助費を医療給付費に移行したことから、対前年度39

0万6,000円の減額となっております。 
 同じく目２生活習慣病予防費として、対前年度32

0万3,000円の増額でありますが、がん検診委託料に

ついて隔年で受診者が増減していることや住民健康

管理データの一元化を図るため、機械その他借り上
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げ料が増額したことによるものであります。 
 次に、78ページをお願いいたします。同じく目７

住友地区共同浴場費として、対前年度175万6,000円

の増額でありますが、内壁改修等の施設整備工事と

して486万1,000円を計上したことによるものであり

ます。 
 次に、80ページをお願いいたします。同じく項２

清掃費、目１じん芥処理費として対前年度292万円

の増額でありますが、主に中空知衛生施設組合負担

金のうち維持管理経費の増加によるものであります。 
 同じく目３し尿処理費として、対前年度1,077万6,

000円の増額でありますが、主に砂川市からの汚泥

処理受け入れに伴って、下水道使用料の増加や機械

整備修繕料が増額するものでありますが、歳入でも

ご説明したとおり汚泥処理手数料として新たに1,00

0万円の増収を見込むものであります。 
 次に、84ページをお願いいたします。款５労働費、

項１労働諸費、目２緊急雇用創出事業費として5,69

5万9,000円でありますが、各種調査のデータベース

化作業や清掃並びに草刈り等の軽作業など21事業で

委託または嘱託、臨時職員の採用を行うことにより

48名の新規雇用を図るものであります。なお、財源

といたしましては北海道の緊急雇用創出事業臨時特

例交付金と普通交付税で創設された地域雇用創出推

進費を見込むものであります。 
 次に、86ページをお願いいたします。款６農林水

産業費、項１農業費、目３農業振興費として対前年

度735万8,000円の増額でありますが、主に国営農業

用水再編対策事業負担金として713万1,000円を計上

したことによるものであります。 
 次に、88ページをお願いいたします。同じく目７

基幹水利施設管理費として、対前年度1,470万8,000

円の減額でありますが、主に前年度は中央監視設備

更新として1,700万円が計上されていたためであり

ます。 
 次に、92ページをお願いいたします。同じく目３

分収造林費として、対前年度627万円の増額であり

ますが、主に作業道修理を含む分収造林工事の増額

によるものであります。 
 次に、94ページをお願いいたします。款７商工費、

項１商工費、目１商工業振興費として対前年度５億

994万2,000円の減額でありますが、花卉園芸振興公

社貸付金の減額によるものであります。 
 同じく目２観光費でありますが、あかびら火まつ

り助成を復活するため、観光協会補助金200万円を

計上するものであります。 
 次に、98ページをお願いいたします。款８土木費、

項２道路橋りょう費、目２道路維持費として対前年

度391万6,000円の増額でありますが、備品購入費と

して草刈り装置購入費563万9,000円を計上するもの

であります。 
 同じく目３除雪対策費、節18備品購入費として3,

997万4,000円でありますが、除雪グレーダーを更新

するものであります。 
 次に、100ページをお願いいたします。同じく目

４道路新設改良費、節15工事請負費として6,200万

円でありますが、川添通り歩道改良舗装工事ほか３

路線を整備するものであります。 
 次に、104ページをお願いいたします。同じく項

４都市計画費、目１都市計画総務費として対前年度

1,990万2,000円の減額でありますが、赤平駅前広場

整備工事の完了や下水道事業繰出金の減少によるも

のであります。 
 同じく目２公園費として、対前年度292万7,000円

の増額でありますが、平岸新光町の公園新設工事18

0万円の計上などによるものであります。 
 次に、106ページをお願いいたします。同じく項

５住宅費、目１住宅管理費、節15工事請負費として

4,832万円でありますが、幸、新光のシルバー住宅

の手すり設置、住友本町、住吉日の出団地の屋根塗

装、ふきかえ工事等に要する経費を計上しておりま

す。 
 同じく目２地域住宅建設費でありますが、109ペ

ージをお願いいたします。節13委託料として2,000

万円でありますが、平成22年度から茂尻団地の建替

事業を実施するため、本年度は実施設計を行ってま
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いります。同じく節15工事請負費として5,160万円

でありますが、新町、栄町団地13棟60戸の水洗化工

事や改良住宅御幸団地３棟26戸の除却工事費を計上

するものであります。 
 次に、110ページをお願いいたします。款９消防

費、項１消防費、目１常備消防費として対前年度16

0万1,000円の増額でありますが、主に新規採用職員

２名を含む職員用新基準盛夏服を購入するものであ

ります。 
 次に、112ページをお願いいたします。同じく目

３消防施設費として、対前年度3,072万円の増額で

ありますが、既存のⅡＢ型救急自動車を高規格救急

自動車に更新するものであります。 
 同じく目４防災費、節11需用費の印刷製本費とし

て36万3,000円でありますが、洪水ハザードマップ

を7,500部作成するものであります。 
 次に、116ページをお願いいたします。款10教育

費、項１教育総務費、目２事務局費として対前年度

2,479万7,000円の増額でありますが、主にスクール

バス用車庫新設工事によるものであります。 
 次に、122ページをお願いいたします。同じく項

３小学校費、目１学校管理費として対前年度1,243

万円の増額でありますが、主に施設の老朽化に伴う

修繕料の増額と赤間小学校の耐震診断及び耐震化工

事の実施設計委託料の計上によるものであります。 
 同じく目２教育振興費として、対前年度166万9,0

00円の増額でありますが、節18備品購入費のうち図

書購入費として対前年度112万5,000円の増額となっ

ております。 
 次に、124ページをお願いいたします。同じく項

４中学校費、目１学校管理費として対前年度312万8,

000円の増額でありますが、各学校施設整備工事の

増額によるものであります。 
 同じく目２教育振興費、節18備品購入費として26

9万4,000円でありますが、主なものといたしまして

は小学校と同様に図書購入費として対前年度70万8,

000円の増額となっております。 
 次に、132ページをお願いいたします。同じく項

６保健体育費、目２学校給食センター費として対前

年度1,241万円の増額でありますが、主に老朽化し

た食器洗浄機並びに食缶洗浄機更新に要する経費と

して4,190万2,000円を計上するものであります。 
 同じく目３総合体育館費として3,602万8,000円の

減額でありますが、主にボイラー整備工事の減少に

よるものであります。 
 次に、134ページをお願いいたします。同じく目

５市民プール費でありますが、対前年度119万円の

増額でありますが、主に鉄骨塗装工事として100万

円を計上するものであります。 
 次に、138ページをお願いいたします。款11公債

費、項１公債費、目１元金として８億591万5,000円、

対前年度１億7,064万円の減額でありますが、主に

公的資金借換債分として１億3,220万円が減額とな

ったものであります。 
 次に、140ページをお願いいたします。款12諸支

出金、項１公営企業費、目２病院公営企業費として

７億3,259万9,000円、対前年度２億4,593万1,000円

の増額でありますが、公立病院特例債の元利償還金

分として２億1,269万9,000円、さらに国の財政支援

措置による病床、救急医療、小児科医療の単価引き

上げなどを見込み、増額となっております。また、

従来は全額負担金として計上してきたところであり

ますが、本年度より決算統計上による処理に合わせ

負担金、補助金、出資金に分けて計上しております。 
 次に、142ページをお願いいたします。款13職員

給与費、項１職員給与費として11億423万8,000円で

ありますが、特別職並びに一般職に係る削減率を一

部緩和したことが主な理由であり、また共済組合納

付金の負担率の引き上げなどにより対前年度１億7,

564万5,000円の増額となっております。 
 次に、144ページをお願いいたします。款14予備

費として１億3,971万円を計上しておりますが、歳

入が歳出を上回る額について形式的に計上しており

ます。 
 以上で一般会計予算の説明を終わらせていただき

ます。 
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 次に、157ページをお願いいたします。議案第210

号平成21年度赤平市国民健康保険特別会計予算につ

きまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。 
 平成21年度赤平市の国民健康保険特別会計の予算

は、次に定めるところによります。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ30億5,779万6,000円と定めます。 
 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によりま

す。 
 第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定に

よる一時借入金の借入れの最高額は20億円と定めま

す。 
 第３条、地方自治法第220条第２項ただし書の規

定により歳出予算の各項の経費の金額を流用するこ

とができる場合は、次のとおりと定めます。 
 第１号、保険給付費の各項に計上した予算額に過

不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経

費の各項の間の流用といたします。 
 次に、事項別明細書により主な内容についてご説

明申し上げます。165ページをお願いいたします。

最初に、歳入でありますが、款１国民健康保険税、

項１国民健康保険税、目１一般被保険者国民健康保

険税でありますが、医療給付費滞納繰り越し分の減

少などから、対前年度1,761万8,000円の減額となっ

ております。 
 次に、167ページをお願いいたします。款３療養

給付費交付金、項１療養給付費交付金として１億4,

521万6,000円でありますが、退職被保険者等療養給

付費の減少などから、対前年度8,092万8,000円の減

額となっております。 
 款４前期高齢者交付金、項１前期高齢者交付金と

して７億6,967万6,000円でありますが、支払基金の

概算交付額に基づき、対前年度２億2,986万9,000円

の増額となっております。 
 次に、169ページをお願いいたします。款８諸収

入、項３雑入、目６雑入の財源不足額補てん収入と

して４億7,752万8,000円でありますが、歳出に対し

歳入が不足する額、いわゆる累積赤字額を補てんす

る財源を形式的に計上しておりますが、一般会計か

らの累積赤字解消のための繰り出しなどにより対前

年度２億1,043万円の減額となっております。 
 次に、175ページをお願いいたします。歳出であ

りますが、款１総務費、項３運営協議会費でありま

すが、本定例会において別途ご提案しております国

民健康保険条例の一部改正に伴い、委員の人数が１

名減となっております。 
 次に、181ページをお願いいたします。款２保険

給付費、項１療養諸費、目１一般被保険者療養給付

費として14億3,125万5,000円でありますが、１人当

たり療養費並びに被保険者数が増加していることか

ら、対前年度6,767万9,000円の増額となっておりま

す。 
 同じく目２退職被保険者等療養給付費として１億

4,013万1,000円でありますが、１人当たり療養費は

増加しているものの、被保険者数が後期高齢者医療

制度への移行により減少していることから、対前年

度8,320万6,000円の減額となっております。 
 次に、191ページをお願いいたします。款３後期

高齢者支援金等費、項１後期高齢者支援金等費、目

１後期高齢者支援金として１億8,586万9,000円、対

前年度1,782万7,000円の増額でありますが、被保険

者１人当たりの支援金額が増加していることが主な

要因であります。 
 次に、201ページをお願いいたします。款８保健

事業費、項１特定健康診査等事業費、目１特定健康

診査等事業費として対前年度550万3,000円の増額で

ありますが、特定健診受診者の増加を見込むもので

あります。 
 以上で国民健康保険特別会計予算の説明を終わら

せていただきます。 
 次に、221ページをお願いいたします。議案第211

号平成21年度赤平市老人保健特別会計予算につきま

して、提案の趣旨をご説明申し上げます。 
 平成21年度赤平市の老人保健特別会計の予算は、

次に定めるところによります。 
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 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ51万8,000円と定めます。 
 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によりま

す。 
 第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定に

よる一時借入金の借入れの最高額は100万円と定め

ます。 
 次に、事項別明細書によりご説明申し上げます。

227ページをお願いいたします。最初に、歳入であ

りますが、款１支払基金交付金を初め、231ページ

の歳出の款１総務費以降、歳入歳出それぞれ51万8,

000円の計上でありますが、後期高齢者医療制度へ

の移行に伴う残務処理的経費となるものであります。 
 以上で老人保健特別会計予算の説明を終わらせて

いただきます。 
 次に、242ページをお願いいたします。議案第212

号平成21年度赤平市後期高齢者医療特別会計予算に

つきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。 
 平成21年度赤平市の後期高齢者医療特別会計の予

算は、次に定めるところによります。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ２億3,205万4,000円と定めます。 
 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によりま

す。 
 第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定に

よる一時借入金の借入れの最高額は２億円と定めま

す。 
 次に、事項別明細書によりご説明申し上げます。

248ページをお願いいたします。最初に、歳入であ

りますが、款１後期高齢者医療保険料、項１後期高

齢者医療保険料として１億6,197万5,000円でありま

すが、特別徴収対象者数が減少していることから、

対前年度1,440万5,000円の減額となっております。 
 次に、250ページをお願いいたします。歳出であ

りますが、款１総務費、項１総務管理費、目１一般

管理費の1,069万8,000円でありますが、嘱託職員報

酬を老人保健特別会計から移行していること、さら

に職員給与費１名分を計上するものであります。 
 次に、254ページをお願いいたします。款２後期

高齢者医療広域連合納付金、項１後期高齢者医療広

域連合納付金として２億2,046万5,000円を計上する

ものであります。 
 以上で後期高齢者医療特別会計予算の説明を終わ

らせていただきます。 
 次に、266ページをお願いいたします。議案第213

号平成21年度赤平市土地造成事業特別会計予算につ

きまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。 
 平成21年度赤平市の土地造成事業特別会計の予算

は、次に定めるところによります。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ50万9,000円と定めます。 
 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によりま

す。 
 第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定に

よる一時借入金の借入れの最高額は100万円と定め

ます。 
 次に、事項別明細書にてご説明申し上げます。27

2ページをお願いいたします。最初に、歳入であり

ますが、款１財産収入、項２財産売払収入、目１不

動産売払収入でありますが、平成20年度は福栄団地

２区画の分譲収入として690万2,000円を見込んでお

りましたが、結果として未売却となったことから、

本年度は科目存置として1,000円を計上するもので

あります。 
 同じく款２繰入金、項１他会計繰入金、目１一般

会計繰入金として対前年度5,992万4,000円の減額で

ありますが、道からの産炭地市町村特別対策資金の

10億円の借り入れに対する償還が平成20年度で終了

したことによるものであります。 
 次に、274ページをお願いいたします。歳出であ

りますが、款１宅地造成費、項１造成総務費、目１

造成管理費として40万9,000円でありますが、下水

道受益者負担金等を計上するものであります。 
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 以上で土地造成事業特別会計予算の説明を終わら

せていただきます。 
 次に、281ページをお願いいたします。議案第214

号平成21年度赤平市下水道事業特別会計予算につき

まして、提案の趣旨をご説明申し上げます。 
 平成21年度赤平市の下水道事業特別会計の予算は、

次に定めるところによります。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ８億3,963万9,000円と定めます。 
 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によりま

す。 
 第２条、地方自治法第214条の規定により債務を

負担する行為をすることができる事項、期間及び限

度額は、「第２表 債務負担行為」によります。 
 第３条、地方自治法第230条第１項の規定により

起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地

方債」によります。 
 第４条、地方自治法第235条の３第２項の規定に

よる一時借入金の借入れの最高額は８億円と定めま

す。 
 284ページをお願いいたします。第２表、債務負

担行為でありますが、水洗便所等改造資金融資あっ

せんに係る債務保証であります。期間、限度額につ

きましては記載のとおりであります。 
 285ページをお願いいたします。第３表、地方債

でありますが、下水道整備事業であります。限度額、

起債の方法、利率、償還の方法につきましては記載

のとおりであります。 
 次に、事項別明細書によりご説明申し上げます。

289ページをお願いいたします。最初に、歳入であ

りますが、款２使用料及び手数料、項１使用料、目

１下水道使用料でありますが、浄化センターにおけ

る汚泥投入量の増加を見込み、対前年度405万1,000

円の増額となっております。 
 款７市債、項１市債として対前年度４億5,850万

円の減額でありますが、291ページをお願いいたし

ます。主に目２公的資金借換債の減額によるもので

あります。 
 次に、293ページをお願いいたします。歳出であ

りますが、款１下水道事業費、項１下水道事業費、

目２公共下水道事業費、節15工事請負費として1,60

0万円でありますが、本町第３処理分区の公共下水

道管渠新設工事を行うものであります。 
 次に、297ページをお願いいたします。款２公債

費、項１公債費、目１元金として対前年度４億4,20

7万2,000円の減額でありますが、先ほど歳入でも申

し上げたとおり主に公的資金借換債の減額によるも

のであります。 
 以上で下水道事業特別会計予算の説明を終わらせ

ていただきます。 
 次に、312ページをお願いいたします。議案第215

号平成21年度赤平市霊園特別会計予算につきまして、

提案の趣旨をご説明申し上げます。 
 平成21年度赤平市の霊園特別会計の予算は、次に

定めるところによります。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ581万6,000円と定めます。 
 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によりま

す。 
 次に、事項別明細書によりご説明申し上げます。

318ページをお願いいたします。最初に、歳入であ

りますが、款１使用料及び手数料、項１使用料、同

じく項２手数料でありますが、それぞれ貸付実績を

勘案して計上するものであります。 
 次に、320ページをお願いいたします。歳出であ

りますが、款１霊園費、項１霊園総務費、目１一般

管理費として574万2,000円でありますが、主に管理

委託料として189万円、霊園管理基金積立金として

は主に一般会計繰りかえ運用分を積み立てるもので

あります。 
 以上で霊園特別会計予算の説明を終わらせていた

だきます。 
 次に、325ページをお願いいたします。議案第216
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号平成21年度赤平市用地取得特別会計予算につきま

して、提案の趣旨をご説明申し上げます。 
 平成21年度赤平市の用地取得特別会計の予算は、

次に定めるところによります。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ7,415万5,000円と定めます。 
 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によりま

す。 
 次に、事項別明細書によりご説明申し上げます。

331ページをお願いいたします。最初に、歳入であ

りますが、款１繰入金、項１他会計繰入金、目１一

般会計繰入金として対前年度１億801万8,000円の減

額でありますが、主に平成10年度に公共用地を先行

取得する際に借り入れた償還が平成20年度に終了し

たことによるものであります。 
 次に、335ページをお願いします。歳出でありま

すが、款２公債費、項１公債費として対前年度１億

801万7,000円の減額でありますが、歳入で申し上げ

たとおりであります。 
 以上で用地取得特別会計予算の説明を終わらせて

いただきます。 
 次に、339ページをお願いいたします。議案第217

号平成21年度赤平市介護サービス事業特別会計予算

につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。 
 平成21年度赤平市の介護サービス事業特別会計の

予算は、次に定めるところによります。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ２億3,828万6,000円と定めます。 
 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によりま

す。 
 第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定に

よる一時借入金の借入れの最高額は１億円と定めま

す。 
 次に、事項別明細書によりご説明申し上げます。

345ページをお願いいたします。最初に、歳入であ

りますが、款１サービス収入の総額といたしまして

前年度とほぼ同額の１億8,222万2,000円を計上する

ものであります。 
 347ページをお願いいたします。款３繰入金、項

１他会計繰入金、目１一般会計繰入金について、対

前年度5,139万9,000円の増額でありますが、一般会

計で繰りかえ運用をしていた愛真ホーム管理運営基

金5,000万円を積み戻すためであります。 
 次に、349ページをお願いいたします。歳出であ

りますが、款１総務費、項１愛真ホーム施設管理費、

目１一般管理費として総額１億9,007万3,000円であ

りますが、主に嘱託職員11人の報酬と一般職員14人

に係る人件費の計上、さらには歳入でもご説明した

とおり基金繰りかえ運用分の積み戻し額を計上する

ものであります。 
 以上で介護サービス事業特別会計予算の説明を終

わらせていただきます。 
 次に、369ページをお願いいたします。議案第218

号平成21年度赤平市介護保険特別会計予算につきま

して、提案の趣旨をご説明申し上げます。 
 平成21年度赤平市の介護保険特別会計の予算は、

次に定めるところによります。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ12億779万5,000円と定めます。 
 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分

ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」によりま

す。 
 第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定に

よる一時借入金の借入れの最高額は２億円と定めま

す。 
 第３条、地方自治法第220条第２項ただし書の規

定により歳出予算の各項の経費の金額を流用するこ

とができる場合は、次のとおりと定めます。 
 第１号、保険給付費の各項に計上した予算額に過

不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経

費の各項の間の流用といたします。 
 次に、事項別明細書によりご説明申し上げます。

375ページをお願いいたします。最初に、歳入であ

りますが、款１介護保険料、項１介護保険料、目１
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第１号被保険者介護保険料として対前年度2,079万3,

000円の増額でありますが、第４期介護保険事業計

画により基準額が3,200円から3,700円に改定になっ

たためであります。 
 次に、377ページをお願いいたします。款５繰入

金、項２基金繰入金、目１介護給付費準備基金繰入

金として対前年度2,153万1,000円の増額であります

が、歳入歳出予算の不足額を計上するものでありま

す。 
 次に、379ページをお願いいたします。歳出であ

りますが、款１総務費、項１総務管理費、目１一般

管理費として対前年度2,221万9,000円の増額であり

ますが、主に嘱託職員１名と一般職員３名に係る人

件費を職員給与費から移行したものであります。 
 次に、385ページをお願いいたします。款２保険

給付費として、総額11億4,089万6,000円、対前年度

3,250万3,000円の増額でありますが、主に介護報酬

の改定によるものであります。 
 395ページをお願いいたします。款３地域支援事

業費として、総額3,488万2,000円、前年度比2,932

万3,000円の増額でありますが、主に一般職員４名

分の人件費を職員給与費から移行したものでありま

す。 
 以上で介護保険特別会計予算の説明を終わらせて

いただきます。 
 次に、議案第219号平成21年度赤平市水道事業会

計予算につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げ

ます。 
 １ページをお願いいたします。第１条、平成21年

度赤平市水道事業会計の予算は、次に定めるところ

によります。 
 第２条、業務の予定量は、次のとおりといたしま

す。給水戸数6,005戸、年間総配水量156万立方メー

トル、１日平均配水量4,274立方メートルでありま

す。主要な建設改良は記載のとおりであります。 
 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定めます。収入でありますが、第１款水道事

業収益は３億3,391万8,000円であります。 

 次に、支出でありますが、第１款水道事業費用は

２億9,105万8,000円であります。 
 次に、２ページをお願いいたします。第４条、資

本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めま

す。資本的収入が資本的支出額に対し不足する額5,

319万4,000円は、過年度分損益勘定留保資金にて補

てんいたします。収入でありますが、第１款資本的

収入は１億722万円であります。 
 次に、支出でありますが、第１款資本的支出は１

億6,041万4,000円であります。 
 第５条、企業債の限度額を6,200万円とし、起債

の目的、方法、利率、償還方法につきましては記載

のとおりであります。 
 第６条、一時借入金の限度額は２億円と定めます。 
 第７条、議会の議決を経なければ流用することの

できない経費については、職員給与費3,565万5,000

円であります。 
 第８条、企業債元金及び利息等支払いのため、一

般会計からこの会計へ補助を受ける金額は4,070万1,

000円であります。 
 第９条、たな卸資産の購入限度額は928万1,000円

と定めます。 
 次に、３ページをお願いいたします。平成21年度

予算実施計画であります。収益的収入及び支出であ

りますが、収入といたしまして、款１水道事業収益、

項１営業収益、目１給水収益は３億904万7,000円で

あります。 
 ４ページをお願いいたします。支出といたしまし

ては、款１水道事業費用、項１営業費用は２億4,43

8万5,000円であります。 
 次に、７ページをお願いいたします。資本的収入

及び支出でありますが、収入といたしまして、款１

資本的収入、項１企業債、目１企業債は6,200万円

であります。 
 次に、８ページをお願いいたします。支出といた

しまして、款１資本的支出、項１建設改良費、目１

配水施設改良費として5,300万円でありますが、主

配送水管布設がえ工事等を行うものであります。 
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 ９ページから13ページまでの資金計画と給与費明

細につきましては、説明を省略させていただきます。 
 次に、14ページをお願いいたします。平成21年度

予定貸借対照表でありますが、15ページをお願いい

たします。６、剰余金、（２）、利益剰余金のうち

当年度純利益は4,286万円であります。 
 以上で水道事業会計の説明を終わらせていただき

ます。 
 次に、議案第220号平成21年度赤平市病院事業会

計予算につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げ

ます。 
 １ページをお願いいたします。第１条、平成21年

度赤平市病院事業会計の予算は、次に定めるところ

によります。 
 第２条、業務の予定量は、次のとおりといたしま

す。病床数は180床、患者数は入院患者延べ数を５

万4,750人、１日平均150人、外来患者延べ数を９万

6,800人、１日平均400人を見込んでおります。 
 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定めます。収入につきまして、第１款病院事

業収益は25億9,499万4,000円であります。支出につ

きましては、第１款病院事業費用は23億7,376万円

であります。 
 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定めます。資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額２億3,349万7,000円は当年度分損益勘

定留保資金１億747万3,000円及び流動資産１億2,60

2万4,000円で補てんするものといたします。収入に

つきましては、資本的収入で9,530万7,000円とし、

支出は３億2,880万4,000円といたします。 
 第５条、一時借入金の限度額は、35億円と定めま

す。 
 第６条、議会の議決を経なければ流用することが

できない経費については、職員給与費14億3,871万8,

000円、交際費10万円といたします。 
 第７条、たな卸資産の購入限度額は２億9,905万3,

000円と定めます。 
 次に、３ページをお願いいたします。平成21年度

赤平市病院事業会計予算実施計画について申し上げ

ます。収益的収入及び支出でありますが、収入は第

１款病院事業収益、項１医業収益、目１入院収益は

12億4,447万6,000円であります。目２外来収益は６

億1,922万9,000円であります。 
 目３その他医業収益として２億262万7,000円であ

りますが、そのうち一般会計負担金として１億2,62

5万4,000円を計上しております。 
 項２医業外収益、目３他会計負担金の8,032万円

につきましては、一般会計からの負担金であります。 
 次に、４ページをお願いいたします。項３特別利

益、目２その他特別利益の３億5,309万7,000円であ

りますが、不良債務解消分並びに公立病院特例債の

償還金分など一般会計からの負担金であります。 
 次に、５ページをお願いいたします。支出につき

ましては、款１病院事業費用、項１医業費用、目１

給与費の14億3,871万8,000円、目２材料費の３億2,

907万9,000円の内容につきましては、備考欄に記載

のとおりであります。 
 次に、６ページをお願いいたします。目３経費の

３億3,294万8,000円、目４減価償却費の１億667万2,

000円、目５資産減耗費の80万1,000円、目６研究研

修費の441万8,000円の内容につきましても備考欄に

記載のとおりであります。 
 次に、７ページをお願いいたします。項２医業外

費用、目１支払利息及び企業債取扱諸費の１億4,90

9万9,000円の内容につきましても備考欄に記載のと

おりであります。 
 ８ページをお願いいたします。資本的収入及び支

出でありますが、収入の款１資本的収入、項１出資

金、目１他会計出資金の9,519万8,000円は、一般会

計からの出資金を見込んでおります。 
 ９ページをお願いいたします。支出では、款１資

本的支出、項２企業債償還金として公立病院特例債

分を含め３億2,832万4,000円の償還となっておりま

す。 
 10ページは資金計画、11ページから18ページは給

与明細書ですが、説明を省略させていただきます。 
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 19ページをお願いいたします。平成21年度赤平市

病院事業予定貸借対照表でありますが、20ページの

６、剰余金、（２）、欠損金に記載のとおり当年度

純利益は２億2,173万4,000円の予定となったところ

であります。 
 以上、議案第209号から議案第220号まで一括して

ご提案申し上げますので、よろしくご審議賜ります

ようお願い申し上げます。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第45 報告第20号専決

処分の報告について、日程第46 報告第21号専決処

分の報告について、日程第47 報告第22号専決処分

の報告についてを一括議題といたします。 
 本件に関する提案理由の説明を求めます。町田総

務課長。 
〇総務課長（町田秀一君） 〔登壇〕 報告第20号

から第22号まで一括してご説明申し上げます。 
 指定されております専決処分事項のうち第１項の

１件の金額が30万円未満の和解に関すること、第２

項の市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解、あ

っせん、調停及び仲裁に関することに基づきまして、

市営住宅の滞納家賃等の支払いの請求に関する裁判

上の和解につきまして専決処分を行いましたことか

ら、議会にご報告するものでございます。 
 それぞれ専決処分書でご説明申し上げます。 
 最初に、報告第20号でございますが、件数は１件

で、和解の内容といたしましては、相手方が市営住

宅の家賃など60万168円を滞納していることから、

平成20年10月に岩見沢簡易裁判所に対し支払い督促

の申し立てを行いましたところ、相手方から毎月１

万円の分割納付を趣旨とした異議の申し立てがあり、

口頭弁論に出頭いたしましたが、司法委員の仲裁に

より、平成21年２月から毎月３万円ずつ支払い、分

割金の支払いを一回でも怠ったときは、残額及び年

５％の遅延損害金を直ちに支払うことで和解するも

ので、平成21年１月14日に専決処分したものでござ

います。 
 次に、報告第21号でありますが、件数は１件で、

和解の内容といたしましては、相手方が市営住宅の

家賃など44万5,653円を滞納していることから、平

成20年10月に豊田簡易裁判所に対し支払い督促の申

し立てを行いましたが、相手方から毎月１万5,000

円の分割納付を趣旨とした異議の申し立てがあり、

１回目の口頭弁論となりました。当市は、遠方にて

出頭が困難であることから、出頭にかわる準備書面

を提出し、擬制陳述を願い出ておりましたが、相手

方の欠席から裁判が一時休止いたしまして、これを

受け再度期日指定の申し立てをし、２回目の口頭弁

論に出頭することといたしましたものの、再び相手

方が欠席し、事実を争わなかったことから、平成21

年１月22日、民事訴訟法第275条の２に基づき、豊

田簡易裁判所より平成21年２月から３万円ずつ支払

うことを内容とした和解にかわる決定を受けたとこ

ろでございますが、適法な異議の申し立てがないと

きは、この決定が裁判上の和解と同一の効力を有す

ることになるもので、平成21年１月22日に専決処分

したものでございます。 
 最後に、報告第22号でありますが、件数は１件で、

和解の内容といたしましては、相手方が市営住宅の

家賃など17万6,594円を滞納しておりますことから、

平成20年10月に滝川簡易裁判所に対し支払い督促の

申し立てを行いましたところ、相手方から毎月5,00

0万円の分割納付を趣旨とした異議の申し立てがご

ざいましたが、口頭弁論に出頭したところ、司法委

員の仲裁により、平成21年３月から毎月１万5,000

円ずつ支払うこと、分割金の支払いを一回でも怠っ

たときは、残額及び年５％の遅延損害金を直ちに支

払うことで和解するもので、平成21年１月30日に専

決処分したものでございます。 
 以上、報告第20号から第22号まで一括してご説明

させていただきました。よろしくご審議賜りますよ

うお願い申し上げます。 
〇議長（鎌田恒彰君） これより、一括質疑に入り

ます。質疑ありませんか。 
（「なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） 質疑なしと認めます。 
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 これをもって、質疑を終結いたします。 
 ただいま議題となっております報告第20号、第21

号、第22号については、報告済みといたします。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第48 報告第23号赤平

市土地開発公社の経営状況についてを議題といたし

ます。 
 本件に関する提案理由の説明を求めます。 

（「説明省略」と言う者あり） 
〇議長（鎌田恒彰君） 説明省略との声があります

ので、説明を省略いたします。 
 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 
〇議長（鎌田恒彰君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 ただいま議題となっております報告第23号につい

ては、報告済みといたします。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 日程第49 報告第24号平成

20年度定期監査及び財政的援助団体監査報告につい

てを議題といたします。 
 本件に関する提案理由の説明を求めます。 

（「説明省略」と言う者あり） 
〇議長（鎌田恒彰君） 説明省略との声があります

ので、説明を省略いたします。 
 これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 
〇議長（鎌田恒彰君） 質疑なしと認めます。 
 これをもって、質疑を終結いたします。 
 ただいま議題となっております報告第24号につい

ては、報告済みといたします。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） お諮りいたします。 
 委員会審査及び議案調査日のため、あす６日から

10日まで５日間休会いたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 
（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（鎌田恒彰君） ご異議なしと認めます。 

 よって、あす６日から10日までの５日間、休会す

ることに決しました。 
                       
〇議長（鎌田恒彰君） 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 
 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 ４時０５分 散 会） 
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