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厚岸町議会 第１回定例会

平成28年３月16日

午前10時00分開会

●議長（佐藤議員） ただいまから、平成28年厚岸町議会第１回定例会を続会いたします。

●議長（佐藤議員） 直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

●議長（佐藤議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、厚岸町議会会議規則第118条の規定により、３番、堀議員、

４番、石澤議員を指名いたします。

●議長（佐藤議員） 日程第２、議会運営委員会報告を議題といたします。

委員長の報告を求めます。

５番、竹田委員長。

●竹田委員長 議会運営委員会報告をさせていただきます。

３月14日午後３時５分から第２回議会運営委員会を開催いたしましたので、その内容につ

いて報告を申し上げます。

追加議案として提出されました議案第46号 平成27年度一般会計補正予算の取り扱いにつ

いて協議いたしました結果、議案46号は本会議において審議することとし、新年度予算審査

終了後、審議を行うことに決定しました。

以上、議会運営委員会報告といたします。

●議長（佐藤議員） 委員長に対する質疑を省略し、以上で報告を終わります。

●議長（佐藤議員） 平成28年度各会計予算審査特別委員会開催のため、本会議を休憩い

たします。

午前10時01分休憩

午後４時23分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開いたします。

ここで、会議時間の延長を行います。

本日の会議時間は、本日の議事日程が終了するまであらかじめ会議時間の延長を行い

ます。
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●議長（佐藤議員） 日程第３、議案第１号 平成28年度厚岸町一般会計予算、議案第２

号 平成28年度厚岸町国民健康保険特別会計予算、議案第３号 平成28年度厚岸町簡易

水道事業特別会計予算、議案第４号 平成28年度厚岸町下水道事業特別会計予算、議案

第５号 平成28年度厚岸町介護保険特別会計予算、議案第６号 平成２８年度厚岸町後

期高齢者医療特別会計予算、議案第７号 平成28年度厚岸町介護老人保健施設事業特別

会計予算、議案第８号 平成28年度厚岸町水道事業会計予算、議案第９号 平成28年度

厚岸町病院事業会計予算、以上９件を再び一括議題といたします。

本９件の審査につきましては、平成28年度各会計予算審査特別委員会を設置し、これ

に付託し審査を求めていたところ、今般、審査結果が委員長から出されております。

委員長の報告を求めます。

大野委員長。

●大野委員長 平成28年度各会計予算審査特別委員会に付託されました議案第１号 平成

28年度厚岸町一般会計予算外８件については、３月11日及び14日から本日までの４日間、

本委員会を開催し慎重に審査の結果、いずれも可決すべきものと決しましたので、ここ

にご報告を申し上げます。

以上、審査報告とさせていただきます。

●議長（佐藤議員） はじめに、議案第１号 平成28年度厚岸町一般会計予算についてお

諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ございませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第２号 平成28年度厚岸町国民健康保険特別会計予算に

ついてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ございませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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●議長（佐藤議員） 次に、議案第３号 平成28年度厚岸町簡易水道事業特別会計予算に

ついてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ございませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第４号 平成28年度厚岸町下水道事業特別会計予算につ

いてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第５号 平成28年度厚岸町介護保険特別会計予算につい

てお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ございませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第６号 平成28年度厚岸町後期高齢者医療特別会計予算

についてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ございませ

んか。
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（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第７号 平成28年度厚岸町介護老人保健施設事業特別会

計予算についてお諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ございませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第８号 平成28年度厚岸町水道事業会計予算についてお

諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ございませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（佐藤議員） 次に、議案第９号 平成28年度厚岸町病院事業会計予算についてお

諮りいたします。

委員長の報告は、原案可決であります。

委員長に対する質疑、討論を省略し、委員長の報告どおり決するにご異議ありません

か。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決されました。

●議長（佐藤議員） 日程第４、議案第46号 平成27年度厚岸町一般会計補正予算を議題

といたします。
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職員の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。

税財政課長。

●税財政課長（星川課長） ただいま上程いただきました議案第46号 平成27年度厚岸町

一般会計補正予算の提案理由をご説明申し上げます。

今回の補正予算案につきましては、国の補正予算に伴う関連経費の補正予算計上が主

な内容となっております。

議案書の１ページであります。

平成27年度厚岸町一般会計補正予算５回目。

平成27年度厚岸町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項、歳入歳出予算の補正であります。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ22億1,640万5,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ110億9,132万8,000円とする。

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」による。

２ページ、第１表歳入歳出予算補正であります。

歳入では、３款３項、次ページ、歳出では４款４項にわたってそれぞれ22億1,640万5,000

円の増額補正であります。

事項別によりご説明させていただきます。

７ページをお開き願います。

歳入であります。

15款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、１節総務管理費補助金、698

万9,000円の増、個人番号カード交付に係る補助金２件を合わせ301万1,000円の減、地方

公共団体情報セキュリティー強化対策費補助金580万円新規計上、地方創生加速化交付金

420万円新規計上。

７目消防費国庫補助金、２節消防費補助金、491万4,000円新規計上。

16款道支出金、２項道補助金、４目農林水産業費道補助金、５節水産業費補助金、水

産振興構造改善事業補助金として21億9,335万円新規計上。

それぞれ説明欄記載のとおりで、事業内容の詳細につきましては、歳出にてご説明申

し上げます。

19款繰入金、１項基金繰入金、１目１節財政調整基金繰入金、1,115万2,000円の増、

本補正予算の財源としての計上であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

９ページ、歳出であります。

２款総務費、１項総務管理費、４目情報化推進費、902万7,000円の増、個人番号カー

ド等交付事務259万3,000円の減。主な内容として、マイナンバー制度における通知カー

ド及び個人番号カードは、地方公共団体情報システム機構において、全国の市町村から

の委託により交付事務等を行ってきましたが、当該委託事務について平成27年度分の全

国の取り扱いに係る事業費が大幅に減額となったことを受け、当町分の事業費も減額と

なったことから、事業費の減額のほか、あわせてその財源である国庫補助金も減額となっ
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たものであります。総合行政情報システム強靱性向上事業1,162万円新規計上。当庁の行

政事務で使用する総合行政情報システムの端末では、それぞれの業務に応じた各種のシ

ステムが利用できる環境となっておりますが、このたびのマイナンバー制度の導入に当

たり、個人番号の取り扱いについては、今まで以上に情報漏えいに対する厳格なセキュ

リティーを確保するよう強く国から指導を受けております。今回補正計上する事業費は、

平成27年度の国の補正予算として国庫補助基準額に相当する事業費を計上しております

が、総合的なセキュリティー対策とこれに係る事業費は、平成28年度に入ってから補正

予算として計上し、一括して対応する予定であります。

10目企画費、420万円の増。北海道釧路地域東京特別区交流推進として新規計上であり

ます。事業内容は、釧路管内の全市町村が北海道と連携して実施する、首都圏での釧路

地域特産品の展示販売や、観光プロモーションなどの活動旅費、東京23区との連携事業

を企画し、コーディネーターとなる交流推進員の都内配置経費及び釧路地域の魅力や観

光施設などを網羅した映像作成経費などの負担金の計上となります。なお、この財源は、

全て国費で地方創生加速化交付金で対応というふうになっております。

５款農林水産業費、３項水産業費、２目水産振興費、21億9,335万円の増。ロシア200

海里水域におけるサケマス流し網漁禁止に係る緊急対策事業としての計上で、貯氷、冷

蔵、保管施設整備事業は、厚岸漁港の湖北地区に施設を建設するとして10億9,941万円の

計上、冷蔵保管施設整備事業は、厚岸漁港の湖南地区に施設を建設するとして６億6,014

万円の計上、カキ人工種苗生産施設整備事業は次ページにわたりホタテ版カキ種苗の生

産に係る施設の建設として４億3,380万円の計上で、これら３事業は厚岸漁業協同組合が

事業主体となり実施に係る事業費を補助する内容で、財源は全て国費と道費であります。

11ページ、８款１項消防費、２目災害対策費、982万8,000円の増。防災行政無線整備

事業としての計上で、事業内容は小島に設置している防災行政無線の子局の老朽化が著

しいことから、これを更新する内容で、財源として離島活性化交付金を充て実施する内

容であります。

12款１項１目給与費、補正額ゼロ、財源内訳補正であります。

以上で、歳出の説明を終わります。

１ページへお戻り願います。

第２条繰越明許費であります。

地方自治法213条第１項の規定により、翌年度に繰り越しして使用することができる経

費は「第２表 繰越明許費」による。

４ページをお開きください。

第２表繰越明許費であります。

歳出で説明いたしました記載の６事務事業について、国の繰り越し承認を得て平成28

年度に繰り越して執行するため、総額22億1,899万8,000円の繰越明許費の設定をするも

のであります。

以上で、議案第46号 平成27年度厚岸町一般会計補正予算の提案説明とさせていただ

きます。

ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。
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●議長（佐藤議員） これより、質疑を行います。

８番、南谷議員。

●南谷議員 ２款１項４目情報化推進費1,162万円、今、説明があったんですけれども、強

靱化、マイナンバー制度の個人情報のセキュリティーの強化ということで、この1,162万

円は強靱化に向けた委託料と、こういうふうに説明があったんですけれども、そうする

と、これは国費だから問題ないんですけれども、この後どういうものについて、もうちょっ

と詳しく教えてほしいなと、ソフトの部分だから、細かい部分はいいんですけれども、

将来この委託料に計上することによって、後ろに整備するものがついてくるのかどうな

のか、その辺。これでぼっちり終わりではないと思うんですよね、委託料をするという

ことは、セキュリティーの強靱化の委託料ということは、調査か何かするのかな、それ

とも、ちょっと理解ができなかったんで、作業というんですか、この1,160万円で全部終

わってしまうのか、それとも調査のための費用なのか、その辺についてもう少し詳しく

説明してください。

それから、その下です。

10目企画費の北海道釧路地域東京特別区交流推進、420万円、そのうち345万1,000円な

んですが、この事業の内容、大体わかったんですけれども、構成団体、それから規模、

どのようなことを、例えば交流というんだけれども、もう少し誰がどのようなことをさ

れるのか、負担部分だということは当然厚岸町の持ち分はあるけれども、厚岸町にとっ

てどう影響があるのかというか、町民の誰かが行くのかも含めて、もう少し詳しく説明

を求めます。

●議長（佐藤議員） 総務課長。

●総務課長（會田総務課長） このたび計上させていただきました総合行政情報システム強靱

性向上事業ということで、事業名を持って1,162万円を計上させていただきましたけれども、

税財政課長からの説明にあったとおり、これはあくまでもセキュリティー対策を講じるため

の一部の事業費に過ぎません｡全体では約5,000万円程度かかると見積もっておりますが、ま

だその辺が定まっていないものですから、この後補正予算計上をさせていただく、全額を、

と思っています。

ただし、国からの補助については、今回上げた分のみとなっております。どういったこと

かといいますと、町長の執行方針でも述べていたとおり、29年１月から国の機関との連携が

始まります、マイナンバーのですね。それに当たりまして、総務省からさまざまなセキュリ

ティー対策、今以上の、要は強靱化をしなさいという指示がございました。その内容として

は、総務省が言うには、三層からなる対策ということで、マイナンバー利用事務系において

は、端末からの情報持ち出し不可設定等を図り、住民情報流出を徹底して防止するというこ

とがまず一つ。それで、マイナンバーによる情報連携に活用されるＬＧＷＡＮ環境というの

は、これは各町村、各自治体、国とのＬＧＷＡＮというネットワークが今までもございまし

た。そのＬＧＷＡＮ環境のセキュリティー確保に資するためＬＧＷＡＮの接続系とインター

ネット接続系を分割するということ、それと、これが大きな総務省からの指示であります。
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ただし、厚岸町におきましては、既にそのＬＧＷＡＮ環境とネットワークの環境というのは

分かれておりますので、分離させておりますので、この部分については今回既に導入済みと

いうことなんでありますが、その分離をしていたネットワーク環境についても、さらに強化

をしなさいという国からの指示であります。

これに伴って、これは全国の都道府県も含めて全ての自治体において、こういったさらな

るセキュリティー対策を講じなさいというもので、厚岸町の場合はたまたまインターネット

の環境とそれとＬＧＷＡＮ、それと住民系のネットワーク、これが分かれておりましたので、

まだ5,000万円程度で済みますけれども、要は私たち職員のところにある端末でメールもでき

る、インターネット環境が整っていて、さらには住基の情報もそこですることができる、さ

らには一般の事務も行うことができると、こういった町の場合は、それをまずは分離をしな

ければならない。うちはたまたまそれが分離されていますからよろしいですけれども、さら

なる費用がかかるんですけれども、今回はこの補助のみで国からの補助は打ち切られるとい

うことだそうです。

ただし、あとは一般財源の中で行いなさいということなんですけれども、これはやはり根

底には年金、これが大きく影響しているかと思います。このマイナンバー制度が、今はまだ

事務系の中でやっているだけですからいいんですけれども、今度はこれが国の機関との連携

が始まり、29年１月からですね、29年７月からは、さらなるまたネットワークの環境が構築

されますのでそれに伴って、まずはそれぞれの実際のそういったインターネットの環境を強

化しなさいと。それで、細かい部分についてはいろいろと専門用語が出てまいりますので、

説明は省略させていただきますけれども、まずはこの補助に関連する部分の予算だけを今回

は計上させていただいたと、繰り越しで28年度で行うことになりますけれども、さらに細か

い部分が構築し予算が確定された場合には、６月での補正予算計上ということをさせていた

だきたいと考えております。

●議長（佐藤議員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（小島課長） 北海道釧路地域東京特別区交流推進協議会、この構

成でございますが、釧路管内の市町村という提案説明をさせていただきました。釧路市

から始め、７市町村全部入ってございます。それから、事業するにあたっては北海道の

負担もございます。それから交流の相手先である東京23区の中の荒川区というところと

具体的には連携しようとしておりますけれども、ここも負担をするという形になってご

ざいます。

それから、総体の予算規模でございますが、現在この構成するところの自治体合わせ

て4,492万8,000円、これを一括して北海道のほうでこの加速化交付金の実施の申請をし

てございます。

それから、内容でございますが、ちょっと繰り返しになる部分もあるかと思いますが、

東京23区との連携事業を企画し、コーディネーターとなる人材を東京都内にお一人配置

したいと考えています。これは平成28年度に限らず、翌年度以降もこの事業を継続した

いという前提での配置でございます。

それから、釧路地域の魅力を首都圏に発信したいということでございまして、そのた
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めの映像資料の作成をすると、それからそのつくった映像資料を活用したりなんかして、

首都圏に観光プロモーションの活動をしたいということでございます。それから、荒川

区の中で日暮里という地域があるんですけれども、ここで釧路地域の展示物産展という

のを開いて、個々の観光ＰＲをしていきたいということが主な内容になってございます。

それで、この実施主体でございますが、これは釧路地域の活性化協議会というところ

からの事業を引き継いで、今、釧路の町村会の中にプロジェクトチームというのをつくっ

ています。その中に、釧路市もオブザーバーとして入っていただきまして、具体的には

そこにかかわる市町村の職員が実施を担うという形になります。合同して行うというこ

とになります。その中に北海道も当然入ってきていただけるという予定になっておりま

す。

この事業の目的なんですが、いわゆる首都圏から釧路地域に来られる交流人口をふや

そうということが目標になっているということでございまして、これを連携して行って

いこうという内容でございます。

●議長（佐藤議員） よろしいですか。

他にございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ、質疑を終わります。

お諮りいたします。

討論を省略し、本案は、原案のとおり決するにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり決しました。

●議長（佐藤議員） 日程第５、厚生文教常任委員会先進地行政視察報告書を議題といた

します。

今般、厚生文教常任委員会が閉会中に行った先進地行政視察についての報告書が委員

長から提出されております。

この際、委員長に対する質疑、討論を省略し、本報告書のとおり了承することにご異

議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本報告書のとおり了承することが決定いたしました。
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●議長（佐藤議員） 日程第６、総務産業常任委員会所管事務調査報告書を議題といたし

ます。

今般、総務産業常任委員会において行った所管事務についての調査報告書が厚岸町議

会会議規則第77条の規定により委員長から提出されております。

この際、委員長に対する質疑、討論を省略し、本報告書のとおり了承することにご異

議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本報告書のとおり了承することに決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 日程第７、各委員会閉会中の継続調査申出書を議題といたします。

次期定例会までの間、閉会中における継続調査申出書がお手元に配付のとおり各委員

長から提出されております。

お諮りいたします。

本申出書のとおり承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本申出書のとおり承認することに決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 日程第８、議員の派遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。

厚岸町議会会議規則第127条の規定による議員の派遣については、お手元に配付した内

容により議員を派遣いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、議員の派遣については、お手元に配付した内容により派遣することに決定い

たしました。

●議長（佐藤議員） お諮りいたします。

本定例会に付議された議案の審議は、全部終了いたしました。

したがって、厚岸町議会会議規則第７条の規定により、本日で閉会いたしたいと思い

ます。ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）
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●議長（佐藤議員） 異議なしと認めます。

よって、本定例会は、本日で閉会することに決定いたしました。

以上で、平成28年厚岸町議会第１回定例会を閉会いたします。

お疲れさまでした。

午後４時51分散会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。
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