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厚岸町議会 第１回定例会

平成28年３月７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回定例会を開会いたします。

●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、５番、竹田議員、

６番、室﨑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いたします。

３月４日、午前10時15分より、第１回議会運営委員会を開催し、平成28年第１回定例

会の議事運営について協議しましたので、その内容について報告いたします。

議会側からの報告として、議会運営委員会報告、諸般報告、例月出納検査報告、厚生

文教常任委員会先進地行政視察報告書、総務産業常任委員会所管事務調査報告書があり

ます。

議会からの提出案件は、会期の決定、選挙第１号 厚岸町選挙管理委員の選挙、選挙

第２号 厚岸町選挙管理委員の補充員の選挙、陳情第１号 菌床椎茸生産支援に関する

陳情書、２常任委員会及び議会運営委員会からの閉会中の所管事務継続調査申出書、議

員の派遣についてで、いずれも本会議において審議することに決定しました。

なお、選挙第１号と第２号は、厚岸町議会会議運用内規40の規定により、いずれも指

名推選により行うことに決定しました。

次に、町長提出の議案等についてであります。

町長による町政執行方針と教育長による教育行政執行方針があります。

報告第１号と報告第２号は条例の一部改正で、いずれも本会議で審議することに決定

しました。

議案第１号から議案第９号は、平成28年度の各会計予算９件であります。審議方法は、

議長を除く12人の委員をもって構成する平成28年度各会計予算審査特別委員会を設置、

これに付託し、会期中に審査を行うことに決定しました。

議案第10号から議案第18号は、平成27年度各会計補正予算９件であります。審議方法

は、議長を除く12人の委員をもって構成する平成27年度各会計補正予算審査特別委員会
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を設置、これに付託し、会期中に審査することに決定しました。

議案第19号から議案第27号は、一般議案９件、議案第28号から議案第42号は、条例の

一部改正15件、議案第43号から議案第45号は、条例制定３件で、いずれも本会議におい

て審議することに決定しました。

一般質問は７人であります。

本定例会の会期は、３月７日から18日までの12日間とし、12日と13日は休会といたし

ます。

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） 日程第３、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。

本定例会の会期は、ただいまの議会運営委員会報告にありましたとおり、本日から18

日までの12日間とし、12日、13日は休会にいたしたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

●議長（佐藤議員） ご異議なしと認めます。

本定例会の会期は、本日から18日までの12日間とし、12日、13日は休会とすることに

決定いたしました。

なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付の予定表のとおりであります

ので、ご了承願います。

●議長（佐藤議員） 日程第４、諸般報告を行います。

まず、本定例会に提出され、受理されております議案等は、別紙付議事件書のとおり

でありますので、ご了承願います。

次に、平成27年12月９日開会の第４回定例会終了時から本日までの議会の動向は、お

おむね別紙報告書のとおりでありますので、ご了承願います。

教育長から、教育委員会の事務の管理及び執行状況に係る点検・評価報告書が３月２

日付で提出されておりますので、ご参考に供していただきたいと思います。

また、今般、釧路東部消防組合及び釧路公立大学事務組合の各議会報告書が提出され

ております。関係資料は、別途、議員控室に備えておりますので、ご了承いただき、閲

覧の上、参考に供してください。

以上で、諸般報告を終わります。

●議長（佐藤議員） 日程第５、例月出納検査報告を行います。

今般、監査委員より、別紙のとおり例月出納検査報告がなされております。ご参考に

供していただきたいと思います。
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以上で、例月出納検査報告を終わります。

●議長（佐藤議員） 日程第６、町政執行方針、日程第７、教育行政執行方針、以上２件

を一括議題といたします。

初めに、町長に町政執行方針の説明を求めます。

町長。

●町長（若狹町長） おはようございます。

平成28年厚岸町議会第１回定例会の開会に当たり、町政執行に関する私の所信を申し

上げます。

私が、町長として初めてこの議場において平成14年度の町政執行方針を述べさせてい

ただいてから、今年で15回目となります。

この間における町政の執行の道のりは決して平坦なものでありませんでしたが、一歩

一歩着実に成果を上げてこられましたのも、町民の皆さん並びに町議会議員の皆さんの

温かいご支援とご理解のたまものと、改めて深く感謝を申し上げる次第であります。

今、厚岸町は大きな変化のうねりの中にいます。

本年からのロシア200海里水域におけるサケ・マス流し網漁の禁止並びに、先般、我が

国を含む加盟国が調印した環太平洋経済連携協定、いわゆるＴＰＰなど、本町に大きな

影響が及ぶことが予想される課題が目の前に立ちはだかっております。

しかし、我々は、これら目の前の壁に果敢に立ち向かうための知恵と勇気と力を有し

ております。

第１次産業の元気なくして厚岸町の発展はあり得ません。これまで漁業と農業を基幹

産業として発展してきた本町にとって、これらの産業を持続的に発展させることが、こ

の豊かな地域、活力ある産業、そして町民の幸せな将来を守り続けることになると確信

しております。

そのためには、地域が一体となって、今できる精一杯のことに全力で取り組み、厚岸

町の未来を切り開いていかなければなりません。

現在、全国的に地方創生の取り組みが進められております。

本町においても、人口減少を抑制し、確かな未来を築き上げるため、人口の将来展望

を示す厚岸町人口ビジョンと、具体的な施策、取り組みを示す厚岸町未来創生総合戦略

を今月中に策定し、平成28年度から本格的に取り組んでまいります。

この総合戦略では、まちの元気の源である第１次産業の振興や、将来を担う子供たち

への支援をより重点的に取り組む必要があると考えており、これらを含む総合的な施策

展開によって、未来への確かな道筋を示すことができると確信し、全力を尽くしてまい

る決意であります。

なお、国の平成27年度補正予算に対応した事業については、本定例会に追加で補正予

算を提案させていただく準備を進めておりますが、実質的な着手が本年４月以降となる

ことから、この執行方針にはこれらの繰り越し事業も含めておりますことをあらかじめ

ご承知願うものであります。

それでは、平成28年度において私が取り組む主要な施策の推進について、第５期厚岸
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町総合計画の５本のまちづくりの柱に沿って申し上げます。

まちづくりの柱の１点目は、自然との調和を大切にした快適で安全なまちづくりであ

ります。

ラムサール条約登録湿地として、その価値が認められている厚岸湖、別寒辺牛湿原な

どの厚岸町が誇る豊かな自然を良好な環境のまま保全し、子孫に継承していくことは、

私たちに課せられた大きな使命であります。

厚岸町豊かな環境を守り育てる基本計画で定めた目指す環境の姿を実現するため、引

き続き河畔林造成や厚岸町クリーン作戦などの環境保全活動に取り組んでまいります。

また、一部の河川において、特定外来生物であるウチダザリガニの生息が確認されて

おり、生態系や漁業資源などへの影響が危惧されることから、関係機関と連携して、生

息域調査を行い、計画的かつ効率的な駆除を行ってまいります。

農林業被害や交通事故、生態系への影響など、深刻化しているエゾシカ被害の対策に

ついては、引き続き関係機関と連携し、個体数の適正管理のための計画的な駆除を実施

するほか、新たに鳥獣害対策の実践的活動を担う厚岸町鳥獣被害対策実施隊を設置し、

一層の被害防止を図ってまいります。

太陽光などの再生可能エネルギーについては、環境負荷の少ないエネルギーとして重

要性が増していることから、住宅太陽光発電システム設置奨励事業を継続してまいりま

す。

また、一層の環境への負荷の軽減を図るため、町有施設の省エネルギーを推進すると

ともに、一般家庭などにおける省エネネギ－意識行動の啓発に努めてまいります。

水道事業については、将来にわたり安全な水を安定的に供給するため、引き続き計画

的な施設整備を進めるとともに、良質な原水を確保するため、水源涵養林の取得や、北

海道の条例に基づく水資源保全地域指定に向けた取り組みを継続いたします。

また、太田、片無去地区において、利用可能な新たな地下水源の調査を実施いたしま

す。

今年度は、平成24年度に改定した水道料金の算定期間の最終年度に当たります。減少

する収益と増加する費用で、事業経営はますます厳しくなる中、一層の経営改善に取り

組み、前回改定時に残された課題を勘案しながら、料金見直しの検討を進め、水道事業

の健全な経営に努めてまいります。

下水道事業については、人口減少が続く中、施設の建設から、維持管理に移行するこ

とを見据えて、下水道事業計画の見直しを行い、効率的な事業運営を行ってまいります。

また、現在、衛生センターで処理しているくみ取りし尿などを下水道終末処理場に受

け入れ、一元処理する施設を完成させるほか、公共下水道による整備を予定していない

地区での個人による合併処理浄化槽設置に対する支援を継続し、生活排水処理施設の整

備を推進してまいります。

高速道路の整備促進については、今月12日に、道東自動車白糠インターチェンジから

阿寒インターチェンジまでの区間と、釧路外環状線道路、釧路西インターチェンジから

釧路東インターチェンジまでの区間が開通いたします。

こうした中、昨年11月に開催された道東自動車道シンポジウムｉｎ厚岸に700人を超え

る参加者があり、釧路より東へ進む高速道路の整備に対する町民の皆さんや関係者の強
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い期待を実感したところであります。

国への要望活動の主体である北海道横断自動車道釧路根室間建設促進期成会では、沿

線住民アンケート調査を踏まえ、釧路根室間119キロメートルのうち、優先的に整備を要

望する区間として、津波浸水予想区域がある厚岸町尾幌から糸魚沢間の27.5キロメート

ルを選定いたしました。町としては、こうした地域の声を国へ届け、経済の活性化や防

災対策などの効果が期待される高速道路整備を実現するため、関係市町村や団体との連

携のもと、要望活動を強化してまいります。

町道の整備については、苫多道路の法面改修と湾月町通の歩道整備を完了させるほか、

太田門静間道路と床潭末広間道路の整備、厚岸駅構内人道跨線橋の改修、松葉町通のほ

か、路面の損傷が著しい箇所のオーバーレイを継続するとともに、新たに宮園町東４の

通りを整備いたします。

また、太田地区の冬期間の交通障害対策として、防雪柵の整備に向けた実施設計を行っ

てまいります。

鉄道やバスの公共交通については、ＪＲ北海道の花咲線が、３月26日以降、上下線合

わせて５便が減便となりますが、高齢者や障がい者などの移動手段としての公共交通の

役割は大きいことから、関係機関と連携して、安全で安心な公共交通の維持確保に努め

るほか、スクールバスの町民利用を引き続き全路線で実施してまいります。

住環境については、住宅の省エネ・バリアフリー改修やリフォーム、新築に対する支

援を継続してまいります。

町営住宅の整備では、奔渡団地のうち、昭和59年度に建設した住宅の外壁改修を実施

いたします。

また、引き続きまちなか団地の整備に向けて検討してまいります。

都市計画については、用途地域と都市施設のあり方を見直し、生活と産業が調和した

特色ある都市づくりを目指すほか、公園については、適切な管理維持に努めてまいりま

す。

交通安全については、町民が悲惨な事故の被害者や加害者にならないように、交通ルー

ルの順守を求めるとともに、通学道路などの現地調査を行い、危険な箇所への交通安全

施設の整備について、関係機関に要望してまいります。

消費生活では、社会保障・税番号制度、いわゆるマイナンバー制度に便乗した特殊詐

欺被害が発生するなど、詐欺の手口は多様化しております。町民の皆さんが被害に遭わ

ないよう、引き続き関係機関や団体と連携し、情報提供や啓発活動に努めてまいります。

次に、消防・防災についてであります。

防災対策上、重要な懸案事項でありました、厚岸消防署、釧路東部消防組合本部庁舎

の津波浸水予想区域外への移転改築については、建設財源である釧路東部消防組合が発

行する緊急防災減災対策事業債の次年度以降の償還財源を一般財源が負担することで財

源確保を図り、今年度の完成を目指した整備を支援してまいります。

また、厚岸消防署が行う救急救命活動を強化するための高規格救急自動車の更新、消

火、救急活動の安全性を高めるための救助用資機材の更新、消防団員の災害活動時の安

全を確保するための安全装備品の整備費を負担し、支援してまいります。

防災について、地震、津波災害被害の対策では、自治会や学校、ＰＴＡの要望に応じ、
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梅香地区の桜通頂上横、高台避難場所への避難階段を整備するほか、塩害による劣化が

著しい小島地区の防災行政無線屋外拡声子局を更新するとともに、平成24年６月に北海

道が示した津波浸水予測図で浸水地域となった沿岸から離れた白浜、宮園地区の一部と、

光栄地区の災害、その他緊急時における情報伝達体制を補完するため、新たに屋外拡声

子局を設置いたします。

また、賞味期限切れとなる備蓄用の食料と飲料水を引き続き更新するほか、２次避難

所となる太田地区に新たに備蓄物資を配備するとともに、自主防災組織が行う防災資機

材の整備や活動に対する助成を継続してまいります。

町民の防災意識の普及では、厚岸町防災訓練として、避難訓練を継続実施することは

もちろん、災害時の避難所運営を想定した訓練をより実効性のある内容で引き続き実施

するとともに、防災講演会を開催するなど、発災後５年が経過した東日本大震災の教訓

を風化させない取り組みを進めてまいります。

また、自治会との連携による避難所運営演習、教育委員会との連携による防災標語の

募集を継続実施するほか、子供たちの防災意識の向上を図るための防災教育を推進して

まいります。

また、防災、衛生、景観などで地域住民の生活環境に影響を及ぼしている町内の空き

家の概況についての調査を踏まえ、空き家対策を推進してまいります。

治山対策については、決壊箇所の復旧や危険箇所の予防対策として、梅香町、筑紫恋、

尾幌などにおいて、北海道が事業主体となり、６件の治山工事を行う予定であります。

また、危険が予想される箇所や復旧を要する箇所についても、引き続き北海道に要望

してまいります。

治水対策については、奔渡川の護岸改修を継続するほか、矢臼別演習場内の河川にお

ける土砂流出対策と、未整備流域の調査、設計が継続されるよう、国に要望してまいり

ます。

廃棄物対策については、町民の理解と協力を得ながら、ごみの減量化と資源化の徹底

を推進してまいります。

情報ネットワークについては、厚岸情報ネットワークの一層の利用増進を図るため、

引き続きインターネット用光ケーブルを増設してまいます。

まちづくりの柱の２点目は、にぎわいに満ちた活力と魅力あるまちづくりであります。

本町の経済への影響が懸念されるＴＰＰについては、２月４日に加盟、12カ国による

調印が行われ、昨年10月の大筋合意の内容が確定しました。

本町の基幹産業にとってはマイナス面が危惧されるところですが、国は総合的なＴＰ

Ｐ関連施策大綱を決定し、関連した事業の新設や予算を確保するなど、ＴＰＰの影響に

関する国民の不安を払拭する方策を明らかにしたところであります。

町としては、政府の動向を注視しながら、国が責任を持ってＴＰＰの影響を最小限に

とどめる手立てに必要な予算を確保し、対策を着実に遂行するよう強く求めるなど、今

後も関係する団体と連携して、状況に応じた適切な対応をしてまいります。

次に、水産業についてであります。

本年1月から、ロシア200海里水域における流し網漁が禁止されることにより、長年続

いた北洋サケ・マス漁業が事実上の終焉を迎え、北洋漁業で栄えてきた本町にとって大
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きな衝撃を受けたところであります。

この問題に対しては、昨年末から、ＴＰＰ対策とともに、国や北海道の支援策が打ち

出されております。

町としても、地域全体への影響を考慮し、基幹産業である水産業の維持、発展に向け、

厚岸漁業協同組合が整備するカキ人工種苗生産施設や貯氷冷蔵施設等への支援を行うと

ともに、今年から出漁を断念せざるを得ない漁船の代替漁業対策として、厚岸漁業協同

組合が行う共同利用漁船への導入を支援いたします。

沿岸漁業の振興については、多くの漁業者が漁を行う昆布資源の増殖のために、厚岸

漁業協同組合が行う昆布漁場改良事業や、漁場造成環境調査事業などへの支援を継続す

るとともに、新たに取り組むホタテかご養殖試験事業を支援してまいります。

厚岸漁港の整備では、国の直轄特定漁港漁場整備事業計画に基づく衛生管理型漁港施

設の整備が着実に進められておりますが、これらの整備は、流通、加工などを含め、安

全で安心な水産物の供給拠点として重要であることから、引き続き早期完成に向けて国

に働きかけるとともに、厚岸漁業協同組合による市場移転に向けた荷さばき場整備につ

いて、関係機関と協議を進めてまいります。

床潭漁港については、西側泊地と東側泊地の静穏域確保のため、現在、北海道が静穏

度解析を行い、整備方法を検討しておりますが、外防波堤等の整備等により、早期に静

穏域が確保されるよう要望してまいります。

また、海岸保全事業についても、早期整備を国や北海道に強く要望してまいります。

カキ種苗センターについては、良質な種苗を生産者に安定供給するため、すぐれた性

質を持った親貝の管理に努めるほか、餌料藻類培養システムをＬＥＤ化し、生産コスト

の削減を図り、効率的な種苗生産に努めてまいります。

また、飼育に適した海水を確保するため、新たな海水取水経路の検討を進めてまいり

ます。

カキ育成技術については、厚岸漁業協同組合と連携して、市場ニーズに応えられるよ

うに、粒のそろった高品質なカキの量産を目指して、新しい養殖資材の有用性を検討す

るなど、その方法を研究してまいります。

さらに、カキ養殖業の基盤をより強固なものにするため、これまでのシングルシード

種苗の供給に加え、厚岸漁業協同組合が行うカキ人工種苗生産技術に、カキ種苗センター

から幼生や餌料藻類を供給し、将来にわたって地場でカキ種苗を生産できるように支援

してまいります。

また、アザラシによる漁業被害対策については、被害状況の把握を継続し、国や北海

道などの関係機関との連携により、有害駆除も視野に入れた将来の防除対策のあり方に

ついて協議してまいります。

次に、農業についてであります。

近年における本町の農業は、国際的な農業交渉や、生産費用の増加、担い手の減少に

よる離農や高齢化など、将来の不安が増しております。

一方、平成26年度から新規就農支援を拡充したことで、新たな就農者が着業しており、

既存農家はもとより、新規就農者や継承者への支援を拡充していくことが、本町の農業

が持続的に発展していくために必要であります。
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このため、肥料生産基盤の整備による草地型酪農に立脚した経営基盤の強化に努める

ほか、新規就農支援などにより、魅力ある就農環境の整備を図るとともに、担い手の育

成支援について、関係機関と一体となって取り組んでまいります。

農業生産基盤については、良質な粗飼料確保のため、尾幌第２地区において、道営事

業による草地整備事業が継続実施されるほか、本年度から新たに釧路太田東部地区の草

地整備事業が実施されることになっております。

また、釧路太田農業協同組合で運営する農作業受委託事業、いわゆるコントラクター

事業に用いる作業機械の更新を支援し、良質な粗飼料を生産する草地型酪農経営を推進

してまいります。

さらに、浜中町農業協同組合の事業主体により、本年度から２カ年でトライベツ地区

に整備される搾乳牧場の整備を支援してまいります。

中山間地域等直接支払事業については、事業主体組織である釧路太田集落及び中山間

浜中・別寒辺牛集落との連携を密にしながら、地域に根差した効率的な事業展開を支援

してまいります。

また、多面的機能支払事業についても、事業主体組織である釧路太田広域保全活動組

織との連携を密にしながら、地域の共同の取り組みを支援してまいります。

さらに、釧路太田畜産クラスター協議会で計画している乳製品加工施設の整備など、

６次産業化や高付加価値の取り組みを支援してまいります。

家畜防疫については、家畜伝染病の発生予防のため、引き続き予防注射や伝染病検査

を支援するとともに、農場周辺での消毒の徹底や関係者以外の立ち入り制限など、飼養

衛生管理の指導と啓発に努めてまいります。

また、バイオマスプラントによる家畜ふん尿の有効利用に向けた検討を進めるなど、

環境との調和に配慮した農畜産物の生産を目標とする環境保全型農業を推進してまいり

ます。

町営牧場については、引き続き預託牛の適正な育成管理のもと、牧場運営経費の節減

と、なお一層の飼養管理技術の向上に努めてまいります。

本年度は、良質な粗飼料の確保を図るため、道営事業によりセタニウシ団地の草地整

備を引き続き進めるほか、粗飼料の保管施設を建設するとともに、衛生管理の向上を図

るため、隔離牛舎の整備に向けた実施設計を行ってまいります。

町有林については、造林事業の安定的な事業量の確保により、林業労働者の雇用の安

定を図るとともに、森林の多面的機能の発揮を図りつつ、持続可能な循環型林業を確立

するため、計画的な森林施業を進めてまいります。

私有林については、引き続き民有林振興対策事業及び森林整備地域活動支援交付金事

業を継続してまいります。

林業担い手対策としては、就労の長期化、安定化の促進と、林業労働力の確保を図る

ことを目的として実施している森林整備担い手対策推進事業を引き続き実施してまいり

ます。

町民の森植樹祭については、町民参加の森づくり事業として、今年度も支援してまい

ります。

また、国や北海道など、関係機関と連携を図り、木質バイオマス資源の活用に関する
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検討を行うとともに、引き続き森林資源利活用事業を実施し、町有林内の林地残材を堆

肥センターの水分調整材などに活用してまいります。

シイタケ生産については、シイタケ価格の低迷や資材の高止まりなどにより、厳しい

経営環境が続いていることから、可能な支援策を検討してまいります。

さらに、生産者の組織化を図るために、必要な支援を行うとともに、新規着業者の募

集を継続しながら、生産者と連携し、受け入れ支援に努めてまいります。

次に、商工業、観光、雇用についてであります。

道東地域の景気は着実に持ち直していると言われるものの、本町においては、十分に

実感できていないのが現状であります。

このような中、第１次産業や製造業、観光業などで取り組んだ財貨を可能な限り町内

で循環させる域内循環を促進しながら、地域経済の中核を担う中小企業の振興を図るた

め、厚岸町中小企業振興計画の着実な推進に、厚岸町商工会と連携しながら取り組んで

まいります。

また、厚岸町商工会や金融機関と連携して、事業者の設備運転資金の需要に応じた制

度の見直しを検討し、まちの融資制度を初めとする各種公的資金の周知と有効な活用促

進に取り組んでまいります。

さらに、本年10月に蒸留を開始する厚岸ウイスキー蒸留所の運営に関し、町としてで

きる支援を行い、まちの活性化に資するよう取り組んでまいります。

観光については、道東自動車道の延伸や、台湾や中国と釧路を結ぶ航空チャーター便

の増便など、釧路地域における観光客の増加が期待できる環境が整ってきております。

これを機に、一層の観光客誘致を図るため、釧路町・厚岸町・浜中町広域観光推進協

議会などとの連携強化により、広域観光情報の発信と、観光関連のガイドの育成、活用、

大学との連携による魅力ある観光地づくりに取り組んでまいります。

観光情報の発信に当たっては、厚岸町公式キャラクターのうみえもんを活用し、道内

外の観光・物産イベントなどで積極的な発信に努めるほか、町や厚岸観光協会のホーム

ページによる新鮮で魅力的な情報発信に努めてまいります。

厚岸道立自然公園の国定公園化については、厚岸湖における公園内の地種区分の変更

に向けた取り組みを、厚岸漁業協同組合などの関係機関、団体と調整しながら進め、早

期実現に努めてまいります。

厚岸味覚ターミナル・コンキリエについては、マスメディアでの情報発信や、首都圏、

関西方面での誘客活動などが功を奏し、入館者、売り上げともに年々伸びており、今後

も食や味覚を核とした厚岸観光の中核拠点施設としての役割を担うため、経営の健全化

に向けた取り組みや機能の充実を支援してまいります。

さらに、都市地域の人材を活用して、地域活性化に結びつく活動を展開する地域おこ

し協力隊員２名を本年度から採用し、コンキリエの新たな体験メニューの構築や、施設

運営の魅力向上などの活動により、さらなる魅力ある観光拠点づくりに努めてまいりま

す。

また、道の駅としての防災拠点施設機能が十分発揮できるよう、駐車場の拡張整備な

どについて、引き続き国などの関係機関に支援を要請してまいります。

雇用を取り巻く環境については、釧路地域の有効求人倍率が昨年を上回る高水準となっ
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ているものの、厚岸町においては新卒者の多くが就業の場を求め町外に流出しており、

地元における雇用の安定確保が求められていることから、厚岸町雇用対策連絡会議など

を通じ、町内の各企業、団体への働きかけを継続してまいります。

本年度は、新たに町内事業所の求人情報を取りまとめて町のホームページなどで広く

発信するほか、ハローワークと連携して、求職者に求人情報を提供すなるどの取り組み

を進めてまいります。

まちづくりの柱の３点目は、やさしさあふれ健やかに安心して暮らせるまちづくりで

あります。

さきにも申し上げましたが、本年度から本格的に取り組む厚岸町未来創生総合戦略に

おいては、子育て支援を重点の一つとし、将来の人口減少を少しでも抑制するため、安

心して子育てできるまちづくりを目指してまいります。

そこで、まず子育て支援については、子育て支援策の基本的な方向性と主要施策を示

す厚岸町子ども・子育て支援事業計画に基づき、各種施策を推進しながら、町単独事業

である子育てお助けブックの配布、出産祝金の支給、妊婦健康診査通院費の助成を継続して

まいります。

さらに、高額な費用が伴う特定不妊治療に対して、その費用の助成を新たに実施するほか、27

年度に国の交付金を活用して実施した第２子以降の保育料の２割助成について、町の単独事

業として継続してまいります。

保育所については、耐震診断の結果や、施設の老朽化と児童数の推移を踏まえた施設整備

の検討を進めてまいります。

また、子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設に移行する町内の幼稚園に対し、

運営に必要な給付を行ってまいります。

福祉・医療制度については、子育てを行う家庭の経済的支援として、小学生までの医療費

を無料化いたします。

町民の健康づくりについては、第２期みんなすこやか厚岸21に基づく事業を推進し、

町民一人一人が生涯にわたり主体的な健康づくりに取り組んでいただけるよう、ライフ

ステージにあわせた各種事業について周知・啓発に努め、健康増進に向けた意識の高揚

を図ってまいります。

介護予防サービスについては、生活習慣病の予防と疾病の早期発見のため、各種健康

診査やがん検診の勧奨を積極的に行い、受診率の向上を図ってまいります。

感染症対策については、各種感染症に対する危機管理意識向上のための周知と予防接

種の勧奨を行うとともに、新たに追加される日本脳炎予防接種の円滑な推進に努めるほ

か、平成27年度に策定した厚岸町新型インフルエンザ行動計画に基づき、発生に備えた

準備を進めてまいります。

次に、病院事業についてであります。

町立厚岸病院の役割は、町民の命と健康を支える中核的な病院機関として、慢性疾患

を中心に、心の通ったかかりつけ医による医療の提供を行うことであります。

また、公立病院として、民間の医療機関が行わない地域における高度な医療や、不採

算とされる小児医療と24時間の救急医療などの確保に努めてまいります。

地域医療の存続には、診療体制の維持が最も重要であることから、通年で医師確保を
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最重要課題として取り組み、内科３人、外科１人、小児科１人の３科常勤医師５人体制

の維持に努めてまいります。

さらに、医科大学を初め関係医療機関との連携を密にし、継続した医療提供体制の構

築に努めてまいります。

整形外科と脳神経外科等の専門外来は、釧路市内の総合病院との連携を継続してまい

ります。

また、町立厚岸病院の将来を担う人材を確保するため、医師、薬剤師、看護師などを

目指す者に対しての支援策を検討してまいります。

入院病棟については、一般55床を全科で効率的な利用を図り、救急性患者から慢性期

患者までのさまざまな病態の患者の受け入れに対応してまいります。

また、専門的治療が必要とされる患者は、釧路市内の総合病院など、２次医療機関へ

の適切な紹介を速やかに行ってまいります。

広域救急医療については、近隣市町村や関係機関との連携を図りながら、小児救急や

ドクターヘリ運行などの体制維持に努めてまいります。

また、厚岸郡における救急医療について、浜中町との連携を進めてまいります。

町民の多くは、住みなれた地域や家庭で暮らし続けることを望んでおります。そのた

めには、平成28年度を始期とする第３期厚岸町地域福祉計画に基づき、誰もが生き生き

と希望を持って暮らすことができる環境づくりが大切であり、地域福祉にかかわる全て

の人や団体とのネットワークの構築を促進し、ともに支え合い、助け合う地域づくりを

目指してまいります。

権利擁護事業の推進に当たっては、厚岸町社会福祉協議会と共同し、成年後見機関の

設置を目指してまいります。

高齢者福祉については、第６期厚岸町高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画に基づ

き事業を推進し、キャラバンメイトや認知症サポーターなどの高齢者を支援する人材の

養成に努めるとともに、ＳＯＳネットワークの活用などにより、高齢者が安心して生活

できるよう努めてまいります。

また、車椅子利用者が町外に通院する際に負担となる交通費を支援してまいります。

特別養護老人ホーム心和園及び在宅老人デイサービスセンターにおいて、指定管理者

が行う介護サービス事業については、継続して福祉サービス第三者評価事業を支援すると

ともに、評価の結果を公表し、施設運営の透明性の確保とサービスの向上につなげてまいり

ます。

介護老人保健施設、ここみについては、今後も平成24年度の開設以来の健全経営を継続す

るとともに、ここみを上手に利用しながら、自宅で健康に生活できるよう、高齢者を支援す

る役割に即した運営に取り組んでまいります。

障がい福祉については、第４期厚岸町障がい者基本計画、第４期厚岸町障がい福祉計画に

基づき事業を推進してまいります。

また、平成28年４月に施行される障害者差別禁止法の町民への理解の浸透を図るため、啓

発活動に取り組んでまいります。

国民健康保険については、高齢化や１人当たりの医療費の増大に伴い、引き続き厳しい運

営が予想されるため、特定健康診査の受診率向上などによる医療費の抑制や国民健康保険税
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などの給付財源の確保により、国民健康保険事業の安定的な運営に努めてまいります。

また、今後予定されている都道府県との共同運営について、北海道や関係機関と連携を密

にして、適切に準備を進めてまいります。

介護保険制度については、平成29年度までに要支援者の介護給付サービスである予防通所

介護と予防訪問介護が市町村事業に移行されることから、円滑に実施できるよう、準備を進

めてまいります。

生活保障と自立支援については、生活実態を把握するための相談に適切に対応するととも

に、関係機関と連携し、各種制度を活用した支援に努めてまいります。

また、昨年度に引き続き実施される臨時福祉給付金と、新たに実施される年金生活者等支

援臨時福祉給付金の支給については、関係各課との連携により、万全な体制をとってまいり

ます。

まちづくりの柱の４点目は、個性と感性がきらめくまちづくりであります。

教育委員会と連携して、教育環境を整備し、提供していくことは行政の責務であります。

そこで、私に関係する教育行政について申し上げます。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、町長と教育委員会を構成委

員とする総合教育会議を設置し、昨年８月には本町の教育行政を推進するための指針となる

厚岸町教育大綱を策定したところであります。

今後も総合教育会議での協議と対話を進め、これまで以上に教育委員会との連携強化を図

りながら、厚岸町の教育水準の向上と教育振興の充実に努めてまいります。

学校教育施設については、児童生徒に快適な教育環境を提供するため、各校舎の適切な管

理を継続するとともに、今年度は太田中学校の玄関前の舗装整備を実施いたします。

また、住の江地区の教員住宅１棟を改修し、教職員の住環境の整備を進めてまいります。

教育環境の整備については、現在、本町でも情報通信技術を活用した教育が展開されてお

りますが、今年度は、携帯的情報端末を太田小学校と太田中学校に導入し、その教育効果に

ついて研修を進めてまいります。

就学支援については、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者援助のほか、厚岸翔

洋高等学校へ通学する生徒に対する通学費一部助成を引き続き実施してまいります。

体育施設については、町民の皆さんに快適な環境で利用いただくため、宮園公園野球場グ

ラウンド及びその排水設備を改修いたします。

まちづくりの柱の５点目は、みんなでつくる協働のまちづくりであります。

町内の各種団体が行うまちづくり活動を支援する町おこし補助金制度については、町民の

皆さんとの協働のまちづくりを推進するためにも、積極的に活用される制度の周知と、各種

団体への活用の働きかけを行ってまいります。

また、連帯感にあふれた安全で安心な地域社会づくりを目指す活動を行う自治会への支援

を実施するとともに、地域活動の拠点となる集会施設の計画的な改修や修繕を行い、施設の

維持管理に努めてまいります。

交流活動については、今年７月、山形県村山市との友好都市提携から25年を迎えるほか、

友好都市交流のきっかけとなった偉大なる北方探検家の最上徳内翁の生誕260年という節目の

年でもあります。

村山市では、徳内翁の足跡をたどる記念事業の開催を計画し、これに私を招待いただける
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とのことであります。この記念事業への参加に際しては、友好都市提携25周年を記念して、

町民の皆さんと一緒に訪問し、徳内翁の威徳をしのぶとともに、より一層友好の絆を深めて

まいりたいと考えております。

次に、行政運営についてであります。

さきにも申し述べましたが、今年度から本格的に推進する厚岸町未来創生総合戦略につい

ては、町と町民、関係機関、団体などが連携した体制のもとで、施策の評価、点検を行いな

がら、必要に応じて見直しを行うなど、効果的かつ着実に取り組んでまいります。

今後の行政運営における大きな課題の一つに、町有施設の老朽化問題があります。厚岸町

の将来を見据えながら、町有施設の長寿命化を含めた今後の方針を示す総合的な管理計画を

策定いたします。

また、電力の自由化に伴う町有施設の管理経費の削減を検討してまいります。

昨年度から検討してきたふるさと納税については、各方面から多くの要望が寄せられ

ていたことにかんがみ、寄附者への返礼品制度を６月をめどに開始いたします。寄附し

てくださる全国の皆さんに、厚岸町の特産品をＰＲし、厚岸町の魅力を発信することに

より、地場産品の需要拡大、さらには産業振興に寄与できるよう、また、厚岸町に対す

る寄附者の思いをまちづくりに生かすことで、厚岸町に寄附してよかったと思っていた

だける制度を構築してまいります。

今年１月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で利用が開始されたマイナンバー制度

については、平成29年１月から情報ネットワークシステムを介した国の機関としての情報連

携が開始されます。

町としては、国の方針に基づいたさらなるセキュリティ対策を講じてまいります。

今年４月から、地方公務員法に基づき、職員がその職務を遂行するに当たり、発揮した能

力及び上げた業績を公正に把握することで、職員の主体的な職務の遂行及びより高い能力を

持った職員の育成を行うとともに、能力、実績に基づく人事管理を行うことにより、組織全

体の士気高揚を促し、公務能率の向上につなげ、最終的には町民サービスの向上の土台をつ

くることを目的に、職員の人事評価制度を試行いたします。

人事評価の給与への反映は翌年度になりますが、公平性、客観性、透明性の高い制度運用

に努めながら、職員の主体的な職務遂行や自己啓発の促進、職員の人材育成と組織の活性化

を図ってまいります。

次に、財政運営についてであります。

地方財政計画は、前年度と比較して、地方交付税については0.3％の減、臨時財政対策債に

ついては16.3％の減となる一方、リーマンショック以前の水準まで回復したとの見方により、

地方税や地方譲与税が大きく伸びており、地方が安定的な財政運営を行える一般財源総額を

確保したとする内容であります。

こうした状況を踏まえ、新年度一般会計予算案の歳入について、町税では、好調な収入が

見込まれるとして、前年度よりも約1,000万円増の約10億1,000万円を計上しております。

普通交付税については、算定基礎となる人口について、平成28年度からは、昨年実施され

た平成27年国勢調査の人口を用いることとなり、人口減による減額が見込まれますが、前年

度よりも約3,500万円増の約33億8,800万円の計上であります。これは前年度の交付決定額が

約37億7,700万円であることを踏まえてのことであり、年度内における補正財源を確保し、町
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民サービスと予算執行に支障が出ないよう努めてまいります。

また、臨時財政対策債は、国が示す減額率による試算を踏まえ、前年度よりも約2,500万円

減の約２億2,300万円を計上しております。

歳出では、義務的経費である人件費は前年度とほぼ同額の約16億7,000万円、扶助費は約

1,000万円増の約５億1,600万円、公債費は長期債の償還元金の増により約1,900万円増の約10

億5,100万円を計上しております。

投資的経費は、基幹産業である農業と水産業の振興事業を中心に、約１億4,600万円増の約17

億5,00万円を計上しております。

また、特別会計と企業会計への一般会計からの繰出金は約８億円を計上し、年度途中での

収支不足は、執行状況を勘案して、必要に応じて年度末までに補正対応する考えであります。

このような歳入と歳出の見通しの中、一般会計の収支不足は、総合戦略として地方創

生に資する事業を実施することもあり、前年度よりも約１億4,100万円増の約６億1,100

万円となり、不足額を基金から取り崩し、収支の均衡を図っております。

今後、安定した財政運営を行うためには、基金残高の確保が必要となります。このた

め、取り崩した基金を年度内に可能な限り積み戻すための財源を確保し、対応してまい

ります。

平成28年度の一般会計予算案は約83億7,200万円で、前年度に比較して3.9％、約３億1,700

万円増であります。

また、一般会計と六つの特別会計の当初予算案の合計では約124億7,800万円で、前年度に

比較して4.3％、約５億1,800万円の増であります。

さらに、平成27年度補正予算案として本定例会の会期中に追加提出を予定しております国

の補正予算に関する事業について、新年度への繰越執行を予定しております。

国は、現時点において、地方が必要とする一般財源総額の確保は平成30年度までとしてお

り、それ以降は不透明な状況であります。

そのため、今後の地方財政対策に注視しつつ、財政健全化の取り組みを今後においてもゆ

るめることなく継続し、第５期厚岸町総合計画に掲げた財政健全化指標の目標達成に努める

ほか、厚岸町未来創生総合戦略に基づく人口減少対策に資する事業を確実に実施できるよう、

安定的で持続可能な財政運営を推進してまいります。

以上、28年度の町政執行するに当たっての基本姿勢と主要な施策の概要について申し

述べました。

厚岸町を取り巻く環境が大きく変化する今、この変化の潮目を的確にとらえながら、

難局を乗り越えるための大きな一歩を踏み出すときに来ています。

55年前、第35代アメリカ合衆国大統領ジョン・Ｆ・ケネディは、就任演説で、「国があ

なたのために何をしてくれるかではなく、あなたが国のために何ができるかを考えよう

ではありませんか」と国民に訴えかけました。歴史的な展開を迎えた今、私たちにとっ

ても示唆となる一節であります。

私は願う。厚岸を愛する私たち一人一人が未来への責任を共有し、自分のできること

を考え、新しい発展の姿を目指して行動を起こすときです。

私は、その先導役として、気概と決意を持って、目の前の厳しい現実を乗り越え、確

実に未来への歩みを進めるため、これまで述べてきた施策を着実に展開してまいります。
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町民の皆さん、そして町議会議員の皆さんの一層のご理解、ご協力を賜りますよう心

からお願い申し上げ、平成28年度の町政執行に当たっての私の所信とさせていただきま

す。

●議長（佐藤議員） 次に、教育長に教育行政執行方針の説明を求めます。

教育長。

●教育長（富澤教育長） 平成28年厚岸町議会第１回定例会の開会に当たり、教育委員会

が所管する行政の執行について、その方針を申し上げます。

今日、少子高齢化や情報化、国際化の進展など、社会の急激な変化に伴い、高度化、

複雑化する諸課題への対応が必要となっており、学校教育においては、社会の中でたく

ましく生き抜く子供の育成が強く求められています。

こうした中、国は新しい時代の教育の実現に向けて、教育委員会の制度改革や、学習

指導要領の改訂などの教育改革を急速に進めています。

これらの社会情勢の変化や制度改革を受け、本町では、総合教育会議において、平成27

年度から平成29年度までを実施期間とした厚岸町教育大綱を策定しました。

教育委員会といたしましては、厚岸町教育大綱に示された三つの基本方針である、み

ずからの夢や希望を実現する教育の充実、安心・安全な教育環境の整備と支援の充実、

生涯学習の充実と文化・スポーツ活動の振興に向け、具体的な取り組みを展開してまい

ります。

本年度の教育行政執行方針の策定に当たりましては、厚岸町教育大綱のほか、関係す

る法令の趣旨及び平成27年度の教育行政執行方針の検証を踏まえ、本町の実情に応じた

教育振興を図るべく、関係部局や関係機関との連携を深めながら、所管する施策を推進

してまいります。

以下、本年度の主要な施策について申し上げます。

第１は、学校教育の充実についてであります。

学校教育におきましては、学習指導要領の趣旨を十分に踏まえるとともに、学校、家

庭、地域、関係機関が連携し、確かな学力、健康な体、豊かな心をバランスよく育み、

児童生徒がみずからの夢や希望を実現する学校づくりを基本方針として、次の九つの重

点に取り組んでまいります。

重点の１は、確かな学力の育成であります。

確かな学力の育成には、学習意欲を基盤とした基礎的、基本的な知識技能の習得と、

それ活用を通じて、思考力、判断力、表現力等を伸ばしていくことが重要であります。

児童生徒の学力や学習状況を的確に把握し、授業改善の確立を図りながら、確かな学

力の育成に努めてまいります。

そのための施策について申し上げます。

１点目は、事業改善と個別指導の充実についてであります。

各教科の指導に当たっては、習熟度別少人数指導や、複数の教員が役割を分担しなが

ら授業を行うチームティーチングなど、個に応じた効果的な指導の充実に取り組んでま

いります。
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また、放課後や長期休業中での補充学習の充実を図り、わかる、できるを実感させ、

一人一人が意欲を持って学習に取り組めるよう支援してまいります

さらに、各種学力調査結果の分析から、課題となる観点や領域を明らかにし、授業改

善や学習習慣の確立を通して、基礎学力の定着と活用力の育成を図ってまいります。

２点目は、郷土の歴史・文化・産業・施設を生かした教育の推進であります。

厚岸音頭の児童生徒への普及を初め、郷土に受け継がれている文化を継承するととも

に、豊かな自然、多様な産業、特色ある教育、文化施設など、厚岸町の財産でもある人、

もの、ことを活用した教育を積極的に推進してまいります。

３点目は、外国語指導助手ＡＬＴの活用の推進についてであります。

平成32年度から実施予定の学習指導要領の改訂に向け、グローバル化に対応した英語

教育の充実が検討されております。

本町では、本年度も２名のＡＬＴを小中学校に配置し、外国語になれ親しませる活動

を通して、コミュニケーション能力の素地や基礎を養ってまいります。

重点の２は豊かな心の育成であります。

児童生徒に自他の生命や人権を尊重する心、思いやりの心、規範意識や公徳心、自然

を愛する心など、豊かな心を育むための施策について申し上げます。

１点目は、子供の人間関係力を育む生徒指導の充実についてであります。

各学校においては、学校いじめ防止基本方針のもと、いじめの未然防止、早期発見、

早期対応を徹底し、全ての子供たちが安心して生活できる環境を整備してまいります。

今後もいじめ根絶に向けた１学校１運動や、学級満足度調査、いじめ実態調査などを

継続実施して、互いに認め合い、思いやることのできる人間関係づくりに努めてまいり

ます。

また、引き続きスクールカウンセラーを配置し、学校の教育相談機能の充実を図り、

児童生徒の心の成長を側面から支援してまいります。

２点目は、道徳教育の充実についてであります。

道徳教育は教育活動全体で行われるものでありますが、そのかなめとも言える道徳の

時間が、平成30年度から、特別の教科、道徳となり、教科として位置づけられます。既

に研修会等を通して準備が進められておりますが、道徳教育推進教師を中心に推進体制

を確立し、道徳の授業について一層の充実に力めるとともに、保護者や地域に学習の様

子や学校の取り組みを積極的に公開してまいります。

３点目は、学校内外における体験活動の促進についてであります。

自然体験活動やボランティア活動、高齢者とふれあう活動などの体験活動は、子供の

社会参加に向けた貴重な体験の場となることから、道徳の時間と各教科等との関連を図っ

た一体感のある指導に努めてまいります。

重点の３は、信頼される学校づくりであります。

１点目は、開かれた学校づくりの推進についてであります。

家庭や地域に学校の教育活動を理解していただくため、参観日や学校行を積極的に公

開するとともに、本年度から開設する学校のホームページや学校だより等を通して学校

情報の発信に努め、外から見える学校づくりを推進してまいります。

さらに、学校評議員制度や学校関係者評価を活用し、家庭や地域の理解をいただきな
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がら、学校運営の改善と充実を図り、信頼される学校づくりを推進してまいります。

教育委員会といたしましても、町の広報媒体を通じて、教育行政や学校の教育活動を

積極的に家庭、地域に発信してまいります。

また、土曜日を有意義に過ごせていない子供たちや、家庭、地域での活動が十分でな

いことが全国的な教育課題となっていることから、今年度、３回の土曜授業を試行実施

し、以後の土曜授業のあり方について検証してまいります。

２点目は、教職員の資質向上についてであります。

指導室及び教育局指導主事による学校教育指導や町立教育研究所、北海道教育研究セ

ンターと連携した授業力向上研修会の開催、校内研修の充実と、学校外における各種研

修会や講座への参加促進及び職場への還元により、教えるプロとしての自覚と指導力の

向上を図ってまいります。

また、子供への体罰など、教職員に対する不祥事防止に向けた指導を徹底し、服務規

律の厳正保持に努めてまいります。

さらに、教育委員会において研究校を指定し、公開研究授業、研究協議を通して、教

員の授業力向上を図ってまいります。

へき地、複式校につきましては、児童間の交流授業を実施し、へき地、小規模、複式

形態の特性を生かした教育活動を展開してまいります。

平成29年度には、全道へき地・複式教育研究大会釧路大会において、太田小学校が会

場校となることから、平成28年度のプレ大会を含め、研究、運営の両面で準備を進めて

まいります。

３点目は、家庭と連携した児童生徒の生活習慣の改善についてであります。

全国学力学習状況調査、全国体力運動能力等調査のほか、町独自のアンケート調査の

結果、分析をもとに、望ましい生活環境の確立を図るため、積極的に情報提供に努めて

まいります。

特に、ゲーム機や携帯電話、スマートフォンなどの情報端末機の使い方、与え方につ

いて、家庭でのルールづくりが一層進むよう働きかけてまいります。

重点の４は、健康・安全に関する教育の推進であります。

１点目は、防災教育の充実についてであります。

厚岸町版津波防災教育のための手引を活用した小中９年間の防災教育を通して、みず

からの力で状況に応じた判断や行動をとり、危機を回避する力を身につけるとともに、

高い防災意識を持たせるよう努めてまいります。

また、引き続き火災や地震を想定した避難訓練、普通救命講習等を実施し、学校教育

全体を通して体制整備に努めてまいります。

２点目は、安全面についてであります。

学校の危機管理マニュアルの充実を図るとともに、交通安全教室の開催、自転車マナー

の指導や防犯訓練を、関係機関と連携の上、計画的に実施し、予防指導に努めるととも

に、教職員、保護者、地域関係者による街頭指導や通学路の安全点検などを継続してま

いります。

不審者から身を守るための指導と対策については、子供たちが適切に退避行動がとる

ことができるよう、指導を徹底してまいります。
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また、ネット犯罪による被害防止や情報モラルの育成を図るため、警察や携帯電話会

社から外部指導者を招聘し、防犯教室や講習会を実施いたします。

３点目は、健康面についてであります。

児童生徒の健やかな成長を願い、歯の健康や、喫煙、薬物乱用防止、食に関する指導、

早寝・早起き・朝ご飯運動を継続していくとともに、町民がつくる健康なまちづくり計

画、みんな健やか厚岸21と連動した中で取り組みを進めてまいります。

また、本町児童生徒の体力、運動能力については、全国調査や町内調査の結果から、

小中学校ともに向上のきざしが見られています。各校の体力向上の取り組みが効果的に

図られていることから、今後も各校の体力向上計画に基づき、授業改善を図りながら、

年間を通した健康・体力づくりを推進してまいります。

４点目は、学校給食についてであります。

栄養バランスのとれた給食の提供により、成長期にある児童生徒の健康増進を図ると

ともに、アレルギーを持つ児童生徒にはアレルゲン除去食や代替食の提供を適切に行い、

安全で安心な学校給食の実施に努めます、

また、学校においては、担当と栄養教諭が連携し、子供たちに食事の重要性と楽しさ、

心身の成長や健康の保持・増進の上で、望ましい栄養や食事のとり方、食物に対する正

しい知識や理解の充実を図ってまいります。

豊かな自然に恵まれた本町の地場産物を活用しながら、食物を大切にし、食物の生産

などにかかわる人々への感謝の心を育み、郷土に対する意識の高揚と、地域産業や食文

化への学びに向けた給育に取り組んでまいります。

さらに、家庭における食育では、給食だよりによる継続的な情報発信や、参観日を活

用した親子給食の実施により、食に関する啓発に努めてまいります。

重点の５は、特別支援教育の充実であります。

１点目は、個のニーズに対応する支援体制の充実についてであります。

各学校における取り組みの交流や研修を通して教師の専門性を図るとともに、校内支

援体制のさらなる充実に努めてまいります。

特に支援を要する児童生徒については、学級支援員の配置により、一人一人の実態に

応じた教育支援を継続してまいります。

２点目は関係機関との連携についてであります。

教育委員会、学校及び関係機関が一丸となり、子供の状況把握に努めるとともに、厚

岸町教育支援委員会の機能を生かし、就学に関する情報提供や相談のほか、個別の教育

支援計画作成に当たっての助言など、就学後も一貫した支援を行ってまいります。

また、特別支援学校や北海道教育委員会が実施している巡回教育相談及び学校訪問事

業を活用しながら、関係する福祉・医療機関との連携を深め、継続した特別支援教育の

充実に努めてまいります。

重点の６は、今日的な教育課題に対する教育の推進であります。

１点目は、環境教育の推進・充実であります。

学校における環境教育を充実させるため、豊かな環境を守り育てる基本計画と連動し、

取り組みを住めてまいります。

全ての小中学校で学校版厚岸町環境マネジメントシステムの認定を受け、学校での実
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践を家庭、地域へ広げていく発信型、実践型の環境教育の展開に努めてまいります。

また、厚岸の自然環境や施設を利用した教育活動を積極的に推進するとともに、厚岸

町環境教育推進委員会との連携のもと、小中高校にわたる環境教育の充実に努めてまい

ります。

２点目は、ＩＣＴ情報通信技術教育の推進についてであります。

現在、各学校では、実物投影機など、ＩＣＴを活用した効果的な教育活動が展開され

ております。平成28年度は、太田小学校、太田中学校にタブレットを導入し、教育効果

の検証を進めてまいります。

また、情報技術の進歩に対応した学校教育の充実に向けて、教員のＩＣＴに関する研

修の推進と同時に、ＩＣＴ教育の環境整備に努めてまいります。

３点目は、キャリア教育の充実についてであります。

地域の人材や町内企業の協力を得ながら、小学校においては施設や職場見学、中学校

においては企業説明会や職場体験学習などを通して、望ましい勤労観や職業観の育成を

図ってまいります。

４点目は、学校における読書活動の充実であります。

読書活動は、言語能力を養い、想像力を高め、豊かな情操を育む重要な教育活動です。

子供たちが日ごろから読書に親しむことができるよう、情報館と密接な連携を図り、

学校図書館活動の活性化を進めてまいります。

子供たちには、教科での読書活動のほか、読み聞かせや朝読書等を通して読書に親し

みを持たせ、読書の習慣化を図ってまいります。

重点の７は、学校教育施設設備の充実であります。

１点目は、校舎施設の維持管理についてであります。

児童生徒に学習しやすい教育環境を提供するため、継続的に施設点検を行い、施設状

況把握に努め、計画的な修繕を行い、適切な維持管理に努めてまいります。

本年度は、太田中学校の玄関前の舗装整備を行ってまいります。

２点目は、教員住宅についてであります。

教職員に対し、住宅に関するアンケート調査を実施し、入居の要望の把握を行い、効

果的な維持補修を実施し、住環境の整備を進めてまいります。

本年度は、住の江地区住宅１戸の外観及び屋内を補修し、整備を進めてまいります。

また、老朽化により入居不可能となった施設については、計画的に解体を進め、適切

な教職員住宅の管理に努めてまいります。

重点の８は、教育支援の充実であります。

１点目は、幼児教育についてであります。

幼稚園、保育所と小学校の連携を強化し、学校教育への円滑な接続を図るよう、情報

の伝達を密にし、個々の状態に応じたきめ細かな教育支援を行ってまいります。

特に感染症の発生時における情報の伝達を迅速かつ適切に行い、より一層関係機関と

の連携を図ってまいります。

２点目は、高等学校教育への支援についてであります。

地元中学校卒業生の減少や進路志向の多様化に伴い、地元中学校からの志願者が少な

くなっておりますが、厚岸翔洋高等学校は地元の高校であるとともに、水産課を有する
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道東唯一の職業科高校であります。

本年度も、高校通学バス定期券購入費助成を実施し、保護者負担の軽減と入学生確保

のため、支援を行うとともに、高校と連携しながら、魅力ある学校となるよう、さまざ

まな振興策や、今後の学校のあり方について検討を進めてまいります。

３点目は、奨学資金についてであります。

現在の貸与の条件に加え、看護師を目指す者に対する貸付を充実させ、町内の医療機

関における人材の確保につながるよう、充実を図ってまいります。

重点の９は、厚岸町立学校適正配置計画の見直しであります。

文部科学省は、平成27年１月に、公立小中学校の統廃合に関する手引を改訂し、統合

の目安を示しましたが、地域における学校の重要性を踏まえ、小規模校の存続は自治体

に判断をゆだねる内容となっております。

教育委員会といたしましては、今後の指針となる学校適正配置計画の見直しのため、

保護者や地域の方々から意見を伺ってまいりましたが、本年度はさらに幅広く意見をい

ただく機会を設けて、参考としながら、学校適正配置計画を更新してまいります。

なお、床潭小学校が平成28年度末をもって閉校する運びとなっていますが、これは地

域、保護者の皆様が、将来を担う子供たちの教育を最優先に考えた決断であります。

今後は、保護者の意見を伺いながら、新たに就学する学校への通学体制の整備など、

準備を進めてまいります。

第２は、社会教育の推進についてであります。

町民が心豊かで生きがいのある生活を送るためには、生涯を通じて積極的に学び、そ

の成果を生かせる環境が必要です。

社会教育は、人々が暮らしの中で学習活動等を通じて地域の絆を強め、活力あるコミュ

ニティを形成していくことにもつながることから、本年度も社会的、地域的課題に対応

した施策を通じ、学習しやすい環境を整えるとともに、地域を担う人材の確保を図るた

めに、厚岸町総合計画を基本とした第８次厚岸町社会教育中期計画に基づき、事業の推

進に努めてまいります。

そのための施策について申し上げます。

１点目は、豊かな人間性を培う家庭教育と青少年の健全育成の充実についてでありま

す。

子供の健やかな成長には、家庭の教育力向上が不可欠です。子育てに不安や悩みを抱

える親が多いことから、多くの親が集まる機会に、子育てに関する学習会を各学校との

連携により実施してまいります。

また、子供が正しい生活習慣を身につけるために最も基本的なことである早寝・早起

き・朝ごはんの啓発と、社会性や人間性を育むためのさまざまな体験活動を、関係機関

と連携を図りながら実施してまいります。

継続して実施している村山市との友好都市子供交流事業について、本年度は厚岸町に

おいて体験活動等を通した交流活動を実施してまいります。

また、平成27年度実施の姉妹都市中学生等国際交流事業については、新たに翔洋高校

の生徒２名を含めた事業になっており、これに続き、本年度はオーストラリアクラレン

ス市からの生徒受け入れを行い、厚岸町においてホームステイや学校体験を通して、姉
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妹都市とのさらなる友好の促進を図ってまいります。

２点目は、ライフスタイルに応じた多様な学習機会と情報提供の充実についてであり

ます。

個人の価値観が多様化している現在、生涯の趣味や学習方法が多様になり、数多くの

サークルや団体による活動が行われていますが、学びは個人の情操だけではなく、仲間

づくり、地域づくりのために有効であります。

本年度も町民の学びの機会を提供するための講座や講習会を実施するとともに、生涯

学習カレンダーやホームページ等による学習情報の提供に努めてまいります。

また、生涯学習の拠点施設としての機能をあわせ持った真竜小学校において通年で開

設する講座を継続実施し、本年度も講座の充実と指導者の育成促進を図ってまいります。

３点目は、芸術・文化の充実についてであります。

芸術・文化は、人々の創造性を広げ、生活に潤いを与えるとともに、心の豊かさを育

みます。

本年度も全ての小中学校及び保育所、幼稚園児を対象とした芸術鑑賞の機会を設ける

とともに、日ごろから文化活動をされている人々の発表の場としての町民文化祭を厚岸

町文化協会と連携して開催するほか、芸術文化関係団体等への活動の支援を図ってまい

ります。

４点目は、文化財の保護についてであります。

本町には、国や北海道から指定されたものを含め、多くの文化財があります。これら

の貴重な文化財を後世に保存するため、文化財パトロールを実施するとともに、新たな

文化財の情報収集と調査に努めてまいります。

円滑な館の運営を図るため、海事記念館、郷土館、太田屯田開拓記念館において、展

示、収集、収蔵している郷土資料の整理、保管、展示を通して、その活用と情報発信に

努めてまいります。

文化財保護への意識高揚を図るため、講演会や古文書教室などを開催し、文化財の普

及啓発活動に努めてまいります。

国指定史跡国泰寺跡の整備事業につきましては、史跡の整備と活用を推進するため、

基本計画の完成に努めてまいります。

床潭沼のヒブナ生息調査において、近年、ヒブナの生息は確認されておりませんが、

今後も引き続き調査時期や捕獲用具などを検討しながら、ヒブナの生息確認に努めてま

いります。

町指定無形文化財、厚岸かぐらにつきましては、本年度も伝承校であります真竜小学

校と協力し、無形文化財の継承活動を支援してまいります。

アッケシソウにつきましては、より多くの人たちに町の名のついた植物、アッケシソ

ウに親しんでもらえるよう、厚岸湖岸の自生地の活用や、新たな保護・増殖地の確保な

どについて検討してまいります。

また、平成26年度に引き続き、厚岸湖岸の生息確認調査を実施してまいります。

５点目は、海事記念館事業についてであります。

町内児童施設や小中学校、ネイパル厚岸との連携による学習機会の提供や、プラネタ

リウム室の活用、釧路根室管内小中学校への利用促進を図る積極的な情報発信、釧路市
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こども遊学館と連携し、移動天文車カシオペア号による星空教室を継続実施し、天文知

識の普及を図ってまいります。

また、海事記念館こどもクラブや海の作品展、海事記念館探検クイズの実施、写真愛

好団体による写真展、さらには情報館やミズドリ観察館等との連携を図り、海事思想の

普及に努めてまいります。

６点目は、情報館の事業についてであります。

厚岸情報館は、本年度、20周年を迎えます。開館以来、多くの町民の利用に支えられ、

利用率やサービス内容については、北海道はもとより、全国的にも高い評価を受けてま

いりました。開館20周年を契機に、さらに多くの皆様に利用される情報間を目指してま

いります。

昨年度、第２次厚岸町子ども読書活動推進計画を策定したところでありますが、子供

の読書活動のさらなる推進のため、町内の読み聞かせボランティア団体や学校との連携、

協力にもと、保育所や幼稚園、学校での読み聞かせやブックトークなどの読書案内を継

続実施し、学校図書館活性化会議等の機会を通して、学校図書館の整備・充実を支援し

てまいります。

また、保健福祉課や社会福祉協議会との連携を密にしながら、乳幼児から高齢者まで

を対象として、ブックスタート、土曜お話会、お年寄りのための読み聞かせや読書案内

などを引き続き開催し、町民の生涯にわたる読書環境の整備に努めてまいります。

図書館バスにつきましては、学校や保育所、集会施設などの施設を初め遠隔地を巡回

し、情報館の各種サービスを提供してまいります。

平成27年度に更新した図書館システムや視聴覚機器、ＬＥＤ照明などの施設整備によ

り、より快適な環境のもとで充実した図書館サービスの提供に努めてまいります。

第３は、スポーツの振興についてであります。

スポーツは、日々の暮らしに潤いを与え、心身の健全な発達を促し、活力に満ちた社

会形成に必要不可欠なものであります。

スポーツがもたらす爽快感、達成感は、心身にわたる充足感や楽しさ、喜び、体力向

上や精神的なストレスの発散、高齢者においては生活習慣病の予防など、心身の両面に

わたる健康の保持増進に資するものであります。

そのため、生涯にわたる、町民誰もが、それぞれの体力や年齢、目的に応じ、気軽に

スポーツができるよう、施設の充実、整備を図り、スポーツ振興に向けた体制づくりを

進めてまいります。

本年度も、町内の体育施設並びに温水プールを活用し、子供から高齢者を対象に、各

種スポーツ大会や水泳教室を開催し、町民の健康増進に取り組んでまいります。

また、厚岸町体育協会、スポーツ推進委員会、厚岸町スポーツ少年団との連携強化を

図り、スポーツの普及振興に努めてまいります。

次に、スポーツ障がいへの取り組みについては、厚岸町でもスポーツ指導者等におい

てその認識は高まっており、細心の注意を払った指導がなされております。

今後とも正しい認識や練習方法を習得するため、指導者育成研修への参加を継続する

とともに、スポーツ少年団を初め関係団体に対しても、スポーツ障がいへの知識と予防

に対する認識を広める取り組みを進めてまいります。
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次に、水に賢い子供を育む年間型活動プログラムについて、本年度もＢ＆Ｇ財団と連

携し、厚岸小学校で継続実施していくとともに、防災教育の一環とした着衣泳教室を小

学生を対象に実施してまいります。

海洋スポーツの推進について、小学生から高校生を対象に、カヌー体験事業を実施し、

海とのかかわりを深めた体験型スポーツの振興を図ってまいります。

次に、スポーツ振興助成については、各種スポーツ団体や個人の競技力向上と、参加

経費の負担軽減のため、継続して支援を行うとともに、助成の拡充を図ってまいります。

次に、本町のスポーツの拠点となっております宮園公園体育施設については、宮園公

園野球場グラウンドの平坦化並びに降雨時のダッグアウト及び本部席の水没を解消する

ための排水設備の改修を行い、利便性向上と施設の長寿命化を図ってまいります。

また、その他の施設においても、その都度、適切な補修を行い、維持管理に努め、多

くの町民に利用していただけるよう努めてまいります。

以上、平成28年度の教育行政の執行に関する主要な方策について申し上げました。

教育委員会といたしましては、町民の皆様の負託に応えるため、町を初め学校、関係

機関と密接な連携を図りながら、本町の未来を担う児童生徒がみずからの夢や希望の実

現に向かって生き生きと学ぶことができる学校教育の充実と、町民生活に潤いと活力を

生み出すための文化・スポーツの振興に向けた取り組みを推進してまいります。

町民の皆様並びに町議会の皆様のなお一層のご理解とご協力を心からお願い申し上げ

ます。

●議長（佐藤議員） 以上で、町政執行方針及び教育行政執行方針の説明を終わります。

●議長（佐藤議員） 日程第８、選挙第１号 厚岸町選挙管理委員の選挙を行います。

お諮りいたします。

選挙管理委員の選挙の方法は、厚岸町議会会議運用内規40の規定により、指名推選に

より行うことを例とするとなっております。そのように進め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、選挙の方法は、指名推選により進めます。

次に、指名の方法についてお諮りいたします。

厚岸町議会会議運用内規41の規定にありますとおり、議長が指名することにしたいと

思いますが、これ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。
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よって、議長が指名することに決定いたしました。

それでは、選挙管理委員には、一戸智子さん、室美津雄さん、石川雅子さん、市川淳

一さん、以上４名を指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま議長において指名いたしました４名を選挙管理委員の当選人と定めることに

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、ただいま指名いたしました一戸智子さん、室美津雄さん、石川雅子さん、市

川淳一さん、以上４名の方が選挙管理委員に当選されました。

●議長（佐藤議員） 日程第９、選挙第２号 厚岸町選挙管理委員の補充員の選挙を行い

ます。

お諮りいたします。

選挙管理委員の補充員の選挙の方法は、厚岸町議会会議運用内規40の規定により、指

名推選により行うことを例とするとなっておりますが、そのように進めることにご異議

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、選挙の方法は、指名推選により進めます。

次に、指名の方法についてお諮りいたします。

厚岸町議会会議運用内規41の規定にありますとおり、議長が指名することにしたいと

思いますが、これ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、議長が指名することに決定いたしました。

それでは、選挙管理委員の補充員には、阿野幸男さん、大友仁美さん、松澤武夫さん、

豊原隆弘さん、以上４名を指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま議長において指名いたしました４名を選挙管理委員の補充員の当選人と定め

ることに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、ただいま指名いたしました阿野幸男さん、大友仁美さん、松澤武夫さん、豊

原隆弘さん、以上４名の方が選挙管理委員補充員に当選されました。

次に、補充の順序についてお諮りいたします。

補充の順序は、ただいま議長が指名いたしました順序に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、補充の順序は、ただいま議長が指名した順序によりより決定いたしました。

●議長（佐藤議員） 日程第10、陳情第１号 菌床椎茸生産支援に関する陳情書を議題と

いたします。

本件につきましては、平成27年12月９日開会の第４回定例会において総務産業常任委

員会に付託し、閉会中の継続審査を求めていたところ、今般、審査結果の報告が委員長

からなされております。

委員長の報告を求めます。

８番、南谷委員長。

●南谷委員長 平成27年第４回定例会において付託されました陳情第１号 菌床椎茸生産

支援に関する陳情書について、平成28年１月18日、２月３日及び２月19日の計３回、本

委員会を開催し、参考人として陳情者をお招きし、陳情の意向や理事者の考え方を伺い、

慎重に審査した結果、採択すべきものと決しましたので、ご報告いたします。

●議長（佐藤議員） お諮りいたします。

委員長の報告は採択であります。

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、採択されました。

●議長（佐藤議員） 昼食のため、休憩いたします。

再開は午後１時からといたします。

午前11時50分休憩
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午後１時00分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開いたします。

●議長（佐藤議員） 日程第11、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件を一括議題といたします。

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１号 平成28年度厚岸

町一般会計予算から、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

算まで、その内容をご説明させていただきます。

お手元に配付しております平成28年度厚岸町各会計予算書及び同時に配付しておりま

す平成28年度一般会計予算資料の概要によってご説明申し上げます。

それでは、予算書の１ページをお開き願います。

議案第１号 平成28年度厚岸町一般会計予算であります。

平成28年度厚岸町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条第１項歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ83億7,251万3,000円と定める。

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」

によるものであります。

２ページから５ページにわたり、第１表歳入歳出予算であります。

歳入では22款39項、歳出では12款30項にわたり、それぞれ83億7,251万3,000円で、平成27

年度当初予算に比較し3.9％、３億1,746万1,000円の増となっております。

まず、歳入歳出予算の前年度当初予算対比等の計数的な説明をさせていただきます。

恐れ入りますが、別冊の平成28年度一般会計予算資料の１ページをごらんください。

なお、前年度比較増減の主な要因につきましては、平成28年度予算に関する説明書の

各会計事項別明細書において説明させていただきますので、本予算資料での説明は省略

させていただきます。ご了承願いただきたいと思います。

１款町税、本年度予算額10億1,011万円、前年度比較1,020万5,000円の増、増減率1.0％

の増。

２款地方譲与税、9,533万4,000円、629万6,000円、7.1％の増。

３款利子割交付金、73万9,000円、90万1,000円、54.9％の減。

４款配当割交付金、406万6,000円、218万9,000円、116.6％の増。

５款株式等譲渡所得割交付金、277万9,000円、37万9,000円、12.0％の減。
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６款地方消費税交付金、１億8,098万7,000円、1,788万円、11.0％の増。

７款ゴルフ場利用税交付金、111万1,000円、1万3,000円、1.2％の減。

８款自動車取得税交付金、1,451万1,000円、349万6,000円、31.7％の増。

９款国有提供施設等所在市町村交付金、1,213万2,000円、増減なし。

10款地方特例交付金、248万1,000円、３万3,000円、1.3％の減。

11款地方交付税、36億8,866万3,000円、3,530万7,000円、1.0％の増。

12款交通安全対策特別交付金、86万円、18万3,000円、17.5％の減。

13款分担金及び負担金、2,438万8,000円、2,553万1,000円、51.1％の減。

14款使用料及び手数料、４億4,929万5,000円、3,802万5,000円、9.2％の増。

15款国庫支出金、12億3,138万5,000円、１億2,895万2,000円、11.7％の増。

16款道支出金、３億9,798万3,000円、2,278万5,000円、6.1％の増。

17款財産収入、１億254万2,000円、2,090万6,000円、16.9％の減。

18款寄附金、1,000万円、999万9,000円の増。

19款繰入金、６億1,200万円、１億4,130万円、30.0％の増。

20款繰越金、500万円、増減なし。

21款諸収入、8,354万7,000円、2,907万3,000円、53.4％の増。

22款町債、４億4,260万円、8,010万円、15.3％の減。

表の右欄に構成比を記載しておりますので、御参照願います。

続いて、２ページ、歳出の説明をいたします。

歳出、款別の一覧であります。

１款議会費、本年度予算額5,961万8,000円、前年度比較615万3,000円の減、増減率9.4

％の減。

２款総務費、３億7,590万円、2,804万8,000円、8.1％の増。

３款民生費、13億3,747万1,000円、7,483万2,000円、5.9％の増。

４款衛生費、７億8,032万8,000円、4,083万2,000円、5.5％の増。

５款農林水産業費、８億8,567万5,000円、１億9,738万1,000円、28.7％の増。

６款商工費、8,378万1,000円、1,211万2,000円、12.6％の減。

７款土木費、14億3,442万7,000円、6,939万4,000円、4.6％の減。

８款消防費、３億5,502万9,000円、1,960万5,000円、5.2％の減。

９款教育費、４億1,663万1,000円、5,672万円、15.8％の増。

11款公債費、10億5,114万1,000円、1,911万9,000円、1.9％の増。

12款給与費、15億8,551万2,000円、779万3,000円、0.5％の増。

13款予備費、700万円、増減なしでございます。

表の右欄に構成比を記載しておりますので、ご参照願います。

以上、各款の総括的な増減を中心に説明させていただきました。

続きまして、３ページをごらん願います。

歳出、性質別の内容であります。

１、人件費、本年度予算額16億7,090万8,000円、前年度比較105万4,000円の増、増減率0.1

％の増、構成比は20.0％であります。詳細は、本資料６ページをご参照願います。

２、物件費、14億2,258万4,000円、2,266万5,000円、1.6％の増、構成比17.0％。詳細
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は、本資料７ページ、８ページをご参照願います。

３、維持補修費、5,863万円、491万1,000円、9.1％の増、構成比0.7％であります。

４、扶助費、５億1,657万7,000円、1,085万7,000円、2.1％の増、構成比6.2％。

５、補助費等、11億3,096万6,000円、１億1,930万3,000円、11.8％の増、構成比13.5％

であります。

維持補修費、扶助費、補助費等につきましては、本資料９ページから11ページにその

内訳を記載しております。ご参照願います。

６、普通建設事業費、17億505万7,000円、１億4,673万円、9.4％の増、構成比20.4％。

なお、本資料12ページから30ページまで、事業内容及び財源内訳を記載しておりますの

で、ご参照願います。

７、公債費、10億5,114万1,000円、1,911万9,000円、1.9％の増、構成比12.5％。

８、操出金、８億4万7,000円、267万8,000円、0.3％の減、構成比9.5％。

９、積立金、960万3,000円、450万円、31.9％の減、構成比0.1％。

10、予備費、700万円、増減なし。構成比は0.1％であります。

４ページから５ページは、歳出を性質別と目的別にまとめて一覧表にしたものであり

ます。ご参照願いたいと存じます。

以上をもちまして、平成28年度予算一般会計の概要説明を終わり、歳入歳出それぞれ

項目別に説明させていただきます。

厚岸町各会計予算書、厚い冊子にお戻りいただき、一般会計予算に関する説明書34ペー

ジをお開き願います。

事項別に説明させていただきます。なお、歳入歳出ともそれぞれ２ページの見開きと

なっており、左側のページで申し上げます。

１款町税、１項町民税、１目個人、本年度予算額４億883万1,000円、前年度比較702万

9,000円の増。総体的には、平成27年度の状況を勘案して、現年課税分は、前年度比較で2.4

％、951万5,000円の増と見込み、滞納繰越分は、前年度比較で32.8％、248万6,000円の減

と見込み、収納率は現状の収納状況を勘案し、現年課税分は95.5％、滞納繰越分は14.0

％を見込んでの計上であります。

２目法人、5,905万4,000円、218万1,000円の減。前年度の申告状況を勘案しての計上で

あります。

２項１目固定資産税、３億6,526万5,000円、587万4,000円の増。現年課税分は、土地23

万9,000円の減、家屋443万5,000円の増。主に新築家屋分の課税額の増のほか、新築住宅

に適用された軽減の適用期間満了に伴う課税額の増によるものであります。償却資産377

万9,000円の増。前年度の申告状況を勘案しての計上で、現状の収納状況を勘案して、収

納率98％での計上であります。滞納繰越分210万1,000円の減。

２目国有資産等所在市町村交付金、537万9,000円、5,000円の減。固定資産の評価に連

動した交付見込み額の計上であります。

３項１目軽自動車税、2,483万2,000円、336万7,000円の増。課税台数を112台増の4,306

台として見込むほか、税制改正を踏まえ、新税率での計上であります。

４項１目たばこ税、１億720万4,000円、340万円の減。前年度の販売本数を勘案しての

見込み計上であります。
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５項１目特別土地保有税、1,000円。

次ページ。

６項１目都市計画税、3,954万4,000円、47万9,000円の減。固定資産税の課税見込みに

連動した計上であります。

２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲与税、2,487万8,000円、193万6,000円の減。平

成27年度交付見込みをもとに、総務省から示された市町村の伸び率を勘案した計上とし

ております。

以下、10款まで同様の推計による計上であります。

２項１目自動車重量税、7,045万6,000円、823万2,000円の増。

３款１項１目利子割交付金、73万9,000円、90万1,000円の減。

４款１項１目配当割交付金、406万6,000円、218万9,000円の増。

５款１項１目株式等譲渡所得割交付金、277万9,000円、37万9,000円の減。

６款１項１目地方消費税交付金、１億8,098万7,000円、1,788万円の増。

７款１項１目ゴルフ場利用税交付金、111万1,000円、１万3,000円の減。

８款１項１目自動車取得税交付金、1,451万1,000円、349万6,000円の増。

９款１項１目国有提供施設等所在市町村交付金、1,213万2,000円、増減なし。

10款１項１目地方特例交付金、248万1,000円、３万3,000円の減。

11款１項１目地方交付税、36億8,866万3,000円、3,530万7,000円の増。普通交付税につ

きましては、国における地方財政計画において0.3％の減と示され、その算定基礎となる

人口については、昨年実施された国勢調査人口を用いることとされ、人口減による減額

が見込まれますが、町の個別の算定基礎の増減を勘案して推計した最低額を36億3,000万

円とし、33億8,860万3,000円の計上としております。特別交付税につきましては、前年

度と同額の３億円の計上であります。

次ページ。

12款１項１目交通安全対策特別交付金、86万円、18万3,000円の減。

13款分担金及び負担金、２項負担金、１目民生費負担金、236万3,000円、3,802万3,000

円の減。増減の主な内容は、昨年度まで児童福祉費負担金としてこの科目に計上してい

た保育料について、その徴収根拠とされていた児童福祉法が改正され、保育料の徴収根

拠が地方自治法へと移行となったことから、14款の使用料としての予算計上となり、減

額となったものであります。

２目衛生費負担金、347万5,000円、18万3,000円の減。主に高齢者肺炎球菌ワクチン予

防接種負担金の減であります。

３目農林水産業費負担金、1,855万円、1,267万5,000円の増。道営草地整備改良事業負

担金の増であります。

14款使用料及び手数料、１項使用料、１目総務使用料、1,401万3,000円、59万6,000円

の増。１節総務管理使用料、厚岸情報ネットワーク使用料の計上であります。

２目民生使用料4,094万7,000円、3,931万9,000円の増。１節社会福祉使用料は8,000円

の減。２節児童福祉使用料は、さきの民生費負担金の際にご説明した保育料の新規計上

により3,932万7,000円の増であります。なお、保育所ごとの内訳では、真竜保育所25万

9,000円の増、厚岸保育所56万1,000円の増、宮園保育所16万1,000円の増、広域入所16万
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5,000円の増、太田へき地保育、増減なしであります。

３目衛生使用料、18万円の増。２節環境政策使用料の皆減であります。

４目農林水産業使用料、２億3,491万3,000円、49万3,000円の減。主に１節農業使用料、

牧場使用料67万5,000円の減、農業水道使用料15万9,000円の増であります。

５目商工使用料、67万9,000円、16万9,000円の増。愛冠野営場使用料の増であります。

次ページ。

６目土木使用料、7,559万2,000円、21万9,000円の増。主に３節住宅使用料20万9,000円

の増であります。

７目教育使用料、318万6,000円、３万円の減。

２項手数料、１目総務手数料、533万5,000円、７万3,000円の減。主に３節戸籍住民登

録手数料６万8,000円の減であります。

３目衛生手数料、3,410万円、６万8,000円の増。主に２節環境政策手数料５万7,000円

の増であります。

４目農林水産業手数料、503万9,000円、増減なし。

次ページ。

６目土木手数料、47万2,000円、１万3,000円の増。

７目教育手数料、3,000円、増減なし。

３項１目証紙収入、3,337万8,000円、158万3,000円の減。主にし尿処理証紙収入が165

万3,000円の減であります。

15款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、２億6,344万6,000円、1,918

万6,000円の増。１節社会福祉負担金、保険基盤安定負担金762万9,000円の増、障害者自

立支援給付費負担金267万9,000円の増、低所得者保険料軽減負担金は628万6,000円の減

であります。２節児童福祉費負担金、児童手当負担金256万7,000円の減。子供のための

教育、保育給付費負担金1,773万1,000円、新規計上。子ども・子育て支援法に基づき、

施設型給付費等の支給に関する費用に対する国庫負担金で、内訳は、へき地保育所補助

分231万8,000円、カトリック・さくら幼稚園給付費1,541万3,000円であります。

２目衛生費国庫負担金、８万4,000円、増減なし。

２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、930万円。1,498万5,000円の減。前年度計上

の番号制度システム整備補助金及び介護保険事業費補助金分が皆減であります。

２目民生費国庫補助金7,793万8,000円、3,618万1,000円の増。１節社会福祉費補助金、

主に臨時福祉給付金給付に係る補助金570万円の減。新規分として、年金生活者等支援臨

時福祉給付金給付に係る補助金4,900万円、新規計上であります。２節児童福祉費補助金

では、前年度計上の子育て世帯臨時特例給付金給付に係る補助金が皆減。子ども・子育

て支援交付金は、前年度の補助制度移行を受けての予算計上であります。３節防衛施設

周辺整備事業補助金、特定防衛施設周辺整備調整交付金、老人福祉1,010万円。交付金対

象事業は、別に配付の予算説明資料をご参照願います。

３目衛生費国庫補助金、117万3,000円、220万円の減。前年度計上の３節防衛施設周辺

整備事業補助金の皆減であります。

４目農林水産業費国庫補助金、２億2,403万円、１億8,881万9,000円の増。１節農業費

補助金、畜産競争力強化対策整備事業費補助金として3,442万円、新規計上。４節防衛施
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設周辺整備事業補助金、矢臼別演習場周辺農業用施設整備事業補助金ほか１億5,439万

9,000円の増であります。

６目土木費国庫補助金、４億51万5,000円、１億8,574万円の減。１節道路橋梁費補助

金は3,104万9,000円の減、５節住宅費補助金は717万9,000円の増。次ページにわたり、６

節防衛施設周辺整備事業補助金は１億6,187万円の減であります。

７目消防費国庫補助金、3,420万円、2,810万円の減。１節防衛施設周辺整備事業補助

金であります。

８目教育費国庫補助金、146万8,000円、114万8,000円の減。主に前年度計上の４節幼

稚園費補助金、７節防衛施設周辺整備事業補助金の皆減であります。

３項委託金、１目総務費委託金、29万6,000円、4,000円の増。

２目民生費委託金、464万2,000円、64万円の減。

４目土木費委託金、２億2,266万3,000円、１億1,629万5,000円の増。別寒辺牛川水系治

水砂防施設整備事業委託金であります。

16款道支出金、１項道負担金、１目民生費道負担金、１億7,192万6,000円、990万4,000

円の増。１節社会福祉費負担金、障害者自立支援給付費負担金134万円の増、保険基盤安

定負担金331万4,000円の増、低所得者保険料軽減負担金314万3,000円の減であります。

２節児童福祉費負担金839万3,000円の増。子どものための教育・保育給付費負担金は、

国庫補助金と同様、新規計上であります。

２目衛生費道負担金、４万2,000円、増減なし。

２項道補助金、１目総務費道補助金、４万8,000円、6,000円の減。

２目民生費道補助金、2,484万6,000円、179万6,000円の減。次ページにわたり、主に１

節社会福祉費補助金、権利擁護人材育成事業費補助金、新規計上。２節児童福祉費補助

金、前年度計上の放課後児童対策事業費補助金及び保育緊急確保事業費補助金について、

補助制度移行により皆減であります。

３目衛生費道補助金、696万3,000円、466万円の減。主に２節環境政策費補助金、前年

度計上の地域づくり総合交付金が皆減であります。

４目農林水産業費道補助金、１億4,160万2,000円、77万8,000円の減。主に１節農業費

補助金、前年度計上の地域づくり総合交付金が皆減であります。２節農業費交付金284万

5,000円の減。主に中山間地域等直接支払交付金の減であります。３節林業費補助金584

万2,000円の増。主に森林環境保全直接支援事業補助金、造林の増であります。

６目土木費道補助金、皆減。

７目消防費道補助金、100万円、240万円の減。

８目教育費道補助金、2,400万円、皆増。地域づくり総合交付金、社会体育であります。

３項委託金、１目総務費委託金、2,562万6,000円、103万7,000円の減。主に４節選挙費

委託金419万6,000円の増、５節統計調査費委託金480万4,000円の減であります。

３目衛生費委託金、４万8,000円、4,000円の減。

４目農林水産業費委託金、155万円、13万円の減。主に２節林業費委託金、有害鳥獣捕

獲許可等事務委託金の減であります。

５目商工費委託金、２万円、増減なし。

次ページ。
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６目土木費委託金、31万2,000円、8,000円の減。

17款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、2,081万8,000円、57万7,000円

の減。主に１節土地建物貸付収入貸地料20万円の減、貸家料、教職員住宅31万8,000円の

減であります。

２目利子及び配当金、７万2,000円、増減なし。

２項財産売払収入、１目不動産売払収入、697万6,000円、307万7,000円の減。石材売

払代25万3,000円の増、立木売払代333万円の減であります。

２目生産物売払収入、7,467万6,000円、1,725万2,000円の減。シイタケ菌床売払代の減

であります。

18款１項寄附金、１目一般寄附金、ふるさと納税分として1,000万円の見込み計上であ

ります。

19款繰入金、１項基金繰入金、６億1,200万円。

１目財政調整基金繰入金、３億円。

２目減災基金繰入金、１億5,000万円。

３目地域づくり推進基金繰入金、１億4,000万円。

５目老人福祉基金繰入金、80万円。

次ページ。

６目環境保全基金繰入金、2,120万円。

合わせて１億4,130万円の増であります。

20款１項１目繰越金、500万円。

21款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、20万2,000円、増減なし。

２項預金利子、１目町預金利子、28万1,000円、９万9,000円の増。

３項貸付金元利収入、２目ウタリ住宅改良貸付金元利収入、97万5,000円、増減なし。

６目十勝沖地震災害援護資金貸付金収入、12万1,000円、増減なし。

７目東北地方太平洋沖地震災害援護資金貸付金収入、11万8,000円、増減なし。

４項受託事業収入、３目衛生費受託事業収入、308万4,000円、16万3,000円の減。

５目土木費受託事業収入３万円、増減なし。

６項雑入、１目滞納処分費、1,000円、増減なし。

２目過年度収入、1,000円、増減なし。

３目雑入、7,873万4,000円、2,913万7,000円の増。54ページにわたり、主に新規計上と

して、戸籍総合システム共同運用電気料負担金４万3,000円、すこやか推進事業補助金40

万円、長寿・健康増進事業特別対策補助金10万1,000円、厚岸郡救急医療確保負担金1,202

万円、地域づくりセミナー開催支援金30万円。前年度計上で皆減となったのが、保育所

広域入所委託金56万6,000円、漁業振興対策費295万6,000円、根室＆釧路いいところフェ

ア出店助成金20万円、市町村職員まちづくり研修会開催支援金18万6,000円、体験学習セ

ミナー参加料３万円であります。

54ページ。

22款１項町債、４目農林水産業債、4,020万円、1,730万円の減。

６目土木債、１億6,050万円、5,410万円の減。

７目消防債、1,860万円、1,680万円の増。
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説明欄記載のとおり、９事業債の計上であります。

10目臨時財政対策債、２億2,330万円、2,550万円の減。国の地方財政計画伸び率を勘

案しての計上であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

56ページをお開き願います。

歳出をご説明申し上げます。

見開きの左側は款項目節別の内訳、右側の説明欄は各目の財源内訳、予算執行担当所

管と事務事業別の歳出経費、括弧内にそれぞれの財源内訳を記載しております。

各目ごとに事務事業別にその主な計上内容と大きな増減についてはその額を申し上げ、

詳細については説明欄記載のとおりであり、省略させていただきます。資料として、皆

増、皆減の事務事業一覧表を配付しておりますので、参照ください。また、これから説

明において、前年度計上で皆減となる事業費は省力させていただきますので、ご了承願

います。

１款１項１目議会費、5,961万8,000円、615万3,000円の減。４事務事業の計上でござい

ます。

議員報酬等5,419万5,000円、611万3,000円の減。主に町村議会議員存続共済会の負担金

の減であります。

議会運営、352万2,000円、6,000円の減。

次ページ。

町議会だより発行、72万8,000円、1,000円の減。

議会事務局、117万3,000円、３万3,000円の減。

60ページ。

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、8,029万6,000円、2,947万1,000円の増。10

事務事業の計上であります。

特別報酬等審議会３万4,000円、増減なし。

表彰者審査委員会、３万3,000円、増減なし。

行政不服審査会、２万8,000円、皆増。委員５名分の報酬、費用弁償の計上であります。

総務一般、1,111万4,000円、３万5,000円の増。次ページにわたり、主に顧問弁護士報

酬、町長、副町長などの旅費、交際費、各団体負担金の計上であります。

町表彰、名誉町民、57万8,000円、9,000円の増。

文書・法制、587万1,000円、増減なし。

次ページ。

庁舎・町民広場、2,942万3,000円、83万5,000円の減。次ページにわたり、主に非常勤

職員と臨時職員の賃金、燃料費、光熱水費、通信運搬費など、庁舎管理経費の計上であ

りますが、今年度から庁舎夜間警備について、非常勤職員の対応から業者委託へ変更す

るとし、委託料が増となっております。

危機対策一般、18万8,000円、7,000円の増。

ふるさと支援推進、680万4,000円、新規計上。ふるさと納税における返礼品制度につ

いて、専門業者による事業実施に係る委託料ほか、必要経費の計上であります。業務委

託の範囲としましては、専門業者によるＰＲの実施、返礼品の準備、調達から発送まで、
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返礼品に対する問い合わせなどを行う予定であります。なお、返礼品の還元率につきま

しては、寄附金に対して、送料を含めおおむね５割と計画しております。

役場ほか整備事業、2,622万3,000円、2,342万3,000円、2,342万3,000円の増。役場庁舎

外壁、トイレ改修ほか、無停電装置更新ほかであります。

２目簡易郵便局費、176万円、6,000円の減。簡易郵便局の運営経費であります。

３目職員厚生費、1,353万1,000円、681万6,000円の減。３事務事業の計上であります。

人事給与管理、294万9,000円、757万6,000円の減。主に北海道職員派遣負担金の減で

あります。

次ページ。

職員福利厚生・健康管理、703万6,000円、37万6,000円の増。主に職員の健康診断委託

料、非常勤職員、公務災害補償組合負担金の計上で、ストレスチェック実施委託料が増

であります。

職員研修、354万6,000円、38万4,000円の増。職員研修に係る旅費及び負担金ほかの計

上であります。

４目情報化推進費、１億5,435万9,000円、1,660万5,000円の減。11事務事業の計上であ

ります。

情報公開審査会、３万3,000円。

個人情報保護審議会、３万8,000円。

次ページ。

個人情報保護審査会、３万3,000円。

情報公開・個人情報保護、１万2,000円、それぞれ増減なしであります。

総合行政情報システム運営、5,944万2,000円、179万円の増。総合行政情報システム運

営費の計上で、主にシステム保守点検委託料、地方公共団体情報システム機構負担金が

増となっております。

次ページ。

住民基本台帳ネットワーク、57万2,000円、14万7,000円の増。道ネットワーク関連経

費の計上で、主にシステム保守点検委託料が増となっております。

総合行政ネットワーク、469万4,000円、349万1,000円の増。主に道ネットワーク接続

装置更新委託料の増であります。

厚岸情報ネットワーク、2,087万7,000円、569万円の増。次ページにわたり、道ネット

ワーク運営経費の計上で、主に保守点検委託料、電柱等共架料の増であります。

個人番号カード等交付事務、73万円、新規計上。個人番号カード等の交付に係る事務

費の計上であります。

厚岸情報ネットワーク整備事業、1,464万7,000円、584万5,000円の減。国道の改良及び

ＮＴＴ柱と北電柱の移転に伴う架線整備委託料、架線増設委託料、ＩＰ告知情報端末等

の新設工事費の計上であります。

総合行政情報システム整備事業、5,328万1,000円、249万7,000円の減。主にシステム整

備委託料の減で、昨年度実施した介護保険法改正に伴うシステム等が皆減となり、今年

度整備分として、乳幼児医療に係るシステム整備委託料が増となっております。

前年度計上の総合行政情報システム整備事業の番号制度システム整備分と、介護保険
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事業分が皆減であります。

５目交通安全防犯費、530万円、８万2,000円の減。４事務事業の計上であります。

交通安全指導員、129万9,000円、増減なし。指導員報酬、費用弁償の計上であります。

次ページ。

交通安全、100万2,000円、１万2,000円の減。主に交通安全関連団体への負担金及び補

助金の計上であります。

防犯、49万9,000円、７万円の減。防犯関連団体への補助金の計上で、厚岸地区防犯協

会補助金が減となっております。

交通安全施設整備事業、250万円、増減なし。町道の区画線等の整備費の計上でありま

す。

６目行政管理費、356万4,000円、1,481万6,000円の減。２事務事業の計上であります。

町史編さん審議会、４万6,000円、増減なし。

町史編さん、351万8,000円、４万2,000円の増。次ページにわたり、主に編集作業に伴

う臨時職員賃金、編集員及び協力員の旅費などであります。

前年度計上の新厚岸町史発行が皆減であります。

７目文書広報紙、295万5,000円、12万5,000円の増。２事務事業の計上であります。

広報、289万4,000円、12万5,000円の増。印刷製本費が増となっております。

広聴、６万1,000円、増減なし。

８目財政管理費、997万1,000円、９万円の増。５事務事業の計上であります。

財政管理、558万2,000円、5,000円の増。次ページにわたり、主に財政事務経費と北海

道市町村備考資金組合負担金の計上であります。

共通物品調達、408万9,000円、８万5,000円の増。共通物品の調達経費の計上でありま

す。

財政調整基金、減債基金、地域づくり推進基金、それぞれ前年度同額の10万円の積立

金の計上であります。

９目会計管理費、75万5,000円、9,000円の減。出納業務に係る関連経費の計上であり

ます。

10目企画費、3,309万9,000円、3,124万円の増。７事務事業の計上であります。

未来創生会議、７万5,000円、新規計上。次ページにわたり、会議設置要綱に基づく委

員旅費の計上であります。

企画一般、108万9,000円、16万4,000円の増。企画調整に係る事務経費及び各種団体負

担金10件の計上で、主に普通旅費が増であります。

国土法事務、４万9,000円、6,000円の減。

国際地域交流、327万1,000円、239万6,000円の増。次ページにわたり、主にふるさと

フェア村山への参加経費のほか、本年は山形県村山市と友好都市提携25周年を迎える年

であり、さらには、友好都市を結ぶきっかけとなった最上徳内翁の生誕260周年記念事業

が村山市の主催で開催されることから、この記念事業への町民参加への助成として177万

円を計上しております。

まちおこし補助金、4,000円、増減なし。

地域おこし協力隊、782万9,000円、新規計上。都市地域の人材を活用して、地域活性
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化に結びつく活動を展開する地域おこし協力隊として、２名の採用に係る募集経費のほ

か、報酬活動関連経費の計上であります。主な活動内容は、コンキリエでの新たな体験

メニューの構築や、施設運営の魅力向上などに取り組み、将来的には厚岸町への定住を

目指します。

地域おこし協力隊住宅整備事業、2,078万2,000円、新規計上。次ページにわたり、現

在、入居していない住の江地区の教員住宅２棟を改修し、地域おこし協力隊員の住宅と

して整備するほか、住宅用備品の購入費の計上であります。

11目財産管理費、347万1,000円、340万1,000円の増。増額となった内容は、平成28年度

決算から適用する新たな公会計制度導入のための固定資産台帳整備に関する業務委託料

の計上であります。

12目車両管理費、1,635万円、821万9,000円の増。２事務事業の計上であります。

公用車管理、834万8,000円、21万7,000円の増。公用車の運行管理経費の計上でありま

す。

公用車整備事業、800万2,000円、新規計上。次ページにわたり、ライトバン２台、１

トントラック１台の購入費の計上であります。

２項町税費、１目賦課納税費、2,843万円、153万5,000円の増。４事務事業の計上であ

ります。

固定資産評価審査委員会、１万7,000円、22万円の減。同委員会の活動経費の計上で、

運営研修会の参加経費が減となっております。

町民税課税、878万9,000円、49万3,000円の増。次ページにわたり、町民税の課税関連

経費の計上で、主に賦課計算事務電算処理委託料の増であります。

資産税課税、445万3,000円、85万4,000円の増。資産税の課税関連経費の計上で、主に

固定資産評価業務委託料が増となっております。

町税収納、1,517万1,000円、40万8,000円の増。次ページにわたり、主に臨時職員賃金、

釧路・根室広域地方税滞納整理機構負担金、町税収入払戻金など、町税収納に関する経

費の計上であります。

３項１目戸籍住民登録費、735万8,000円、74万1,000円の増。４事務事業の計上であり

ます。

戸籍住民基本台帳、600万7,000円、100万7,000円の増。戸籍と住民基本台帳に関する

事務経費の計上で、前年度まで町の単独システムによる運用から、鶴居村、浜中町との

共同による戸籍総合システム運用となったことから、その共同運用負担金が新規計上と

なっております。

上尾幌駐在所、６万7,000円、増減なし。

旅券事務７万5,000円、１万6,000円の増。

次ページ。

湖南地区出張所、120万9,000円、28万2,000円の減。同出張所の運営経費の計上で、主

に事務室借上料が減であります。

４項選挙費、１目選挙管理委員会費、61万6,000円、５万3,000円の増。２事務事業の

計上であります。

選挙管理委員会、26万2,000円、４万3,000円の減。
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選挙一般、35万4,000円、４万6,000円の減。

次ページ。

２目道知事、道議会議員選挙費、皆減。

４目町議会議員選挙費、皆減。

６目参議院議員選挙費、916万2,000円、新規計上。

次ページ。

８目海区漁業調整委員会委員選挙費、176万9,000円、新規計上。

５項統計調査費、１目統計調査総務費、63万円、481万円の減。４事務事業の計上であ

ります。

統計一般、６万4,000円、増減なし。

工業統計調査、10万4,000円、10万円の増。

次ページ。

学校基本調査、１万7,000円、増減なし。

経済センサス、44万5,000円、29万9,000円の増。

前年度計上の農林業センサス、国勢調査が皆減であります。

６項１目監査委員費、254万4,000円、10万1,000円の減。２事務事業の計上であります。

監査委員、233万6,000円、増減なし。監査委員報酬、費用弁償の計上であります。

監査委員事務局、18万8,000円、10万1,000円の減。次ページにわたり、事務局経費の

計上であります。

106ページ。

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、２億8,779万6,000円、1,756万2,000

円の増。15事務事業の計上であります。

社会福祉一般、4,172万3,000円、380万1,000円の減。主に民生委員児童委員協議会、社

会福祉協議会への補助金の計上で、前年度計上の地域福祉計画策定業務委託料が減であ

ります。

民生委員推薦会、２万7,000円、増減なし。

戦没者追悼式、38万1,000円、１万円の減。

次ページ。

福祉灯油260万5,000円、43万4,000円の増。対象者の増であります。

災害見舞金、５万円、増減なし。

多機能共生型地域交流センター、207万3,000円、６万3,000円の増。同施設の管理運営

費の計上であります。

次ページ。

保健福祉総合センター・健康広場、998万1,000円、119万3,000円の増。あみか21管理経

費の計上で、主に燃料費、修繕料が増で、特殊建築物等特定調査委託料が新規計上であ

ります。

臨時福祉給付金給付、630万円、570万円の減。低所得者への給付金で、１人3,000円、2,100

人分の計上であります。

臨時福祉給付金給付事務、300万円、増減なし。次ページにわたり、給付事務に係る臨

時職員や給付システム整備委託料などの計上であります。



- 42 -

年金生活者等支援臨時福祉給付金、高齢者、3,900万円、新規計上。低所得者の高齢者

への給付金で、１人３万円、1,300人分の計上であります。

年金生活者等支援臨時福祉給付金事務、高齢者、300万円、新規計上。給付事務に係る

臨時職員や、給付システム整備委託料などの計上であります。

年金生活者等支援臨時福祉給付、障害・遺族・基礎年金受給者、600万円、新規計上。

次ページにわたり、低所得者の障害・遺族・基礎年金受給者への給付金で、１人３万円、

200人分の計上であります。

年金生活者等支援臨時福祉給付金事務、障害・遺族・基礎年金受給者、100万円、新規

計上。給付事務に係る事務費の計上であります。

国民健康保険特別会計、１億7,137万円、2,482万6,000円の減。国保会計への繰出金で

あります。

保健福祉総合センター整備事業、128万6,000円、新規計上。照明設備のＬＥＤ化のた

めの事業費であります。

前年度計上のその他福祉施設が皆減であります。

２目心身障害者福祉費、３億895万4,000円、336万5,000円の増。15事務事業の計上であ

ります。

障害支援区分等審査会、55万2,000円、16万8,000円の増。次ページにわたり、主に委

員報酬の増であります。

心身障害者福祉一般、31万2,000円、3,000円の増。

障害者更生医療給付、402万4,000円、23万3,000円の増。

障害者（児）補装具給付、273万6,000円、26万円の減。

障害者（児）介護訓練等給付、２億8,295万1,000円、453万8,000円の増。次ページにわ

たり、主に介護給付費、495万9,000円の増、相談支援給付費、331万6,000円の減。障害

児通所給付費、206万円の増であります。

育成医療給付、31万2,000円、８万8,000円の増。

身体障害者等交通費助成、89万円、６万6,000円の減。

身体障害者福祉電話対応、２万円、増減なし。

障害者（児）ふれあいフェスティバル、29万円、増減なしであります。

子ども発達支援センター、366万8,000円、181万2,000円の減。次ページにわたり、主

に補助金の減であります。

地域生活支援、1,278万2,000円、36万3,000円の増。相談支援、コミュニケーション支

援などの各実施委託料、地域活動支援センター運営費や障害者（児）日常生活用具給付

費などの計上であります。

障害児援護旅費助成、５万1,000円、増減なし。

心身障害児等施設通園交通費助成、１万9,000円、1,000円の増。

生活福祉資金等利子補給等、1,000円、増減なし。

次ページ。

地域訪問支援、34万6,000円、10万9,000円の増。

３目心身障害者特別対策費、2,401万5,000円、153万4,000円の増。２事務事業の計上で

あります。
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重度心身障害者医療、2,264万4,000円、149万4,000円の増。

重度心身障害者医療事務、137万1,000円、４万円の増。

４目老人福祉費、２億4,656万1,000円、97万1,000円の減。20事務事業の計上でありま

す。

老人福祉一般、115万4,000円、３万4,000円の減。

次ページ。

介護予防・生活支援、高齢者福祉、671万3,000円、５万1,000円の減。生活管理指導員

派遣、外出支援サービス、生きがい活動支援通所事業などの実施委託料、緊急通報装置

の購入費の計上であります。

老人クラブ運営支援、146万6,000円、９万8,000円の増。

老人クラブ連合会創立50周年記念事業補助金、新規計上であります。

老人保護措置費、1,051万4,000円、122万3,000円の減。

老人日常生活用具給付、７万7,000円、増減なし。

福祉バス運行、384万1,000円、４万2,000円の増。

次ページ。

高齢者バス乗車券助成、371万円、８万1,000円の減。

高齢者等通院交通費助成、130万5,000円、新規計上。高齢者等が介護タクシーを利用

し、釧路市内等への病院等へ通院する際に対する助成金の計上であります。

保健医療福祉総合サービス調整、12万8,000円、増減なし。

老人福祉電話貸与、４万円、1,000円の増。

敬老会、621万8,000円、３万4,000円の減。

次ページ。

長寿祝金、620万円、53万円の増。対象者の増による増であります。

高齢者事業団育成、30万円、増減なし。

要介護者入退院交通費助成、４万5,000円、３万円の減。

介護保険利用者負担軽減措置、166万5,000円、５万円の減。

老人福祉施設、1,318万6,000円、184万1,000円の増。次ページにわたり、主に老人福祉

施設職員移行補助金の増であります。

権利擁護体制構築、107万3,000円、新規計上。成年後見制度の構築に向けた職員研修

のほか、事務経費の計上であります。

介護保険特別会計、１億7,590万6,000円、184万4,000円の減。操出金の計上であります。

特別養護老人ホーム心和園備品整備事業、1,140万5,000円、412万9,000円の減。電動ベッ

ド22代、床頭台50台の更新事業費の計上であります。

デイサービスセンター整備事業、161万5,000円、新規計上。

次ページ。

食堂ホールの床改修、椅子ほかの更新事業の計上であります。

５目後期高齢者医療、１億6,781万円、281万1,000円の増。２事務事業の計上でありま

す。

後期高齢者医療一般、１億2,216万3,000円、342万2,000円の増。

後期高齢者医療特別会計、4,564万7,000円、61万1,000円の減。繰出金であります。
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６目国民年金費、11万6,000円、１万円の減。

７目自治振興費、2,194万9,000円、755万9,000円の増。４事務事業の計上であります。

自治振興一般、156万2,000円、増減なし。主に自治会連合会、各自治会助成の計上で

あります。

中央バス路線維持対策、1,388万7,000円、105万9,000円の増。生活交通路線及び市町村

単独路線への運行助成の計上であります。

自治会活動活性化支援、320万円、自主防災組織活動活発化支援、330万円、ともに新

規計上でありますが、両事業は、自治会活動に対する助成金の計上で、前年度補正計上

し、27年度に繰り越し執行した事業と同内容の事業となっております。

８目社会福祉施設費、1,971万4,000円、459万8,000円の増。８事務事業の計上でありま

す。

コミュニティーセンター、86万6,000円、５万4,000円の減。

集会所、564万9,000円、51万4,000円の減。次ページにわたり、それぞれ町内２カ所の

コミュニティーセンターと14カ所の集会所の維持管理費の計上で、主に修繕料が減となっ

ております。

生活館、32万4,000円、１万円の増。

次ページ。

生活改善センター、432万4,000円、16万9,000円の増。主に指定管理委託料が増となっ

ております。

若松地区集会所整備事業、76万円、新規計上。トイレ洋式簡易水洗化の改修費の計上

であります。

住の江地区集会所整備事業、249万5,000円、新規計上。塗装面の劣化が著しい屋根の

改修費の計上であります。

片無去地区集会所整備事業、73万8,000円、新規計上。トイレ洋式簡易水洗化改修費の

計上であります。

生活改善センター整備事業、455万8,000円、新規計上。暖房用ボイラーの更新改修費

の計上であります。

前年度計上の真栄地区集会所整備事業、白浜地区集会所整備事業が皆減であります。

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、4,735万4,000円、3,399万6,000円の増。５事務

事業の計上であります。

子ども・子育て会議、15万8,000円、増減なし。

児童福祉一般、3,392万2,000円、2,950万1,000円の増。主に片無去、若松の私設保育所

運営費補助金の計上のほか、今年度からカトリック・さくら幼稚園について、子ども・

子育て支援法に基づく特定教育・保育施設への移行に伴う負担金として3,082万6,000円

を新規に計上しております。

児童手当支給事務、16万9,000円、増減なし。

次ページ。

子育て支援対策、849万4,000円、433万3,000円の増。主に保育料助成の増であります。

太田へき地保育所、461万1,000円、16万2,000円の増。次ページにわたり、入所見込み

児童数11人の保育経費の計上であります。
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２目児童措置費、１億2,664万5,000円、826万円の減。児童手当の計上です。

前年度計上の子育て世帯臨時特例給付金給付及び給付事務費分が皆減であります。

３目ひとり親福祉費、666万9,000円、34万9,000円の増。２事務事業の計上であります。

ひとり親家庭等医療、591万4,000円、20万2,000円の増。

ひとり親家庭等医療事務、75万5,000円、14万7,000円の増。小学生までの医療費無料

化に伴う増であります。

４目児童福祉施設費、6,430万8,000円、1,218万5,000円の増。８事務事業の計上であり

ます。

保育所一般、254万8,000円、81万9,000円の増。次ページにわたり、主に広域入所委託

料の増のほか、保育士の研修等旅費について、これまでは各保育所の事業で計上してお

りましたが、これを統合し、計上したことによる増となっております。

真竜保育所、1,708万円、289万4,000円の増。次ページにわたり、入所児童見込み数が

４人増の56人での保育経費の計上であります。

真竜保育所世代間交流、６万円、増減なし。

宮園保育所、2,142万9,000円、375万8,000円の増。次ページにわたり、入所児童見込み

数が１人減の54人での保育経費の計上で、主に臨時保育士賃金の増であります。

宮園保育所世代間交流、６万円、増減なし。

次ページ。

厚岸保育所、1,803万円、293万7,000円の増。次ページにわたり、入所児童見込み数が

前年度と同じ53人での保育経費の計上で、主に臨時保育士賃金の増であります。

厚岸保育所世代間交流、６万円、増減なし。

子育て支援センター、504万1,000円、177万7,000円の増。次ページにわたり、主に非

常勤職員賃金の増であります。

５目児童館運営費1,558万円、11万4,000円の増。４事務事業の計上であります。

児童館運営委員会、５万1,000円、増減なし。

児童館一般、15万2,000円、3,000円の増。

友遊児童館、770万2,000円、14万8,000円の増。次ページにわたり、主に賃金の増であ

ります。

子夢希児童館、767万5,000円、３万7,000円の減。

162ページ。

４款衛生費、１項保健衛生費、１目衛生予防費、306万8,000円、122万円の減。４事務

事業の計上であります。

公衆浴場、244万1,000円、120万3,000円の増。主に公衆浴場設備設備修繕助成の増で

あります。

有害動物対策、34万9,000円、26万4,000円の増。主にスズメバチ駆除用防護服購入費

の増であります。

病症媒介動物対策、４万8,000円、増減なし。

畜犬登録・狂犬病予防、23万円、増減なし。

前年度計上の野犬掃とう車整備事業が皆減であります。

２目健康づくり費、6,519万7,000円、1,346万円の増。14事務事業の計上であります。
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健康づくり一般、1,568万4,000円、1,202万1,000円の増。

次ページ。

主に厚岸郡救急医療確保負担金が新規計上であります。町立厚岸病院は、厚岸町と浜

中町を医療圏とする中核病院で、その機能として、24時間の救急医療体制を構築してお

りますが、この救急医療を確保するためには、医師や医療従事者の確保が必要となり、

これに係る費用の一部を浜中町が負担するとした内容であります。なお、この負担金は、

一般会計の歳入予算として受け入れ、病院事業会計へ支出いたします。

母子保健、598万5,000円、64万7,000円の減。次ページにわたり、妊婦一般健康診査委

託料や乳幼児健康診査委託料などの計上であります。

特定不妊治療助成、45万円については、新規計上であります。

予防接種、2,163万1,000円、111万6,000円の増。次ページにわたり、定期予防接種委託

料の計上でありますが、本年度から日本脳炎ワクチン予防接種が新規計上となっており

ます。

高齢者肺炎球菌ワクチン接種、83万6,000円、36万2,000円の減。70歳以上の高齢者の

肺炎球菌ワクチン接種費用の50％助成費の計上であります。

エキノコックス症対策、56万5,000円、７万円の減。

がん予防保健、872万5,000円、77万1,000円の増。胃がんなど６種類のがん検診委託料

の計上であります。

特定健康診査等、490万4,000円、16万円の増。次ページにわたり、生活習慣病対策経

費の計上であります。

健康増進、129万8,000円、15万円の減。特定健康診査等に含まれない地域保健活動経

費の計上であります。

へき地患者輸送バス運行、402万1,000円、56万3,000円の増。

感染症対策、9,000円、増減なし。

次ページ。

未熟児養育医療給付、18万1,000円、増減なし。

精神障害者医療、112万7,000円、14万円の増。

難病対策、29万9,000円、４万7,000円の増。

精神障害者社会復帰支援、73万2,000円、12万9,000円の減。対象者の減であります。

３目墓地火葬場費、1,192万円、532万2,000円の増。４事務事業の計上であります。斎

場、644万4,000円、29万2,000円の増。

次ページ。

霊園、35万5,000円、３万5,000円の増。

墓地、13万3,000円、7,000円の増。次ページにわたり、各施設の管理運営経費の計上

であります。

斎場整備事業、498万8,000円、新規計上。火葬炉内の改修工事費であります。

４目水道費、775万9,000円、651万8,000円の増。簡易水道事業特別会計の繰出金であ

ります。

５目病院費、３億7,899万2,000円、2,052万円の増る病院事業会計について、繰り出し

基準に基づく負担金の計上であります。
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６目乳幼児医療費、2,115万9,000円、866万4,000円の増。２事務事業の計上であります。

乳幼児医療、2,020万2,000円、826万8,000円の増。

乳幼児医療事務、95万7,000円、39万6,000円の増。本年度から新たに実施する小学生

までの医療費無料化に伴う増であります。

２項環境政策費、１目環境対策費、1,543万9,000円、389万9,000円の減。６事務事業の

計上であります。

環境審議会、12万6,000円、増減なし。

次ページ。

環境対策一般、180万6,000円、増減なし。

環境調査監視、359万7,000円、増減なし。沿岸水域や河川等の水質検査委託料の計上

であります。

環境マネジメントシステム、9,000円、増減なし。

環境保全基金、930万円、450万円の減。厚岸町緑の循環構想に基づく環境保全基金へ

の積立金であります。

特定外来生物対策、60万1,000円、新規計上。特定外来生物のウチダザリガニについて、

旧尾幌１号川でその生息が確認されたことを受け、他の河川での生息分布を調査するた

めの委託料の計上であります。

次ページ。

２目水鳥観察館運営費、280万3,000円、11万円の増。３事務事業の計上であります。

厚岸水鳥観察館、132万5,000円、13万3,000円の増。主にパンフレット印刷費の増てあ

ります。

厚岸湖・別寒辺牛湿原学術研究奨励、129万7,000円、増減なし。

次ページ。

湿地情報交流、18万1,000円、３万3,000円の減。

３目廃棄物対策費、592万9,000円、41万9,000円の減。３事務事業の計上であります。

廃棄物対策一般、263万円、10万5,000円の減。主にごみ・し尿、証紙売りさばき手数

料の減であります。

清掃手数料事務227万1,000円、10万7,000円の減。主に徴収、賦課調査委託料の減であ

ります。

次ページ。

生ごみ分別・資源化、102万8,000円、20万7,000円の減。主に生ごみ水切り容器の購入

費の減であります。

４目ごみ処理費、１億8,036万円、759万4,000円の減。３事務事業の計上であります。

ごみ処理用一般、31万2,000円、1,000円の減。

ごみ処理場管理、3,404万8,000円、160万7,000円の増。次ページにわたり、施設管理、

運転経費の計上ですが、主に修繕料が増であります。

ごみ収集・ごみ処理場運転、１億4,600万円、20万円の減。

前年度計上のごみ焼却処理場整備事業が皆減であります。

５目し尿処理費、7,870万2,000円、63万円の減。３事務事業の計上であります。

し尿処理場一般、22万2,000円、増減なし。
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次ページ。

し尿処理場管理、1,908万円、33万円の減。

し尿収集・衛生センター運転、5,940万円、30万円の減。

６目下水処理費、900万円、増減なし。

次ページ。

生活排水処理施設整備事業、900万円。公共下水道認可区域外での合併浄化槽10基、最

高90万円の助成費の計上であります。

192ページ。

５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、1,069万8,000円、54万8,000円の

増。７事務事業の計上であります。

農業委員会、877万8,000円、増減なし。農業委員報酬などの計上であります。

農業委員会事務局、75万円、21万3,000円の増。主に農地基本台帳システム保守点検委

託料の増であります。

農業後継者対策、50万円、19万8,000円の増。農業担い手育成支援協議会への補助金の

計上であります。

農業者年金事務、24万1,000円、２万6,000円の増。

次ページ。

事務適正・農地有効活用支援、38万7,000円、11万1,000円の増。

農地保有合理化事業等業務委託、7,000円、増減なし。

農地中間管理事業業務委託、5,000円、増減なし。

２目農業振興費、１億6,270万6,000円、3,218万6,000円の増。10事務事業の計上であり

ます。

農業振興一般、３万9,000円、増減なし。

農業経営基盤強化資金利子補給、313万7,000円、58万円の減。

次ページ。

畜産経営維持緊急支援資金利子補給、23万1,000円、８万7,000円の減。

畜産特別支援資金利子補給、12万7,000円、1,000円の増。

中山間地域等直接支払事業、１億417万1,000円、384万5,000円の減。

中山間地域等直接支払推進事業、46万4,000円、増減なし。

多面的機能支払交付金事業、1,530万1,000円、39万7,000円の減。

多面的機能支払推進事業、33万7,000円、新規計上。次ページにわたり、事務費の計上

であります。

新規就農者誘致事業、447万9,000円、233万7,000円の増。新規就農者への奨励金の計

上であります。

畜産クラスター推進事業、3,442万円、新規計上。釧路・太田畜産クラスター協議会へ

の補助金の計上で、主な事業内容は、乳製品加工施設の建設ほかで、財源は全額国費で

あります。

３目畜産業費、１億9,878万1,000円、１億6,165万円の増。

畜産業一般、38万1,000円、１万1,000円の増。

家畜衛生対策、78万6,000円、５万4,000円の増。家畜自衛防疫協議会への補助金であ
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ります。

矢臼別演習場周辺農業用機械等整備事業、3,094万2,000円、新規計上。次ページにわ

たり、町営牧場における農業用機械、自走式ハーベスター１台の更新であります。

矢臼別演習場周辺農業用施設等整備事業、１億731万2,000円、7,665万7,000円の増。ト

ライベツ地区における搾乳牧場の建設費に対する補助金であります。この２事務事業は、

民生安定事業の補助金充当事業であります。

町営牧場整備事業、5,936万円、5,398万6,000円の増。次主に大別団地の乾燥舎建設費

の計上であります。

５目農地費、2,997万7,000円、266万円の増。５事務事業の計上であります。

農地一般、12万5,000円、増減なし。

道営土地改良事業監督等補助業務委託料、５万2,000円、２万2,000円の減。

道営尾幌第２地区草地整備事業、1,355万円、770万円の増。

次ページ。

道営釧路太田東部地区草地整備事業、500万円、新規計上。

道営セタニウシ地区公共牧場整備事業、1,125万円、999万3,000円の減。

前年度計上の道営標茶東地区草地整備事業が皆減であります。

６目牧野管理費、１億8,768万8,000円、476万4,000円の増。２事務事業の計上でありま

す。

町営牧場運営委員会、10万6,000円、増減なし。

町営牧場、１億8,758万2,000円、476万4,000円の増。次ページにわたり、町営牧場の管

理運営に係る経費の計上で、主に肥料及び飼料代が増となっております。

７目農業施設費、961万2,000円、17万4,000円の減。３事務事業の計上であります。

尾幌酪農ふれあい広場、728万7,000円、３万9,000円の増。

次ページ。

上尾幌ふれあい体験農園、78万5,000円、2,000円の増。各施設の管理経費の計上であ

ります。

次ページ。

太田活性化施設、154万円、21万5,000円の減。主に指定管理委託料の計上であります。

８目農業水道費、1,139万6,000円、714万円の減。７事務事業の計上であります。

農業水道一般、３万6,000円、４万円の減。

水道料金計算収納、23万4,000円、2,000円の増。

次ページ。

水質検査、78万9,000円、増減なし。

農業水道施設、809万9,000円、124万9,000円の減。水道施設の管理経費の計上ですが、

主に施設修繕料が減であります。

検満及び新設メーター整備事業、25万8,000円、増減なし。次ページにわたり、メーター

器の更新・新設、３台分の計上であります。

漏水調査事業、43万3,000円、増減なし。

別寒辺牛取水場整備事業、154万7,000円、新規計上。

取水場井戸の洗浄委託料の計上であります。
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前年度計上の別寒辺牛浄水場整備事業が皆減であります。

９目堆肥センター費、1,673万3,000円、38万3,000円の増。堆肥センター管理運営経費

の計上で、主に施設等修繕料が増であります。

２項林業費、１目林業総務費、1,359万1,000円、104万3,000円の減。５事務事業の計上

であります。

次ページ。

林業一般、74万6,000円、28万2,000円の減。主に林業関連団体への負担金が減であり

ます。

町有林管理、133万9,000円、44万円の減。主に森林保険料が減であります。

公的分収林管理、6,000円、増減なし。

有害鳥獣駆除奨励、319万5,000円、10万4,000円の増。次ページにわたり、主に野生鳥

獣被害対策協議会の負担金などの計上であります。

森林資源利活用、830万5,000円、7,000円の増。

前年度計上の有害鳥獣駆除車整備事業が皆減であります。

２目林業振興費、5,710万6,000円、167万4,000円の減。７事務事業の計上であります。

森林整備担い手対策推進、33万2,000円、26万円の減。

森林整備地域活動支援交付金事業、1,540万円、増減なし。前年度と同規模の事業内容

であります。

民有林振興対策事業、999万1,000円、6,000円の増。

町民の森造成事業、200万円、増減なし。町民の森造成を担う実行委員会への補助金の

計上であります。

次ページ。

水源かん養林取得事業、307万円、80万円の減。ホマカイ川流域の水源かん養林9.21ヘ

クタールの取得関連経費の計上であります。

林道整備事業償還金、881万3,000円、62万円の減。

道営林道サンヌシ線整備事業、1,750万円、増減なし。改良工事費1,400メートル分の

負担金計上であります。

３目造林事業費、4,557万4,000円、37万2,000円の減。２事務事業の計上であります。

造林事業、4,511万2,000円、４万1,000円の増。町有林の造林植栽21.17ヘクタール、保

育下刈り115.31ヘクタールなどの工事費の計上であります。

公的分収林整備推進事業、46万2,000円、41万3,000円の減。除伐・枝打ち1.24ヘクター

ルの工事費の計上であります。

４目林業施設費、539万6,000円、45万6,000円の増。２事務事業の計上であります。

緑のふるさと公園、112万4,000円、４万7,000円の増。

次ページ。

木工センター、427万2,000円、40万9,000円の増。それぞれ施設の管理運営経費の計上

であります。木工センターの増は、主に賃金、修繕料が増であります。

222ページ。

５目特用林産振興費、6,386万5,000円、718万3,000円の減。キノコ菌床センター、次ペー

ジにわたり、施設の管理運営経費の計上で、菌床製造数量の減に伴う経費の減でありま
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す。

３項水産業費、１目水産業総務費、616万2,000円、109万8,000円の増。３事務事業の

計上であります。

水産業一般、605万9,000円、109万8,000円の増。水産関連団体への負担金、補助金の

計上で、主に北海道漁港漁場協会、厚岸港まつり協賛会、宝船修繕分が増であります。

船員法事務、3,000円、増減なし。

海岸管理、10万円、増減なし。

次ページ。

２目水産振興費、1,664万4,000円、186万9,000円の減。９事務事業の計上であります。

水産振興一般、65万8,000円、増減なし。主に水産振興関連団体への負担金の計上であ

ります。

漁業経営健全化促進資金利子補給、１万3,000円、3,000円の減。

漁業近代化資金利子補給、578万4,000円、78万7,000円の増。

地域ハサップ推進、12万6,000円、増減なし。

ヒトデ駆除事業、72万円、増減なし。

次ページ。

昆布漁場改良事業、850万円、204万円の増。

アサリはさみ漁場回復事業、37万5,000円、増減なし。

ホタテかご養殖支援事業、45万円、新規計上。

肉食性巻き貝駆除事業、１万8,000円、新規計上。

以上５事業、事業主体である厚岸漁業協同組合の補助金の計上であります。

前年度計上のウニ養殖試験事業、ニシン中間育成事業、環境生態系保全活動支援事業、

水産多面的機能発揮対策支援事業が皆減であります。

３目漁港管理費、571万円、20万円の減。２事務事業の計上であります。

漁港管理一般、８万円、増減なし。

漁港施設、563万円、20万円の減。次ページにわり、漁港施設に係る管理経費の計上で、

修繕料が減であります。

５目養殖事業費、4,094万8,000円、1,263万9,000円の増。５事務事業の計上であります。

カキ種苗センター、1,692万7,000円、221万7,000円の減。次ページにわたり、カキ種苗

センター管理運営に係る経費の計上で、主に臨時職員賃金が減であります。

カキ種苗生産、275万5,000円、４万2,000円の減。

水産増養殖調査研究、326万円、2,000円の減。

次ページ。

漁場造成環境調査事業、95万2,000円、増減なし。

カキ種苗センター整備事業、1,705万4,000円、1,490万円の増。主に海水精密ろ過装置、

紫外線滅菌装置の改修、機械室海水送水ポンプ改修などの工事費の計上であります。

６目水産施設費、308万8,000円、65万2,000円の増。、３事務事業の計上であります。

漁村環境改善総合センター、112万円、6,000円の増。次ページにわたり、それぞれ施

設の管理運営に係る経費の計上であります。

床潭地区漁村センター、94万3,000円、63万9,000円の増。主に施設修繕料が増であり
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ます。

水産種苗生産センター、102万5,000円、7,000円の増。ウニ種苗生産施設の管理経費の

計上であります。

240ページ。

６款１項商工費、１目商工総務費、72万6,000円、６万円の減。６事務事業の計上であ

ります。

商工一般、５万円、増減なし。

商工施設、23万3,000円、増減なし。松葉憩いの広場及び職業訓練センターの管理経費

の計上であります。

消費生活、25万5,000円、１万7,000円の減。

労働、11万6,000円、4,000円の増。

季節労働者対策、２万2,000円、増減なし。

次ページ。

東北地方太平洋沖地震災害復旧資金、５万円、４万7,000円の減。

２目商工振興費、2,118万3,000円、５万1,000円の増。７事務事業の計上であります。

小規模商工業者設備近代化資金貸付推薦審査委員会、６万4,000円、増減なし。

商工振興一般、1,613万1,000円、11万5,000円の増。商工会補助金が増であります。

小規模商工業者設備近代化資金貸付、51万1,000円、６万6,000円の減。

中小企業融資、179万3,000円、増減なし。

次ページ。

中小企業振興会議、10万1,000円、2,000円の増。

住宅用太陽光発電システム設置奨励、155万3,000円、増減なし。

ハッピーブライダル奨励、103万円、増減なし。

３目食文化振興費、3,264万9,000円、1,743万円の減。３事務事業の計上であります。

食文化振興、11万3,000円、5,000円の増。

物産交流・宣伝、51万2,000円、16万円の減。次ページにわたり、主に根室＆釧路いい

ところフェアに係る職員旅費が減であります。

味覚ターミナル道の駅、3,202万4,000円、61万5,000円の増。主に味覚ターミナルコン

キリエの管理経費の計上で、指定管理委託料が増となっております。

前年度計上の厚岸味覚ターミナル整備事業が皆減であります。

４目観光振興費、1,254万6,000円、297万4,000円の増。５事務事業の計上であります。

観光審議会、７万5,000円、増減なし。

次ページ。

観光振興一般、654万9,000円、28万1,000円の増。観光関連団体等への負担金、補助金

の計上であります。主に３町広域観光推進協議会負担金は、道東自動車道延伸に伴う観

光ＰＲ事業の実施として増額であります。

観光宣伝、542万3,000円、288万9,000円の増。次ページにわたり、観光ＰＲ旅費や広

告料、観光案内所運営委託料のほか、ご当地キャラクター活動などの観光宣伝活動費が

主な増となっております。

桜保護育成、38万8,000円、増減なし。
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あやめ保護育成、11万1,000円、６万1,000円の減。

前年度計上の御当地キャラクター製作が皆減であります。

５目観光施設費、1,667万7,000円、235万3,000円の増。４事務事業の計上であります。

子野日公園、691万6,000円、８万2,000円の増。

次ページ。

愛冠野営場、257万3,000円、９万7,000円の増。

その他観光施設、491万3,000円、10万1,000円の減。次ページにわたり、それぞれ施設

の管理運営経費の計上であります。

子野日公園整備事業、227万5,000円、新規計上。駐車場トイレ壁の塗装補修ほか、改

修費の計上であります。

256ページ。

７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、11万9,000円、6,000円の増。土木一

般、主に関係団体負担金の計上であります。

２目土木車両管理費、1,018万8,000円、８万8,000円の減。土木車両維持運行管理に係

る経費の計上であります。

３目土木用地費、160万8,000円、９万4,000円の増。２事務事業の計上であります。

土木用地一般、11万9,000円、増減なし。

次ページ。

用地測量、148万9,000円、109万4,000円の増。増となった主な内容は、前年度まで測

量基準点整備事業として投資的経費に区分し計上していた基準点設置費について、事業

内容精査により、経常的経費での計上とすることから、当該事業へ振りかえ計上したこ

とが主な増となった内容でございます。

４目地籍調査費、230万8,000円、2,000円の増。主に地番修正図修正委託料など、地籍

調査経費の計上であります。また、前年度まで地籍修正事業として投資的経費に区分し、

計上していた境界杭埋設委託料について、事業内容精査により、経常的経費での計上と

することから、当該事業へ振りかえ経常しております。

２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費、１億1,191万円、5,370万8,000円の減。７事務

事業の計上であります。

道路橋梁一般、121万1,000円、増減なし。主に道路台帳図新規補正業務委託料の計上

であります。

次ページ。

道路橋梁管理、2,118万1,000円、120万9,000円の増。主に町道の維持作業に当たる臨時

作業員賃金の増のほか、原材料費などの計上であります。

道路照明管理、2,467万6,000円、57万5,000円の減。道路照明の維持管理経費の計上で、

主に光熱水費、電気料が減であります。

建設機械等整備事業、407万円、4,738万2,000円の減。次ページにわたり、前年度は除

雪道路維持作業用10トンダンプトラックと土木作業車の購入費を計上していましたが、

本年度は道路パトロール車の更新経費の計上であります。

松葉町通りほか整備事業、1,190万円、286万円の減。松葉町通り、筑紫恋道路、奔渡

町湖岸道路の町道３路線の総延長521メートルの舗装整備費の計上であります。
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橋梁長寿命化整備事業、4,407万2,000円、1,400万円の増。ＪＲ厚岸駅構内の人道跨線

橋の改修費であります。

真栄大通りほか整備事業、500万円、新規計上。真栄大通り、桜通りの歩道改修として、

総延長138メートルの工事費の計上であります。

前年度計上の太田５号道路整備事業、真栄大通り整備事業が皆減であります。

２目道路新設改良費、５億862万2,000円、１億8,087万1,000円の減。９事務事業の計上

であります。

床潭末広間道路整備事業、２億1,000万円、１億1,590万円の減。次ページにわたり、

改良舗装746メートル、地滑り観測調査などの計上であります。

門静前浜道路整備事業、1,041万9,000円、1,466万9,000円の減。次ページにわたり、主

に旧ホマカイ橋橋梁の解体設計及び道路用地購入費の計上であります。

太田門静間道路整備事業27国債、6,764万5,000円、5,147万7,000円の増。次ページにわ

たり、改良舗装598.28メートルの工事費などの計上であります。

太田門静間道路整備事業28国債、3,478万9,000円、新規計上。債務負担行為により、

平成29年度事業とあわせ、改良舗装626.79メートルの工事費ほかの計上であります。

湾月町通り整備事業、5,220万円、200万円の減。次ページにわたり、改良舗装378メー

トルの工事費の計上であります。

苫多道路整備事業、9,010万円、9,000万円の増。道路法面対策工事費の計上でありま

す。

太田２号道路防雪柵整備事業、910万円、増減なし。主に防雪柵実施設計委託料などの

計上であります。

宮園町東４の通り整備事業、2,901万円、新規計上。改良舗装330メートルの工事費の

計上であります。

事業費支弁人権費、535万9,000円、106万5,000円の減。

前年度計上のトライベツ道路防雪柵整備事業、門静前浜道路整備事業、太田門静間道

路整備事業26国債は、事業完成に伴い皆減であります。

次ページ。

３目除雪対策費、5,354万円、699万3,000円の増。４月以降から初冬の降雪に備えた計

上であります。来年冬に備えた計上は、例年どおり12月補正を予定しております。

３項河川費、１目河川総務費、２億6,113万1,000円、１億2,206万5,000円の増。８事務

事業の計上であります。

河川管理、39万7,000円、5,000円の増。

次ページ。

別寒辺牛川水系治水砂防施設整備事業、2,342万9,000円。

別寒辺牛川水系治水砂防施設整備事業27国債、１億7,343万9,000。

次ページ。

別寒辺牛川水系治水砂防施設整備事業28国債、2,579万5,000円。

以上３事業の合計で２億2,266万3,000円、１億1,629万5,000円の増であります。

次ページ。

奔渡川改修事業、3,350万円、1,330万円の増。護岸工19メートルの工事費の計上であ
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ります。

事業支弁人権費、457万1,000円、36万2,000円の減。

前年度計上の門静尾幌地区冠水対策事業、旧尾幌１号川ほか調査事業が皆減でありま

す。

次ページ。

４項都市計画費、１目都市計画総務費、702万3,000円、１万3,000円の減。４事務事業の

計上であります。

都市計画審議会、９万9,000円、7,000円の減。

都市計画一般、５万6,000円、花のあるまちづくり88万円、いずれも増減なしでありま

す。

都市計画整備事業、598万8,000円、6,000円の減。次ページにわたり、都市計画用途地

域及び都市計画施設の見直し業務委託料の計上であります。

３目下水道費、３億9,936万5,000円、1,808万5,000円の増。下水道事業特別会計操出金

の計上であります。

５項公園費、１目公園管理費、700万9,000円、254万2,000円の増。各都市計画公園の

管理経費の計上で、主に修繕料が増であります。

次ページ。

６項住宅費、１目建築総務費、961万2,000円、96万8,000円の増。４事務事業の計上で

あります。

建築一般、35万3,000円、３万4,000円の減。

限定特定行政庁確認事務、25万9,000円、2,000円の増。

住宅省エネバリアフリー改修補助、100万円、増減なし。

住宅新築リフォーム支援、800万円、200万円の増。これまでの補助実績を踏まえ、当

初計上として200万円を増額しての計上であります。前年度計上の住宅耐震改修補助が皆

減であります。

次ページ。

２目住宅管理費、5,479万2,000円、2,153万1,000円の増。７事務事業の計上であります。

町営住宅入居者選考委員会、８万1,000円、増減なし。

町営住宅、1,807万3,000円、31万1,000円の増。次ページにわたり、町営住宅の維持管

理経費の計上であります。

きのこ生産者住宅、22万2,000円、職員住宅、７万6,000円、町営住宅敷金利子基金、3,000

円、住宅供給供給公社きのこ菌床栽培新規着業者住宅譲渡償還金、1,033万7,000円、４

事業、いずれも増減ありません。

次ページ。

町営住宅奔渡団地整備事業、2,600万円、2,122万円の増。ぽんと団地外壁改修工事費

の計上であります。

３目住宅建設費、前年度計上の町営住宅有明団地解体事業が皆減であります。

292ページ。

８款１項消防費、１目常備消防費、２億8,318万9,000円、714万5,000円の減、４事務事

業の計上であります。
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釧路東部消防組合、２億8,014万6,000円、181万円の減。負担金の計上であります。

次の３事業は、釧路東部消防組合厚岸消防署分の投資的経費に対する負担金でありま

す。

厚岸消防団装備品整備事業、122万7,000円、154万3,000円の減。

救助用資機材整備事業、61万7,000円。

厚岸消防団第１分団床潭部器具格納庫解体事業、119万9,000円、２事業は新規計上。

前年度計上の緊急時・災害時活動用備品等整備事業、消火栓整備事業が皆減でありま

す。

２目災害対策費、3,350万4,000円、1,941万9,000円の増。11事務事業の計上であります。

防災会議、４万5,000円、1,000円の増。

国民保護、４万4,000円、増減なし。

次ページ。

災害対策、379万7,000円、166万8,000円の増。災害対策関連経費の計上で、主に前年

度から実施しております末広地区の地滑り監視委託料が増となっております。

防災行政無線、325万6,000円、１万円の増。次ページにわたり、防災行政無線の管理

経費の計上であります。

災害避難場所、109万5,000円、38万7,000円の増。災害避難場所の管理経費の計上で、

主に修繕料が増であります。

避難所運営演習、30万円、新規計上。災害発生時における避難所の運営のあり方等に

係る演習の実施経費の計上であります。

土砂災害相互通報システム、13万9,000円、増減なし。

防災行政無線整備事業、388万8,000円、314万4,000円の増。次ページにわたり、屋外

拡声子局の設置工事費の計上であります。

津波避難階段整備事業、1,867万4,000円、新規計上。桜通り頂上横高台避難場所への

避難階段の設置工事費であります。

津波避難場所備蓄品整備事業、214万7,000円、新規計上。備蓄用食料、飲料水の購入

費であります。

災害対策本部機器移設事業、11万9,000円、新規計上。現在、大規模地震や津波発生時

における災害対策本部の設置は、味覚ターミナルコンキリエに置くこととしております

が、このたび、釧路東部消防組合厚岸消防署の庁舎建設を受けて、同庁舎内に災害対策

本部を設置する予定としていることから、現状の防災機器類の移設に係る調査費の計上

であります。

前年度計上の災害図上演習、津波避難階段照明・備蓄品整備事業が皆減であります。

３目消防施設費、3,833万6,000円、3,187万9,000円の減。消防自動車整備事業、3,833

万6,000円、1,357万9,000円の減。高規格救急車の更新事業費であります。特定防衛施設

周辺整備調整交付金事業として町が執行し、釧路東部消防組合に管理委託いたします。

前年度計上の厚岸消防団第１分団床潭部器具格納庫建設事業が皆減であります。

300ページ。

９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、297万2,000円、１万1,000円の減。

教育委員会委員報酬、費用弁償などの計上であります。
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２目事務局費、440万9,000円、102万8,000円の増。３事務事業の計上であります。

教育委員会事務局、379万6,000円、102万8,000円の増。主に事務執行に要する経費、

関連団体の負担金の計上で、教育委員会のホームページ保守点検委託料と、次ページ、

床潭小学校閉校事業に対する補助金が増であります。

教育事務評価会議、３万6,000円、訴訟事務、57万7,000円、いずれも増減はありませ

ん。

３目教育振興費、1,857万4,000円、97万8,000円の増。６事務事業の計上であります。

教育研究所運営委員会、10万9,000円、増減なし。

教育振興一般、107万3,000円、４万4,000円の増。次ページにわたり、主に関連団体の

負担金、補助金の計上であります。

町立教育研究所、323万1,000円、145万8,000円の増。教育研究所関連経費の計上で、

主に社会科郷土副読本の印刷製本費が増であります。

就学指導、18万8,000円、増減なし。特別支援に関する経費の計上であります。

次ページ。

高等学校教育支援、472万6,000円、85万2,000円の減。町内高校への通学バス定期券購

入助成であります。

外国青年招致、924万7,000円、35万8,000円の増。主に町内小中学校における外国語指

導助手２人分の人件費などの計上であります。

４目教員住宅費、1,714万円、431万円の増。４事務事業の計上であります。

教員住宅、225万5,000円、増減なし。次ページにわたり、住宅の管理経費の計上であ

ります。

住宅供給公社教職員住宅譲渡償還金、921万2,000円、増減なし。

教員住宅整備事業、431万円、新規事業。住の江地区の教職員住宅１棟の屋根ほか改修

費の計上であります。

教員住宅解体事業、136万3,000円、増減なし。糸魚沢の２棟２戸の木造住宅を町の直

営で解体する経費の計上であります。

５目就学奨励費、４万円、増減なし。奨学審議会の開催経費であります。

６目スクールバス管理費、2,954万4,000円、135万7,000円の減。２事務事業の計上であ

ります。

スクールバス運行委託、2,273万9,000円、139万1,000円の減。次ページにわたり、８路

線のスクールバス運行委託料、学校行事と臨時の輸送委託料などの計上であります。

スクールバス運行、680万5,000円、３万4,000円の増。主に車両の維持管理、運行経費

の計上であります。

２項小学校費、１目学校運営費、3,011万8,000円、300万2,000円の減。７事務事業の計

上であります。

小学校運営一般、10万5,000円、２万4,000円の増。

小学校学校評議員、14万6,000円、増減なし。

厚岸小学校、861万8,000円、138万4,000円の減。

次ページ。

真竜小学校、1,000万5,000円、156万6,000円の減。
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次ページ。

太田小学校、319万9,000円、3,000円の増。

床潭小学校、384万2,000円、14万1,000円の増。

次ページ。

高知小学校、420万3,000円、22万円の減。以上５小学校の学校運営経費の計上で、厚

岸、真竜小学校は光熱水費、電気料が減となっております。

２目学校管理費、3,631万1,000円、487万6,000円の増。５事務事業の計上であります。

学校管理、2,525万4,000円、451万3,000円の増。次ページにわたり、主に賃金、修繕料、

各種保守点検委託料ほか、学校管理経費の計上で、増の主な内容は、校務補の退職に伴

う臨時校務補採用による賃金の増であります。

学校情報通信教育、542万8,000円、１万9,000円の増。学校コンピューター関連経費の

計上であります。

次ページ。

学校備品教材等整備、438万9,000円、44万2,000円の減。学校図書教材等購入費の計上

で、施設用備品購入費が減であります。

遠距離児童通学、38万6,000円、６万8,000円の減。

教育用携帯型情報端末整備事業、85万4,000円、新規計上。太田小学校に携帯型情報端

末を整備するための委託料の計上であります。

３目教育振興費、1,608万2,000円、380万7,000円の減。４事務事業の計上であります。

小学校教育振興、986万4,000円、381万3,000円の減。主に臨時学級支援員賃金ほかの

計上で、教師用指導書購入費が減であります。

自然教室推進、６万6,000円、２万2,000円の増。

次ページ。

要・準要保護児童就学援助等、538万7,000円、65万1,000円の増。

特別支援教育就学奨励、76万5,000円、１万1,000円の減。

前年度計上の高度へき地修学旅行が皆減であります。

３項中学校費、１目学校運営費、2,328万1,000円、246万3,000円の減。６事務事業の計

上であります。

中学校運営一般、９万5,000円、３万3,000円の増。

中学校学校評議員、14万6,000円、増減なし。

厚岸中学校、925万円、121万3,000円の減。

次ページ。

真竜中学校、950万9,000円、73万8,000円の減。

太田中学校、408万8,000円、54万5,000円の減。

次ページ。

高知中学校、19万3,000円、増減なし。

以上４中学校の学校運営経費の計上で、減額の主な内容は、光熱水費、電気料の減で

あります。

２目学校管理費、2,642万3,000円、514万2,000円の増。５事務事業の計上であります。

学校管理、1,655万円、291万3,000円の増。次ページにわたり、中学校の学校管理経費
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の計上で、増の主な内容は、校務補の退職に伴う臨時校務補採用による賃金の増であり

ます。

学校情報通信教育、392万6,000円、１万1,000円の増。学校コンピューター関連経費の

計上であります。

次ページ。

学校備品教材等整備、360万8,000円、12万1,000円の減。学校図書教材等購入費の計上

で、施設用備品購入費が減であります。

太田中学校整備事業、137万2,000円、新規計上。正面玄関前の舗装工事費の計上であ

ります。

教育用携帯型情報端末整備事業、96万7,000円、新規計上。太田中学校に携帯型情報端

末を整備するための委託料の計上であります。

３目教育振興費、649万円、180万3,000円の増。３事務事業の計上であります。

中学校教育振興、335万4,000円、275万9,000円の増。主に教師用指導書購入費が増で

あります。

次ページ。

要・準要保護生徒就学援助等、239万9,000円、97万5,000円の減。

特別支援教育就学奨励、73万7,000円、27万4,000円の増。

前年度計上の高度へき地修学旅行が皆減であります。

４項１目幼稚園費、計上なし。カトリック幼稚園、さくら幼稚園が、ともに子ども・

子育て支援法に基づいた特定教育・保育施設への移行となったことから、前年度まで実

施の私立幼稚園就園奨励と私立幼稚園運営支援制度の終了により、皆減となったところ

であります。

５項社会教育費、１目社会教育総務費、402万円、65万6,000円の減。７事務事業の計

上であります。

青少年問題協議会、12万5,000円、増減なし。

社会教育委員、32万3,000円、増減なし。

青少年育成センター、91万9,000円、２万5,000円の増。

次ページ。

社会教育活動、73万5,000円、３万3,000円の減。

芸術文化、136万円、7,000円の減。

次ページ。

友好都市子ども交流、30万円、90万円の減。１年ごとに相互訪問交流を実施しており

ますが、本年度は友好都市山形県村山市の子供たちが当町に訪問して交流する事業補助

金の計上であります。

姉妹都市中学生国際交流、25万9,000円、新規計上。姉妹都市であるオーストラリアク

ラレンス市から、ローズベイ・ハイスクールの生徒を中心とする訪問団が４月に当町へ

来町し、交流する事業補助金の計上であります。

２目生涯学習推進費、181万3,000円、９万3,000円の減。２事務事業の計上であります。

生涯学習活動、44万1,000円、増減なし。次ページにわたり、生涯学習の活動経費の計

上であります。
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生涯学習施設、137万2,000円、９万3,000円の減。真竜小学校内に併設する生涯学習施

設の管理経費の計上であります。

３目公民館運営費、275万円、33万9,000円の減。３事務事業の計上であります。

公民館運営審議会、６万4,000円、増減なし。

公民館管理、74万6,000円、３万円の減。

次ページ。

公民館活動、194万円、31万9,000円の減。主に事務室借上料が減であります。

４目文化財保護費、108万7,000円、４万1,000円の減。３事務事業の計上であります。

文化財専門委員会、10万6,000円、増減なし。

次ページ。

文化財保護、53万7,000円、４万1,000円の減。

国指定史跡国泰寺跡整備事業、44万4,000円、増減なし。史跡国泰寺跡整備検討委員会

開催経費の計上であり、前年度に引き続き整備計画の策定を進めます。

５目博物館運営費、1,425万3,000円、596万7,000円の増。５事務事業の計上であります。

次ページ。

海事記念館・郷土館・太田屯田開拓記念館運営審議会、５万4,000円、増減なし。

海事記念館、469万4,000円、16万7,000円の減。次ページにわたり、施設管理経費の計

上で、主に光熱水費が減であります。

郷土館、131万2,000円、３万円の増。太田屯田開拓記念館、149万9,000円、７万4,000

円の増。それぞれ施設管理運営費の計上であります。

次ページ。

海事記念館整備事業、669万4,000円、新規計上。海事記念館の外壁改修工事費の計上

であります。

前年度計上の海事記念館収蔵庫解体事業が皆減であります。

●議長（佐藤議員） 休憩いたします。

再開は、３時30分からといたします。

午後２時57分休憩

午後３時30分再開

●議長（佐藤議員） 再開いたします。

●議長（佐藤議員） 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。

●議長（佐藤議員） 税財政課長、続けてください。
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●税財政課長（星川課長） それでは、６目情報館運営費のほうから説明させていただき

ます。

６目情報款運営費、3,972万8,000円、115万3,000円の減。７事務事業の計上であります。

情報館協議会、15万5,000円、増減なし。

厚岸情報館、3,184万5,000円、45万6,000円の減。352次ページにわたり、施設の管理運

営経費の計上であります。主に光熱水費、図書館管理運営システム保守点検委託料、暖

房用温水ポンプ保守点検委託料が減であります。

厚岸情報館分館、194万8,000円、9,000円の減。分館の管理運営経費の計上であります。

図書館バス運行、37万5,000円、28万8,000円の減。主に車検整備経費が減であります。

情報通信技術講習、25万6,000円、増減なし。

ブックスタート、13万6,000円、1,000円の減。

情報館図書管理システム整備事業、501万3,000円、新規計上。次ページにわたり、前

年度整備した図書管理システムの借上料であります。

前年度計上の情報館視聴覚機器整備事業、情報館整備事業が皆減であります。

６項保健体育費、１目保健体育総務費、558万8,000円、９万9,000円の減。４事務事業

の計上であります。

学校保健一般、69万1,000円、３万1,000円の減。

児童生徒健康診断、295万4,000円、６万8,000円の減。

教職員健康診断、179万3,000円、増減なし。

次ページ。

準要保護児童生徒医療、15万円、増減なし。

２目社会体育費、7,103万5,000円、4,788万3,000円の増。７事務事業の計上であります。

スポーツ推進審議会10万7,000円、1,000円の増。

社会体育一般、89万9,000円、９万6,000円の増。

スポーツ推進委員、70万9,000円、17万円の増。次ページにわたり、主に委員報酬が増

であります。

体育施設、1,794万8,000円、30万9,000円の減。次ページにわたり、スポーツ施設の管

理運営経費の計上であります。主に前年度計上の機械器具備品購入費が減であります。

スポーツ振興、327万8,000円、58万5,000円の増。主にスポーツ振興助成について、こ

れまでの実績等を踏まえ、年度当初での増額計上であります。

次ページ。

学校開放、４万4,000円、１万円の減。

宮園公園野球場整備事業、4,805万円、新規計上。地盤沈下したグラウンドの改修工事

費の計上で、財源として地域づくり総合交付金を見込んでの計上であります。

前年度計上の宮園公園施設整備事業が皆減であります。

３目温水プール運営費、1,689万8,000円、38万8,000円の減。次ページにわたり、施設

の管理運営経費の計上であります。

４目学校給食費、4,807万5,000円、20万9,000円の減。２事務事業の計上であります。

学校給食センター運営委員会、７万6,000円、増減なし。

学校給食センター、4,799万9,000円、20万9,000円の減。次ページにわたり、施設の管
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理運営経費の計上であります。

368ページ、11款１項公債費、１目元金、９億3,760万1,000円、3,545万4,000円の増。

増額となった主な要因は、過疎対策事業債のソフト分の発行に係る元金の償還開始によ

る増であります。

２目利子、１億1,354万円、1,633万5,000円の減。

370ページ。

12款１項１目給与費、15億8,551万2,000円、779万3,000円の増。

374ページから378ページまで、一般会計人件費総体をまとめた給与費明細書を添付し

ておりますのでご参照願います。内容については省略させていただきます。

372ページをお開き願います。

13款１項１目予備費、700万円。

１ページへお戻り願います。

第２条債務負担行為。

地方自治法第214条の規定により債務を負担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」による。

６ページをお開きください。

第２表債務負担行為。

事項欄記載の４件について、記載の期間に各限度額をもって債務を負担するものでご

ざいます。

379ページから381ページまで、債務負担行為に関する調書を掲載しておりますので、

あわせてご参照願います。

再び１ページへお戻り願います。

第３条地方債。

地方自治法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」による。

７ページをお開きください。

第３表地方債。

起債の目的欄記載の６事業について、記載のとおり、各発行限度額、記載の方法、利

率、償還の方法によって起債を起こすことができるものとしております。

なお、382ページに地方債に関する調書を掲載しておりますので、あわせてご参照願い

ます。

再び、１ページへお戻り願います。

第４条一時借り入れ金。

地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借り入れ金の借り入れの最高額は30億

円と定める。

以上で、議案第１号の説明を終わります。

続きまして、８ページをお開き願います。

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であります。

平成28年度厚岸町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る。

第１条、第１項歳入歳出予算。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17億4,597万
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1,000円と定める。

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」

によるものであります。

９ページ。

第１表歳入歳出予算であります。

歳入では９款12項、次ページ、歳出では10款17項にわたり、それぞれ17億4,597万1,000

円で、平成27年度当初予算と比較し、2.4％、4,252万円の減となっております。

事項別により説明させていただきます。

385ページをお開き願います。

歳入であります。

１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、３億6,544万5,000円、616

万1,000円の減。

２目退職被保険者等国民健康保険税、1,106万5,000円、127万円の減。次ページにわた

り、それぞれ説明欄記載のとおり、現状の収納状況を勘案しての計上であります。

387ページ。

３款分担金及び負担金、２項負担金、１目保健事業費負担金、80万8,000円、15万5,000

円の増。高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種負担金の増であります。

４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金、２億7,046万2,000円、4,618

万3,000円の減。一般被保険者に係る保険給付費の見込み減によるものであります。

２目高額医療費共同事業負担金、1,126万6,000円、10万3,000円の増。国民健康保険団

体連合会から通知された拠出金見込み増によるものであります。

３目特定健康診査等負担金、155万7,000円、12万9,000円の増。保健指導の経費の増で

あります。

２項国庫補助金、１目財政調整交付金、3,558万4,000円、3,959万6,000円の減。主に被

保険者に係る保険給付費の見込み減によるものであります。

５款１項１目療養給付費等交付金、2,457万9,000円、1,606万2,000円の減。退職被保険

者の保険給付費の減額見込みに伴うものであります。

６款１項１目前期高齢者交付金、３億1,165万8,000円、１億926万7,000円の増。前期高

齢者の医療費の見込み増によるものであります。

７款道支出金、１項道負担金、１目高額医療費共同事業負担金、1,126万6,000円、10

万3,000円の増。国保連合会における高額療養費共同事業拠出金の見込み増による計上で

あります。

２目特定健康診査等負担金、155万7,000円、12万9,000円の増、

次ページ。

２項道補助金、２目財政調整交付金、7,769万9,000円、1,415万7,000円の減。一般被保

険者の保険給付費の減によるものであります。

９款１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金、4,506万6,000円、41万円

の増。

２目保険財政共同安定化事業交付金、４億546万1,000円、456万1,000円の減。それぞ

れ国保連合会から通知された拠出金額の計上であります。
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10款繰入金、１項１目一般会計繰入金、１億7,137万円、2,482万6,000円の減。内訳と

して、繰り出し基準分523万3,000円の増、保健事業分39万円の増、収支不足分3,044万9,000

円の減であります。

12款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、6,000円、増減なし。

３項雑入、102万2,000円、増減なし。

以上で、歳入の説明を終わります。

391ページをお開き願います。

歳出であります。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、3,461万円、588万1,000円の減。３事

務事業の計上であります。

職員人件費、2,659万1,000円、530万円の減。５人分の計上であります。なお、409ペー

ジから412ページまで、給与費明細書を添付しておりますので、ご参照願います。

国民健康保険一般、642万5,000円、42万5,000円の減。次ページにわたり、主に昨年度

実施した国民健康保険等管理システム改修委託料の減であります。

国民健康保険事務電算処理、159万4,000円、15万6,000円の減。

２項町税費、１目賦課徴収費、90万1,000円、１万9,000円の減。

３項１目運営協議会費、25万2,000円、１万円の増。

５項１目特別対策事業費、561万4,000円、64万4,000円の減。

次ページ。

２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、８億4,817万2,000円、987

万4,000円の減。

２目退職被保険者等療養給付費、2,068万1,000円、1,184万9,000円の減。

３目一般被保険者療養費、609万円、101万8,000円の減。

４目退職被保険者等療養費、13万6,000円、７万2,000円の減。

次ページ。

５目審査支払手数料、263万2,000円、13万9,000円の減。

各目それぞれ前年度の給付見込みをもとに算出した見込み額の計上であります。

２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、１億592万8,000円、697万6,000円の

増。

２目退職被保険者等高額療養費、176万9,000円、157万6,000円の減。

３目一般被保険者高額介護合算療養費、10万円、増減なし。

４目退職被保険者等高額介護合算療養費、５万円、増減なし。

各目それぞれ前年度の給付見込みをもとに算出した見込み額の計上であります。

３項輸送費、１目一般被保険者移送費、5,000円、増減なし。

次ページ。

２目退職被保険者等移送費、5,000円、増減なし。それぞれ支給見込みによる計上であ

ります。

４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、840万5,000円、増減なし。

５項葬祭諸費、１目葬祭費、19万円、増減なし。

３款１項後期高齢者支援金等、１目後期高齢者支援金、１億6,977万5,000円、998万2,000
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円の減。

次ページ。

２目後期高齢者関係事務費拠出金、１万3,000円、増減なし。

４款１項前期高齢者納付金等、１目前期高齢者納付金、６万5,000円、5,000円の減。

２目前期高齢者関係事務費拠出金、１万3,000円、1,000円の減。

５款１項老人保健拠出金、２目老人保健事務費拠出金、１万円、1,000円の減。

６款１項１目介護納付金、7,590万9,000円、809万4,000円の減。

次ページ。

７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金、4,506万6,000円、41万円の増。

２目保険財政共同安定化事業拠出金、４億546万1,000円、456万1,000円の減。それぞ

れ社会保険診療報酬支払基金及び北海道国民健康保険団体連絡会からの通知見込額に基

づく計上であります。

３目その他共同事業拠出金、1,000円、増減なし。

８款保健事業、１項１目特定健康診査等事業費、次ページにわたり、901万1,000円、324

万3,000円の増。主に特定健診未受診者対策に係る委託料の増であります。

２項保健事業費、１目保健衛生普及費、290万7,000円、55万7,000円の増。予防接種委

託料の増であります。

９款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目一般被保険者保険税還付金、100万円、増

減なし。

２目退職被保険者等保険税還付金、10万円、増減なし。

３目償還金、10万円、増減なし。

次ページ。

11款１項１目予備費、100万円、増減なし。

以上で、歳入歳出予算の説明とさせていただきます。

８ページへお戻り願います。

第２条、歳出の予算の流用。

地方自治法220条第２項ただし書きの規定により、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、保険給付費内の各項に係る予算額に過不足を生じたときにお

けるこれらの経費の各項間とする。

以上で、議案第２号の説明を終わります。

続きまして、11ページをお開き願います。

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であります。

平成28年度厚岸町の簡易水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,017万9,000円と定める。

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」

によるものであります。

12ページ。

第１表歳入歳出予算であります。

歳入では５款６項、歳出では４款４項にわたり、それぞれ7,017万9,000円で、平成27
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年度当初予算に比較し8.6％、556万2,000円の増となっております。

事項別により説明させていただきます。

415ページをお開きください。

歳入であります。

２款使用料及び手数料、１項使用料、１目水道使用料、4,779万5,000円、228万4,000円

の増。年間見込額としての計上であります。

２項手数料、１目水道手数料、２万5,000円、増減なし。

４款道支出金、１項道補助金、１目水道費道補助金、皆減であります。

５款繰入金、１項１目一般会計繰入金、775万9,000円、651万8,000円の増。繰り出し

基準分のほか、収支補てん分を含めての計上であります。

７款諸収入、１項１目雑入、皆減であります。

８款１項町債、１目水道債、1,460万円、30万円の増。糸魚沢地区配水管整備事業への

財源計上であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

417ページをお開き願います。

歳出であります。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、944万4,000円、159万9,000円の増。

次ページにわたり、４事務事業の計上であります。

職員人件費、677万9,000円、13万9,000円の増。１人分の計上であります。なお、427ペー

ジから429ページまで、給与費明細書を添付しておりますので、ご参照願います。

簡易水道一般、20万5,000円、17万1,000円の増。主に備品購入費、公用車に設置する

防災行政無線機１台の購入費の増であります。

水道料金計算収納、116万円、１万1,000円の減。次ページにわたり、主に検針徴収委

託料の計上であります。

公用車整備事業、130万円、新規計上。公用車１台の更新に伴う車両購入費の計上であ

ります。

２款水道費、１項１目水道事業費、5,822万1,000円、387万9,000円の増。８事務事業の

計上であります。

水道事業一般、33万3,000円、39万8,000円の減。コピー機リース料の減であります。

水質検査、259万6,000円、増減なし。

次ページ。

簡易水道施設、2,342万円、143万2,000円の増。水道施設の管理経費の計上で、増額分

は、大別取水場ほか施設修繕料の増であります。

検満及び新設メーター整備事業、374万9,000円、179万4,000円の減。検満メーター46台、

新設メーター３台分の工事費の計上であります。

漏水調査事業、89万5,000円、増減なし。

糸魚沢地区配水管整備事業、1,472万8,000円、42万8,000円の増。糸魚沢地区の老朽化

した配水管更新の整備工事費の計上であります。

太田・片無去地区地下水調査事業、1,080万円、886万1,000円の増。前年度に引き続き、

水源調査費の計上であります。
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大別取水場井戸整備事業、170万円、新規計上。取水場の井戸の揚水能力を回復させる

ための洗浄作業経費の計上であります。

４款１項公債費、１目元金、173万円、11万1,000円の増。

２目利子、73万4,000円、２万7,000円の減。

次ページ。

５款１項１目予備費、５万円。

以上で、歳入歳出予算の説明を終わります。

11ページへお戻り願います。

第２条地方債。

地方自治法230条第１項の規定による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２表 地方債」による。

14ページ。

第２表地方債。

簡易水道事業について、記載のとおり発行限度額、起債の方法、利率、償還の方法に

よって起債を起こすことができるものとしております。

なお、430ページに地方債に関する調書を掲載しておりますので、あわせてご参照願い

ます。

以上で、議案第３号の説明を終わります。

続きまして、15ページをお開き願います。

議案第４号 平成28年度厚岸町下水道事業特別会計予算であります。

平成28年度厚岸町の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10億9,000万8,000円と定める。

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」によるものであります。

16ページ。

第１表歳入歳出予算であります。

歳入では６款８項、歳出では３款４項にわたり、それぞれ10億9,000万8,000円で、平

成27年度当初予算に比較し32.0％、２億6,443万3,000円の増であります。

事項別により説明させていただきます。

433ページをお開き願います。

歳入であります。

１款分担金及び負担金、２項負担金、１目下水道費負担金、780万5,000円、22万8,000

円の増。受益者負担金現年度賦課対象額の増であります。

２款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使用料、8,920万4,000円、101万1,000

円の増。年間見込額としての計上であります。

２項手数料、１目下水道手数料、1,000円、増減なし。

３款国庫支出金、１項国庫補助金、１目下水道費国庫補助金、３億890万円、１億2,940

万円の増。社会資本整備総合交付金事業費の増額に伴う増であります。

５款繰入金、１項１目一般会計繰入金、３億9,936万5,000円、1,808万5,000円の増。繰
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り出し基準分のほか、収支補てん分を含めての計上であります。

６款諸収入、１項延滞金及び過料、１目延滞金、1,000円、増減なし。

２項１目雑入、513万2,000円、180万9,000円の増。主に消費税及び地方消費税還付金

の計上であります。

７款１項町債、１目下水道債、２億7,960万円、１億1,390万円の増。公共下水道事業

財源の計上であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

435ページをお開き願います。

歳出であります。

１款下水道費、１項下水道管理費、１目一般管理費、2,083万8,000円、126万8,000円の

減。３事務事業の計上であります。

職員人件費、1,660万1,000円、153万6,000円の減。２人分の計上であります。なお、447

ページから449ページまで、給与費明細書を添付しておりますのでご参照願います。

下水道一般、261万6,000円、24万2,000円の増。次ページにわたり、主に公共下水道使

用料、受益者負担金の賦課徴収、消費税計算関連経費の計上であります。

下水道事務電算処理、162万1,000円、２万6,000円の増。主に水道料金等システム及び

受益者負担金システム借上料の計上であります。

２目管渠管理費、1,328万6,000円、276万8,000円の増。次ページにわたり、公共下水道

の管渠及びポンプ施設の維持管理経費の計上で、主に施設修繕料と汚水管清掃調査業務

委託料が増となっております。

３目処理場管理費、6,777万8,000円、1,480万1,000円の増。終末処理場の運転管理費の

計上で、主に終末修理場運転管理委託料、汚泥除去委託料が増となっております。

４目普及促進費、164万9,000円、150万5,000円の減。２事務事業の計上であります。

水洗化等改造工事補助、159万8,000円、148万3,000円の減。次ページにわたり、利用

見込みとして20件分の計上であります。

水洗化等改造工事資金貸付利子補給、５万1,000円、２万2,000円の減。貸し付け実行

見込みとしての計上であります。

２項下水道事業費、１目公共下水道事業費、６億1,279万8,000円、２億4,334万8,000円

の増。次ページにわたり、３事務事業の計上であります。

公共下水道事業補助、２億9,280万3,000円、4,540万3,000円の増。終末修理場ほか、電

気計装設備の更新及び汚水管等の整備費として7,900万3,000円、終末処理場流量調整槽

建設に伴う事業費として１億8,200万円ほか、補助対象事業分の計上であります。

公共下水道事業起債、1,959万5,000円、85万5,000円の減。次ページにわたり、事業対

象職員人件費２人分、単独工事費などの計上であります。

汚水処理施設共同整備事業、３億40万円、１億9,880万円の増。終末処理場にし尿など

の受け入れ投入施設の建設委託料の計上であります。

３款１項公債費、１目元金、３億168万2,000円、1,121万6,000円の増。

２目利子、7,097万7,000円、492万7,000円の減。

次ページ。

４款１項１目予備費、100万円、増減なし。
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以上で、歳入歳出予算の説明を終わります。

15ページへお戻り願います。

第２条債務負担行為。

地方自治法第214条の規定により、債務を負担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」による。

18ページ。

第２表債務負担行為。

事項欄の２件について、起債の期間、限度額をもって債務を負担するものであります。

450ページに債務負担行為に関する調書として掲載しておりますので、ご参照願います。

15ページへお戻り願います。

第３条地方債。

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」による。

19ページをお開き願います。

第３表地方債。

公共下水道事業について、発行限度額、起債の方法、利率、償還の方法によって起債

を起こすことができるものとしております。

なお、451ページに地方債に関する調書を添付しておりますので、ご参照願います。

以上で、議案第４号の説明を終わります。

続きまして、20ページをお開きください。

議案第５号 平成28年度厚岸町介護保険特別会計予算であります。

平成28年度厚岸町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条、第１項歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９億9,477万5,000円と定める。

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」

によるものであります。

21ページ。

第１表歳入歳出予算であります。

歳入では９款13項、次ページ、歳出では７款14項にわたり、それぞれ９億9,477万5,000

円で、平成27年度当初予算に比較して2.6％、2,610万2,000円の減となっております。

事項別により説明させていただきます。

454ページをお開き願います。

歳入であります。

１款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者介護保険料、１億7,465万9,000円、162

万8,000円の増。現年度分が99％、滞納繰越分が10％の収納見込み分の計上であります。

２款サービス収入、１項介護給付費収入、１目居宅介護サービス費収入、皆減であり

ます。

２項予防給付費収入、１目居宅支援サービス費収入、605万1,000円、120万6,000円の

増。包括支援センターの収入の計上であります。

３款分担金及び負担金、１項負担金、１目地域支援事業負担金、36万1,000円、１万6,000



- 70 -

円の増。配食サービス事業負担金の計上であります。

４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金、１億6,708万7,000円、410

万円の減。介護給付に係る国負担分の計上であります。

２項国庫補助金、１目財政調整交付金、7,347万3,000円、169万9,000円の増。

７目地域支援事業交付金、824万4,000円、11万7,000円の減。介護予防事業交付金、78

万3,000円、包括的支援事業交付金、746万1,000円の計上であります。

５款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金、２億5,467万7,000円、802万7,000円

の減。40歳から65歳未満の第２号保険者の介護納付金に係る支払基金からの交付金であ

ります。

２目地域支援事業支援交付金、87万7,000円、10万7,000円の減。

６款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金、１億2,851万8,000円、521万8,000

円の減。介護給付に係る道負担分の計上であります。

２項道補助金、３目地域支援事業交付金、412万2,000円、５万9,000円の減。介護予防

事業交付金、39万1,000円、包括的支援事業交付金、373万1,000円の計上であります。

３項委託金、１目総務費委託金、２万1,000円、１万7,000円の増。介護状態等審査判

定委託金であります。

７款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金、1,000円、増減なし。

２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金、皆減。

８款繰入金、１項１目一般会計繰入金、１億7,590万6,000円、184万4,000円の減。収支

均衡を図るための繰入金の計上であります。

次ページ。

10款諸収入、１項延滞金及び過料、2,000円、増減なし。

２項雑入、77万6,000円、１万1,000円の減。主に認定審査会共同設置負担金の計上で

あります。

以上で、歳入の説明を終わります。

458ページをお開き願います。

歳出であります。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、1,981万6,000円、95万8,000円の増。

２事務事業の計上であります。

職員人件費、1,929万8,000円、99万7,000円の増。担当職員３人分の計上であります。

なお、476ページから479ページまで、給与費明細書を添付しておりますので、ご参照願

います。

介護保険一般、51万8,000円、３万9,000円の減。

次ページ。

２項徴収費、１目賦課徴収費、83万円、３万4,000円の増。介護保険料の賦課、収納経

費の計上であります。

３項１目介護認定審査会費、284万6,000円、５万2,000円の減。厚岸、浜中介護認定審

査会の開催経費であります。

２目認定調査等費、726万円、５万5,000円の増。次ページにわたり、介護認定調査に

係る経費の計上で、主に介護認定調査員の非常勤職員２人分の計上であります。
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４項１目趣旨普及費、皆減。

６項１目地域密着型サービス運営委員会費、２万6,000円、増減なし。

２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費、５億4,163

万1,000円。785万6,000円の減。

２目施設介護サービス給付費、次ページにわたり、２億4,216万円、2,698万9,000円の

減。

３目居宅介護福祉用具購入費、245万3,000円、80万円の増。

４目居宅介護住宅改修費、657万3,000円、67万2,000円の増。

５目居宅介護サービス計画費、5,760万円、460万2,000円の増。

６目審査支払手数料、108万円、10万1,000円の増。内容は、説明欄記載のとおりであ

りますが、それぞれ給付や審査の状況を勘案しての計上であります。

２項１目高額介護サービス費、1,800万円、増減なし。

次ページ。

３項１目高額医療合算介護サービス費、350万円、増減なし。

４項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス費、3,656万4,000円、

増減なし。

４款地域支援事業費、１項介護予防事業費、３目一時予防事業費、223万円、１万9,000

円の減。

２目２次予防事業費、64万5,000円、62万円の減。

次ページ。

５目総合事業費精算金、25万8,000円、新規計上。この事業につきましては、今年度か

ら適用される事業で、厚岸町の被保険者が町外の介護施設に入所した際、その入所先で

介護予防ケアマネジメントを受けた場合に、その費用は保険者である厚岸町が負担する

という制度であり、利用見込みとして５人分の計上であります。

２項包括的支援事業、任意事業費、１目包括的支援事業等事業費、3,544万4,000円、184

万6,000円の増。次ページにわたり、２事務事業の計上であります。

職員人件費、3,464万6,000円、154万9,000円の増。包括的支援センター職員４人分の計

上であります。

包括的支援施策、79万8,000円、29万7,000円の増。次ページにわたり、地域包括支援

センターの事務経費の計上であります。

２目任意事業費、347万7,000円、９万7,000円の減。主に介護相談員の報酬ほか活動費

及び配食サービス事業委託料等の計上であります。

次ページ。

５款１項１目介護給付費準備基金費、1,000円、増減なし。

７款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目第１号被保険者介護保険料還付金、20万

円、増減なし。

２目償還金、1,000円、増減なし。

８款サービス事業費、１項居宅サービス事業費、１目包括的支援事業費、1,188万円、50

万8,000円の増。次ページにわたり、２事務事業の計上であります。

職員人件費、890万6,000円、19万2,000円の増。職員１人分の計上であります。
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次ページ。

介護予防支援、297万4,000円、70万円の増。要介護認定者の介護予防マネジメント業

務委託の計上であります。

９款１項１目予備費、30万円、増減なし。

以上で、議案第５号の説明を終わります。

続きまして、23ページをお開き願います。

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であります。

平成28年度厚岸町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る。

第１条、第１項歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億2,521万円と定める。

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」によるものであります。

24ページ。

第１表歳入歳出予算であります。

歳入では３款４項、歳出では４款５項にわたり、それぞれ１億2,521万円で、平成27年

度当初予算に比較し3.1％、396万円の減であります。

事項別により説明させていただきます。

482ページをお開き願います。

歳入であります。

１款１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料、4,790万5,000円、204万8,000円

の減。

２目普通徴収保険料、3,154万6,000円、130万1,000円の減。収納率98％としての計上で

あります。

３款繰入金、１項１目一般会計繰入金、4,564万7,000円、61万1,000円の減。繰り入れ

基準による繰入金の計上であります。

５款諸収入、１項延滞金及び過料、2,000円、増減なし。

４項償還金及び還付加算金、11万円、増減なし。

以上で、歳入の説明を終わります。

484ページをお開き願います。

歳出であります。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、281万円、１万5,000円の減。後期高

齢者医療一般として、事務経費に係る計上であります。

２項１目徴収費、58万5,000円、2,000円の減。賦課収納にかかる経費の計上でありま

す。

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金、１億2,160万5,000円、394万3,000円の減>

次ページにわたり、北海道後期高齢者医療広域連合納付金であります。主に保険料収納分

が334万9,000円の減、保険料軽減分が77万4,000円の減であります。

３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金11万円、増減なし。

４款１項１目予備費、10万円、増減なし。

以上で、議案第６号の説明を終わります。
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続きまして、26ページをお開き願います。

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であります。

平成28年度厚岸町の介護老人保健施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。

第１条、第１項、歳入歳出予算。

歳入歳出の予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,943万3,000円と定める。

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」

によるものであります。

27ページ。

第１表歳入歳出予算であります。

歳入では２款３項、次ページ、歳出では２款２項にわたり、それぞれ7,943万3,000円

の計上で、平成27年度当初予算に比較し5.3％、400万8,000円の増であります。

事項別により説明させていただきます。

490ページをお開き願います。

歳入であります。

１款サービス収入、１項介護給付費収入、１目施設介護サービス費収入、6,361万3,000

円、66万3,000円の減。

２項１目自己負担金収入、1,570万7,000円、460万9,000円の増。それぞれ前年度の入所

単価を勘案し、１日平均18床の入所分の計上であります。

９款諸収入、１項１目雑入、11万3,000円、６万2,000円の増。説明欄記載のとおりで

あります。

以上で、歳入の説明を終わります。

492ページをお開き願います。

歳出であります。

１款サービス事業費、１項施設サービス事業費、１目施設介護サービス事業費、7,933

万3,000円、400万8,000円の増。２事務事業の計上であります。

職員人件費3,655万4,000円、573万1,000円の減。正職員の看護師２人、再任用職員とし

て看護師１人、嘱託介護員２人分の計上であります。なお、496ページから498ページま

で、給与費明細書を添付しておりますので、ご参照願います。

介護老人保健施設サービス、4,277万9,000円、973万9,000円の増。次ページにわたり、

施設運営のための臨時職員、パート勤務を含め６人分の賃金のほか、介護材料費、給食

業務委託料、施設清掃委託料、施設用備品購入費、病院事業運営、管理共通経費負担金

等の計上であります。

２款１項１目予備費、10万円、増減なし。

以上をもちまして、議案第１号平成28年度厚岸町一般会計予算から、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。

●議長（佐藤議員） 水道課長。
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●水道課長（遠田課長） 続きまして、議案第８号 平成28年度厚岸町水道事業会計予算

について説明申し上げます。

１ページをお開き願います。

第１条、総則。

平成28年度厚岸町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量であります。

給水戸数は5,171戸で、前年比36戸増。

年間総配水量は125万6,447立方メートルで、前年度比３万62立方メートル、率で2.5％

増。

１日平均給水量は3,442立方メートルで、前年度比82立方メートル、率で2.4％増を予

定しております。

主な建設改良事業は、配水管布設替等事業が１件で、事業費は1,870万円、前年度に比

べ439万5,000円の減。

設備改修事業は２件で、869万6,000円、前年度に比べ369万6,000円の増。

メーター設備事業は、新設・検満合わせて532台で3,524万3,000円、前年度比764万9,000

円の減であります。

第３条、収益的収入及び支出の予定額であります。

収入では、１款水道事業収益を２億7,431万2,000円、内訳は、１項営業収益で２億5,381

万1,000円、２項営業外収益で2,050万1,000円と定め、支出では、１款水道事業費用を２

億7,436万9,000円、内訳は、１項営業費用で２億4,044万2,000円、２項営業外費用で3,372

万7,000円、４項予備費で20万円と定めるものであります。

第４条、資本的収入及び支出の予定額であります。

収入では、１款資本的収入を2,727万5,000円、内訳は、１項企業債で2,260万円、６項

補償金で467万5,000円と定め、支出では、１款資本的支出を１億2,894万4,000円、内訳は、

１項建設改良費で6,334万5,000円、２項企業歳償還金で6,559万9,000円と定めるものであ

ります。

括弧書きです。資本的収入が資本的支出額に対し不足する額１億166万9,000円は、過

年度分損益勘定留保資金258万1,000円、当年度分損益勘定留保資金9,439万6,000円及び当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額469万2,000円で補てんするものでありま

す。

第３条収益的収入及び支出及び第４条資本的収入及び支出の内容は、９ページからの

予算説明書により説明申し上げます。

９ページをお開き願います。

初めに、収益的収入であります。

１款水道事業収益は、前年度比でほぼ同程度となる18万6,000円の減。

収入の大部分を占める１項１目給水収益は２億5,342万3,000円で、使用水量が微増と

なることを見込み、前年比0.2％、49万4,000円増の水道料金を計上しております。

２目受託工事収益は38万8,000円で、前年度と同額であります。

２項営業外収益は、前年度比3.2％、68万円減の2,050万1,000円で、内訳は、１目受取

利息及び配当金は計上はなく皆減。
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３目長期前受金戻入は2,049万2,000円で、前年度に比べ67万9,000円の減で、これまで

に行ってきた建設改良事業などへの補助金を収益した額の計上であります。

５目雑収益は9,000円で、前年度同様、浄水場敷地内の電柱などの使用料であります。

収益的支出であります。

比率は、前年度当初予算との比率で述べさせていただきます。

１款水道事業費用では1.4％、286万円の増。

１項営業費用では2.0％、482万円の増であります。

内容については、新規計上項目と前年度に比べ変動が大きな項目を中心に説明申し上

げます。

１目原水及び浄水費は6.8％、396万8,000円の増で、内訳は、10ページにわたりますが、20

節修繕費は93.2％増の327万7,000円で、浄水場や取水場のポンプなど、主要機器の修繕

の増加によるもの。24節動力費は16.3％増の1,927万5,000円で、昨年度の実績を反映し

た使用電力料を見込んだことによる増であります。

２目配水及び給水費は28.9％、180万9,000円の増で、主な内訳は、20節修繕費が45.6％

増の420万7,000円で、漏水修理に対応するための増額計上であります。

４目総係費は4.1％、137万2,000円の増で、主な内訳は、１節給料が4.2％増の1,110万

5,000円､２節手当が14.8％増の485万6,000円の計上で、ともに職員の会計間異動や構成の

変更による給料総額の増などに伴うものであります。５節報酬は７万5,000円の皆増で、

水道料金見直しに伴う水道事業経営審議会の委員報酬で、２回の開催を見込んだ計上で

あります。

11ページをごらん願います。

17節委託料は4.5％増の686万6,000円で、利用休止家屋などでの漏水防止を図るため、

給水管の閉開栓業務の委託料として34万7,000円を新規計上しました。その他、各節説明

欄記載のとおりであります。

５目減価償却費は2.5％、340万4,000円の減で、平成27年度までに取得した資産に対す

る減価償却費のうち、主に構築物に係る償却費の減によるものであります。

６目資産減耗費は42.1％、107万5,000円の増で、メーター除却費の増と、昭和58年度

に取得し、老朽化で使用できない移動用無線機の除却に伴う増であります。

12ページをごらん願います。

２項営業外費用では4.4％、196万円の減で、内訳は、１目支払利息及び企業債取り扱

い諸費が7.6％、212万9,000円の減で、これまでに借り入れた企業債の支払い利息の減に

よるものであります。

２目消費税及び地方消費税は2.2％、16万9,000円の増で、給水収益の増を見込んだこ

となどによる納付見込額の増であります。

４項１目予備費は20万円で、前年度と同額であります。

この結果、収益的収入は収益的支出を５万7,000円下回る見込みであります。

13ページをごらん願います。

資本的収入であります。

１款資本的収入全体では2.7％、75万3,000円の減で、１項１目企業債は8.5％、210万

円の減。建設改良事業費の減と、工事補償金の減であります。
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６項１目補償金は40.5％、134万7,000円の増で、道路改良に伴う水道管移設に対する

補償金の増であります。

資本的支出であります。

１款資本的支出全体では、15.2％、2,309万9,000円の減で、１項建設改良費は11.1％、793

万6,000円り減。

１目建設改良費は2.5％、69万9,000円の減で、配水管布設がえ１件と設備整備２件を

予定しています。

２目総係費はほぼ同額で、７節旅費で2,000円の増のほか、各節説明欄記載のとおりで

あります。

３目メーター設備費は18.1％、764万9,000円の減で、主に検満メーター取りかえ台数

の減によるものであります。

４目固定資産購入費では41万円の計上で、適正な水処理薬品の注入量を決めるための

水質試験装置であるジャーテスター機が老朽化で故障のおそれがあるため、更新整備す

る費用の計上であります。

２項１目企業債償還金は18.8％、1,516万3,000円の減で、主に平成20年度に借り入れ

たものの償還が平成27年度て完了したことによる減であります。

２ページへお戻り願います。

第５条、企業債であります。

起債の目的は、配水管等整備事業費で、限度額は2,260万円。起債の方法は、普通貸付

または証券発行で、利率は５％以内、償還の方法は記載のとおりであります。

第６条、予定支出の各項の経費の金額の流用であります。

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、消費税及び地方消費税

に不足が生じた場合と定めるものであります。

第７条、議会の議決を経なければ流用できない経費は、職員給与費の2,348万8,000円

とするものであります。

第８条、たな卸資産の購入限度額は1,711万2,000円と定めるものであります。

３ページと４ページは予算実施計画書、５ページは予定キャッシュ・フロー計算書、

６ページから８ページまでが給与費明細書、飛んで14ページと15ページが平成28年度の

予定貸借対照表、16ページと17ページは平成28年度予算の財務諸表の作成に当たり採用

した会計処理の基準などを記載した注記であります。

18ページは、平成27年度の予定損益計算書、19ページと20ページは平成27年度の予定

貸借対照表、21ページと22ページは平成27年度の財務諸表の作成に当たり採用した会計

処理の基準などを記載した注記であります。

いずれも、内容は記載のとおりでありまので、説明は省略させていただきます。

以上が、平成28年度厚岸町水道事業会計予算の内容でございます。

大変簡単な説明でございますが、ご審議いただき、承認くださいますようよろしくお

願い申し上げます。

●議長（佐藤議員） 病院事務長。
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●病院事務長（土肥事務長） 続きまして、議案第９号 平成28年度厚岸町病院事業会計予算

についてご説明いたします。

議案書の１ページをお開きください。

初めに総則です。

第１条。

平成28年度厚岸町病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

次に、第２条、業務の予定量です。

病床数は55床で、一般病床であります。

患者数では、入院患者、年間延べ患者数１万3,870人、前年当初と比較で、年間日数が１日

少ない分、38人を減じ、１日平均としては昨年度同様に38人としております。

外来患者は、年間延べ患者数４万8,600人、前年当初と同数を見込み、１日平均は200人と

するものです。

合計で、延べ患者数6万2,470人、１日平均238人と見込むものです。

次に、主な建設改良事業として、医療器械整備事業、803万8,000円、建設工事事業、1,196

万7,000円、リース資産購入事業、2,482万1,000円の計上であります。内容は、後ほどご説明

いたします。

次に、第３条、収益的収入及び支出並びに第４条資本的収入及び支出につきましては、11

ページからの予算説明書でご説明いたします。

11ページをお開きください。

初めに、収益的収入についてです。

１款病院事業収益、11億5,418万円、前年度比較１億1,362万6,000円、率にして10.9％の増。

１項医業収益、９億537万2,000円、前年度比較２億491万5,000円、率にして29.3％の増で

あります。

これは、１目入院収益で３億2,913万5,000円、前年度比較13.7％の増、２目外来収益で３

億9,414万6,000円、前年度比較11.9％の増、いずれも27年度の患者数と１人当たり診療単価

を踏まえての計上であります。

３目その他医業収益では5,976万9,000円、前年度比較2.1％の増。内訳は、それぞれ節説明

欄記載のとおりであります。

４目負担金、１億2,232万2,000円、皆増です。１節では一般会計負担金１億1,030万2,000

円、救急医療対策費補助１億875万3,000円、保健衛生行政費補助154万9,000円を計上。従来

は、２項医業外収益、５目他会計補助金で一本化して計上してきましたが、地方公営企業法

の改正を受けて、順次行ってきました資本、負債を中心とした会計基準の大幅見直しとあわ

せ、一般会計からの負担金、補助金の繰出金につきましても、地方公営企業決算状況調査、

いわゆる決算統計の区分に準じた勘定科目の改正を行った上で再区分したものとなっており

ます。

なお、２項医業外収益、６目他会計負担金についても同様であります。

２節は厚岸郡救急医療確保負担金、1,202万円、皆増です。24時間救急医療の確保に要

する経費の一部を浜中町に負担いただくものであります。

２項医業外収益、２億4,880万8,000円、前年度比較9,128万9,000円、率にして26.8％の減。

１目受取利息及び配当金で1,000円、増減なし。
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２目患者外給食収益で206万1,000円、前年度比較11.6％の増。職員及び研修生等の入院患

者意外の食数増によるもの。

３目長期前受金戻入で8,391万4,000円、前年度比較59.1％の増。まだ償却が終わっていい

資産のうちで、取得財源に補助金が含まれる場合には、その相当額のうち、今年度に償却と

なる額に相当する額を収益化、額としての計上であります。当初比較で3,118万1,000円の増

でありますが、平成27年度３月補正で2,496万8,000円を増額補正としておりますので、決算

見込みとの比較においては562万1,000円の増となる見込みであります。

４目その他医業外収益で616万9,000円、前年度比較10.3％の減。主に院内保育の託児数の

減による院内保育料の減であります。

５目他会計補助金で6,039万8,000円、前年度比較77.6％の減。

次の６目では他会計負担金、8,086万7,000円、皆増。さきに説明の５目他会計補助金から

の組みかえであります。

５目、６目の内訳につきましては、それぞれ節説明欄をご参照ください。

なお、収益的収入、医業、医業外合わせ、総額比較で、本年度、２億5,156万7,000円に対

し、昨年度当初では２億6,977万円で、1,820万3,000円、6.8％減であります。

次に、７目負担金交付金で、1,539万7,000円、73.7％の増。１節負担金交付金で1,377万7,000

円、介護老人保健施設からの負担分として、病院との共用部分の光熱水費等の案分経費の計

上。２節負担金、162万円、皆増。当院医師が、昨年５月から、月１度、釧路日赤病院の内視

鏡検査を支援しておりますが、その支援料を負担金として納入いただいております。なお、

平成27年度分は当初計上しておりませんが、本議会で補正予算計上としております。

８目雑収益、1,000円の計上。

続いて、収益的支出であります。

１款病院事業費用、11億9,495万7,000円、前年度比較1,659万9,000円、率にして1.4％の増。

１項医業費用では11億1,986万7,000円、前年度比較1,281万9,000円、率にして1.2％の増。

内訳です。１目給与費で６億9,301万5,000円の計上、前年度比較201万6,000円、0.3％の減。

１節給料、前年度比較681万2,000円の減。医師５名を含め、全62名であります。２節職員手

当等、前年度比較37万6,000円の減。説明欄記載の内訳となっております。３節法定福利費で

前年度比較356万円の減。主に共済組合負担金で405万1,000円の減となっております。４節退

職給付費で前年度比較676万4,000円の増。平成28年度末の退職給付引当金の不足分、1,952万

9,000円の計上であります。５節賞与引当金繰入額で前年度比較132万3,000円の増。平成29年

６月支給の賞与見込額の６分の４カ月分を引当額として計上であります。６節賃金では前年

度比較64万5,000円の増。７節報酬では前年度同額であります。内容はそれぞれ説明欄記載の

とおりであります。

２目材料費では１億3,988万9,000円、前年度比較22.5％の増。平成27年度の見込みによる

患者１人当たり収入増加に伴う薬品、診療材料費の増であります。

３目経費では１億9,356万8,000円、前年度比較1.2％の減で、減額となった主なものでは、

３節旅費・交通費、前年度比較131万3,000円の減。医師採用による医師旅費ほか出張旅費の

減であります。７節燃料費では前年度比較626万7,000円の減。主にボイラー重油、ガソリン

単価の引き下げによるものです。一方、増額となった主なものでは、10節手数料、前年度比

較63万3,000円の増。医薬品データベース更新料、医療廃棄物処理料などが主な増であります。
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15節使用料では前年度比較82万8,000円の増。主に在宅酸素療法装置、睡眠時無呼吸簡易検査

機など借上料の増。16節委託料では前年度比較245万9,000円の増。主に基準寝具病衣委託料、

前年度比較47万円の減。臨床検査委託料、前年度比較59万7,000円の増。夜間受付等業務委託

料、前年度比較137万1,000円の減。給食業務委託料、前年度比較70万9,000円の増。遠隔診断

機能付き医用画像保管システム保守委託料、前年度比較73万8,000円の増。特殊建築物定期報

告業務委託料、前年度比較64万9,000円の皆増。外壁タイル剥離調査業務委託料141万5,000円

の皆増。その他、記載のとおりでありますが、平成27年度の患者動向、決算見込み、入札結

果などを反映させた積算内訳となっております。19節負担金、前年度比較81万8,000円の増。

常勤医師の代診派遣及び釧路日赤整形外科医師派遣に伴う負担金増であります。

15ページ。

４目減価償却費、8,882万6,000円、前年度比較5.3％の減。１節建物減価償却費で前年

度比較173万円の増。３節機械備品減価償却費で671万4,000円の減であります。

５目資産減耗費、66万4,000円、前年比較84.1％の減。固定資産除却費の減であります。

６目研究研修費、390万5,000円、前年度比較1.8％の増であります。内容は節説明欄記

載のとおりであります。

次に、２項医業外費用では7,479万円、前年度比較378万円、5.3％の増。

１目支払利息及び企業債取扱諸費、4,690万5,000円、前年度比較9.2％の減。

２目医療技術員確保対策費、735万9,000円、前年度比較394.2％増。３節負担金で396

万4,000円の皆増。看護師の退職等で、４月時点での現在の施設基準を満たせない状況が

想定されることから、民間業者からの看護師の派遣を受ける人件費相当額の負担金計上

であります。また、４節手数料では、その看護師及び医師紹介等の手数料として190万6,000

円、皆増であります。

３目雑損費、1,722万6,000円、前年度比較43.8％増。貯蔵品購入に係る仮払い消費税

などの増であります。

４目消費税及び地方消費税、330万円、前年度同額計上であります。

５目長期前払消費税勘定償却、計上額なし、皆減であります。平成27年度で償却済み

となりますので、新年度での計上はございません。

次に、３項１目予備費は前年度と同額の30万円の計上であります。

続いて、資本的収支です。

17ページをごらんください。

１款資本的収入、１億4,622万5,000円、前年度比較292万3,000円、2.0％の増。

１項１目企業債、1,180万円、皆増。今年度予定の建設工事であります防災監視盤非常

放送設備更新工事の財源として企業債を発行するものです。

２項補助金は１億3,442万5,000円、前年度比較887万7,000円、6.2％の減。

１目他会計補助金では１億2,742万5,000円、前年度比較3,872万3,000円の増。内容は、

企業債償還元金補助で１億139万9,000円、医療機械購入費補助で103万8,000円、建設工

事補助で16万7,000円、リース資産購入費補助、2,482万1,000円であります。

２目国庫補助金、700万円、前年度比較87.2％の減。特定防衛施設周辺整備補助金の計

上であります。医療機械購入費分、資本的支出で計上の３点に全額充当するものでござ

います。
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次に、資本的支出です。

１款資本的支出、１億7,110万1,000円、前年度比較3,820万円、18.3％の減。

１項建設改良費、4,482万6,000円、前年度比較4,275万円、48.8％の減。

１目固定資産購入費、１節機械備品購入費で803万8,000円、前年度比較73.9％の減。

本年度は、回診用移動型Ｘ線撮影装置１台、オーブン一体型蒸し器１台、無散瞳眼底検

査装置１台、それぞれ現有機器の経年劣化と部品製造中止などを受け、今後の診療に支

障とならないよう更新を行うものであります。

次に、２目１節建設工事費、1,196万7,000円、62.8％の減。今年度予定の工事は、防

災監視盤非常放送設備更新工事であります。火災が発生した場合にはいち早く感知し、

同時に病院内に非常放送と消防へ自動通報を兼ね備え、スプリンクラーの作動等にも連

動する防火・防災対策設備でありますが、既存の施設は平成７年に病院が改築されて以

来、21年目を迎えております。物品の劣化が進んでいる上に、修理の際はその部品調達

も難しい状況となっていることから、今年度内に更新しようとするものであります。

次に３目１節リース資産購入費、2,482万1,000円、16万6,000円、0.7％の増。平成25年

度にリースで取得した資産のうち、病院総合管理システムなど、今年度で費用計上とな

るものであります。

続いて、２項１目１節企業債償還金、１億2,627万5,000円、前年度比較3.7％の増。今

年度の償還元金の計上であります。

以上が、予算説明書による内容説明となります。

１ページにお戻りください。

第４条の資本的収入及び支出の括弧書きの補てん財源に関する記述です。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,487万6,000円は、過年度分損益勘定

留保資金2,487万6,000円で補てんする内容としております。

以上で、収益収入及び支出並びに資本的収入及び支出の説明を終わります。

議案書２ページです。

第５条は、企業債です。

起債の目的は、防災監視盤・非常放送設備事業であります。限度額は1,180万円とする

ものです。起債の方法は、普通貸借または証券発行であります。利率は5.0％以内とする

ものであります。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、第６条、一時借入金の限度額を３億円と定めるものであります。

第７条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費であります。

職員給与費で６億9,301万5,000円に、公債費で100万円と定める内容であります。

第８条は、他会計からの補助金、一般会計からの繰入金として、当初予算における負

担金の総額を、16項目、３億7,899万2,000円とするものです。

なお、病院運営状況、医師体制の変化、建設改良事業の変動など、内容の変更、収支

不足分を今後に調整することとしております。

３ページ。

第９条は、たな卸資産の購入限度額であります。

新年度では１億8,041万1,000円と定める内容であります。

第10条は、重要な資産の取得です。
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取得する資産は、防災監視盤・非常放送設備一式であります。

続いて、４ページ、５ページは予算実施計画、６ページは予定キャッシュ・フロー計

算書です。会計期間中の資金の動きをまとめたものであります。これにより、資金期末

残高は1,088万円と見込むものであります。内容につきましては記載のとおりであります

ので、説明を省略させていただきます。

７ページから10ページまでは給与費明細書です。

18ページまでめくっていただいて、18、19ページは平成28年度の予定貸借対照表であ

ります。詳細な説明は省略させていただきます。

20ページから21ページは注記であります。会計処理に関する特記事項を注記説明とし

て記載しております。

22ページは平成27年度の予定損益計算書、23ページ、24ページは平成27年度予定貸借

対照表であります。

これにより、平成28年度の当初予算総体では、３月補正による決算ベースをもとに、

患者数を見込んで事業収支予算を計上しておりますが、税込み収支で4,077万7,000円の

収入不足予算となっております。

以上、簡単な説明でありますが、議案第９号 平成28年度厚岸町病院事業会計予算の

内容説明とさせていただきます。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

●議長（佐藤議員） 本９件の審議の方法についてお諮りいたします。

本９件の審議については、議長を除く12人の委員をもって構成する平成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、会期中に審査いたしたいと思いますが、

これ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９件の審議方法については、議長を除く12人の委員をもって構成する平成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、会期中に審査することに決定

いたしました。

●議長（佐藤議員） 本会議を休憩します。

午後４時58分休憩

午後４時58分再開

●議長（佐藤議員） 本会議を再開いたします。

●議長（佐藤議員） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
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本日は、これにて散会いたします。

ご苦労さまでした。

午後４時58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。

平成28年３月７日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


