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厚岸町議会 第１回定例会

平成29年３月６日

午前10時00分開会

●議長（佐藤議員） ただいまから、平成29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、11番、中川議員、12

番、佐々木亮子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 おはようございます。

議会運営委員会報告をさせていただきます。

３月３日、午前９時55分から、第１回議会運営委員会を開催し、平成29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があります。

町側からの報告として、行政報告があります。

議会からの提出案件は、会期の決定、２常任委員会及び議会運営委員会から閉会中の

継続調査申出書で、いずれも本会議において審議することに決定しました。

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。

議案第１号から議案第９号は、平成29年度の各会計補正９件であります。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29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28年度の各会計補正予算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28年度各会計補正予算審査特別委員

会を設置し、これに付託し、会期中に審査することに決定しました。

議案第19号から議案第23号は、一般議案５件、議案第24号から議案第28号及び議案第30

号は、廃止条例と一部改正条例が合わせて６件、議案第29号は、条例制定１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。
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本定例会の会期は、３月６日から17日までの12日間とし、11日と12日は休会とします。

以上、議会運営委員会報告といたします。

●議長（佐藤議員） ただいま竹田委員長から委員会報告ございましたけれども、説明の

中で平成29年度各会計補正予算という発言がありましたけれども、29年度各会計予算審

査特別委員会ということでございますので、訂正をいたします。

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17

日までの12日間とし、11日、12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） 異議なしと認めます。

本定例会の会期は、本日から17日までの12日間とし、11日、12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28年12月14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２月24

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。

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、行政報告を行います。教育長から行政報告の申し出があ
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りましたので、これを許します。

教育長。

●教育長（酒井教育長） おはようございます。

平成18年に厚岸町立学校教諭がわいせつ行為により逮捕されたことで発覚した事件、

学校職員に係る損害賠償請求事件について報告させていただきます。

この事件は、発覚時から裁判経過など幾度か本会議において教育行政報告をさせてい

ただきましたが、結審となりましたので、改めて事件の経過と訴訟にかかわる内容につ

いて説明いたします。

平成18年２月に事件が発覚しております。

事件の内容でありますが、平成16年から平成18年の間、加害者である学校教諭が女子

生徒に対し淫行を繰り返し、ほかにもわいせつ行為を行ったものであります。

事件の発覚、逮捕までの経緯でありますが、平成17年７月、被害者の女子生徒の父親

が当該教諭が自分の子供に淫行をしているのではないかと疑いを持ち、校長に対し対応

を求めました。校長は当該教諭に事実確認を行ったところ、その事実はないと判断し、

本人及び学校全体で疑わしき状況をつくらないよう指導しております。しかし、さらに

当該教諭は行為を続け、平成18年２月13日に、父親から教育委員会に対し犯罪行為の訴

えがあり、このとき初めて教育委員会は事件を知ることとなりました。

教育委員会は、直ちに校長に対しそれまでの経緯の説明を求めるとともに、当該教諭

及び関係者と面会し事実関係の把握に努めました。しかし、教育委員会が内容の把握に

努めていたさなかの２月19日に当該教諭が北海道青少年保護育成条例違反の容疑により

逮捕され、同年３月29日に児童福祉法違反及び強制わいせつ罪で起訴されたものであり

ます。

平成19年４月11日、厚岸町、北海道、校長、当該教諭に対し、被害者及び両親から損

害賠償を求める訴状が出されております。その内容は、連帯して１億561万4,046円を支

払えというものでありました。その後、訴え変更申立書が出され、被害者は複雑性ＰＴ

ＳＤ、心的外傷後ストレス障害を発症しているという主張で、損害賠償請求額を１億2,883

万9,784円に増額するというものでありました。

平成22年10月26日、釧路地方裁判所から第一審の判決が出され、原告が主張する当該

教諭の行為によるＰＴＳＤの発症を認めず、それに伴う労働能力の喪失についても認め

ないという内容でありました。しかし、不法行為に伴う慰謝料として400万円、弁護士費

用として慰謝料の１割の40万円、加えて被害届が警察に提出された日から支払日までの

利息110万6,630円、総額550万6,630円を支払ったものであります。

町及び道の考え方は、わいせつ行為については当初から争っていないことと早期解決

を望んでいるため、町の顧問弁護士とも相談の上、控訴は行っておりません。なお、原

告側は判決内容を了承できないということで控訴し、結審に至りませんでした。

平成22年11月９日、原告である控訴人は北海道と厚岸町及び加害者である元教諭に対

し、札幌高等裁判所へ控訴状の提出を受理されております。

町の対応は、町の顧問弁護士のほか弁護体制の強化と円滑な事務手続のため、平成27

年２月から損害保険会社の顧問弁護士を共同弁護人として選任し対応してまいりました。
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平成27年10月22日、札幌高等裁判所の本事件担当裁判官から、控訴人、被控訴人双方

に和解案が示されました。その内容は、既に支払った金額に1,700万円を加えて支払うも

ので、厚岸町は和解に応じる旨を裁判所に伝えましたが、控訴人は減額された内容を不

服として和解には応じることはありませんでした。

平成28年１月15日、札幌高等裁判所から控訴審の判決が出されております。判決の内

容でありますが、１点目として、教育委員会が事件を知り得た平成18年２月13日に当該

教諭の所属する校長に事実関係の説明を求めたこと、同月17日には校長を同席させ当該

教諭から事情聴取を行ったところ犯罪行為を否定したこと、控訴人が同年２月18日に警

察署に被害届を提出し、翌日の19日には被控訴人の当該教諭が逮捕されており、被控訴

人の町が２月13日以降何らかの調査を行わなかったわけではないことから、町の不法行

為責任は認められないこと。２点目として、控訴人の主張する平成18年４月ころ、ＰＴ

ＳＤを発症し、現在もＰＴＳＤに罹患していることを認めるとしていること。３点目と

して、労働能力の喪失も認めるとしていること。しかし、本人要因が関係していること

から、それぞれ認められた賠償項目から４割を減額する内容でありました。

判決金額の内訳ですが、治療費や医療費等の合計が3,395万4,423円、４割減額されて

2,037万2,653円。これから既に支払った440万円を差し引いた1,595万2,653円が賠償額と

なります。もう一度言い直します。これから既に支払った440万円を差し引いた1,597万

2,653円が賠償額となります。賠償額に弁護士費用160万円を合わせた1,757万2,653円が判

決金額となっております。さらに支払額としては、判決金額に利息が加わりますが、こ

の段階では控訴人が判決を認めるかが不明であり、支払日が確定せず利息計算ができな

いことから利息の算出はしておりません。

平成28年１月28日、控訴人が判決を不服として最高裁に上告しております。札幌高裁

で審議された関係書類が最高裁判所に移され審査されることになりました。

平成28年12月13日、最高裁判所が本件を上告審として受理しないとの決定を下しまし

た。この決定により、控訴審の判決が確定し結審となっております。

相手方への総支払額としては、控訴審の判決金額に利息973万9,582円を加えた2,731万

2,235円となります。また、厚岸町側の弁護士の報酬については、控訴審の損害賠償請求

額から支払い済み金額と判決金額を減じた金額に５％の報償基準額を乗じて、さらに消

費税８％を乗じた577万824円で、それぞれ２名に支払われます。

今回、報告させていただきました本件の関連費用については、本定例会の補正予算に

計上させていただいております。なお、係る費用については、町が加入している全国町

村会総合賠償保障保険の対象となるため、速やかに保険会社との事務処理を進め、保険

金請求に当たってまいりたいと考えております。

以上、学校職員に係る損害賠償請求事件の経過及び訴訟にかかわる説明といたします

が、訴訟記録閲覧等制限及び事件の性質上個人情報など詳細について説明できないこと

をご理解願います。

今回の事件は、起きてはならない学校職員のわいせつ事件であり、教育委員会といた

しましては、被害に遭われました生徒とそのご家族、そして地域の方々に多大なご迷惑

をおかけしたこと、さらには町民の皆様に長きにわたりご心配をおかけしたことをおわ

び申し上げます。
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教育委員会といたしましては、このような事件を二度と起こさないように、以前にも

増して教職員の服務規律の徹底に努めているところです。今後もより一層教職員の資質

の向上と学校の危機管理意識の高揚を図るとともに、各学校でさまざまな事案が生じた

ときは直ちに教育委員会に報告するよう指導し、教育委員会と学校が連携して適切に対

応する体制を強化してまいります。

以上でございます。

●議長（佐藤議員） これより、行政報告に対する質疑を行います。

なお、報告に対する質疑は厚岸町議会会議運用内規22にありますとおり、内容の疑義

をただす程度にとどめていただきます。

質疑ございませんか。

（な し）

●議長（佐藤議員） なければ、以上で行政報告を終わります。

日程第７、日程第８。まず日程第７、町政執行方針、日程第８、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29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。

北方領土探検の先駆者最上徳内翁を縁に、平成３年、1991年７月に山形県村山市と友

好都市の盟約を締結してから25周年を迎えた昨年、これを記念し、11月に私を団長とす

る公募による参加町民32人ほか総勢36人をもって、村山市主催による最上徳内生誕260年

記念事業最上徳内サミットに参加をいたしました。

今日、北方領土問題進展への期待が強まる中、北方領土に関する徳内翁の偉大なる足

跡を忘れてはなりません。

徳内翁は、現在の北海道である蝦夷地調査の拠点を厚岸町として、遠く国後島、択捉

島への実地調査を行いました。そして、寛政10年、1798年には、徳内翁は江戸時代の探

検家近藤重蔵とともに択捉島に渡り、大日本恵登呂府と記した標柱を建て、日本の領土

であることを明らかにしました。そのことにより、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群

島の北方四島は、安政元年、1855年に日本とロシアとの間で結ばれた日魯通好条約によ

り、日本の領土として確定しました。

しかし、第二次世界大戦後、当時のソ連軍により不法に占拠され、それから70年以上

が経過しましたが、北方四島はいまだ返還されず、まことに遺憾に思っております。不

退転の決意を持って、返還要求運動に邁進していくことが、我々の責務であることを、

村山市を訪問し、さらにその意を強くした次第であります。

次に、町政に臨む基本姿勢について申し上げます。
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私が何よりも大好きなこの厚岸町を「もっともっと元気なまちへ」との気概に燃え、

平成25年７月に４期目の町政のかじ取りを担わせていただいてから４年がたとうとして

おります。この間、新たな課題にも先見性を持って果敢に取り組み、どのような困難が

あっても大きな夢を抱ける、希望が沸き立つようなまちづくりを目指して、心血を注い

でまいりました。これまでの町政運営に当たり、町民の皆さん並びに町議会議員の皆さ

んのご理解とご協力に改めて心より感謝を申し上げます。

さて、私の町長４期目の任期も残すところ４カ月余りとなりましたが、町民の皆さん

と約束した公約を実現し、町民の皆さんの幸せと厚岸町の発展に向かって持てる力の限

りを尽くして未来への扉を開いていかなければなりません。

そのためには、厚岸町の元気の源である第一次産業を初めとした地域経済の振興が何

より重要です。厚岸町は国が行う漁港整備を見据えた厚岸漁業協同組合による貯氷・冷

蔵施設などの整備や、「弁天かき」「あっけし極みるく６５」といった新たな厚岸ブラン

ドの創出、北海道では80年ぶり２カ所目となる厚岸蒸留所のウイスキー蒸留開始など、

明るい展望が開けようとしています。こうした産業の活発な動向と連動して観光施策を

推し進め、交流人口の増加によって地域経済の一翼を担う観光産業へと導くなど、第一

次産業だけではなく関連産業が元気になるよう、厚岸町のさらなる発展への道筋をつけ

るための施策を推進してまいります。

また、まちの活力を維持していくためには、人口減少を少しでも食いとめなければな

りません。そのためには、厚岸町の将来を担う子供たちが、このまちに住み続けたい、

いずれは戻って暮らしたいと思えるまちづくり、親になる若い世代がこのまちで子育て

をしたいと思えるまちづくりを進めるため、子育て支援を重点的に進めなければなりま

せん。さらに、子供から高齢者まで、町民の皆さんがこの先も安心して暮らしていくた

めには、防災・減災対策を継続して取り組むほか、老朽化が進む町有施設の対策も重要

です。

これらを含む総合的な施策展開を講ずるため、第５期厚岸町総合計画・後期行動計画

の着実な実行と、厚岸町未来創生総合戦略の取り組みを加速化し、未来に夢を抱く町民

の皆さんとともに、希望に満ちた輝かしい厚岸町の実現に向けて全力を尽くしてまいり

ます。

それでは、29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。

厚岸町の豊かな自然環境を維持し、未来へと継承するため、厚岸町豊かな環境を守り

育てる基本計画で示す行動指針に基づき、町、町民、事業者が協働で河畔林造成や厚岸

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、次世代を担う年齢層に対しては、環境保全に対する意識を向上させるために学

校版環境マネジメントシステムの推進などにより、環境教育の一層の普及を図ってまい

ります。

農林業被害や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いたします。
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さらに、近年増加しているカラス被害に対しては、駆除奨励金の増額、一斉駆除の実施

などにより、対策の強化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、環境への負荷の軽減を図るため、町民や事業者への省エネルギー意識と行動

の啓発を進め、エネルギーの適切で有効な利用を推進いたします。

水道事業については、今後耐用年数を超える水道管の大量更新が必要となる中、経営

の安定化を図るため、本年４月から新たな水道料金に改定いたします。町民生活と産業

活動の基盤である水道の安全・強靱化・持続を目指し、施設の更新と耐震化を効果的に

進めるための計画策定に着手するとともに、独立採算を原則とする公営企業としての効

率性を発揮し、引き続き経営改善に取り組みながら、事業の健全な運営に努めてまいり

ます。

下水道事業については、白浜１丁目と３丁目地区のほか、漁港整備に伴う若竹１丁目

地区の汚水管整備を実施いたします。また、既存の下水道施設を長期にわたって安全で

安定的に維持するため、引き続き計画的な設備更新を実施するとともに、終末処理場な

どの基幹施設の耐震化を図るための実施設計を行います。

公共下水道による整備を予定していない地区においては、生活排水処理施設の整備を

促進するため、合併処理浄化槽設置に対する支援を継続してまいります。

高速道路の整備については、昨年３月に道東自動車道の阿寒インターチェンジと釧路

外環状道路の一部が開通し、釧路別保インターチェンジの開通が平成30年度に迫る中、

釧路・根室間の高速道路の整備に対する町民の皆さんや関係者の期待が高まっておりま

す。こうした中、地域の声を国に届け、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、尾幌・糸魚沢間の整備の必要性を国に強く訴えてまい

りました。本年も北海道横断自動車道釧路・根室間建設促進期成会などの関係機関や市

町村、団体との連携のもと、積極的な要望活動を展開してまいります。

町道の整備については、厚岸駅構内人道跨線橋と門静前浜道路の整備、湾月町通りの

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、真栄大通りと桜

通りの歩道改修、松葉町通りのほか路面の損傷が著しい箇所のオーバーレイなどを継続

してまいります。また、太田地区の冬期間の交通障害対策として、防雪柵整備の工事に

着手いたします。

鉄道やバスの公共交通については、通院・通学のほか高齢者や障害者などの移動手段

としての役割が大きいことから、関係機関と連携して維持・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。また、今後の地域全体の公

共交通のあり方について、関係機関、交通事業者、町民、町が一体となった協議会を設

置し、調査、検討、計画の策定を行い、地域の状況に合った地域公共交通の体制づくり

を推進してまいります。

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、奔渡団地のうち平成３年度に建設した

住宅の屋上防水と外壁改修を実施いたします。

公園については、若竹公園と住の江公園のフェンスの更新を行うなど、適切な管理維
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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

ルの遵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

施設の整備を関係機関に要望してまいります。

消費生活については、道内において医療費や電気料金等の還付金詐欺が発生するなど、

詐欺の手口は年々巧妙化しております。町民が消費者被害に遭わないよう引き続き関係

機関や団体と連携を密にし、適切な情報提供をするとともに、地域に密着した啓発活動

に努めてまいります。

次に、消防・防災についてであります。

消防については、９月供用開始予定の厚岸消防署・釧路東部消防組合本部庁舎への庁

舎用備品と消火栓の整備、地域の初期消火活動を強化するための小型動力ポンプの更新、

水難救助活動を強化するための水難救助車の整備と空気呼吸器の更新、新規潜水隊員養

成のための潜水資機材の増設、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

品の整備を支援してまいります。

防災について、災害全般にわたる対策では、国の無線設備規則の改正により、平成34

年12月以降使用できなくなる現行のアナログ同報系防災行政無線からデジタル同報系防

災行政無線への更新整備に向けた電波伝搬調査を含む実施設計を行うとともに、災害時

における迅速・的確な状況把握に有効な小型無人航空機ドローンを配備いたします。

地震・津波災害の対策では、従前からの急勾配に加え老朽化による損傷が著しく昇降

に支障を来しているお供山散策路にかわる避難階段の整備に向けた調査設計を行うほか、

厚岸消防署・釧路東部消防組合本部庁舎を役場庁舎にかわる災害対策本部として機能さ

せるため、現在、厚岸味覚ターミナルコンキリエに配備している災害対策本部防災通信

機器を移設するとともに、自主防災組織が行う防災活動や防災資機材の整備に対する補

助制度を継続してまいります。

台風や豪雨災害の対策では、大雨時に旧尾幌１号川の状況を随時監視し、地域住民に

迅速・的確な情報を伝達できるよう河川監視カメラシステムを整備いたします。

町民の防災意識の普及では、厚岸町防災訓練としての避難訓練、自治会連合会や各自

治会との連携による災害図上訓練や避難所運営演習、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とともに、学校における防災教育において災害図上訓練などを

実施してまいります。

また、町内の空き家対策については、対策を推進する上での基礎資料とするため、空

き家所有者へのアンケート調査を実施いたします。

治山対策については、崩落箇所の復旧として梅香、筑紫恋、奔渡などにおいて、北海

道が事業主体となり５カ所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、国から委託を受けて行う矢臼別演習場内の河川における土砂流

出対策を継続するほか、奔渡川の護岸改修を進めてまいります。

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。

し尿処理については、くみ取りし尿と公共下水道の汚水を一元処理する施設を４月か



- 13 -

ら供用開始し、効率的で適正な生活排水の処理に努めてまいります。

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ります。

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。

初めに、水産業についてであります。

昨年は、北洋サケ・マスの流し網漁禁止に始まり、主力であるサンマや近年豊漁だっ

たイカの不漁、さらにはたび重なる台風等により昆布資源が減少するなど、水産業を取

り巻く環境は極めて厳しい状況となりました。こうした中、北洋サケ・マス流し網漁に

かわる漁業の確立に向けた取り組みが始まったほか、地域の水産業を支援する各種制度

を活用して厚岸漁業協同組合が整備を進めるカキ人工種苗生産施設や貯氷・冷蔵施設な

どが今月完成を迎えようとしております。

本年度は、厚岸漁業協同組合が整備する共同利用漁船について、乗組員の雇用と地域

の水揚げ確保に必要であることから、導入に向けた取り組みを北洋漁業対策の一環とし

て支援してまいります。

また、厚岸漁業協同組合が本年度から運営するカキ人工種苗生産施設では、カキえも

んに続く新たな厚岸ブランドとして誕生した弁天かきの種苗生産が本格的に行われるこ

とになっており、沿岸漁業の振興に非常に有益な施設であることから、しっかりと支援

してまいります。

根つけ漁業の重要性が注目されている昨今、沿岸漁業の振興は重要な施策の一つであ

ることから、厚岸漁業協同組合が行う昆布漁場改良事業、漁場造成環境調査事業、ホタ

テかご養殖試験事業などへの支援を継続してまいります。

厚岸漁港の整備では、若竹第２埠頭において、国が行う屋根つき岸壁と人工地盤の建

設工事が着手される予定であり、衛生管理型漁港施設の早期供用開始に向け、整備が着

実に進められるよう引き続き国に強く働きかけるとともに、厚岸漁業協同組合の市場移

転に向けた荷さばき所整備について、関係機関と協議を進めてまいります。

また、未着手箇所の多い海岸保全対策について、早期整備を北海道に強く要望すると

ともに、床潭漁港の西側泊地と東側泊地の静穏域確保に向けた沖防波堤整備については、

北海道を初めとした関係機関と事業化のための協議を進めてまいります。

カキ種苗センターについては、優れた親貝系統を効果的に活用しつつ、質の高い種苗

を生産者に安定供給するため、清浄な海水を導入する海水取水経路の確保について、関

係機関と協議をしてまいります。

カキえもんを市場に広く流通させ幅広く消費者に知ってもらうためには、粒のそろっ

た高品質なものを量産化することが必要であり、厚岸漁業協同組合と連携し、先進的な

養殖資材を積極的に取り入れるなど、厚岸の環境に適した育成方法を構築し、その普及

に努めてまいります。

さらに、厚岸漁業協同組合直売店を拠点として活動する地域おこし協力隊員２名を採

用し、水産物等の魅力の掘り起こしや町外へのＰＲと販売促進の取り組みを支援してま

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、日々刻々と変化する国内外をめぐる農業情勢や担い手不
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足による離農、高齢化など、将来への不安が増しております。一方、平成26年度から新

規就農支援策を拡充したことで、平成26年度には１件、平成27年度には２件の新規就農

者が着業しており、平成28年度の新規就農者はいなかったものの、現在、釧路太田農業

協同組合と新規就農者希望者との間で協議が進められております。今後も新たな担い手

の確保に向けた取り組みを関係機関と一体となって進めてまいります。

農業生産基盤については、良質な粗飼料確保のため釧路太田東部地区において、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西部地区の

草地整備事業が実施されることになっております。また、浜中町農業協同組合の事業主

体により、昨年度から２カ年で進められているトライベツ地区の搾乳牧場整備を支援し

てまいります。

中山間地域等直接支払事業及び多面的機能支払事業については、引き続き事業主体組

織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。さ

らに、釧路太田畜産クラスター協議会で計画している牛舎の整備など、労働負担の軽減

や飼養規模拡大の取り組みを支援してまいります。

家畜防疫については、厚岸町家畜自衛防疫協議会など関係機関と連携し、家畜伝染病

の発症予防のため、引き続き予防注射や国の補助事業を活用して、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、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す

るため、バイオガ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引き続き進め

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。また、道営事業によるセタニウ

シ団地の草地整備が完了するほか、良質な牧草ロールを確保するための作業機械の増強

と牧草ロール置き場の整備、衛生管理の向上を図るための隔離牛舎の建設を行ってまい

ります。

森林整備については、森林の多面的な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、町有林の計画的な森林施業を進めるとともに、私有林については厚岸

町森林組合と連携し、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、林業作業員の育成及び林業労働力の確保と就労の長期化・

安定化を図るための支援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、本年も支援してまいり

ます。

また、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有効活用する森林資源

利活用事業は、事業量をふやして継続してまいります。

きのこ菌床センターについては、良質な菌床を一年を通して安定的に提供できるよう

培養室の空調設備を整備するとともに、菌床価格の軽減措置を継続しながら、生産者の

経営基盤強化や組織化に向けた取り組みを支援してまいります。

また、上尾幌産シイタケのブランド化や販路拡大に向けた活動などを行う地域おこし
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協力隊員２名を採用し、生産者と一体となってキノコ産業の育成・振興に努めてまいり

ます。

次に、商工業、観光、雇用についてであります。

本町の商工業を取り巻く環境は、人口減少により購買力の減退や水産加工の原料とな

る原魚の減少などにより依然として厳しい環境にあり、地域経済の活性化が喫緊の課題

であります。

こうした状況を踏まえ、町内事業者の経営基盤の強化を促進し、事業活動を活発化す

るため、町内事業者が借り入れる設備投資や運転資金に対して、町が利子補給などを行

う融資制度の支援を拡充いたします。

また、地域経済の中核を担い多くの雇用の受け皿となっている中小企業の振興を図る

ためには、厚岸町商工会の役割がますます重要となっていることから、商工会との連携

を密にしながら、運営支援を継続してまいります。

さらに、昨年11月にウイスキーの蒸留を開始した厚岸蒸留所は、国内外から注目を集

めており、本町の観光産業にとっての期待も大きいことから、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、道東自動車道阿寒インターチェンジ、釧路外環状道路の釧路西イン

ターチェンジと釧路東インターチェンジの供用開始により道央圏などからのアクセスが

容易になったことや、釧路市の観光立国ショーケースと阿寒国立公園満喫プロジェクト

の選定など、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。

昨年度は、釧路町・厚岸町・浜中町広域観光推進協議会や町内産業経済団体と連携した

道内プロモーションや、厚岸町公式キャラクターうみえもんを活用した観光・物産イベ

ントでの積極的な情報発信が功を奏して、あっけし桜・牡蠣まつり、あっけし牡蠣まつ

りの来場者数が大幅に増加いたしました。

本年度においても、本町を含む北太平洋シーサイドラインへの一層の誘客を図るため

の関係機関との連携を強化し、道内外での観光・物産展の開催やイベントへの参加、町

のホームページやうみえもんフェイスブックなどで、本町の魅力である農水産物や自然

景観などをＰＲし、基幹産業である漁業や農業とも連携した観光産業の振興を進めてま

いります。

厚岸道立自然公園の国定公園化については、厚岸湖での将来的な漁業活動への影響を

懸念する漁業者の不安を払拭するため、厚岸湖における公園内の地種区分の変更に向け

た具体的な作業を進めており、今後も厚岸漁業協同組合などの関係機関・団体と調整し

ながら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道内はもと

より首都圏や関西圏などの誘客活動が功を奏し、入館者、売上ともに年々伸びており、

今後は地域おこし協力隊員による新たな体験観光メニューの開発や、２階カフェスペー

スにおいて、本年11月に発売予定の厚岸ウイスキー・ニューボーンと厚岸カキなどとの

組み合わせによる新しい食の提供を行ってまいります。

さらに、ペットとともに旅行する観光客にゆっくり滞在していただくためのドッグラ

ンや子供が楽しめる遊具を整備するとともに、国が推進している外国人観光客通訳支援

施設としての認定を受け、総合観光案内窓口での外国人観光客への対応を強化いたしま
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す。また、本施設は建設後23年を経過し、内部の壁や屋上外壁などの老朽化が著しいた

め、施設補修を行うなど、施設の適切な管理に努めてまいります。

雇用について、町内求人情報の一元化を進め、町ホームページなどで情報発信するほ

か、ハローワークと連携して、求職、求人情報の提供サービスを開始するとともに、厚

岸町雇用対策連絡会議などを通じ、町内の各企業、団体と新規採用など雇用情勢に関す

る情報の共有を図ってまいります。

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。

厚岸町未来創生総合戦略では、子育て支援を重点施策の一つとしており、厚岸町の将

来を担う大事な子供を安心して産み育てられるまちづくりを目指してまいります。

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、出産祝い金の支給、妊婦健康診査通院費、特定不妊治療費の助成

を継続するとともに、新たに助産院による妊産婦子育て相談や産後ケアなどを行う妊婦

・出産包括支援事業を実施してまいります。また、保育料の２割助成を第１子から拡大

するとともに、保育所と児童館の受け入れ時間をそれぞれ拡大するほか、認可外保育所

への運営支援も増額し、子育てしやすい環境の整備を推進してまいります。

老朽化や耐震化に課題がある真竜保育所と宮園保育所については、統合施設として建

てかえる計画であり、本年度は設置場所の検討や児童数の推移を踏まえた基本設計を行

います。

町内の幼稚園に対しては、子ども子育て支援法に基づく特定教育・保育施設の運営に

必要な給付を継続して行ってまいります。

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、引き続き小学生ま

での医療費無料化を実施いたします。

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に基づき事業を推進し、

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

ステージに合わせた各種事業の周知や啓発に努め、健康増進に向けた意識の高揚を図っ

てまいります。また、同計画は10年間の計画期間の５年目に当たることから、中間評価

に取り組むとともに、健全な食生活を実践できる人を育むための食育推進計画との一体

的な策定について検討を進めてまいります。

保健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、新たな町独自事業として生後６カ月から18歳までの子供のイ

ンフルエンザワクチン予防接種費用を助成し、子育て世帯の費用負担の軽減を図ってま

いります。

次に、病院事業についてであります。

町立厚岸病院は町民の命と健康を守り、誰もが元気で安心して生活できる地域社会を

支える拠点医療施設であります。その診療の基本は、あらゆる健康問題を患者とその家

族や生活環境などから総合的に把握した上で、患者と一緒になって進める患者中心の医
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療にあります。そのため、不採算とされる小児医療や救急医療の体制確保、慢性期医療

の維持及び予防医療と保健活動を行政や他の機関と連携して推進してまいります。

また、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、医師確保を

最重要課題として、北海道や医育大学を初め関係医療機関との連携を密にし、常勤医師

の確保に全力で努め医療体制の維持を図るとともに、将来にわたって医療を担う人材の

確保に努めてまいります。専門科である整形外科と脳神経外科については、釧路市内の

総合病院との連携を継続してまいります。

病棟体制については、55床を全科で効率的な利用を図り、急性期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するとともに、専門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うことで、誰

もが安心できる医療体制を維持してまいります。

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

ドクターヘリ運航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

の確保についても、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

の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。

また、権利擁護の観点からも高齢者などの見守り支援を行えるよう厚岸町社会福祉協

議会が昨年度開設したあんしんサポートセンターと連携し、成年後見制度の利用促進や

市民後見人の養成を進めてまいります。

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、独居高齢者などの見守りを強化す

るためのハートコール事業の拡充、各種機関との見守り協定の締結などにより、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、昨年度から開始した車椅子利用者が町外に通院する際の交通費助成を継続する

ほか、新たに高齢の車椅子利用者が介護タクシー事業者を活用して町内移動する際の交

通費についても助成を行い、外出機会の拡大を図ってまいります。

なお、新たに平成30年度から32年度を計画期間とする第７期高齢者保健福祉計画・介

護保険事業計画を策定いたします。

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ついては、継続して

指定管理者が行う福祉サービス第三者評価事業の支援として、本年度は心和園の多床室

部門の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。また、当初の指定管理計画との労働条件の相違

による人件費などの増加分について補助を行い、施設の安定した運営を支援してまいり

ます。

介護老人保健施設ここみについては、医療機関併設の高齢者施設としての利点を十分

に生かし、高齢者が施設を利用しながら自宅で健康に生活できるようその役割に即した

運営と健全経営に取り組んでまいります。
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障害福祉については、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、各種事業を推進してまいります。また、平成28年４月に施行された障害を理

由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法に基づく取り組み

として、障がいのある人への町職員の対応の基本を示した事務要領を作成するほか、町

民や町内事所への理解の浸透を図るための啓発活動に取り組んでまいります。なお、新

たに平成30年度から32年度を計画期間とする第５期障がい者福祉計画を策定いたします。

国民健康保険については、高齢化などによる一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、平成30年度からの北海道と道内市町村との共同運営に向けて、

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、制度の周知を徹底するとともに、利用者が安心して適正な

サービスを利用できるよう、介護サービス事業者との連携強化に努めてまいります。

また、本年度から介護予防・日常生活支援総合事業として、通所介護相当事業、訪問

介護相当事業、介護予防事業などを実施し、要支援者などへのサービスの確保と各事業

の円滑な推進に努めてまいります。

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、本年度

が４年目となる臨時福祉給付金の支給については、できるだけ早い時期に支給できるよ

う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。

教育委員会と協議を重ねながら、効果的に教育環境を整備していくことは行政の使命

と考えております。そこで、私に関する教育行政について申し上げます。

本年度は、本町教育行政を推進するための指針である厚岸町教育大綱の実施期間の最

終年度になります。この教育大綱に掲げる三つの基本指針の達成を目指し、総合教育会

議において活発な意見交換を行いながら連携して施策を実行し、より一層教育の充実と

発展に努めてまいります。

学校教育施設については、真龍中学校の吹奏楽用の楽器と武道場の畳を整備いたしま

す。

教員住宅については、住の江地区の１棟を改修いたします。

就学支援については、学校において教材を購入する際の保護者負担を軽減するため、

保護者負担軽減費を増額するほか、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者への

援助費についてもその支給費目の一部を増額支給いたします。また、厚岸翔洋高等学校

へ通学する生徒への通学費の一部助成を引き続き実施してまいります。

姉妹都市との中学生等国際交流については、オーストラリアクラレンス市への中学生

８名と厚岸翔洋高等学校の生徒２名を派遣する実行委員会を支援し、人材育成とさらな

る交流を深めてまいります。

体育施設については、宮園公園内施設の安全性を高めるため、野球場フェンスを改修

するほか、子ども広場に設置している遊具を整備いたします。

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。
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自治会活動については、連帯感あふれた安全で安心な地域社会づくりを目指す活動を

支援するとともに、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。

次に、行政運営についてであります。

平成28年度から施策を展開してきた厚岸町未来創生総合戦略については、その実施状

況や効果などを検証しながら、必要に応じて見直しを行うなどして実効性を高め、地方

創生の取り組みを着実に進めてまいります。

ふるさと納税については、昨年６月からインターネットによるふるさと納税ポータル

サイトへの掲載、町内事業者の協力による寄附者への特産品の送付、クレジット決済の

利用をあわせて開始したところ、全国各地から当初の想定を上回る約１億8,000万円の寄

附をいただきました。本年４月には、複数の町内事業者が返礼品の新規提供業者として

参加されることとなっております。町としては、引き続き関係団体の協力をいただきな

がら、町内事業者の理解のもと特産品を活用した魅力ある返礼品の充実に取り組むほか、

あらゆる方策を講じ寄附額をさらにふやして、本町の特産品の認知度のさらなる向上と

町内経済の活性化につながるよう努めてまいります。また、ふるさと納税基金の使い道

についても、寄附者や町民の皆様に理解いただけるようホームページや広報誌などで公

表してまいります。

平成28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ているマイナ

ンバー制度については、本年７月から開始される情報ネットワークを介した国や地方公

共団体との情報連携に際し、国から情報セキュリティ強靱化対策が求められており、平

成28年度における庁内環境の整備を踏まえ、本年７月までに予定されている北海道自治

体情報セキュリティクラウドへの接続に向け、万全な対策を講じてまいります。

職員の能力開発・向上については、これまで申し述べてきた各種施策の着実な実行の

ためには、職員一人一人の基礎的な職務遂行能力に加え、より専門的かつ高度な能力の

開発、知識の取得を促進していく必要があります。そのため、職員にはこれまで以上に

積極的に研修を受講するなど、みずからが向上心を持って知識の取得、能力の向上に努

めるよう求めてまいります。また、同時に人材の育成と職務の意欲向上のため、人事評

価制度を基本に職員に対する指導・育成に努めてまいります。

次に、財政運営についてであります。

平成29年度予算編成に当たり、その基本となる地方財政計画は、前年度との比較にお

いて、地方交付税については2.2％の減となる一方、臨時財政対策債については6.8％の

増となるほか、地方税や地方贈与税等が前年度を上回る見込みであるとし、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、新年度の一般会計予算案は約88億2,500万円で、前年度に比較

して5.4％、約４億5,300万円の増であります。

歳入予算について、町税では好調な収入を見込めることから前年度よりも約900万円増

の約10億1,900万円を計上しております。また、普通交付税は、国から示された単位費用

や当町独自の基礎数値等により交付税額を算定し、これを踏まえ前年度よりも約3,000万

円減の約33億5,800万円を計上しておりますが、これは年度内における補正財源を確保し、

町民サービスと予算執行に支障がないよう対応したものであります。交付税の振りかえ
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となる臨時財政対策債は国が示す伸び率による試算を踏まえ、前年度よりも約1,400万円

増の約２億3,800万円を計上しております。

歳出予算について、義務的経費の人件費では、退職手当組合負担金の減などにより、

前年度よりも約6,300万円減の約16億700万円、扶助費は約1,100万円増の約５億2,700万円、

公債費は長期債の償還元金の増により約2,100万円増の約10億7,200万円であります。投

資的経費は、基幹産業である農業と水産業の振興事業のほか子育て環境を充実させる事

業を行うとして、約３億9,900万円増の約21億400万円を計上しております。

さらに、特別会計と企業会計への一般会計からの操出金等は合計で約11億7,500万円を

計上し、一般会計と六つの特別会計及び二つの企業会計を合わせた当初予算案の合計で

は約143億7,900万円で前年度に比較して0.9％、約１億3,100万円の増であります。

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前年度よりも約7,800万円

増の約６億9,000万円となり、同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。そのため、

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。

国は現時点において、地方が必要とする一般財源総額は確保するとしていますが、一

方では地方の基金が増加傾向にあり地方財政は余裕があるとし、地方財政計画を見直す

考えがあることから今後の地方財政計画を一層注視する必要があります。

このような財政環境の中、財政健全化への取り組みを今後においても緩めることなく

継続し、第５期厚岸町総合計画・後期行動計画及び厚岸町未来創生総合戦略に掲げた各

種施策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、29年度の町政を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。

さきにも申し上げましたとおり、厚岸町では新たな厚岸ブランドの創出や世界も注目

する厚岸蒸留所のウイスキー蒸留開始、水産業関連の大型事業の展開など、他の町がう

らやむほどの活発な経済活動が行われています。こうした産業界での積極的な取り組み

が行われている今こそ、これを起爆剤として厚岸町の輝かしい未来の創生に向けて大き

く躍進する絶好の機会であります。厚岸町未来創生総合戦略の取り組みを一層進展させ、

さらなるチャンスを呼び込むといった好循環を生み出すことで、子供たち、若者、子育

てや働く世代、お年寄り、町民誰もが夢と希望を持つことができる輝かしい厚岸町を創

生することができると私は確信しております。

夢広がる厚岸の未来へ向けて、ともに歩んでいこうではありませんか。

町民の皆さん、そして町議会の皆さんの一層のご理解とご協力を賜りますよう心から

お願い申し上げ、平成29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（酒井教育長） 平成29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、グローバル化や情報通信技術の進展、少子高齢化や価値観の多様化など社会の
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急速な変化に伴い、高度化・複雑化する諸課題への対応が必要となっております。先行

き不透明な社会環境の中、学校教育においては子供たち一人一人が夢や希望を持ち、志

高く未来をつくりだしていく資質や能力を育むため、社会や多様な人々とのかかわりの

中で知・徳・体のバランスのとれた生きる力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、次期学習指導要領の改訂を中核

に据えた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教育改革を受け、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28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。

第一は、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、安心・安全な教育環境のもと、確かな学力、豊かな心、

健康な体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、次の七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

その活用を通じて、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、授業改善と個別指導の充実についてであります。子供一人一人が主体的な

学びを通して、わかる、できるを実感できるよう授業改善を図ってまいります。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。

また、放課後や長期休業中での補修学習の充実を図り、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、郷土の伝統文化を継承するとともに、厚岸町が有する豊

かな自然、多様な産業、特色ある教育・文化施設を積極的に活用し、地域の教育力を最

大限に生かした教育活動を展開してまいります。

３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等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。
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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、少人数指導のよ

さを生かした授業を展開するとともに、地域の持つ教育力を活用し、へき地、小規模、

複式形態の特性を生かした教育を推進してまいります。本年９月には、全道へき地複式

教育研究大会釧路大会が太田小学校を会場に開催されます。昨年開催したプレ大会で得

た多くの成果と課題を生かし、研究・運営の両面で支援してまいります。

４点目は、外国語教育の充実についてであります。平成32年度から実施予定の次期学

習指導要領において、小学校３・４年生では外国語活動の導入、５・６年生では外国語

の教科化が示されました。小中学校ともに、外国語によるコミュニケーションにおける

見方、考え方の育成が重視されることから、町内の教員に対し管内で実施している外国

語教育研修会への参加を促すとともに、本年度も２名のＡＬＴを小中学校に派遣し、外

国語によるコミュニケーション能力の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、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、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、道徳的な判断力、心情、実践意欲

と態度を育てる教育課程を編成いたします。また、道徳の授業について一層の充実に努

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。

２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。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

絶に向けた一学校一運動や、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、効果的な活用を図ることで学校の教

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。

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。豊かな体験活動は、

思考や理解の基盤をつくり、自尊感情を獲得し、基礎体力を高めるとともに、豊かな人

間性や価値観を形成し、主体的に生きる力を育みます。特色ある教育施設や自然環境な

ど本町の財産でもある人・もの・ことを活用した体験活動を積極的に推進してまいりま

す。

重点の３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。子供たちの命を守ること、そして、

子供たちに生き抜く力を育むことは学校教育における最大の責務であります。厚岸町版

津波防災教育のための手引きを活用した小中９年間の防災教育を通して、みずからの力
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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に努めると

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をとることができるよう指導を徹底してまい

ります。

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・朝ごはん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、みんなすこやか厚岸21と連携した中で取

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、

小中学生ともに向上の兆しが見られています。各学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、年間を通した健康・体力

づくりを推進していくとともに、家庭と連携を図り、日常生活の中で体力向上が図られ

るよう支援してまいります。

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学校及び保護者と連携を図りながら適切に行い、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、担任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るとともに、豊かな自然に恵まれた本町の地場産品を活用しな

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食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学校行事を活

用した親子給食などの実施により、食に関する啓発に努めてまいります。

重点の４は、学校・家庭・地域・関係機関が連携した教育の推進であります。

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。学校が保護者や地域から

信頼され、期待に応える教育を実現するには、学校、家庭、地域関係機関等のつながり

を大切にした学校づくりが重要であります。学校では、参観日や学校行事を積極的に公

開するとともに、ホームページや学校便り等を通して情報の発信に努め、外から見える

学校づくりを推進してまいります。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。

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

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するとともに、学校と
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地域がパートナーとして、連携・協働するコミュニティ・スクールについて、厚岸町の

実態に応じた組織の導入を検討してまいります。

２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、望ましい生活習慣の確立を図るため、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器の使い方、与え

方について、昨年度から家庭でのルールづくりが進んでおります。一方、家庭でのルー

ルの内容やルールそのものが守られているのかが課題となっており、ＰＴＡと連携を図

り、生活習慣の改善に向けた取り組みを進めてまいります。

３点目は、土曜日の有効活用であります。平成28年度は、子供たちに土曜日における

学習機会を提供することを目的として、関係機関との調整を図り、土曜授業を試行実施

いたしました。保護者の多くは、子供が土曜日を有意義に過ごすための環境の一つとし

て土曜授業は有効であったと捉えており、土曜授業等検討委員会の意見を踏まえ、平成29

年度以降も改善を加えながら年３回を基本に、土曜授業を実施してまいります。

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、教員の専門性を高めるとともに、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、学校並びに関係機関

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図ってまいります。

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応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携し取り組みを進めてまいります。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

自然環境や施設を活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

年度に太田小学校、太田中学校に導入した教育用携帯型情報端末（タブレット）につい

ては、引き続き実践授業を通して、教育効果について検証を進めるとともに、その成果

について町内の学校に広く周知してまいります。また、情報技術の進歩な対応した学校

教育の充実に向け、教員のＩＣＴに関する研修の推進と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。子供たちが将来自立した社会人
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となるためには、学校と家庭、地域が連携して協力体制を築くことが不可欠であります。

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に連携を図り、学校図書館の効果的な活用とその役割

について検証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

せや朝読書などを通して、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、教育環境の充実及び施設整備であります。

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、

児童が急激な環境変化に対応できるよう情報の伝達を密にし、個々の状態に応じたきめ

細やかな教育支援を行います。

また、感染症対策については、幼稚園、保育所及び町内各小中学校を含め、町内関係

機関と速やかな情報の伝達と共有を図り、適切な対応に努めてまいります。

２点目は、高等学校教育への支援についてであります。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

当町にとってなくてはならない学校であります。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者確保のための支援を行ってまいります。

また、普通科、海洋資源科の優れた教育活動を町内中学校の教育に生かすとともに、

小学校、中学校、高等学校の児童、生徒間、教職員間の交流、連携を通して、厚岸翔洋

高等学校の教育活動の理解を深めてまいります。

３点目は、児童生徒への就学支援についてであります。保護者負担軽減費については、

教材購入の保護者負担を軽減するため、毎年度保護者負担軽減費の予算措置を行うとと

もに、小学校及び中学校入学の児童生徒に音楽教材を給付しております。平成29年度に

おいては、児童生徒一人当たりの保護者負担軽減費を増額し配当予算へ計上しており、

保護者負担の軽減に努めます。

また、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者への援助である要・準要保護児

童生徒就学援助費については、その支給費目の一部を増額支給し、支援の充実に努めま

す。

４点目は、厚岸町立学校適正配置計画についてであります。床潭小学校が平成28年度

末をもって閉校し厚岸小学校へ統合となり、平成29年度からは小学校４校、中学校４校

となります。今後においても、厚岸町立学校適正配置計画に基づき、保護者や地域の方

々との議論を深め、将来を担う子供たちの教育を最優先に考え、町立学校の適正配置に

努めてまいります。

５点目は、学校施設の維持管理についてであります。児童生徒にとって学校は、多く

の時間を過ごす大切な場所であることから、良好な教育環境を提供するため、継続的に

点検を行い、適切な施設管理に努めてまいります。本年度は経年劣化した真龍中学校武

道場の柔道用畳を更新し、教育環境の整備をしてまいります。

６点目は、教職員住宅についてであります。平成28年度には、教職員に対し、住宅に
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関するアンケート調査を実施し、教職員住宅に対する要望を把握し、その必要性につい

て確認したところであります。今年度も引き続き住の江地区住宅１戸の改修を進め、他

の教職員住宅についても効果的な維持補修を実施し、快適な住環境を提供してまいりま

す。

第二は、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、

地域の絆を強め、活力あるコミュニティー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、地域を担う人材の育成を図るために、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。深刻な社会的問題となっ

ている情報端末機器に対する接し方や子育てに不安や悩みを抱える親の共通理解を図る

ためにも、各学校や関係部署との連携により、多くの親が集まる機会に家庭教育学習を

実施してまいります。

また子供が正しい生活習慣を見つけるために、もっと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に、通学合宿事業などさまざまな体

験活動を関係機関と連携を図りながら継続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は、本年度は村山市

において体験活動等を通した児童の交流事業を実施してまいります。また、姉妹都市中

学生等国際交流事業については、地元高等学校の支援と地域を担うリーダー育成の観点

から、中学生のほかに厚岸翔洋高等学校の生徒２名を派遣する実行委員会を支援し、国

際感覚を身につけた人材育成と姉妹都市であるオーストラリアクラレンス市とのさらな

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きている現在、生涯の趣味や学習方法も多様になり、

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、学びは個人の生きがいにつな

がり、仲間づくり、地域づくりのために友好であります。本年度も町民の学びの機会を

提供するための講座や講演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

等により、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龍小学校においては、町内

で活動するさまざまなサークル等の活動場所を提供するとともに、通年で開設する講座

を継続実施し、学びの機会拡充と人材の発掘、育成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、心に豊かさを育みます。本年度も全ての小中学生及

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。
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４点目は、文化財の保護についてであります。町内には、国を初め北海道や厚岸町の

指定文化財が多数あります。この貴重な文化財を未来に引き継ぐため、継続して文化財

パトロール等を実施し、維持管理に努め、また新たな文化財の情報収集と調査に努めま

す。教育委員会に寄贈された資料の一部は、海事記念館、郷土館、太田屯田開拓記念館

において展示しています。これら郷土資料の整理、保管、展示を通して、その活用と情

報発信に努めながら、円滑な館の運営を目指します。

文化財保護への意識高揚を図るため、企画展や講演会、古文書教室等を開催し、文化

財の普及、啓発活動に努めます。

国指定史跡国泰寺跡の整備事業については、史跡の整備を推進するため、その保存と

教育的、学術的活用に努めます。

北海道指定天然記念物の床潭沼のヒブナ生息地については、近年ヒブナの生息は確認

されていませんが、調査の時期や捕獲用具等を検討しながら、生息確認に努めます。

町指定無形文化財の厚岸かぐらについては、その継承活動への支援とともに町民芸能

発表等に積極的に参加し、歴史、民族芸能に触れる機会を与えられるよう努めます。ま

た、伝承校である真龍小学校と協力しながら、子供たちの地域の伝統文化に触れる機会

の拡充を図ります。

厚岸の名前のついた植物であるアッケシソウについては、隔年で厚岸湖岸の生育分布

調査を実施し、現地にてその生育を確認しています。平成28年度に実施した調査では、26

年度に確認した分布と大きな変化は見られず、今後も引き続き、保護、増殖に努め、そ

の活用を図ります。

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

厚岸と連携し、漁業、酪農によって発展した町の歴史学習やプラネタリウムを活用し、

小中学校の学習指導要領に沿った天文知識の普及を図ります。

釧路、根室管内の各小中学校へは、海事記念館の利用を促す情報発信とともにコンキ

リエ等の集客が見込める場所へのパンフレット配布、海事記念館探検クイズや海の作品

展による海事思想の普及、また釧路市こども遊学館の協力による星空教室、写真愛好団

体による写真展や海事記念館こどもクラブの継続実施及び情報館や水鳥観察館との連携

を図り、海事記念館が町民にとって身近なものになるよう努めてまいります。

６点目は、情報館の事業についてであります。開館以来、いつでもどこでも誰でも利

用できる図書館を目標に掲げ、多くの皆様に利用される情報館を目指してまいりました。

いつでも利用できる図書館として、分館の開館日数の拡大に向けて２年間にわたり、ゴー

ルデンウイーク、文化の日に開館しモニタリングを行ったところ、多くの利用とさらな

る継続実施の要望をいただきました。この検証結果を受け、今年度よりゴールデンウイー

ク、文化の日の祝日開館を実施してまいります。

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、協力をとりながら、保育所や幼稚園、学校で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、学校図書館活用活性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、絵本のひろば読み聞かせ、お年寄りのための読み聞かせ
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や読書案内を引き続き開催し、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、集会所などの施設を初め、遠隔地を巡回

し、情報館の各種サービスを継続して提供してまいります。

第三は、スポーツの振興についてであります。

スポーツは爽快感、達成感、他者との連帯感といった精神的な充足をもたらし、体力

向上や精神的なストレスの発散、生活習慣病予防など、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、人生をより豊かで充実したものにしてくれます。明るく豊か

で活力に満ちた社会の形成や、心身の健全な発達に必要不可欠なものです。そのため、

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各種スポー

ツ大会や年代別水泳教室を開催し、スポーツの普及と振興に努めてまいります。

１点目は、各種スポーツ団体との連携についてであります。町のスポーツ活動の推進

に大きな役割を担っている厚岸町体育協会、スポーツ推進委員会、厚岸町スポーツ少年

団といったスポーツ団体が実施する事業や組織運営の支援を継続するとともに、スポー

ツ指導者の養成と充実に努めてまいります。

２点目は、海洋スポーツの推進についてであります。海洋センター艇庫周辺の厚岸湖

を活用し、小学生から高校生を対象にカヌー体験事業を実施し、海洋センター指導員に

よる操船指導により、安全に配慮した上で海洋スポーツの楽しさや厚岸町の自然のすば

らしさを感じていただけるよう、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。

３点目は、スポーツ障害についてであります。スポーツは健康増進のためには必要で

すが、準備運動不足や過度な練習により健康を阻害することもあります。引き続き、指

導者養成研修への参加を促すとともに、スポーツ少年団を初め、関係団体に対してもス

ポーツ障害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。

４点目は、スポーツ振興助成についてであります。各種スポーツ団体及び個人の競技

力向上を図り、全道大会や全国大会へ出場する際の経費の負担軽減に資するため、平成28

年度に交通費及び宿泊費の助成拡充を図ったところですが、利用者からは好評の声も聞

かれ、スポーツの振興に大きく寄与していることから、引き続き支援を行ってまいりま

す。

５点目は、Ｂ＆Ｇ財団との連携についてであります。水に関連した活動を行い、体験

学習により環境保全や防災について学ぶ水に賢い子供を育む年間型活動プログラムを本

年度も厚岸小学校で継続実施するとともに、小学生を対象とした着衣泳授業への指導助

言のほか、事業実施に向けた団体との連絡調整等の支援を行ってまいります。

６点目は、社会体育施設の充実についてであります。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のうち、野球場については平成28年度のグラウンド地盤一部

平坦化及び排水設備の改修に引き続き、29年度は老朽化した球場内の防護クッションの

改修工事を行ってまいります。また、宮園公園子ども広場に設置している遊具について、

木部の劣化や金属部の摩耗が目立つ箇所の修繕を行い、安全性の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、多くの皆様に利用していただけるよう努めてまいります。

以上、平成29年度の教育行政の執行に関する主要な方針について、申し上げました。
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教育委員会といたしましては、町長と相互の連携を図りつつ、新たな教育委員会制度

によりその役割を担ってまいります。また、町を初めとして関係機関と連携を深めなが

ら、本町の未来を担う子供たちがたくましく成長していくことができるよう、学校教育

の充実と町民が生涯にわたって豊かに学ぶことのできる生涯学習を推進してまいります。

町民の皆様並びに町議会議員の皆様の、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） 昼食のため、休憩いたします。

再開は午後１時10分からといたします。

午後12時08分休憩

午後１時10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９、議案第１号 平成29年度厚岸町一般会計予算、議案第２

号 平成29年度厚岸町国民健康保険特別会計予算、議案第３号 平成29年度厚岸町簡易

水道事業特別会計予算、議案第４号 平成29年度厚岸町下水道事業特別会計予算、議案

第５号 平成29年度厚岸町介護保険特別会計予算、議案第６号 平成29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29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29年度厚岸町水道事業会計予算、議案第９号 平成29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29年度厚岸

町一般会計予算から、議案第７号 平成29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29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29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29年度厚岸町一般会計予算であります。

平成29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88億2,586万円と定める。

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。
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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88億2,586万円で、平成28年

度当初予算に比較し5.4％、４億5,334万7,000円の増となっております。

まず、歳入歳出予算の前年度の当初予算比較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29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29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。ご了承願います。

１款町税、本年度予算額10億1,955万4,000円、前年度比較944万4,000円の増、増減率0.9

％の増。

２款地方譲与税、9,179万6,000円、353万8,000円、3.7％の減。

３款利子割交付金、96万4,000円、22万5,000円、30.4％の増。

４款配当割交付金、314万2,000円、92万4,000円、22.7％の減。

５款株式等譲渡所得割交付金、271万4,000円、6万5,000円、2.3％の減。

６款地方消費税交付金、１億5,255万7,000円、2,843万円、15.7％の減。

７款ゴルフ場利用税交付金、86万7,000円、24万4,000円、22.0％の減。

８款自動車取得税交付金、1,437万2,000円、13万9,000円、1.0％の減。

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、279万1,000円、31万円、12.5％の増。

11款地方交付税、36億5,876万9,000円、2,989万4,000円、0.8％の減。

12款交通安全対策特別交付金、73万9,000円、12万1,000円、14.1％の減。

13款分担金及び負担金、4,270万6,000円、1,831万8,000円、75.1％の増。

14款使用料及び手数料、４億5,391万6,000円、462万1,000円、1.0％の増。

15款国庫支出金、14億5,844万9,000円、２億2,706万4,000円、18.4％の増。

16款道支出金、４億238万3,000円、440万円、1.1％の増。

17款財産収入、9,958万円、296万2,000円、2.9％の減。

18款寄附金、１億円、9,000万円の増。

19款繰入金、６億9,054万9,000円、7,854万9,000円、12.8％の増。

20款繰越金、500万円、増減なし。

21款諸収入、5,248万円、3,106万7,000円、37.2％の減。

22款町債、５億6,040万円、１億1,780万円、26.6％の増。

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。

歳出の款別の一覧であります。

１款議会費、本年度予算額5,949万5,000円、前年度比較12万3,000円の減、増減率0.2％

の減。

２款総務費、４億6,882万5,000円、9,292万5,000円、24.7％の増。

３款民生費、13億3,469万9,000円、277万2,000円、0.2％の減。

４款衛生費、７億8,748万3,000円、715万5,000円、0.9％の増。

５款農林水産業費、13億5,162万2,000円、４億6,594万7,000円、52.6％の増。
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６款商工費、１億2,253万円、3,874万9,000円、46.3％の増。

７款土木費、13億5,596万3,000円、7,846万4,000円、5.5％の減。

８款消防費、３億6,045万6,000円、542万7,000円、1.5％の増。

９款教育費、３億9,639万2,000円、2,023万9,000円、4.9％の減。

11款公債費、10億7,205万3,000円、2,091万2,000円、2.0％の増。

12款給与費、15億934万2,000円、7,617万円、4.8％の減。

13款予備費、700万円、増減なし。

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16億713万4,000円、前年度比較6,377万4,000円の減、増減率3.8

％の減、構成比は18.2％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、14億3,263万2,000円、1,004万8,000円、0.7％の増、構成比16.2％。詳細

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、5,902万9,000円、39万9,000円、0.7％の増、構成比0.7％。

４、扶助費、５億2,789万円、1,131万3,000円、2.2％の増、構成比6.0％。

５、補助費等、11億8,664万4,000円、5,567万8,000円、4.9％の増、構成比13.5％。

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

内容を記載しております。ご参照願います。

６、普通建設事業費、21億425万1,000円、３億9,919万4,000円、23.4％の増、構成比23.8

％。なお、本資料12ページから32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、10億7,205万3,000円、2,091万2,000円、2.0％の増、構成比12.1％。

８、操出金、７億8,522万4,000円、1,482万3,000円、1.9％の減、構成比8.9％。

９、積立金、4,400万3,000円、3,440万円、358.2％の増、構成比0.5％。

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。ご参照願いたいと思います。

以上で、平成29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

明を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、歳入歳出ともにそれぞれ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４億1,283万1,000円、前年度比較400

万円の増。総体的には、平成28年度の状況を勘案して、現年課税分は、前年度比較で1.2

％、479万3,000円の増と見込み、滞納繰越分は、前年度比較で15.6％、79万3,000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13.0

％と見込んで計上であります。
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２目法人、6,042万3,000円、136万9,000円の増。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、３億7,148万円、621万5,000円の増。現年課税分は、土地12万2,000

円の減、家屋329万1,000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372万3,000

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67万7,000円の減。

２目国有資産等所在市町村交付金、477万8,000円、60万1,000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、2,479万5,000円、6万7,000円の減。課税台数を87台減の4,219台

として見込むほか、税制改正を踏まえた計上であります。

４項１目たばこ税、１億485万円、235万4,000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。

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、4,042万6,000円、88万2,000円の増。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、2,788万5,000円、300万7,000円の増。平

成28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目自動車重量譲与税、6,391万1,000円、654万5,000円の減。

３款１項１目利子割交付金、96万4,000円、22万5,000円の増。

４款１項１目配当割交付金、314万2,000円、92万4,000円の減。

５款１項１目株式等譲渡所得割交付金、271万4,000円、6万5,000円の減。

６款１項１目地方消費税交付金、１億5,255万7,000円、2,843万円の減。

７款１項１目ゴルフ場利用税交付金、86万7,000円、24万4,000円の減。

８款１項１目自動車取得税交付金、1,437万2,000円、13万9,000円の減。

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、279万1,000円、31万円の増。

11款１項１目地方交付税、36億5,876万9,000円、2,989万4,000円の減。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2.2％の減と示され、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35億8,000万円とし、33億5,876万9,000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、73万9,000円、12万1,000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、220万4,000円、15万9,000円

の減。主に生きがい活動支援通所事業費負担金の減であります。

２目衛生費負担金、325万2,000円、22万3,000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。
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３目農林水産業費負担金、3,725万円、1,870万円の増。道営草地整備改良事業負担金

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、1,509万4,000円、108万1,000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4,379万1,000円、284万4,000円の増。１節社会福祉使用料は1万1,000円

の減。２節児童福祉使用料は282万5,000円の増で、保育所ごとの内訳では、真竜保育所247

万2,000円の増、厚岸保育所165万1,000円の増、宮園保育所69万円の減、広域入所7万5,000

円の減、太田へき地保育所、50万3,000円の減であります。

３目衛生使用料、163万8,000円、増減なし。

４目農林水産業使用料、２億3,565万4,000円、74万1,000円の増。主に１節農業使用料、

農業水道使用料の増であります。

５目商工使用料、67万2,000円、7,000円の減。

次ページ。

６目土木使用料、7,709万5,000円、150万3,000円の増。主に３節住宅使用料149万6,000

円の増であります。

７目教育使用料、290万4,000円、28万2,000円の減。主に４節保健体育使用料の減であ

ります。

２項手数料、１目総務手数料、495万7,000円、37万8,000円の減。主に３節戸籍住民登

録手数料の減であります。

３目衛生手数料、3,331万円、79万円の減。主に２節環境政策手数料の減であります。

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、47万1,000円、1,000円の減。

７目教育手数料、3,000円、増減なし。

３項１目証紙収入、3,328万8,000円、9万円の減。

15款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、２億5,776万6,000円、568

万円の減。１節社会福祉負担金、保険基盤安定負担金55万7,000円の減、障害者自立支援

給付費負担金110万6,000円の増、低所得者保険料軽減負担金3万5,000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37万3,000円の減。子供のための教育、保育給付

費負担金582万1,000円の減。

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、172万9,000円。79万9,000円の増。１節総務

管理費補助金、個人番号カード交付事業費補助金35万9,000円の増、介護保険事業費補助

金44万円、皆増であります。

２目民生費国庫補助金、4,985万8,000円、2,808万円の減。１節社会福祉費補助金、主

に臨時福祉給付金に係る補助金2,370万円が増で、主に年金生活者等支援臨時福祉給付金

給付に係る補助金が減であります。２節児童福祉費補助金、子ども・子育て支援交付金59

万7,000円の増であります。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650万円。交付金対象事業は、別に配付の説明資料をご参照願います。

３目衛生費国庫補助金、187万6,000円、70万3,000円の増。１節保健衛生費補助金、妊
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娠・出産包括支援事業補助金として新規計上であります。

４目農林水産業費国庫補助金、５億4,712万6,000円、３億2,309万6,000円の増。２節林

業費補助金、再生可能エネルギー熱伝導促進事業補助金として1,558万4,000円、新規計

上。きのこ菌床センター設備整備に対する補助金であります。４節防衛施設周辺整備事

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３億4,193万2,000円の増で

あります。昨年度計上の１節農業費補助金が皆減であります。

６目土木費国庫補助金、４億1,166万5,000円、1,115万円の増。１節道路橋梁費補助金

は9,733万1,000円の減、５節住宅費補助金は1,276万5,000円の増。６節防衛施設周辺整備

事業補助金は9,571万6,000円の増であります。

７目消防費国庫補助金、1,260万円、2,160万円の減。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、203万2,000円、56万4,000円の増。次ページにわたり、２節小

学校費補助金は37万6,000円の増、３節中学校費補助金は18万8,000円の増であります。

３項委託金、１目総務費委託金、30万1,000円、5,000円の増。

２目民生費委託金、449万2,000円、15万円の減。

４目土木費委託金、１億6,892万円、5,374万3,000円の減。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、１億7,093万7,000円、98万9,000

円の減。１節社会福祉費負担金、174万円の減。主に保険基盤安定負担金の減であります。

２節児童福祉費負担金75万1,000円の増。主に子どものための教育・保育給付費負担金の

増であります。

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、増減なし。

２目民生費道補助金、2,430万1,000円、54万5,000円の減。１節社会福祉費補助金164万

7,000円の減。主に重度心身障害者医療費補助金の減であります。２節児童福祉費補助金

110万2,000円の増。主に子ども・子育て支援交付金の増のほか、社会福祉施設産休等代

替職員任用費補助金が新規計上であります。

３目衛生費道補助金、657万7,000円、38万6,000円の減。次ページにわたり、主に乳幼

児医療費補助金の減のほか、妊産婦安心出産支援事業費補助金が新規計上であります。

４目農林水産業費道補助金、１億4,789万5,000円、629万3,000円の増。１節農業費補助

金439万5,000円の増。青年就農給付金事業補助金、新規計上であります。２節農業費交

付金63万5,000円の減。３節林業費補助金228万3,000円の増。４節林業費交付金、増減な

し。５節水産業費補助金、環境・生態系保全活動支援事業補助金として皆増であります。

５目商工費道補助金、1,521万7,000円、皆増。消費者行政推進事業補助金は、例年北

海道からの交付決定を受け、その後補正計上としておりましたが、北海道との協議によ

り、交付決定見込みであることから当初予算として計上するほか、地域づくり総合交付

金、食文化振興1,400万円、皆増であります。

７目消防費道補助金、皆減。

８目教育費道補助金、2,080万円、320万円の減。地域づくり総合交付金、社会体育で

あります。
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３項委託金、１目総務費委託金、1,457万1,000円、1,105万5,000円の減。主に選挙費委

託金が減であります。

３目衛生費委託金、12万1,000円、７万3,000円の増。主に１節保健衛生費委託金、墓

地・火葬場等届出事務委託金が新規計上であります。

４目農林水産業費委託金、154万2,000円、8,000円の減。

５目商工費委託金、6,000円、１万4,000円の減。

６目土木費委託金、次ページにわたり、32万6,000円、１万4,000円の増であります。

17款財産収入、１項財産運用収入、１目財産貸付収入、2,108万4,000円、26万6,000円

の増。主に１節土地建物貸付収入貸地料112万7,000円の増のほか、貸家料、キノコ生産

者住宅及び教職員住宅が85万9,000円の減であります。

２目利子及び配当金、６万6,000円、6,000円の減。

２項財産売払収入、１目不動産売払収入、1,040万2,000円、342万6,000円の増。石材売

払代29万9,000円の減、立木売払代372万5,000円の増であります。

２目生産物売払収入、6,802万8,000円、664万8,000円の減。主に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１億円の見込み計上であり

ます。

19款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金、３億円。

２目減災基金繰入金、１億8,000万円。

３目地域づくり推進基金繰入金、１億6,500万円。

４目まちおこし基金繰入金、194万9,000円。

５目老人福祉基金繰入金、50万円。

６目環境保全基金繰入金、1,010万円。

10目ふるさと納税基金繰入金、3,300万円。

合わせて、基金繰入金は６億9,054万9,000円の計上で、前年度比7,854万9,000円の増で

あります。なお、ふるさと納税基金繰入金は、昨年12月末までのふるさと納税分のうち、

主に寄附金の使途として選択された項目に対する事業に充当するもので、その詳細につ

きましては、別途配布の説明資料をごらんください。

次ページ。

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、9万3,000円、18万8,000円の減。

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、292万7,000円、15万7,000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、4,801万2,000円、3,072万2,000円の減。次ページにわたり、主に新規計上と
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して、特定外来生物駆除対策費３万8,000円、漁業振興対策費160万円、鉄くず売払代、

温水プール運営５万円。前年度計上で皆減となったのが、釧路産炭地域活性化事業費補

助金3,770万円、地域づくりセミナー開催支援金30万円、総合賠償保障保険金50万3,000

円であります。

次ページ。

22款１項町債、４目農林水産業債、１億6,390万円、１億2,370万円の増。

６目土木債、１億2,910万円、3,140万円の減。

７目消防債、2,940万円、1,080万円の増。

説明欄記載のとおり、11事業債の計上であります。

10目臨時財政対策債、２億3,800万円、1,470万円の増。地方財政計画の伸び率を勘案

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、ご参照ください。また、これから

の説明において、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、5,949万5,000円、12万3,000円の減。４事務事業の計上でござい

ます。

議員報酬等5,409万3,000円、10万2,000円の減。

議会運営、353万円、8,000円の増。

次ページ。

町議会だより発行、67万4,000円、５万4,000円の減。

議会事務局、119万8,000円、２万5,000円の増。

次ページ。

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、１億5,054万4,000円、7,024万8,000円

の増。９事務事業の計上であります。

特別職報酬等審議会３万4,000円、増減なし。

表彰者審査委員会、３万4,000円、1,000円の増。

行政不服審査会、２万8,000円、増減なし。

総務一般、1,118万3,000円、６万9,000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、増減なし。

文書・法制、590万2,000円、３万1,000円の増。

次ページ。

庁舎・町民広場、3,261万2,000円、318万9,000円の増。次ページにわたり、主に非常勤
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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。また、備品購入費281万7,000円は、老朽化した会議室の事務用椅子の更新のほ

か、会議用机の購入費であります。

危機対策一般、17万3,000円、１万5,000円の減。

ふるさと支援推進、6,840万円、5,159万6,000円の増。ふるさと納税による寄附金収入

見込みを勘案しての返礼品及びふるさと納税支援サービス委託料等の計上であります。

次ページ。

ふるさと納税基金、3,160万円、新規計上。ふるさと納税による寄附金収入見込みを勘

案しての基金積立金であります。

２目簡易郵便局費、170万6,000円、５万4,000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、1,381万6,000円、28万5,000円の増。３事務事業の計上であります。

人事給与管理、291万4,000円、３万5,000円の減。

次ページ。

職員福利厚生・健康管理、755万5,000円、51万9,000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、334万7,000円、19万9,000円の減。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、１億5,735万3,000円、299万4,000円の増。12事務事業の計上であり

ます。

情報公開審査会、３万3,000円。

次ページ。

個人情報保護審議会、３万8,000円。

個人情報保護審査会、３万3,000円。それぞれ増減なしであります。

情報公開・個人情報保護、１万3,000円、1,000円の増。

総合行政情報システム運営、5,894万9,000円、49万3,000円の減。総合行政情報システ

ム運営費の計上で、主に情報処理室空調設備の修理費の増のほか、システム借上料が減

となっております。

次ページ。

住民基本台帳ネットワーク、55万5,000円、1万7,000円の減。同ネットワーク関連経費

の計上であります。

総合行政ネットワーク、118万2,000円、351万2,000円の減。主に同ネットワーク接続

装置更新委託料の減であります。

厚岸情報ネットワーク、2,004万2,000円、83万5,000円の減。同ネットワークの運営経

費の計上で、主に火災保険料が減であります。

次ページ。

個人番号カード等交付事務、146万4,000円、73万4,000円の増。通知カード、個人番号

カード関連事務委託料の増であります。

厚岸情報ネットワーク整備事業、1,204万5,000円、260万2,000円の減。国道の改良及び
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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、6,179万3,000円、851万2,000円の増。同システム及び

データセンターの借上料の計上で、昨年度整備した強靱性向上対策分が増となっており

ます。

総合行政情報システム整備事業、介護保険事業、120万6,000円、新規計上。介護保険

システム改修委託料の計上であります。

５目交通安全防犯費、570万6,000円、40万6,000円の増。４事務事業の計上であります。

交通安全指導員、163万5,000円、33万6,000円の増。次ページ、指導員報酬、費用弁償

の計上であります。

交通安全、100万2,000円、増減なし。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、56万9,000円、７万円の増。主に防犯関連団体への補助金の計上であります

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、357万7,000円、１万3,000円の増。２事務事業の計上であります。

町史編さん審議会、４万7,000円、1,000円の増。

次ページ。

町史編さん、353万円、１万2,000円の増。主に編集作業に伴う臨時職員賃金、編集委

員及び協力員の旅費などであります。

７目文書広報費、309万7,000円、14万2,000円の増。２事務事業の計上であります。

広報、303万6,000円、14万2,000円の増。主に広報誌作成に係る関連経費であります。

次ページ。

広聴、６万1,000円、増減なし。

８目財政管理費、997万4,000円、3,000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、増減なし。主に財政事務経費と北海道市町村備荒資金組合

負担金の計上であります。

共通物品調達、409万2,000円、3,000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、133万7,000円、58万2,000円の増。次ページ、出納業務に係る関連経

費の計上で、手数料が増であります。

10目企画費、5,741万4,000円、2,431万5,000円の増。７事務事業の計上であります。

未来創生会議、５万円、２万5,000円の減。

企画一般、132万7,000円、23万8,000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、主に町民満足度調査の実施に伴う通信運搬費が増であります。

国土法事務、４万9,000円、増減なし。

次ページ。

国際地域交流、119万3,000円、207万8,000円の減。主にふるさとフェア村山への参加

経費の計上で、主に昨年度計上の友好都市交流事業補助金が減であります。
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まちおこし補助金、195万円の計上は、姉妹都市であるオーストラリアクラレンス市へ

の訪問交流事業を実施するとして、姉妹都市中学生等国際交流事業実行委員会に対する

補助金であります。

地域おこし協力隊、2,762万5,000円、1,979万6,000円の増。地域おこし協力隊員として、

新年度新たに４名の採用を含む計６名の隊員報酬と活動関連経費の計上であります。新

たに採用予定の隊員の活動内容は、地域産業の振興を中心とする活動内容を予定してお

ります。

次ページ。

地域おこし協力隊住宅整備事業、2,522万円、443万8,000円の増。前年度と同様に、地

域おこし協力隊員の住宅整備費のほか、住宅用備品の購入費の計上であります。

11目財産管理費、9万5,000円、337万6,000円の減。昨年度計上の固定資産台帳整備支

援委託料が減であります。

12目車両管理費、1,618万2,000円、16万8,000円の減。２事務事業の計上であります。

公用車管理、893万8,000円、59万円の増。公用車の運行管理経費の計上であります。

次ページ。

公用車整備事業、724万4,000円、75万8,000円の減。ライトバン１台、1.4トントラック

１台、軽自動車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、2,947万1,000円、104万1,000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、23万8,000円、22万1,000円の増。同委員会の活動経費の計

上で、運営研修会の参加経費が増となっております。

町民税課税、896万7,000円、17万8,000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、507万6,000円、62万3,000円の増。資産税の課税関連経費の計上で、主に

固定資産評価基本図更新委託料が増であります。

次ページ。

町税収納、1,519万円、１万9,000円の増。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、町税収納に係る経費の計上であります。

３項１目戸籍住民登録費、767万円、31万2,000円の増。４事務事業の計上であります。

戸籍住民基本台帳、609万3,000円、８万6,000円の増。戸籍と住民基本台帳に関する事

務経費の計上であります。

次ページ。

上尾幌駐在所、６万7,000円。

旅券事務７万5,000円、ともに増減なしであります。

湖南地区出張所、143万5,000円、22万6,000円の増。同出張所の運営経費の計上であり

ます。

次ページ。

４項選挙費、１目選挙管理委員会費、62万7,000円、１万1,000円の増。２事務事業の

計上であります。

選挙管理委員会、24万円、２万2,000円の減。
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選挙一般、38万7,000円、３万3,000円の増。

３目町長選挙費、723万8,000円。皆増。

次ページ。

６目参議院議員選挙費、８目海区漁業調整委員会委員選挙費、皆減であります。

５項統計調査費、１目統計調査総務費、42万7,000円、20万3,000円の減。７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、10万3,000円、1,000円の減。

次ページ。

商業統計調査、６万1,000円、新規計上。

学校基本調査、１万7,000円、増減なし。

住宅・土地統計調査、５万1,000円、新規計上。

就業構造基本調査、12万2,000円、新規計上。

経済センサス、9,000円、43万6,000円の減。

各種統計調査費の計上であります。

次ページ。

６項１目監査委員費、259万1,000円、６万7,000円の増。２事務事業の計上であります。

監査委員、240万3,000円、６万7,000円の増。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、増減なし。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、２億5,598万4,000円、3,181万2,000

円の減。10事務事業の計上であります。

社会福祉一般、3,834万6,000円、337万7,000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、主に社会福祉協議会補助金が減であります。

民生委員推薦会、２万7,000円、増減なし。

戦没者追悼式、38万8,000円、7,000円の増。

次ページ。

福祉灯油230万5,000円、30万円の減。主に灯油単価の減であります。

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、242万9,000円、35万6,000円の増。同施設の管理経費

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、994万7,000円、3万4,000円の減。あみか21管理経

費の計上であります。

臨時福祉給付金給付、3,000万円、2,370万円の増。低所得者への給付金で、１人１万5,000

円、2,000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。

国民健康保険特別会計、１億6,949万2,000円、187万8,000円の減。国保会計への繰出金
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であります。

２目心身障害者福祉費、３億1,321万7,000円、426万3,000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、59万3,000円、４万1,000円の増。

心身障害者福祉一般、27万1,000円、４万1,000円の減。

次ページ。

障害者更生医療給付、450万8,000円、48万4,000円の増。

障害者（児）補装具給付、323万7,000円、50万1,000円の増。

障害者（児）介護訓練等給付、２億8,522万5,000円、227万4,000円の増。次ページにわ

たり、主に介護給付費、544万6,000円の減、訓練等給付費285万7,000円の増、相談支援

給付費、363万円の増であります。

育成医療給付、31万2,000円、増減なし。

身体障害者等交通費助成、101万5,000円、12万5,000円の増。

身体障害者福祉電話貸与、２万円、増減なし。

障害者（児）ふれあいフェスティバル、34万円、５万円の増。

子ども発達支援センター、366万8,000円、増減なし。

次ページ。

地域生活支援、1,377万円、98万8,000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、２万6,000円、２万5,000円の減。

心身障害児等施設通園交通費助成、１万9,000円。

生活福祉資金等利子補給、1,000円、ともに増減なしであります。

次ページ。

地域訪問支援、21万2,000円、13万4,000円の減。

３目心身障害者特別対策費、2,267万円、134万5,000円の減。２事務事業の計上であり

ます。

重度心身障害者医療、2,137万3,000円、127万1,000円の減。

重度心身障害者医療事務、129万7,000円、７万4,000円の減。

４目老人福祉費、２億4,323万9,000円、332万2,000円の減。19事務事業の計上でありま

す。

老人福祉一般、180万円、64万6,000円の増。主に高齢者保健福祉計画の策定に係る経

費が増であります。

次ページ。

介護予防・生活支援、高齢者福祉、529万6,000円、141万7,000円の減。生活管理指導

員派遣などの実施委託料のほか、緊急通報装置の購入費の計上であります。なお、昨年

度計上の外出支援サービス実施委託料が皆減であります。

老人クラブ運営支援、121万8,000円、24万8,000円の減。

昨年度計上の老人クラブ連合会創立50周年記念事業補助金が皆減であります。

老人保護措置費、1,004万7,000円、46万7,000円の減。
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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、394万3,000円、10万2,000円の増。

次ページ。

高齢者バス乗車券助成、371万2,000円、2,000円の増。

高齢者等通院交通費助成、280万5,000円、150万円の増。利用見込みを勘案しての計上

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、６万1,000円、２万1,000円の増。

敬老会、625万9,000円、４万1,000円の増。

次ページ。

長寿祝金、576万円、44万円の減。対象者の減によるものであります。

高齢者事業団育成、30万円。

要介護者入退院交通費助成、４万5,000円、ともに増減なしであります。

成年後見推進、182万9,000円、新規計上。成年後見制度に係る事務実施委託料ほかの

計上であります。

介護保険利用者負担軽減措置、145万5,000円、21万円の減。

次ページ。

老人福祉施設、1,216万1,000円、102万5,000円の減。昨年度計上の老人福祉施設職員移

行補助金が皆減となり、新たに老人福祉施設補助金として1,166万2,000円の計上であり

ます。

介護保険特別会計、１億7,901万3,000円、310万7,000円の増。特別会計への操出金の計

上であります。

特別養護老人ホーム心和園備品整備事業、733万円、407万5,000円の減。電動ベッド16

台の更新事業費の計上であります。

５目後期高齢者医療費、１億6,932万4,000円、151万4,000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、１億2,291万2,000円、74万9,000円の増。

後期高齢者医療特別会計、4,641万2,000円、76万5,000円の増。特別会計への繰出金で

あります。

次ページ。

６目国民年金費、11万3,000円、3,000円の減。

７目自治振興費、3,014万3,000円、819万4,000円の増。５事務事業の計上であります。

自治振興一般、156万7,000円、5,000円の増。主に自治会連合会、各自治会助成の計上

であります。

地方バス路線維持対策、1,265万7,000円、123万円の減。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、ともに増

減なしであります。

次ページ。

地域公共交通対策、941万9,000円、新規計上。地域公共交通活性化協議会への補助金
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で、その内容は委員報酬及び費用弁償のほか、地域公共交通網形成計画策定及び実証運

行に対する委託料であります。

８目社会福祉施設費、2,004万3,000円、32万9,000円の増。６事務事業の計上でありま

す。

コミュニティーセンター、84万8,000円、１万8,000円の減。

集会所、575万6,000円、10万7,000円の増。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経費の計上であります。

生活館、31万1,000円、１万3,000円の減。

生活改善センター、437万9,000円、５万5,000円の増。次ページにわたり、それぞれの

施設の維持管理経費の計上であります。

糸魚沢地区集会所整備事業、479万6,000円、新規計上。外壁、玄関ポーチほかの改修

費の計上であります。

松葉地区集会所周辺排水整備事業、395万3,000円、新規計上。集会所周辺の排水設備

の改修費の計上であります。

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、4,929万8,000円、194万4,000円の増。６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、3,061万7,000円、330万5,000円の減。次ページにわたり、主にカトリッ

クさくら幼稚園に対する施設型給付費負担金が減で、片無去、若松の私設保育所運営費

補助金は42万円増の330万円の計上であります。

児童手当支給事務、16万9,000円、増減なし。

子育て支援対策、1,213万円、363万6,000円の増。主に保育料助成の増で、今年度から

第１子からの保育料を助成するとして、助成制度拡充による増であります。

太田へき地保育所、451万7,000円、９万4,000円の減。次ページにわたり、入所見込み

児童数９人の保育経費の計上であります。

次ページ。

太田へき地保育所整備事業、170万7,000円、新規計上。屋根の塗装改修費の計上であ

ります。

２目児童措置費、１億2,613万円、51万5,000円の減。児童手当の計上であります。

３目ひとり親福祉費、708万9,000円、42万円の増。２事務事業の計上であります。

ひとり親家庭等医療、637万6,000円、46万2,000円の増。

ひとり親家庭等医療事務、71万3,000円、４万2,000円の減。

４目児童福祉施設費、7,935万4,000円、1,504万6,000円の増。10事務事業の計上であり

ます。

保育所一般、248万9,000円、５万9,000円の減。

次ページ。

真竜保育所、2,105万1,000円、397万1,000円の増。次ページにわたり、入所児童見込み

数が当初比較で13人増の69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、1,536万4,000円、606万5,000円の減。次ページにわたり、入所児童見込み
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数が当初比較で２人増の56人での保育経費の計上であります。

宮園保育所世代間交流、６万円、増減なし。

厚岸保育所、1,819万8,000円、16万8,000円の増。次ページにわたり、入所児童見込み

数が当初比較で２人増の55人での保育経費の計上であります。

厚岸保育所世代間交流、６万円、増減なし。

次ページ。

子育て支援センター、509万5,000円、５万4,000円の増。主に非常勤職員、臨時職員の

賃金ほかの計上であります。

湖北地区保育所建設事業、1,500万円、新規計上。真竜及び宮園保育所の両施設の耐震

性が不足していることと、老朽化が著しいことから、これを統合する新たな保育所の建

設のための基本設計委託料の計上であります。

保育所備品整備事業、197万7,000円、新規計上。食器消毒保管庫３台の更新事業費で

あります。

５目児童館運営費1,809万5,000円、251万5,000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。

次ページ。

児童館一般、13万4,000円、１万8,000円の減。

友遊児童館、983万4,000円、213万2,000円の増。次ページにわたり、主に非常勤職員

１名増による賃金ほかの増であります。

子夢希児童館、807万6,000円、40万1,000円の増。主に賃金の増であります。

160ページ。

４款衛生費、１項保健衛生費、１目衛生予防費、122万円、184万8,000円の減。４事務

事業の計上であります。

公衆浴場、78万1,000円、166万円の減。主に公衆浴場設備改修助成の減であります。

有害動物対策、17万2,000円、17万7,000円の減。

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、21万9,000円、１万1,000円の減。

２目健康づくり費、7,008万5,000円、488万8,000円の増。16事務事業の計上であります。

健康づくり一般、1,862万円、293万6,000円の増。

次ページ。

主に厚岸郡救急医療確保負担金が増であります。

母子保健、548万4,000円、50万1,000円の減。次ページにわたり、主に妊婦一般、乳幼

児健康診査委託料が減であります。

妊婦・出産包括支援、143万3,000円、新規計上。本年度から新たに取り組む事業で、

妊娠期から出産、産後と子育てに関して、専門事業者による相談窓口の開設など、妊産

婦に関する包括的な支援を行うための事業費であります。

予防接種、2,085万9,000円、77万2,000円の減。次ページにわたり、定期予防接種委託

料の計上で、本年度からＢ型肝炎ワクチン予防接種が新規計上となっております。

子どもインフルエンザワクチン予防接種、244万円、新規計上。本年度から新たに取り

組む事業で、自己負担分の1,080円を除いた予防接種費用を助成しようとするもので、助
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成の対象は18歳までとする内容であります。

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種、55万2,000円、28万4,000円の減。接種者の減であ

ります。

エキノコックス症対策、84万5,000円、28万円の増。次ページにわたり、検査委託料の

増であります。

がん予防保健、841万1,000円、31万4,000円の減。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、397万7,000円、12万7,000円の減。生活習慣病対策経費の計上であり

ます。

次ページ。

健康増進、108万1,000円、21万7,000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、401万5,000円、6,000円の減。

感染症対策、9,000円。

未熟児養育医療給付、18万1,000円、ともに増減なし。

精神障害者医療、104万3,000円、８万4,000円の減。

次ページ。

難病対策、31万5,000円、１万6,000円の増。

精神障害者社会復帰支援、82万円、８万8,000円の増。対象者の増であります。

３目墓地火葬場費、908万9,000円、283万1,000円の減。４事務事業の計上であります。

斎場、657万2,000円、12万8,000円の増。

次ページ。

霊園、46万円、10万5,000円の増。

墓地、12万3,000円、１万円の減。

各施設の管理運営経費の計上であります。

斎場整備事業、193万4,000円、305万4,000円の減。火葬炉内の改修工事費であります。

４目水道費、1,166万1,000円、390万2,000円の増。２事務事業の計上であります。

水道事業会計、1,094万7,000円、新規計上。水道事業会計への補助金であります。

次ページ。

簡易水道事業特別会計、71万4,000円、704万5,000円の減。特別会計への繰出金であり

ます。

５目病院費、３億7,876万5,000円、22万7,000円の減。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。

６目乳幼児医療費、2,622万2,000円、506万3,000円の増。２事務事業の計上であります。

乳幼児医療、2,540万7,000円、520万5,000円の増。

乳幼児医療事務、81万5,000円、14万2,000円の減。小学生までの医療費無料化に伴う

経費であります。

２項環境政策費、１目環境対策費、1,777万7,000円、233万8,000円の増。６事務事業の

計上であります。

環境審議会、12万6,000円。
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環境対策一般、180万6,000円、ともに増減なしであります。

次ページ。

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。

特定外来生物対策、13万9,000円、46万2,000円の減。特定外来生物のウチダザリガニ

駆除に係る経費の計上で、昨年度計上の生息分布調査委託料が皆減であります。

環境保全基金、1,210万円、280万円の増。基金積立金であります。

２目水鳥観察館運営費、265万8,000円、14万5,000円の減。３事務事業の計上でありま

す。

水鳥観察館、116万円、16万5,000円の減。次ページにわたり、主にパンフレット印刷

費が減であります。

厚岸湖・別寒辺牛湿原学術研究奨励、130万9,000円、１万2,000円の増。

次ページ。

湿地情報交流、18万9,000円、8,000円の増。

３目廃棄物対策費、598万2,000円、５万3,000円の増。３事務事業の計上であります。

廃棄物対策一般、279万8,000円、16万8,000円の増。主に印刷費の増であります。

清掃手数料事務222万7,000円、４万4,000円の減。

生ごみ分別・資源化、59万7,000円、７万1,000円の減。次ページ、主に生ごみ成分分

析調査委託料であります。

４目ごみ処理費、１億8,077万1,000円、41万1,000円の増。３事務事業の計上でありま

す。

ごみ処理場一般、31万2,000円、増減なし。

ごみ処理場管理、3,275万9,000円、128万9,000円の減。次ページにわたり、施設管理、

運営経費の計上ですが、主に修繕料が減であります。

ごみ収集・ごみ処理場運転、１億4,770万円、170万円の増。ごみ処理場等の運転に係

る委託料の増であります。

５目し尿処理費、7,425万3,000円、444万9,000円の減。３事務事業の計上であります。

し尿処理場管理、374万3,000円、128万9,000円の減。し尿処理については、本年４月

から公共下水道で受け入れ処理する方法へと変わりますが、これにより衛生センターの

運転業務が終了となります。主にこれまで使用してきた井戸水、取水井戸等の撤去費用

のほか、施設清掃委託料等の計上であります。

次ページ。

し尿収集・衛生センター運転、5,503万4,000円、436万6,000円の減。衛生センター運転

に係る委託料の減のほか、施設整備の清掃委託料として756万円の計上であります。

汚水処理施設管理、1,547万6,000円、新規計上。公共下水道で受け入れ処理する汚水

処理に係る経費の計上で、主に施設運転管理委託料であります。

６目下水処理費、900万円、増減なし。生活排水処理施設整備事業として、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。

190ページ。
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５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、1,080万5,000円、10万7,000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。

農業後継者対策、50万円。

農業者年金事務、27万1,000円、それぞれ増減なしであります。

次ページ。

事務適正・農地有効活用支援、49万9,000円、10万7,000円の増。主に費用弁償の増で

あります。

農地保有合理化事業等業務委託、7,000円。

農地中間管理事業業務委託、5,000円、ともに増減なしであります。

２目農業振興費、１億3,670万5,000円、2,600万1,000円の減。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、265万3,000円、48万4,000円の減。

次ページ。

畜産経営維持緊急支援資金利子補給、21万8,000円、１万3,000円の減。

畜産特別支援資金利子補給、12万6,000円、1,000円の減。

青年就農給付金給付、450万円、新規計上。新規就農に対する給付金であります。

中山間地域等直接支払事業、１億370万1,000円、47万円の減。

中山間地域等直接支払推進事業、33万8,000円、12万6,000円の減。

多面的機能支払交付金事業、1,531万4,000円、１万3,000円の増。

次ページ。

多面的機能支払推進事業、17万2,000円、16万5,000円の減。

新規就農者誘致事業、964万4,000円、516万5,000円の増。新規就農に対する準備金と

奨励金であります。

３目畜産業費、５億4,550万7,000円、３億4,672万6,000円の増。５事務事業の計上であ

ります。

畜産業一般、36万9,000円、１万2,000円の減。

家畜衛生対策、78万6,000円、増減なし。

矢臼別演習場周辺農業用施設等整備事業、４億2,158万6,000円、３億1,427万4,000円の

増。次ページにわたり、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。

町営牧場整備事業、１億1,379万8,000円、5,443万8,000円の増。主に大別団地の隔離牛

舎建設費の計上であります。

町営牧場管理用機械整備事業、896万8,000円、新規計上。牧草ロールのラッピングマ

シンほかの購入費であります。

５目農地費、5,500万2,000円、2,502万5,000円の増。５事務事業の計上であります。

農地一般、14万7,000円、２万2,000円の増。

道営土地改良事業監督等補助業務委託事業、５万5,000円、3,000円の増。
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次ページ。

道営釧路太田東部地区草地整備事業、3,025万円、2,525万円の増。主に草地整備改良

であります。

道営釧路太田西部地区草地整備事業、700万円、新規計上。主に測量試験であります。

道営セタニウシ地区公共牧場整備事業、1,755万円、630万円の増。主に草地整備改良

であります。

６目牧野管理費、１億9,524万2,000円、755万4,000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、１億9,513万6,000円、755万4,000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、主に臨時職員の賃金の増であります。

７目農業施設費、865万5,000円、95万7,000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、686万6,000円、42万1,000円の減。

次ページ。

上尾幌ふれあい体験農園、72万3,000円、６万2,000円の減。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、106万6,000円、47万4,000円の減。主に指定管理委託料の減でありま

す。

８目農業水道費、936万5,000円、203万1,000円の減。６事務事業の計上であります。

農業水道一般、３万6,000円、増減なし。

水道料金計算収納、23万3,000円、1,000円の減。

次ページ。

水質検査、78万9,000円、増減なし。

農業水道施設、760万3,000円、49万6,000円の減。水道施設の管理経費の計上で、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、26万9,000円、１万1,000円の増。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、43万5,000円、2,000円の増。配水管の漏水調査費の計上であります。

９目堆肥センター費、1,510万9,000円、162万4,000円の減。施設の管理運営経費の計上

で、主に施設等修繕料が減であります。

２項林業費、１目林業総務費、1,756万9,000円、397万8,000円の増。４事務事業の計上

であります。

林業一般、105万8,000円、31万2,000円の増。次ページにわたり、林業関連団体への負

担金の増であります。

町有林管理、156万2,000円、22万3,000円の増。主に森林保険料の増であります。

有害鳥獣駆除奨励、335万8,000円、16万3,000円の増。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。

次ページ。

森林資源利活用、1,159万1,000円、328万6,000円の増。委託料の増であります。
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２目林業振興費、5,288万5,000円、422万1,000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、26万1,000円、７万1,000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、965万9,000円、33万2,000円の減。

町民の森造成事業、200万円、増減なし。町民の森造成実行委員会への補助金の計上で

あります。

水源涵養林取得事業、418万9,000円、111万9,000円の増。次ページにわたり、ホマカ

イ川流域の水源涵養林9.97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、737万6,000円、143万7,000円の減。

道営林道サンヌシ線整備事業、1,400万円、350万円の減。改良工事費1,800メートル分

の負担金計上であります。

３目造林事業費、4,799万円、241万6,000円の増。造林事業として町有林の造林植栽18.99

ヘクタール、保育下刈りなど213.58ヘクタールの工事費の計上であります。

４目林業施設費、551万6,000円、12万円の増。２事務事業の計上であります。

緑のふるさと公園、107万8,000円、４万6,000円の減。

次ページ。

木工センター、443万8,000円、16万6,000円の増。それぞれ施設の管理運営経費の計上

であります。

５目特用林産振興費、9,322万6,000円、2,936万1,000円の増。２事務事業の計上であり

ます。

きのこ菌床センター、6,062万円、324万5,000円の減。次ページにわたり、施設の管理

運営経費の計上で、菌床製造数量の減に伴う経費の減であります。

きのこ菌床センター設備整備事業、3,260万6,000円、新規計上。培養室の冷暖房設備

整備費の計上であります。

３項水産業費、１目水産業総務費、494万円、122万2,000円の減。３事務事業の計上で

あります。

水産業一般、483万7,000円、122万2,000円の減。次ページにわたり、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への宝船修

繕分が減であります。

船員法事務、3,000円。

海岸管理、10万円、ともに増減なしであります。

２目水産振興費、１億1,560万円、9,903万6,000円の増。11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。次ページにわたり、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、１万円、3,000円の減。

漁業近代化資金利子補給、433万円、145万4,000円の減。

地域ＨＡＣＣＰ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。

昆布漁場改良事業、646万円、204万円の減。
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アサリはさみ漁場回復事業、37万5,000円、増減なし。

次ページ。

ホタテかご養殖試験事業、45万円、増減なし。

環境・生態系保全活動支援事業、25万1,000円、新規計上。事業事務費の計上でありま

す。

水産多面的機能発揮対策支援事業、240万円、新規計上。昆布漁場の岩盤清掃、肉食性

巻き貝駆除事業に対する補助金であります。

共同利用漁船整備事業、9,990万円、新規計上。ロシア200海里サケ・マス流し網漁業

の禁止を受け、代替魚種の対応等を図るとして、厚岸漁業協同組合が新たに建造する漁

船の事業費のうち、国庫補助金を除いた地元負担分の一部を過疎対策事業債を財源に補

助する内容であります。

３目漁港管理費、579万1,000円、８万1,000円の増。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、571万1,000円、８万1,000円の増。次ページにわり、漁港施設に係る管理経

費の計上であります。

５目養殖事業費、2,902万8,000円、1,192万円の減。５事務事業の計上であります。

カキ種苗センター、2,011万5,000円、318万8,000円の増。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、主に臨時職員賃金の増であります。

カキ種苗生産、316万9,000円、41万4,000円の増。主に施設修理用資材購入費の増であ

ります

水産増養殖調査研究、320万4,000円、５万6,000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、158万8,000円、1,546万6,000円の減。主に海水精密ろ過設

備の改修工事費であります。

６目水産施設費、260万7,000円、48万1,000円の減。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、129万6,000円、17万6,000円の増。

次ページ。

床潭地区漁村センター、28万3,000円、66万円の減。それぞれ施設の管理運営に係る経

費の計上で、床潭漁村センター施設修繕料が減であります。

水産種苗生産センター、102万8,000円、3,000円の増。ウニ種苗生産施設の管理経費の

計上であります。

236ページ。

６款１項商工費、１目商工総務費、194万1,000円、121万5,000円の増。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、23万5,000円、2,000円の増。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、26万7,000円、１万2,000円の増。

消費者行政推進、121万8,000円、新規計上。次ページにわたり、歳入予算で説明した
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北海道からの補助金を財源に実施するもので、消費生活に関する講演会の実施及び学校

給食センターに設置している放射性物質検査機器の保守点検委託料などの計上でありま

す。

労働、14万9,000円、３万3,000円の増。

季節労働者対策、２万2,000円、増減なし。

２目商工振興費、2,538万6,000円、420万3,000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、10万2,000円、３万8,000円の増。

委員会開催回数の増によるものであります。

商工振興一般、1,509万2,000円、103万9,000円の減。次ページにわたり、商工会補助金

が減であります。

小規模商工業者設備近代化資金貸付、184万7,000円、133万6,000円の増。融資制度の

拡大によるもので、その内容は主に融資金額の拡大のほか、新たに保証料の２分の１を

補助するというものでございます。

中小企業融資、597万円、417万7,000円の増。融資制度の拡大によるもので、その内容

は主に融資金額の拡大のほか、新たに利子補給１％を補助するものであります。

中小企業振興会議、10万1,000円、増減なし。

住宅用太陽光発電システム設置奨励、124万4,000円、30万9,000円の減。

ハッピーブライダル奨励、103万円、増減なし。

次ページ。

３目食文化振興費、6,217万4,000円、2,952万5,000円の増。４事務事業の計上でありま

す。

食文化振興、10万8,000円、5,000円の減。

物産交流・宣伝、64万5,000円、13万3,000円の増。主に職員旅費の増であります。

味覚ターミナル道の駅、3,286万1,000円、83万7,000円の増。次ページにわたり、主に

味覚ターミナルコンキリエの管理経費の計上で、パンフレット作成委託料が増となって

おります。

厚岸味覚ターミナル整備事業、2,856万円、新規計上。主に暖房空調設備ほかの改修費

及び新たに子供用遊具の設置費の計上であります。

４目観光振興費、1,716万2,000円、461万6,000円の増。６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。

観光振興一般、718万4,000円、63万5,000円の増。次ページにわたり、観光関連団体等

への負担金、補助金の計上であります。厚岸観光協会備品整備分は各種イベントのテン

ト及びのぼり等の購入に対する補助金であります。

観光宣伝、790万4,000円、248万1,000円の増。観光宣伝に係る経費の計上であります

が、新規計上の観光プロモーション実行委員会への補助金は、その組織構成として、町

のほか厚岸漁業協同組合、釧路太田農業協同組合、厚岸観光協会、株式会社味覚ターミ

ナルで構成し、首都圏などにおいて、観光プロモーション活動を行い当町への観光客誘

致を図るとする事業費に対する町の負担分であります。

次ページ。

桜保護育成、38万8,000円。
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あやめ保護育成、11万1,000円、ともに増減なし。

ご当地キャラクター制作、150万円、新規計上。ご当地キャラクターのうみえもんは、

その認知度も上昇し、各種イベント等で活躍しておりますが、参加しようとするイベン

トが重なることが多いことなどから、もう１体の着ぐるみを作成するための購入費の計

上であります。

５目観光施設費、1,586万7,000円、81万円の減。４事務事業の計上であります。

子野日公園、744万円、52万4,000円の増。主に修繕料が増であります。

次ページ。

愛冠野営場、268万6,000円、11万3,000円の増。

その他観光施設、486万2,000円、５万1,000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、87万9,000円、139万6,000円の減。遊具設置費の計上であります。

254ページ。

７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、８万8,000円、３万1,000円の減。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、1,004万6,000円、14万2,000円の減。土木車両の維持運行管理に

係る経費の計上であります。

３目土木用地費、164万円、３万2,000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、152万1,000円、３万2,000円の増。

４目地籍調査費、201万円、29万8,000円の減。主に境界杭埋設委託料の減であります。

２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費、１億5,085万1,000円、3,174万1,000円の増。９

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、2,968万2,000円、150万1,000円の増。町道の維持管理作業に当たる臨時

作業員賃金ほかの計上で、主に原材料費が増であります。

道路照明管理、2,223万円、244万6,000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、1,309万4,000円、902万4,000円の増。次ページにわたり、前年度

は道路パトロール車の購入費を計上しておりましたが、今年度は４トンダンプトラック

の計上であります。

真栄大通りほか整備事業、500万円、増減なし。真栄大通り、桜通りの歩道改修として、

総延長97メートルの工事費の計上であります。

松葉町通り整備事業、2,307万4,000円。昨年度までは、松葉町通り、筑紫恋道路、奔

渡町湖岸道路の町道３路線を一つの事業として計上し、その財源として社会資本整備総

合交付金を充当しておりましたが、今年度から道路のオーバーレイは交付金の対象とし

ない旨の通知を受けたことから、それぞれ財源内訳により予算措置するものであります。
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松葉町通りにあっては、昨年度に引き続き、特定防衛施設周辺整備調整交付金を財源に

事業を実施することとし、係る事業費を計上するものであります。

町道舗装整備事業、820万円。筑紫恋道路及び奔渡町湖岸道路は、一般財源において、

事業を実施しようとする内容で、係る事業費を計上するものであります。

橋梁長寿命化計画策定事業、2,830万円、新規計上。橋梁の点検及び実施計画策定委託

料の計上であります。

橋梁長寿命化整備事業、2,006万円、2,401万2,000円の減。ＪＲ厚岸駅構内の人道跨線

橋の整備費の計上であります。

２目道路新設改良費、４億3,690万9,000円、7,171万3,000円の減。７事務事業の計上で

あります。

床潭末広間道路整備事業、１億7,530万円、3,470万円の減。264ページにわたり、改良

舗装451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、1,890万円、新規計上。改良舗装158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、１億4,058万4,000円、１億579万5,000円の増。次ペー

ジにわたり、改良舗装743.51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29国債、3,900万5,000円、新規計上。改良舗装425.41メートル

の工事費ほかの計上であります。

次ページ。

湾月町通り整備事業、3,170万円、2,050万円の減。改良舗装220メートルの工事費ほか

の計上であります。

太田２号道路防雪柵整備事業、2,500万円、1,590万円の増。防雪柵77メートルの工事

費ほかの計上であります。

事業費支弁人件費、642万円、106万1,000円の増。

次ページ。

３目除雪対策費、5,318万7,000円、35万3,000円の減。４月以降からの初冬の降雪に備

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、１億9,893万6,000円、6,219万5,000円の減。６事務事業

の計上であります。

河川管理、47万9,000円、８万2,000円の増。

次ページ。

別寒辺牛川水系治水砂防施設整備事業、2,637万7,000円。

別寒辺牛川水系治水砂防施設整備事業28国債、１億4,144万4,000円。

次ページ。

別寒辺牛川水系治水砂防施設整備事業29国債、3,110万円。

以上３事業合計で１億6,892万1,000円、5,374万2,000円の減であります。

次ページ。

奔渡川改修事業、2,520万円、830万円の減。護岸工15メートルの工事費などの計上で

あります。

事業費支弁人権費、433万6,000円、23万5,000円の減。
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４項都市計画費、１目都市計画総務費、104万3,000円、598万円の減。３事務事業の計

上であります。

都市計画審議会、10万7,000円、8,000円の増。

次ページ。

都市計画一般、５万6,000円。

花のあるまちづくり、88万円、ともに増減なしであります。

３目下水道費、３億8,959万3,000円、977万2,000円の減。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、1,679万円、978万1,000円の増。３事務事業の計上であ

ります。

公園施設、472万4,000円、228万5,000円の減。次ページにわたり、各都市計画公園の

管理経費の計上で、主に修繕料が減であります。

公園施設遊具等整備事業、958万2,000円、新規計上。公園のフェンス２カ所及び遊具

７カ所の改修費であります。

集会施設遊具整備事業、248万4,000円、新規計上。光栄地区コミュニティーセンター

に設置の遊具の改修費であります。

６項住宅費、１目建築総務費、974万7,000円、13万5,000円の増。４事務事業の計上で

あります。

建築一般、45万円、９万7,000円の増。

次ページ。

限定特定行政庁確認事務、29万7,000円、３万8,000円の増。

住宅省エネ・バリアフリー改修補助、100万円。

住宅新築・リフォーム支援、800万円、ともに増減なしであります。

２目住宅管理費、8,512万3,000円、3,033万1,000円の増。10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、2,051万9,000円、244万6,000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、主に修繕料及び原材料費が増であります。

きのこ生産者住宅、20万9,000円、１万,3000円の減。

次ページ。

職員住宅、７万9,000円、3,000円の増。

地域おこし協力隊員住宅、50万2,000円、新規計上。昨年度整備した地域おこし協力隊

員用の住宅管理に係る経費の計上で、修繕料はきのこ生産者住宅の２戸を改修し、地域

おこし協力隊員住宅として使用する内容であります。

町営住宅敷金利子基金、3,000円。

住宅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、ともに増

減なしであります。

町営住宅奔渡団地整備事業、4,390万8,000円、1,790万8,000円の増。奔渡団地Ｈ３Ｃ号

棟の外壁改修工事ほかの計上であります。

町営住宅奔渡団地解体事業、798万2,000円、新規計上。奔渡団地Ｂ12号棟の解体費の

計上であります。
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次ページ。

職員住宅等解体事業、150万3,000円、新規計上。山の手地区職員住宅及び上尾幌旧教

員住宅２棟の解体費の計上であります。

290ページ。

８款１項消防費、１目常備消防費、２億8,908万円、589万1,000円の増、６事務事業の

計上であります。

釧路東部消防組合、２億8,295万7,000円、281万1,000円の増。負担金の計上であります。

次の５事業は、釧路東部消防組合厚岸消防署分の投資的経費に係る負担金であります。

消火栓整備事業、204万2,000円。消火栓の整備及び移設費であります。

小型動力ポンプ整備事業、221万5,000円、小型動力ポンプ１台の更新であります。

厚岸消防団装備品整備事業、70万2,000円、防火手袋の購入費であります。

消防庁舎備品整備事業、２万円、消防新庁舎に配備する各種備品について、その購入

にあっては、北海道市町村備荒資金組合の譲渡事業により整備しようとするもので、本

年度償還予定分のみの計上であります。

救助用資機材整備事業、114万4,000円、52万7,000円の増。空気呼吸器、潜水用資機材

の購入費であります。

次ページ。

２目災害対策費、5,975万7,000円、2,625万3,000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。

国民保護、４万4,000円、ともに増減なしであります。

災害対策、390万5,000円、10万8,000円の増。次ページにわたり、災害対策関連経費の

計上であります。

防災行政無線、340万2,000円、14万6,000円の増。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、90万6,000円、18万9,000円の減。災害避難場所の管理経費の計上で、

主に修繕料が減であります。

土砂災害相互通報システム、13万9,000円、増減なし。

次ページ。

津波避難階段整備事業、2,649万3,000円、781万9,000円の増。お供え山への避難階段の

設置に対する実施設計委託料であります。

災害対策本部機器移設事業、1,169万1,000円、1,157万2,000円の増。消防新庁舎への防

災機器移設及び防災行政無線移転に係る費用の計上であります。

災害対策機器等整備事業、124万4,000円、新規計上。旧尾幌１号川の水位を常時監視

する監視カメラの設置及び防災用備品としてドローン１台の購入費であります。

防災行政無線整備事業デジタル化、890万円、新規計上。防災行政無線のデジタル化に

向けた実施設計委託料の計上であります。

救命救急用備品整備事業、298万8,000円、新規計上。これまで整備してきました自動

体外式除細動器、いわゆるＡＥＤについて、その耐用年数が経過していることから、こ

れを更新する内容であります。本年度は７台の更新で、今後年次的に更新する予定であ

ります。
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３目消防施設費、1,161万9,000円、2,671万7,000円の減。次ページにわたり、消防自動

車整備事業として、水難救助用自動車１台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。

300ページ。

９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、281万8,000円、15万4,000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。

２目事務局費、300万4,000円、140万5,000円の減。２事務事業の計上であります。

教育委員会事務局、296万8,000円、82万8,000円の減。主に事務執行に要する経費、関

連団体の負担金の計上で、昨年度計上の床潭小学校閉校事業に対する補助金が減であり

ます。

次ページ。

教育事務評価会議、３万6,000円、増減なし。

３目教育振興費、1,778万7,000円、78万7,000円の減。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、108万1,000円、8,000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、176万6,000円、146万5,000円の減。研究所関連経費の計上で、昨年

度計上の社会科郷土副読本の印刷製本費が減であります。

就学指導、21万円、２万2,000円の増。特別支援に関する経費の計上であります。

高等学校教育支援、443万1,000円、29万5,000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、1,019万円、94万3,000円の増。次ページにわたり、主に町内小中学校

における外国語指導助手ＡＬＴ２名分の人件費などの計上でありますが、本年度この２

人が任期満了となることから帰国及び赴任旅費が増となっております。

４目教員住宅費、1,814万8,000円、100万8,000円の増。４事務事業の計上であります。

教員住宅、224万9,000円、6,000円の減。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。

次ページ。

教員住宅整備事業、600万5,000円、169万5,000円の増。住の江地区の教職員住宅１棟

の屋根ほかの改修費の計上であります。

教員住宅解体事業、68万2,000円、68万1,000円の減。床潭地区の教員住宅１棟の解体

撤去費であります。

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、3,069万3,000円、114万9,000円の増。２事務事業の計上であ

ります。

スクールバス運行委託、2,396万3,000円、122万4,000円の増。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、673万円、７万5,000円の減。次ページにわたり、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、2,738万9,000円、272万9,000円の減。６事務事業の計
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上であります。

小学校運営一般、６万8,000円、３万7,000円の減。

小学校学校評議員、14万6,000円、増減なし。

厚岸小学校、912万9,000円、51万1,000円の増。

次ページ。

真龍小学校、1,061万4,000円、60万9,000円の増。

太田小学校、308万6,000円、11万3,000円の減。

次ページ。

高知小学校、434万6,000円、14万3,000円の増。以上４小学校の学校運営経費の計上で、

床潭小学校が閉校により皆減であります。

２目学校管理費、3,126万7,000円、504万4,000円の減。４事務事業の計上であります。

学校管理、2,143万4,000円、382万円の減。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、増減の主な内容は、臨時校務補賃金の

減であります。

学校情報通信教育、540万3,000円、２万5,000円の減。次ページにわたり、学校コンピュー

ター関連経費の計上であります。

学校備品教材等整備、406万8,000円、32万1,000円の減。学校図書教材等購入費の計上

であります。

遠距離児童通学、36万2,000円、２万4,000円の減。

３目教育振興費、1,732万2,000円、124万円の増。５事務事業の計上であります。

小学校教育振興、1,019万1,000円、32万7,000円の増。主に臨時学級支援員賃金ほかの

計上であります。

次ページ。

自然教室推進、７万1,000円、5,000円の増。

要・準要保護児童就学援助等、584万2,000円、45万5,000円の増。主に就学援助費が増

であります。

特別支援教育就学奨励、116万2,000円、39万7,000円の増。

高度へき地修学旅行、５万6,000円、皆増であります。

３項中学校費、１目学校運営費、2,338万7,000円、10万6,000円の増。６事務事業の計

上であります。

中学校運営一般、７万4,000円、２万1,000円の減。

次ページ。

中学校学校評議員、14万6,000円、増減なし。

厚岸中学校、922万円、３万円の減。

真龍中学校、954万2,000円、３万3,000円の増。

次ページ。

太田中学校、420万8,000円、12万円の増。

高知中学校、19万7,000円、4,000円の増。

以上４中学校の学校運営経費の計上であります。
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●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58分休憩

午後３時30分再開

●議長（佐藤議員） 再開します。

●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。

●税財政課長（星川課長） 休憩前に引き続きまして、予算書の326ページになります。

よろしいですか。それでは、続けさせていただきます。

326ページの２目学校管理費からになります。

２目学校管理費、2,697万3,000円、55万円の増。４事務事業の計上であります。

学校管理、1,630万8,000円、24万2,000円の減。次ページにわたり、中学校の学校管理

経費の計上であります。

学校情報通信教育、431万2,000円、38万6,000円の増。学校コンピューター関連経費の

計上であります。

学校備品教材等整備、327万8,000円、33万円の減。学校図書教材等購入費の計上であ

ります。

真龍中学校備品整備事業、307万5,000円、新規計上。楽器及び柔道用畳の購入費であ

ります。

３目教育振興費、582万6,000円、66万4,000円の減。４事務事業の計上であります。

中学校教育振興、59万3,000円、276万1,000円の減。次ページにわたり、主に昨年度計

上の教師用指導書購入費が減であります。

要・準要保護生徒就学援助等、444万6,000円、204万7,000円の増。主に対象者の増に

よる増であります。

特別支援教育就学奨励、69万6,000円、４万1,000円の減。

高度へき地修学旅行、９万1,000円、皆増であります。

５項社会教育費、１目社会教育総務費、486万円、84万円の増。６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、40万8,000円、８万5,000円の増。次ページにわたり、主に費用弁償の

増であります。

青少年育成センター、93万7,000円、１万9,000円の増。
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社会教育活動、82万3,000円、８万8,000円の増。

次ページ。

芸術文化、136万7,000円、7,000円の増。

友好都市子ども交流、120万円、90万円の増。１年ごとに相互訪問交流を実施しており

ますが、本年度は当町の子供たちが山形県村山市へ訪問して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、192万5,000円、11万2,000円の増。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。

生涯学習施設、148万4,000円、11万2,000円の増。真龍小学校内に併設の生涯学習施設

の管理経費の計上であります。

３目公民館運営費、292万5,000円、17万5,000円の増。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、72万7,000円、１万9,000円の減。

次ページ。

公民館活動、213万4,000円、19万4,000円の増。主に事務室借上料の増であります。

４目文化財保護費、106万1,000円、２万6,000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、51万1,000円、２万6,000円の減。

史跡国泰寺跡整備検討委員会、44万4,000円、新規計上。昨年度まで、国指定史跡国泰

寺跡整備事業として計上していた委員会開催経費について、事業名称を改めて同内容で

の予算計上であります。

５目博物館運営費、742万4,000円、682万9,000円の減。４事務事業の計上であります。

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。

次ページ。

海事記念館、450万2,000円、19万2,000円の減。施設管理経費の計上であります。

次ページ。

郷土館、135万4,000円、４万2,000円の増。

太田屯田開拓記念館、151万4,000円、１万5,000円の増。それぞれ施設管理運営費の計

上であります。

６目情報館運営費、3,918万9,000円、53万9,000円の減。７事務事業の計上であります。

次ページ。

情報館協議会、15万7,000円、2,000円の増。

厚岸情報館、3,102万円、82万5,000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。主に謝礼金、光熱水費が減であります。

厚岸情報館分館、201万4,000円、６万6,000円の増。次ページにわたり、分館の管理運

営経費の計上であります。

図書館バス運行、64万7,000円、27万2,000円の増。主に車検整備経費の増であります。

情報通信技術講習、25万6,000円、増減なし。
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ブックスタート、８万2,000円、５万4,000円の減。

情報館図書管理システム整備事業、501万3,000円、増減なし。図書管理システムの借

上料であります。

６項保健体育費、１目保健体育総務費、560万5,000円、１万7,000円の増。４事務事業

の計上であります。

学校保健一般、70万1,000円、１万円の増。

次ページ。

児童生徒健康診断、283万8,000円、11万6,000円の減。

教職員健康診断、197万6,000円、18万3,000円の増。主にストレスチェック実施委託料

の増であります。

準要保護児童生徒医療、９万円、６万円の減。

２目社会体育費、6,407万5,000円、696万円の減。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、増減なし。

次ページ。

社会体育一般、70万5,000円、19万4,000円の減。

スポーツ推進委員、48万2,000円、22万7,000円の減。主に委員報酬の減であります。

次ページ。

体育施設、1,783万7,000円、11万1,000円の減。次ページにわたり、各スポーツ施設の

管理運営経費の計上であります。

スポーツ振興、312万4,000円、15万4,000円の減。スポーツ振興助成は150万円の計上で

あります。

学校開放、４万4,000円、増減なし。

宮園公園施設整備事業、4,177万6,000円、新規計上。宮園公園子ども広場の遊具の更

新及び野球場フェンス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。

３目温水プール運営費、1,631万3,000円、58万5,000円の減。362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、4,836万1,000円、28万6,000円の増。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、６万7,000円、9,000円の減。

学校給食センター、4,829万4,000円、29万5,000円の増。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。

366ページ。

11款１項公債費、１目元金、９億7,517万1,000円、3,757万円の増。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、9,688万2,000円、1,665万8,000円の減。

368ページ。

12款１項１目給与費、15億934万2,000円、7,617万円の減。

372ページから376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。内容説明は省略させていただきます。

370ページ。
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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５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。

377ページから379ページまで、債務負担行為に関する調書を記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。

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、380ページに地方債に関する調書を記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、一時借入金。

地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れ最高額は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29年度厚岸町国民健康保険特別会計予算であります。

平成29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17億1,097万

4,000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。

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18項にわたり、それぞれ17億1,097万4,000

円で、平成28年度当初予算と比較し、2.0％、3,499万7,000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。

383ページをお開き願います。

歳入であります。
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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、３億6,794万3,000円、249

万8,000円の増。

２目退職被保険者等国民健康保険税、792万9,000円、313万6,000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。

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、75万8,000円、15万円の

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。

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、２億7,692万円、645万8,000

円の増。一般被保険者に係る保険給付費の見込みは減となりますが、負担金の算定上、

交付額から差し引かれる前期高齢者交付金の額が前年度よりも減額となることによる増

であります。

２目高額医療費共同事業負担金、1,492万4,000円、365万8,000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、168万2,000円、18万5,000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、4,147万5,000円、589万1,000円の増。療養給付

費負担金と同様、交付金の算定上、交付額から差し引かれる前期高齢者納付金の額が前

年度よりも減額となることによる増であります。

５款１項１目療養給付費等交付金、1,741万8,000円、716万1,000円の減。退職被保険者

数の減及びこれに伴う保険給付費の減額に伴う減であります。

６款１項１目前期高齢者交付金、２億6,601万4,000円、4,564万4,000円の減。前期高齢

者の医療費の見込み減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、1,492万4,000円、365

万8,000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、168万2,000円、12万5,000円の増。

次ページ。

２項道補助金、２目財政調整交付金、8,865万8,000円、1,095万9,000円の増。国の調整

交付金と同様に、負担金の算定上、交付額から差し引かれる前期高齢者交付金の額が昨

年度よりも減額となることによる増であります。

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、5,970万円、1,463万4,000

円の増。

２目保険財政共同安定化事業交付金、３億8,042万7,000円、2,503万4,000円の減。それ

ぞれ国保連合会からの通知された拠出金額の計上であります。

10款繰入金、１項１目一般会計繰入金、１億6,949万2,000円、187万8,000円の減。内訳

として、繰り出し基準分480万8,000円の増、保健事業分17万6,000円の減、収支不足分651

万円の減であります。

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。

389ページをお開き願います。
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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、4,408万1,000円、947万1,000円の増。

３事務事業の計上であります。

職員人件費、3,307万7,000円、648万6,000円の増。５人分の計上であります。なお、407

ページから410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、963万4,000円、320万9,000円の増。次ページにわたり、主に現在

使用している国民健康保険等管理システムの改修及び新たなシステムの導入に伴う委託

料の増であります。

国民健康保険事務電算処理、137万円、22万4,000円の減。

２項町税費、１目賦課徴収費、90万円、1,000円の減。

３項１目運営協議会費、25万2,000円、増減なし。

次ページ。

５項１目特別対策事業費、556万2,000円、５万2,000円の減。

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、８億1,690万4,000円、

3,126万8,000円の減。

２目退職被保険者等療養給付費、1,942万8,000円、125万3,000円の減。

３目一般被保険者療養費、582万9,000円、26万1,000円の減。

次ページ。

４目退職被保険者等療養費、12万円、１万6,000円の減。

５目審査支払手数料、245万3,000円、17万9,000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、１億515万円、77万8,000円の減。

２目退職被保険者等高額療養費、176万9,000円、増減なし。

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。

次ページ。

３項移送費、１目一般被保険者移送費、5,000円、増減なし。

２目退職被保険者等移送費、5,000円、増減なし。

４項出産育児諸費、１目出産育児一時金、756万4,000円、84万1,000円の減。

５項葬祭諸費、１目葬祭費、20万円、１万円の増。

それぞれ支給見込みによる計上であります。

次ページ。

３款１項後期高齢者支援金等、１目後期高齢者支援金、１億6,413万円、564万5,000円

の減。

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、60万4,000円、53万9,000円の

増。

２目前期高齢者関係事務費拠出金、１万2,000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、増減なし。
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次ページ。

６款１項１目介護納付金、8,051万5,000円、460万6,000円の増。

７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金、5,970万円、1,463万4,000円の増。

２目保険財政共同安定化事業拠出金、３億8,042万7,000円、2,503万4,000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合会からの通知見

込み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款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費、1,044万6,000円、143万5,000円の増。

次ページにわたり、主に特定保健指導利用促進業務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、254万4,000円、36万3,000円の減。予防接種委

託料の減であります。

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。

次ページ。

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。

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、歳出予算の流用。

地方自治法第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。

続いて、11ページをお開き願います。

議案第３号 平成29年度厚岸町簡易水道事業特別会計予算であります。

平成29年度厚岸町の簡易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6,219万7,000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。

12ページ。

第１表歳入歳出予算であります。

歳入では４款５項、次ページ、歳出では４款４項にわたり、それぞれ6,219万7,000円

で、平成28年度当初予算に比較し11.4％、798万2,000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。

413ページをお開き願います。

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、4,577万8,000円、201万7,000円

の減。年間見込み額としての計上であります。
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２項手数料、１目水道手数料、２万5,000円、増減なし。

５款繰入金、１項１目一般会計繰入金、71万4,000円、704万5,000円の減。繰り出し基

準分の計上であります。

７款諸収入、１項１目雑入、68万円、皆増。消費税及び地方消費税還付金の計上であ

ります。

８款１項町債、１目水道債、1,500万円、40万円の増。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。

415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、1,332万9,000円、388万5,000円の増。

３事務事業の計上であります。

職員人件費、1,217万9,000円、540万円の増。職員１人増の２人分の計上であります。

なお、423ページから425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、1万6,000円、18万9,000円の減。主に昨年購入した公用車用防災行政無

線購入費の減であります。

水道料金計算収納、113万4,000円、２万6,000円の減。主に検針徴収委託料の計上であ

ります。

次ページ。

２款水道費、１項１目水道事業費、4,739万1,000円、1,083万円の減。次ページにわた

り、７事務事業の計上であります。

水道事業一般、31万4,000円、１万9,000円の減。

水質検査、259万6,000円、増減なし。

簡易水道施設、2,265万2,000円、76万8,000円の減。次ページにわたり、水道施設の管

理経費の計上で、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、443万1,000円、68万2,000円の増。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、89万8,000円、3,000円の増。

糸魚沢地区配水管整備事業、1,500万円、27万2,000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、150万円、930万円の減。昨年度に引き続き、水源

調査費の計上であります。

４款１項公債費、１目元金、80万2,000円、92万8,000円の減。

次ページ。

２目利子、62万5,000円、10万9,000円の減。

５款１項１目予備費、５万円。

以上で、歳入歳出の予算の説明を終わります。

再び、11ページへお戻り願います。

第２条、地方債。
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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、426ページに地方債に関する調書を記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29年度厚岸町下水道事業特別会計予算であります。

平成29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７億5,880万9,000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。

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７億5,880万9,000円で、平

成28年度当初予算に比較し30.4％、３億3,119万9,000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。

429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、482万4,000円、298万1,000

円の減。受益者負担金現年度賦課対象額の減であります。

２款使用料及び手数料、１項使用料、１目下水道使用料、8,689万2,000円、231万2,000

円の減。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、１億3,670万円、１億7,220

万円の減。社会資本整備総合交付金事業費の減額に伴う減であります。

５款繰入金、１項１目一般会計繰入金、３億8,959万3,000円、977万2,000円の減。繰り

出し基準分のほか、収支補填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、1,949万8,000円、1,436万6,000円の増。主に消費税及び地方消費税還付

金の増であります。

７款１項町債、１目下水道債、１億2,130万円、１億5,830万円の減。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。

431ページをお開き願います。

歳出であります。
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１款下水道費、１項下水道管理費、１目一般管理費、1,440万5,000円、643万3,000円の

減。次ページにわたり、３事務事業の計上であります。

職員人件費、1,031万円、629万1,000円の減。再任用職員を含め２人分の計上でありま

す。なお、443ページから445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、245万5,000円、16万1,000円の減。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、164万円、１万9,000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、1,521万5,000円、192万9,000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、主に施設修繕料が減となっております。

３目処理場管理費、6,003万6,000円、774万2,000円の減。終末処理場の運転管理費の計

上で、主に汚泥除去委託料が減となっております。

４目普及促進費、74万2,000円、90万7,000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、69万9,000円、89万9,000円の減。次ページにわたり、利用見

込みとして10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、４万3,000円、8,000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、２億9,002万1,000円、３億2,277万7,000円

の減。２事務事業の計上であります。

公共下水道事業補助、２億6,940万円、2,340万3,000円の減。汚水管ほか実施設計委託

料として5,920万円、終末処理場の各設備の更新及び汚水管等の整備費として１億8,680

万円、下水道コンポスト設備、汚泥運搬用車両の購入費として2,000万円ほか、補助対象

事業分の計上であります。

公共下水道事業起債、2,062万1,000円、102万6,000円の増。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。

３款１項公債費、１目元金、３億1,244万2,000円、1,076万円の増。

２目利子、6,494万8,000円、602万9,000円の減。

４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を終わります。

再び、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。

446ページに債務負担行為に関する調書として記載しておりますので、ご参照願います。

再び、15ページへお戻り願います。

第３条、地方債。
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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、447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29年度厚岸町介護保険特別会計予算であります。

平成29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10億580万円と定める。

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。

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18項にわたり、それぞれ10億580万円で、

平成28年度当初予算に比較し、1.1％、1,102万5,000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。

450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、１億7,550万1,000円、84

万2,000円の増。収納見込みを勘案しての計上であります。

２款サービス収入、２項予防給付費収入、１目居宅支援サービス費収入、554万2,000

円、50万9,000円の減。居宅支援サービス計画費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、25万8,000円、10万3,000

円の減。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、１億6,790万5,000円、81

万8,000円の増。介護給付に対す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、7,525万5,000円、178万2,000円の増。

７目地域支援事業交付金、936万3,000円、111万9,000円の増。介護予防・日常生活支

援総合事業交付金として168万7,000円、その他地域支援事業交付金として767万6,000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、２億5,615万3,000円、147万6,000円

の増。40歳から65歳未満の第２号被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、189万円、101万3,000円の増。

６款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金、１億2,941万4,000円、89万6,000

円の増。介護給付に対する道負担分の計上であります。
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２項道補助金、３目地域支援事業交付金、468万1,000円、55万9,000円の増。介護予防

・日常生活支援総合事業交付金として84万3,000円、その他地域支援事業交付金として383

万8,000円の計上であります。

３項委託金、１目総務費委託金、１万4,000円、7,000円の減。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。

８款繰入金、１項１目一般会計繰入金、１億7,901万3,000円、310万7,000円の増。収支

均衡を図るための繰入金の計上であります。

10ページ。

10款諸収入、１項延滞金及び過料、１目第１号被保険者延滞金、1,000円、増減なし。

２目過料、1,000円、増減なし。

２項雑入、１目第１号被保険者第三者納付金、1,000円、増減なし。

２目第１号被保険者返納金、1,000円、増減なし。

３目雑入、80万6,000円、３万2,000円の増。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。

454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、1,915万5,000円、66万1,000円の減。

２事務事業の計上であります。

職員人件費、1,860万7,000円、69万1,000円の減。職員３名分の計上であります。なお、474

ページから477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、54万8,000円、３万円の増。

２項徴収費、１目賦課徴収費、83万円、増減なし。次ページにわたり、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、290万円、５万4,000円の増。厚岸・浜中介護認定審査会

への開催経費であります。

２目認定調査等費、746万1,000円、20万1,000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。

５項１目計画策定委員会費、161万5,000円、皆増。３年ごとに策定している介護保険

事業計画について、当該計画を策定するためのアンケート調査及び分析等に係る委託料

ほかの計上であります。

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、５億4,869

万1,000円。706万円の増。

次ページ。

２目施設介護サービス給付費、２億3,929万2,000円、286万8,000円の減。

３目居宅介護福祉用具購入費、245万3,000円、増減なし。

４目居宅介護住宅改修費、657万3,000円、増減なし。

５目居宅介護サービス計画費、5,792万8,000円、32万8,000円の増。
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６目審査支払手数料、93万6,000円、14万4,000円の減。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、1,855万2,000円、55万2,000円の増。

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、3,690万8,000円、34

万4,000円の増。

４款地域支援事業費、１項介護予防事業費、３目一次予防事業費、４目二次予防事業

費、５目総合事業費精算金、いずれも予算額ゼロ、皆減であります。なお、昨年度まで

これらの科目に計上していた事業につきましては、ほかの科目において振りかえ計上と

なります。詳しくはその際にご説明いたします。

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、3,643万2,000円、98

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、3,572万7,000円、108万1,000円の増。地域包括的支援センター職員４名分

の計上であります。

包括的支援施策、70万5,000円、9万3,000円の減。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、401万7,000円、54万円の増。次ページにわたり、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。

３項介護予防・生活支援サービス事業費、１目総合事業サービス費、374万2,000円、

皆増。従来、介護保険の保険給付として要支援者が利用する、いわゆるヘルパーの利用

とデイサービスの利用について、その事業主体を町が行うとされた介護予防・日常生活

支援総合サービス事業、いわゆる総合事業サービスとしての委託料と事業実施に係る負

担金の計上であります。

４項１目一般介護予防事業費、291万6,000円、皆増。さきの４款地域支援事業費１項

介護予防事業費の３目一次予防事業費と４目二次予防事業費にそれぞれ計上していた事

業をまとめ、新たに一般介護予防事業として、次ページにわたり、計上する内容であり

ます。

５項高額介護サービス費等、１目高額介護サービス費事業費、５万円、皆増。

６項その他諸費、１目審査支払手数料、４万3,000円、皆増。それぞれ新たな総合事業

サービスに係る負担金及び手数料であります。なお、３項の介護予防生活支援サービス

事業から６項のその他諸費までは、介護保険法の改正に伴い新たに設置された科目であ

ります。

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。

次ページ。

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、1,127万8,000

円、60万2,000円の減。２事務事業の計上であります。
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職員人件費、888万9,000円、１万7,000円の減。職員１人分の計上であります。

介護予防支援、238万9,000円、58万5,000円の減。次ページにわたり、要支援認定者の

介護予防マネジメント業務経費の計上であります。

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29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29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１億3,646万8,000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。

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、次ページ、歳出では４款５項にわたり、それぞれ１億3,646万8,000

円で、平成28年度当初予算に比較し、9.0％、1,125万8,000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。

480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、5,419万5,000円、629万円の増。

２目普通徴収保険料、3,574万9,000円、420万3,000円の増。収納見込みを勘案しての計

上であります。

３款繰入金、１項１目一般会計繰入金、4,641万2,000円、76万5,000円の増。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、１目延滞金、1,000円、増減なし。

２目過料、1,000円、増減なし。

４項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金、10万円、増減なし。

２目還付加算金、１万円、増減なし。

以上で、歳入の説明を終わります。

482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、280万6,000円、4,000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、62万3,000円、３万8,000円の増。賦課収納に係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、１億3,282万9,000円、1,122万4,000円の

増。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1,049万3,000円の増、保険料軽減分が35万円の増であります。

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。
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以上で、議案第６号の説明を終わります。

続きまして、26ページをお開き願います。

議案第７号 平成29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29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7,990万1,000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。

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7,990万1,000円

の計上で、平成28年度当初予算に比較し、0.6％、46万8,000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。

488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、6,637万円、275

万7,000円の増。

２項１目自己負担金収入、1,344万7,000円、226万円の減。それぞれ一日平均18人の入

所者を見込んでの計上であります。

９款諸収入、１項１目雑入、８万4,000円、２万9,000円の減。介護保険主治医意見書

作成料であります。

以上で、歳入の説明を終わります。

490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、7,980

万1,000円、46万8,000円の増。２事務事業の計上であります。

職員人件費2,339万8,000円、1,315万6,000円の減。正職員看護師１人、嘱託介護員２人

分の計上であります。なお、494ページから496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、次ページにわたり、5,640万3,000円、1,362万4,000円の増。

施設運営のための関係経費の計上で、主な増は臨時職員、パート勤務を含め１名増によ

る賃金等の増及び病院事業運営、管理共通経費負担金は派遣看護師の委託料の計上によ

る増であります。

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29年度厚岸町一般会計予算から、議案第７号

平成29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29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29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5,163戸で、前年比8戸減。

年間総配水量は126万3,901立方メートルで、前年度比7,454立方メートル、率で0.6％

増。

１日平均給水量は3,463立方メートルで、前年度比21立方メートル、率で0.6％増を予

定しております。

主な建設改良事業は、配水管布設がえ等事業が１件で、事業費は200万円、前年度に比

べ1,670万円の減。

設備改修事業は１件、180万4,000円、前年度に比べ689万2,000円の減。

メーター設備事業は、新設・検満合わせて723台で5,352万円、前年度比1,827万7,000円

の増であります。

配水管耐震化計画策定業務、1,390万円は、新規計上で皆増。

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２億9,819万2,000円、内訳は、１項営業収益で２億6,617

万3,000円、２項営業外収益で3,063万2,000円、３項特別利益で138万7,000円と定め、支

出では、１款水道事業費用を２億6,688万9,000円、内訳は、１項営業費用で２億3,426万

1,000円、２項営業外費用で3,242万8,000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380万円、内訳は、１項企業債で同額の380万円と定め、

支出では、１款資本的支出を１億4,033万円、内訳は、１項建設改良費で7,159万6,000円、

２項企業債償還金で6,873万4,000円と定めるものであります。

括弧書きです。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億3,653万円は、過年

度分損益勘定留保資金1,306万3,000円、当年度分損益勘定留保資金１億1,016万4,000円、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額530万3,000円及び減債積立金800万円で

補填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ページをごらん願います。

初めに、収益的収入であります。

比率は、対前年度、当初予算との比率で述べさせていただきます。

１款水道事業収益は、8.7％、2,388万円の増。

収入の大部分を占める１項１目給水収益は２億6,527万8,000円で、料金改定により4.7

％、1,185万5,000円増の水道料金を計上しております。
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２目受託工事収益は89万5,000円で、道路改良工事に伴う消火栓移設工事補償金で、50

万7,000円の増であります。

２項営業外収益は、49.4％、1,013万1,000円の増で、3,063万2,000円、内訳は、２目他

会計補助金が1,094万7,000円の皆増で、今回の水道料金の改定で他会計が負担すること

とした費用を職員給与費補助として一括計上したものであります。

３目長期前受金戻入は1,967万6,000円で、81万6,000円の減。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化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。

３項特別利益３目その他特別利益は、138万7,000円の皆増で、昨年９月の低気圧によ

る大雨で発生した宮園配水池敷地内ののり面の崩落が厚生労働省の査定で災害として認

められたため、その復旧費に対する国庫補助金の計上であります。

次に、収益的支出であります。

１款水道事業費用全体では2.7％、748万円の減。

１項営業費用では2.6％、618万1,000円の減であります。

内容については、新規計上の項目と前年度と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2.7％、167万円の減で、内訳は、10ページにわたりますが、17

節委託料は4.8％の増、2,398万7,000円で、労務単価の上昇などによる施設管理委託料の

増によるもの。24節動力費は16.4％の減、1,611万6,000円で前年度の使用電力量の実績

と最近の電力単価を反映したことによる減であります。

２目配水及び給水費は28.2％、227万2,000円の増で、主な内訳は、20節修繕費が52.4％

増の641万3,000円で、漏水修理に対応するための増額計上であります。

３目受託工事費は、50万8,000円の皆増で、道路改良工事に伴う消火栓の移設工事費の

計上であります。

４目総係費は10.1％、352万1,000円の減で、主な内訳は、１節給料が17.7％減の913万

9,000円､２節手当が16％減の407万9,000円、６節法定福利費が21.5％減の459万3,000円の

計上で、ともに給与費計上職員数の変更による給料総額の減などに伴うものであります。

11ページをごらん願います。

18節手数料は、10％増の103万6,000円で、水道料金の口座振替に必要なデータの引き

渡し方法の変更に伴う増であります。

その他、各節説明欄記載のとおりであります。

12ページにわたりますが、５目減価償却費は2.5％、331万8,000円の減で、平成28年度

までに取得した資産に対する減価償却費のうち、主に構築物に係る減価償却費の減によ

るものであります。

６目資産減耗費は12.5％、45万2,000円の減で、メーター除却費の減によるほか、水質

検査機器の更新に伴う除却を見込んだものであります。

２項営業外費用では3.9％、129万9,000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5.9％、151万3,000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2.7％、21万4,000円の増で、納付見込み額の増でありま
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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3,130万3,000円上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86.1％、2,347万5,000円の減で、１項１目企業債は83.2％、1,880

万円の減。起債対象事業の減であります。

６項１目補償金は、補償対象工事が生じないため皆減であります。

資本的支出であります。

１款資本的支出全体では8.8％、1,138万6,000円の増で、１項建設改良費は13％、825万

1,000円の増。

１目建設改良費は86.1％、2,359万2,000円の減で、配水管布設がえ等１件と施設整備

１件を予定しています。

２目総係費は17節委託料で1,375万円の増。配水管耐震化計画策定業務の委託料で、こ

れは老朽化した水道管の更新と耐震化に当たっては改めて将来人口の推計と水需要の調

査に基づいた更新計画を策定し、経済的で効果的な整備を行うとした料金改定に伴う事

業執行の方針を反映した計上であります。

そ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51.9％、1,827万7,000円の増で、主に検満メーター取りかえ台

数の増によるものであります。

４目固定資産購入費は44.9％、18万4,000円の減で、老朽化した水質検査機器を更新す

る費用の計上であります。

２項１目企業債償還金は4.8％、313万5,000円の増で、これまでに借り入れたものの償

還の増によるものであります。

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、配水管等整備事業で、限度額は380万円。起債の方法、利率、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

の予算額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1,995万7,000円

とするものであります。

第８条、他会計からの補助金は、一般会計から職員給与費補助として1,094万7,000円

と定めるものであります。

第９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、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29年度の予

定貸借対照表、16ページと17ページは平成29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28年度の予定損益
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計算書、19ページと20ページは平成28年度の予定貸借対照表、21ページと22ページは平

成28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すので、説明は省略させていただきます。

以上が、平成29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、ご承認くださいますようよろしく

お願いいたします。

●議長（佐藤議員） 病院事務長。

●病院事務長（土肥事務長） 続きまして、議案第９号 平成29年度厚岸町病院事業会計予算

について説明いたします。

１ページをお開きください。

初めに総則です。

第１条、平成29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。

第２条、業務の予定量。

(1)病床数は55床で、一般病床であります。

(2)患者数は、入院患者は年間延べ患者数１万3,140人、一日平均36人、外来患者は、年間

延べ患者数５万301人、一日平均207人とするものです。合計で、延べ患者数6万3,441人、一

日平均243人と見込むものです。

(3)主な建設改良事業として、医療器械整備事業1,538万円、建設工事事業1,193万4,000円、

リース資産購入事業2,498万7,000円の計上であります。内容は、後ほど説明いたします。

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説明いたします。

11ページをお開きください。

はじめに、収益的収入についてです。

１款病院事業収益、11億6,694万5,000円、前年度比較1,276万5,000円、率にして1.1％の増。

１項医業収益、９億1,120万5,000円、前年度比較583万3,000円、率にして0.6％の増であり

ます。これは、１目入院収益で３億2,797万4,000円、前年度比較0.4％の減、２目外来収益で

３億9,486万3,000円、前年度比較0.2％の増、いずれも患者数見込みと一人当たりの診療単価

を踏まえての計上であります。

３目その他医業収益では6,297万7,000円、前年度比較5.4％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、１億2,539万1,000円、前年度比較2.5％の増。１節では一般会計負担金１億1,083

万3,000円、救急医療対策費補助１億928万5,000円、保健衛生行政費補助154万8,000円を計上。

２節では負担金1,455万8,000円。２４時間救急医療の確保に要する経費の一部を、浜中町か

ら一般会計を経由して病院会計へ負担いただくものであります。

２項医業外収益、２億5,574万円、前年度比較693万2,000円、率にして2.8％の増。これは

１目受取利息及び配当金で1,000円、増減なし。

２目患者外給食収益で、206万1,000円、増減なし。

３目長期前受金戻入で8,068万9,000円、前年度比較3.8％の減。
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４目その他医業外収益で631万3,000円、前年度比較2.3％の増。

５目他会計補助金で5,820万9,000円、前年度比較3.6％の減。

６目他会計負担金で8,212万1,000円、前年度比較1.6％の増。内訳については、それぞれ説

明説明欄をご参照ください。

なお、収益的収入における他会計からの補助金は、医業、医業外合わせ、総額比較で

今年度２億5,116万3,000円に対し、昨年度当初が２億5,156万7,000円で、40万4,000円、0.2

％の減であります。

次に、12ページをお開きください。

７目１節負担金交付金で、2,634万5,000円、71.1％の増。介護老人保健施設からの負担分

として、運営管理共通経費の計上。

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、12億868万9,000円、前年度比較1,373万2,000円、率にして1.1％の増。

１項医業費用では11億3,399万2,000円、前年度比較1,412万5,000円、率にして1.3％の増。

内訳です。１目給与費で７億21万7,000円の計上、前年度比較720万2,000円、1.0％の増。

主に１節給料、前年度比較352万8,000円の増。２節職員手当等、前年度比較97万8,000円の増。

職員60名分の計上であります。３節法定福利費で前年度比較654万4,000円の減。主に共済組

合負担金率の引き下げで610万8,000円の減。４節退職給付費で前年度比較274万3,000円の増。

５節賞与引当金繰入額で前年度比較213万8,000円の増。平成30年６月支給の賞与引当額とし

て計上。６節賃金では前年度比較435万9,000円の増。嘱託職員で給与改定、定期昇給等158万

3,000円の増ほかとなっております。

２目材料費では１億3,638万1,000円、前年度比較2.5％の減。本年度患者数の減の見込みに

伴う薬品、診療材料費の減であります。

３目経費では１億9,490万9,000円、前年度比較0.7％の増で、前年度比較で同額となった主

なものでは、７節燃料費で52万8,000円の増。主にボイラー重油単価の引き上げによるもの。15

節使用料で76万9,000円の増。透析室テレビ入れかえ33万7,000円増。除雪用ミニショベル借

り上げ料で45万6,000円の増であります。

一方、前年度比較で減額となった主なものは、16節委託料で17万円の減。内訳としては、

３年に一度実施の特殊建築物定期報告業務委託料64万9,000円が皆減。給食業務委託料55万

1,000円の減。自動分析装置保守委託料47万1,000円の増。医療事務委託料55万5,000円の増と

なっております。

そのほか記載のとおりであります。

15ページ。

４目減価償却費、9,648万円、前年度比較8.6％の増。主に、１節建物減価償却費で144

万8,000円の増。３節器械備品減価償却費で721万7,000円の増であります。

５目資産減耗費、210万円、前年比較216.3％の増。固定資産除却費が143万6,000円の増で、

特に入れかえ予定の非常照明用蓄電池設備の除却が69万1,000円、そのほか６点の医療機器等

の除却で139万9,000円を予定しております。

６目研究研修費、390万5,000円、前年度と同額計上。

次に、２項医業外費用では7,439万7,000円、前年度比較39万3,000円、0.5％の減。これ
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は１目支払利息及び企業債取扱諸費、4,204万3,000円、前年度比較10.4％の減。

２目医療技術員確保対策費、1,236万円、前年度比較68.0％増。１節旅費交通費及び２

節食糧費は前年度同額計上。３節負担金で396万4,000円の増。看護師の退職補充が見込

めないことから、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、その看護師等の紹介手数料として103万7,000円の増と

なっております。

３目雑損費、1,669万4,000円、前年度比較3.1％の減。貯蔵品購入に係る仮払い消費税

などの減。

４目消費税及び地方消費税では、330万円、前年度同額計上であります。

次に、３項１目予備費は前年度と同額の30万円の計上です。

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、１億5,330万2,000円、前年度比較707万7,000円、4.8％の増。

１項１目企業債、1,190万円、前年度比較10万円の増。今年度予定しております非常照

明用蓄電池設備改修工事の財源として企業債を発行するものです。

２項補助金では１億4,140万2,000円、前年度比較697万7,000円、5.2％の増。

１目他会計補助金では１億2,760万2,000円、前年度比較17万7,000円の増。内容は、企

業債償還元金補助で１億100万1,000円、医療器械購入費補助で158万円、建設工事費補助

で３万4,000円、リース資産購入費補助が2,498万7,000円であります。

２目国庫補助金、1,380万円、前年度比較680万円の増。特定防衛施設周辺整備補助金

の計上であります。医療器械購入費分、資本的支出で計上の６点に全額充当するもので

あります。

次に、資本的支出。

１款資本的支出、１億8,330万2,000円、前年度比較1,220万1,000円、7.1％の増。

１項建設改良費、5,230万1,000円、前年度比較747万5,000円、16.7％の増。

１目固定資産購入費、１節器械備品購入費で1,538万円、前年度比較91.3％の増。本年

度は、薬用冷蔵保管庫１台、透析用監視装置１台、業務用食器洗浄機１台、医療器具洗

浄装置１台、血圧監視装置２台、上部消化管ビデオスコープ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、1,193万4,000円、0.3％の減。今年度予定の工事は、非常

照明用蓄電池設備改修工事であります。停電時の非常照明用の蓄電池と制御設備の改修

で、平成７年に病院が改築されて依頼２２年目を迎えており、蓄電池と設備の劣化によ

る電流のばらつきで設備作動の際に安定した電流が得られないことも想定され、また制

御装置においては一部の部品生産終了となっていることから、停電時の避難誘導に支障

のないよう早期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、2,498万7,000円、16万6,000円、0.7％の増。平成25年12

月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、今年度で費用となる予

算計上であります。

続いて、２項１目１節企業債償還金、１億3,100万1,000円、前年度比較3.7％の増。今
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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。

ここで、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填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3,000万円は、過年度分損益勘定留保資

金3,000万円で補填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。

第５条は、企業債です。

起債の目的は、非常照明用蓄電池設備改修事業、限度額は1,190万円です。起債の方法、

利率、償還の方法につきましては、記載のとおりであります。

次に、６条では、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７億21万7,000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、３億7,876万5,000円とするものです。

なお、医師体制の変化、建設改良事業の変動など、事業収支の変動、収入不足などに

ついては、補正で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１億7,680万7,000円と定

める内容です。

第10条は、重要な資産の取得です。取得する資産は、非常照明用蓄電池設備一式であ

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

算書であります。これにより、資金期末残高は1,981万9,000円と見込むものです。内容

は記載のとおりですので、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きます。18、19ページは平成29年度の予定貸借対照表で

あります。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し、説明

として記載しております。

22ページは平成28年度の予定損益計算書、23ページ、24ページは平成28年度の予定貸

借対照表であります。

以上、簡単な説明でありますが、議案第９号 平成29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29年度各会計

予算審査特別委員会を設置し、これに付託し、会期中に審査したいと思いますが、これ
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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29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53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。

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29年３月６日

厚岸町議会

議 長

署名議員

署名議員


